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平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２８年１２月 ７日（水） 

○開会年月日   平成２８年１２月 ７日（水） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  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１０号） 

平成２８年１２月 ７日（水）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 平成２８年度定例監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 一般質問 

日程第 ７ 受理第 ３号 公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地域経済の振

興を求める請願 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第７ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（池田洋助君） ただ今から、平成２８年１２月 第８６回内子町議会定例会を開会いたし

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、５番大木 雄議員、６

番山本 徹議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

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

議題とします。本定例会の会期は、去る１１月３０日開催の議会運営委員会において協議され、

本日から１４日までの８日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から１２月１４日までの８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１０号のとおりであります。

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議長諸般の報告」を致します。議長としての報告事項は、

お手元に配布しておる通りでございます。ご覧いただいたことと思いますからご了承ください。 

 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
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す。 

 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

 

 本日、ここに平成２８年１２月内子町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席を賜りまして、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１件、請負契約１件、条例

の改正６件、条例の制定２件、事業計画１件、事務組合関係３件、補正予算３件、人事案件１件

の合計１８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致します。 

さて、師走に入り、寒さが厳しくなってまいりました。町内各所で様々なイベントが行われた

秋も終わり、美しい紅葉で多くの人を楽しませた小田深山も、冬の様相に変わっています。２０

１６年が終わろうとする中で、世界では大きな出来事が続いています。アメリカでは共和党のド

ナルド・トランプ氏が大統領に選ばれ、早々とＴＰＰからの離脱を宣言されています。また、韓

国では朴大統領の弾劾を求める声が高まっています。目まぐるしく変化する国際情勢の中で、今

後の情勢を注視したいと思っておるところでございます。 

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、平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権

大会兼愛顔つなぐえひめ国体ライフル射撃競技リハーサル大会について、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、内子座創建１００周年記念事業について、スカ

ベンジャーハントｉｎ内子の紅葉ルートについて、えひめいやしの南予博２０１６についての５

件でございます。 

それでは、最初に平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼愛顔つなぐえひめ

国体ライフル射撃競技リハーサル大会についてご報告を致します。９月９日から１１日までの３

日間、内子町城の台公園特設ライフル射撃場において、平成２８年度全日本社会人ライフル射撃

競技選手権大会兼愛顔つなぐえひめ国体ライフル射撃競技リハーサル大会を開催致しました。こ

の大会は、競技会運営能力の向上を図るとともに、国体に向けた機運を一層盛り上げ、「愛顔つな

ぐえひめ国体」の成功につなげるために開催したものでございます。大会には、３７都府県から

２２２人の選手が参加し、延べ約１，６００人の方にご来場いただきました。会場は、町内の児

童・生徒手づくりの応援のぼり旗や、花いっぱい運動で育てたプランターで彩られました。さら

に１００人を超えるボランティアの皆さんにご参加いただき、おもてなしあふれる雰囲気とする

ことができました。最新の電子標的を備えた射撃場は「理想的な射撃場」との感想もあり、天候

にも恵まれるなかで、選手たちは最高のパフォーマンスを発揮できたようです。また内子高等学

校ライフル射撃部の選手も３名が入賞し、えひめ国体への活躍が期待されます。今大会で明らか

になった問題点、課題等は、今後、競技団体と協議を重ねながら解決していき、来年開催される

本大会の成功に向け、準備を進めてまいります。 

次に、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ご報告致します。本

大会は、１０月２１日・２２日に南予地域を中心に開催されました。内子町では、うちこグリー
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ンツーリズム協会を主体として初日の分科会の受け入れを行い、全国から２８名のお客様をお迎

えしました。分科会では、「地域の価値」をテーマに石畳地区において、里山めぐり・山野草採

取・そばがきの試食などの体験メニューを実施致しました。２２日は、全体会が内子座でおこな

われ、県内外から約３００人が参加し、成果や課題、今後の在り方について話し合いました。グ

リーンツーリズムは、国のインバウンド政策や地方創生の動きの中で、特に注目されています。

その最新の成果についての情報交換が、内子町でできたことは、大変ありがたく、また、地域資

源を活用する内子のまちづくりの姿勢を、多くの皆さまに知っていただけたことは、内子町にと

って、また全国のグリーンツーリズム関係者の皆さまにとっても非常に意義深いものであったと

考えています。 

次に、内子座創建１００周年記念事業についてご報告致します。この事業は、平成２６年度か

ら平成２８年度まで３年間にわたり実施してまいりました。平成２６年度は、「茂山狂言公演」な

ど７つの事業で、１２回の公演や講座を開催し、来場者数は約４，０００人でございました。平

成２７年度は、「淡路人形座公演」など１１の事業で１８回の公演や講座を開催し、６，４００人

を超える来場者がありました。そして、今年度は、「東西狂言の競演」などこれまでに１１の事業

で、１６回の公演や講座を開催し、５，４００人を超える皆様にご来場いただいています。１公

演あたりの来場者数は、約３４０人、いずれの公演も盛況に開催することができました。また、

狂言や文楽等の古典芸能にとどまらず、一般社団法人日本演出者協会主催の「演劇大学ｉｎ内子」

や、「松本隆の世界」公演に併せて、ふなや料理長、久保田昌司氏による「高橋邸ダイニング」も

開催致しました。今後の内子座を活用した町の活性化策にも効果があったものと思います。これ

らの事業を通して、内子座を支える人たちの思いを再確認するとともに、この小屋を愛する人た

ちとの新たな人脈を築くことができました。今後も、これらの方たちとの絆を大切にしながら様々

な機会を提供することで、地域に貢献し、長く愛され続ける内子座を実現できると確信致します。

この先５０年、１００年とさらに魅力ある内子座を実現するために、新たな事業に取り組んでい

きたいと思います。 

次に、愛媛サイクリングの日のイベントについて、ご報告いたします。昨年に引き続き、１１

月１３日、愛媛サイクリングの日に、県内各地でサイクリングのイベントやおもてなしが行われ

ました。内子町では、スカベンジャーハントｉｎ内子の紅葉ルートとして小田地区でイベントを

開催し、１８チーム、６５人の参加がありました。 スカベンジャーハントは、地域の宝探しを自

転車で行うもので、海外で人気があります。参加者は、指定された地域の「宝」を写真に撮り、

それをスマートフォンで本部に送り、ポイントを取得します。具体的な運用は、松野町の株式会

社フォレストキャニオンに、運営等は、小田高等学校および内子高等学校の生徒の皆さんにもご

協力いただきました。当日は、地元小田や参川地区の住民の皆さんにも、参加者の質問に応えて

いただいたり、ビュッフェ方式による昼食の提供で大変お世話になりました。来年度も引き続き、

自転車をツールに、地域の「宝」を発見し守り育てる機会となるよう、愛媛サイクリングの日の

イベントを行っていきたいと考えているところでございます。 

続いて、えひめいやしの南予博２０１６についてご報告致します。この催しは、南予地域を舞

台に「さとに憩い、ひとに和む。えひめ南予の、いやし旅。」をキャッチフレーズに今年３月から

開催されていたもので、１１月２０日に約８カ月間の会期を終え閉幕致しました。会期中は、南
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予の豊かな自然と多彩な歴史文化を背景に、南予の「食・食文化」を軸として、サイクリング、

アウトドア、町あるき、グリーンツーリズム等の様々なイベントが展開されました。各市町で地

域の食材を使った料理を、地域の特別な場所で提供する南予プレミアムダイニング、地域住民が

自主企画したプログラムなど、３１９のイベントが実施されました。期間中のイベント来場者数

は１１月２０日速報値で１９３万人に上ります。内子町においては、４月２３日に「南予プレミ

アムダイニング」が、重要文化財上芳我家住宅で開催されました。県内外から訪れた６０人が、

「歴史と伝統の灯」をテーマに、特別な会場でジャズの生演奏を聴きながら地元で採れた新鮮で

旬な食材を使ったイタリアン料理を楽しまれました。また、地域コアイベントとしては、内子座

創建１００周年記念事業として、立川志の輔独演会、東西狂言の競演など５つの公演を内子座で

行いました。六日市商店街と八日市護国地区では、１００年前の生業を再現した、内子時代祭。

地域住民の皆さんと連携して開催致しました。さらに、７月２４日からは、期間中の地域内の交

通対策として、ＪＲ内子駅から町内主要施設を結ぶ巡回タクシーを運行致しました。自主企画プ

ログラムとしては、うちこグリーンツーリズム協会による「小田川流域いやし旅 ～川に遊び学ぶ

～」や企業組合内子手しごとの会による「～あでカワイイ！キモノでめぐる恋する町並～」など、

１１の団体が自然や産業など、地域の資源を活用した様々な体験プログラムを企画・実施致しま

した。これらの催しにより、期間中の町内のイベント来場者数は、１８万５，０００人に上りま

した。 最終日に、南予文化会館で行われた南予博クロージングイベントでは、知事と南予９市町

の首長らにより、これから先もそれぞれが南予の魅力を広く発信していく「いやしの南予」を宣

言し閉幕しました。今後も、南予博の成果を継承して「南予」が愛媛の代名詞になれるよう、他

の市町とも協働して取り組んでまいります。 

さて、本定例会は、私にとりまして２期目最後の定例会となります。２期目につきましては、

１期目に掲げた「子どもたちに夢を」「働く人に元気を」「お年寄りに安心を」の理念に「安全・

安心のまちづくり」を加え、様々な施策を実施してまいりました。教育の面では、１期目からの

課題でありました学校の統廃合や耐震化を進めました。この内、耐震化につきましては、国庫補

助金を活用しながら順次改修を進め、今年度までにほとんどの学校で事業を完了致しました。ま

た、小田地区におきましては、幼稚園、小学校を統合し、中学校を移転整備、一貫した教育環境

を整えることができました。現在、建築を進めております大瀬小学校につきましても、今年度中

に町産材を使用した木造校舎が完成する予定でございます。一方で、農産物等地場産品の販路拡

大、町のＰＲ活動等を図るため、愛媛県東京事務所に職員を派遣するとともに、産業振興課内に

専任職員を配置して、東京、大阪、台湾等で積極的に販促活動、商談会を実施致しました。その

結果、豊島区との連携協定をはじめ、大手企業とのタイアップにより、商品の開発、首都圏や台

湾への販路拡大などの成果が得られ、地産外商が進んでいるところでございます。 町内に目を向

けますと、創業２０周年を迎えた、からりの売り上げは、昨年度、過去最高の７億５，０００万

円を達成致しました。せせらぎにつきましても、６，７００万円という最高の売り上げになりま

した。 特に、からりは、昨年全国 6か所のモデル道の駅に認定されました。これまでの活動が評

価されたことを嬉しく思っています。このようなことから、平成２７年度の農林産物販売額は前

年比１億円増の３１億円となりました。また、内子町への入込観光客数も昨年度は１２３万人と

なり、前年度に比べて４万人の増となっております。これは、内子座の重要文化財指定や創建１
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００周年記念事業、えひめいやしの南予博２０１６の開催などの影響が大きいと考えております

が、内子町まちづくり応援大使の竹下景子さん、関口照生さんご夫妻に、テレビ等さまざまな機

会を通して、積極的にＰＲしていただいたことも、忘れてはならないと思っております。安全・

安心のまちづくりや子育て支援につきましては、教育関連施設の耐震化や保育園、子育て支援セ

ンターの整備、学童保育や放課後児童クラブの実施により、かなり改善されたと考えています。

高齢の皆さんの移動手段として始めたデマンドバスも、利用範囲を町内全域に拡大し、現在約１，

８００人の方にご登録いただき、通院や買い物などにご利用いただいています。防災につきまし

ても、役場本庁、分庁の耐震化をはじめ、消防ポンプ自動車の更新を積極的に行い、消防団員の

処遇改善にも取り組まさしていただきました。今後は、老朽化している詰所や、避難所となる自

治会館等の改修整備が求められているところでございます。これらの事業を実施する一方で、極

力、助成制度を活用することで一般財源の持ち出しを抑え、財政の健全化に努めてまいりました。

合併時、１６０億円を超えていた起債残高は、現在８７億円ほどまで減少致しております。普通

交付税の縮減が続く中で、今後も厳しい財政運営が続くことが予想されますが、引き続き財政の

健全化に努めたいと考えているところでございます。一方で、人口減少や地場産業の担い手不足

など、今後、町が持続していくために解決しなければならない構造的な課題が山積していること

も事実でございます。それらの解決のためには、農業、林業、商業、観光など地場産業の振興が

とても必要です。地産外商による販路の拡大や、林業の６次産業化、Ｉターン、Ｕターンも含め

た担い手の確保、起業への支援などの施策を積極的に進めなければなりません。また、お年寄り

の生きがいづくり、子どもたちの英語教育の充実、防災施設の整備など、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ろうと思います。それらを推進するための仕組みの見直しも必

要です。今年、一人の学生の提案から、小田高等学校とシリコンバレーをインターネットで結ん

だ遠隔授業が実現しました。また、昨年は、森山未来さんがエラ・ホチルドさん、吉井盛悟さん

と内子町に滞在して、新しい舞台を創る、アーティスト・イン・レジデンス、滞在型創作も行わ

れました。茂山千三郎さんや野村万蔵さんから直接指導を受ける、内子子ども狂言クラブもでき

てきました。従来では想像もできなかったことが、この小さな町で起こっています。今後も、様々

な人々が内子に集い交流することで、新しい産業や文化が芽生えることが期待できます。これま

で以上に「面白く、ワクワクする町」、「世界とつながる町」を目指して、滞在型の文化・芸術の

振興を通して、多くの人々が訪れるようになれば、「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発

展するまち」に、また一歩近づけるのではないかと思います。私にとりましては、あっという間

の４年間でございました。多くの町民の皆さま、議員の皆さまに、ご支援、ご協力をいただきま

して心から厚くお礼申し上げる次第でございます。 引き続き議員各位のご指導とご協力をお願い

申し上げまして、招集のご挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（池田洋助君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

日程第５ 平成２８年度 定例監査の結果に関する報告 

○議長（池田洋助君） 「日程第５ 平成２８年度 定例監査の結果に関する報告」を受けるこ 

とにします。片岡安男代表監査員、登壇願います。 
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○代表監査委員（片岡安男君） 去る１０月２４日から１０月２７日までの間、定例監査を実施

したので、その結果をご報告致します。 

 それでは、資料３の２ページを開けていただいたらと思います。中段４の監査結果であります

が、平成２８年度前期における各部署での事業執行について「内子町監査基準」に基づき、多く

の事務事業から抽出により実施した結果、財務及び事業の施行は、適正に処理されているものと

認められました。全体的には、評価できることも数多く見受けられましたが、今後、検討あるい

は、留意されたいことも見受けられましたので、次の通り報告を致します。 

 まず、下段①、「工事請負契約、業務委託契約及び備品購入契約について」でありますが、多く

の業務が請負や委託など、外注により執行されております。これは、事務の効率化と民間知識を

活用した民間の活性化。あるいは地域の活性化にもつながり、評価できることであります。この

外注にあたっては、地方自治法の目的、原則にのっとり、「最小の経費で最大の効果」「より良い

ものをよりやすく調達」といった考え方で、適正な事務処理がおこなわれております。最近では、

一般競争、公募、指名競争、随意契約、あるいは完成品の良さを重視したプロポーザル方式、総

合評価落札方式と多くの方式による契約がおこなわれております。それぞれには、法令の縛りが

あり、またそれぞれにメリット、デメリットがありますので、よく検討され、最良の方法で執行

されたいと思うわけでございます。 

 次に、３ページ上段②の「起案と決裁について」でありますが、行政用語ですので分かりにく

いかもしれませんが、事務事業をおこなう際の起案文書は各種の事業執行のスタート地点であり、

担当者の考えとその根拠、そして上司の意思決定の様子や過程の確認ができ、監査では重要視し

ております。それは申すまでもなく、公務員は法令順守が第１であることであります。以前にま

して考えや根拠となる法令等も示されるなど、適正な事務処理がおこなわれるようになりました。

仕事は、町長を頂点とし、みんなで組織でおこなうものでございます。 

 次に③の「内子町競争参加資格審査会の活用について」でありますが、最近、提案型のプロポ

ーザル方式や公募方式等での業者選定にあたっては、内子町競争参加資格審査会の構成員メンバ

ーによる業者提案の評価審査をみかけるようになりました。これまで同審査会は５，０００万円

以上の工事等の業者選定をおこなっておりましたが、この構成メンバーによる評価審査に基づき

業者選定をおこなうことは、客観性と透明性のある選定につながり、評価できるものではないか

と思うわけでございます。従いまして、今後における業者選定の参考となる事例ではないかと思

うわけであります。 

 次に下段④のシルバー人材センターの活用についてでありますが、入札等の競争によらず、適

当と思われる相手方を選ぶ契約を随意契約、これまで申し上げているとおり、地方自治法で一定

の要件、つまり９つのケースのいずれかを満たせば契約できることになっております。この９つ

のケースの中には、シルバー人材センター等からの役務の提供がありますが、最近はシルバー人

材センターとの契約をよく見かけるようになりました。これは長い人生の中で培ってきた経験豊

かな高齢者の活力を生かす場や機会で、また地域の活性化にもつながることであり評価できるこ

とであります。施行令を下に書いておりますが、３号ということになります。 

 次に、４ページ下段⑤、一括発注契約及び長期継続契約についてでありますが、公共施設が完

成した後は、大切なことは適切な維持管理であり、定期的な保守点検であります。この保守点検
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委託契約が一括発注契約、長期継続契約でおこなわれており、最近は徐々にこの契約が多く見か

けるようになりました。これは事務の簡素化と効率化、あるいは経費節減につながることであり、

評価できることであります。このような契約は、他にもいろいろあると思いますが、各課との連

携を密にして、各条例や規則に則りまして、積極的な活用に努めていただきたいと思うわけであ

ります。 

 それから次に５ページ中段⑥の関係課間との合議を通しての意志決定についてでありますが、

入札事務と入札に伴う事務は、建設デザイン課で多くが執行されております。このことは建設業

法、地方自治法、関係法令の通達等など、複雑多岐であることから事務の迅速化と効率化にもつ

ながることであり、評価できることであります。契約後の事業執行は工事変更や予算措置など多

くの作業があると思いますが、この場合、事業担当課と建設デザイン課の間で確認と了解のため

の合議という方法が執り行われております。しかしながら、工事によっては金額も多寡で工事期

間も長期となりますので、この合議を通じまして、補正の要否、それから繰越の要否とその額の

決定、それから不用額の取扱い等について、意志疎通を図りながら予算の適時・適切な執行管理

に努めて頂きたいと思うわけであります。 

 次に５ページ下段⑦の各種補助団体についてでありますが、各種団体の活動に補助金等を通し

て支援・奨励することは、過疎化と高齢化の中で地域の活力と人材育成、町行政の円滑な推進等

など、重要なことであると思うわけであります。この補助金の審査や査定が形式的となることな

く、団体の実態、悩み、例えば今では後継者がいない等などいろいろとあるようでございますが、

留意しながら、各種団体の指導と育成に努めて頂きたいと思います。監査では、繰越金が運転資

金として必要、次年度の事業のため必要といったケースも見受けられました。従いまして早めの

総会開催、補助金の交付申請等の指導に努めて頂きたいと思うわけであります。 

 次に６ページの上段の⑧滞納についてでありますが、滞納は年度途中でありますので、出納閉

鎖時に決算審査のおり実施することにしました。ただ、税務課主導での関係課との研修、情報の

共有を目的とした債権管理対策会議については、滞納減少と徴収知識の普及のため開催していた

だきたい。また、作成された内子町債権管理マニュアルなどは、課内で必ず周知され、今後とも

適切な聴取に役立てて頂きたいと思うわけでございます。供覧されてないようなケースがちょっ

と見受けられました。 

 次に⑨の保育事業についてでありますが、保育事業は児童の健やかな成長を目的とした児童福

祉法による保育士の配置基準と設備基準の縛りの中で運営され、この２つの基準は車の両輪の関

係にあり、どちらが少し欠けても保育事業は前進しないことが言えます。本町の保育事業は、以

前と比較すると、町民の目線で延長保育、土曜保育、一次保育などなど、児童福祉法の趣旨に沿

って大きく改善され、前進していると思うわけであります。ただ、唯一の課題は、出生数が減少

している中で、女性の就業向上などによりまして、入所園児数が伸び、保育士の確保が難しいと

いうことであります。この保育士の確保は、全国的問題であり、その原因と言われているのが賃

金・給与が希望に合わない、過酷な労働状況下による健康・体力の不安、朝早くからの保育時間

の長時間化などなど、多くの原因があると言われております。本質的には過酷なハードワークに

対する評価が低いということではないかと思うわけであります。 
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 本町の場合は、認可保育所として町立と社会福祉法人である社協立の２つがありますが、町民

にとりましては同じ保育所であります。また、社協立の社会福祉法人はご案内の通り公益性と非

営利性であります。このことを勘案しますと、今後とも両保育所間の待遇格差などに注意しなが

ら、物心両面でのきめ細かい支援が求められると思うわけでございます。今後とも安心して子育

てが出来るそんな内子町を期待したいと思うわけであります。 

 終わりに今後とも内子町の良さと個性が生かされ、内子町に住んで良かったと思えるような内

子町のため、なお一層努められます事を望み、監査報告と致します。 

○議長（池田洋助君） ただ今の監査報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、質疑を終結します。 

以上で、「監査報告」を終了しました。 

 

日程第６ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 一般質問」に入ります。 

質問は、通告により、一括質問、一括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言

時間は、会議規則第５６条第１項の規定により４０分以内とします。発言残時間は前方左側の壁

に設置しております、残時間表示板でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問さ

れますよう、議員各位のご協力をお願い致します。理事者におかれましては、議員の質問の趣旨

等に対する確認等がございましたら、先にその旨を告げてから発言してください。 

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３名は明日行います。それで

は、受付順に質問を許します。 

最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） それでは、１２月議会にあたり質問を致します。先の６月・９月議会に

おいて、同僚議員からいじめについての質問がありました。これまでに、教育委員会から議員全

員協議会において、この事案で提訴があったこと。また提訴が取り下げられ、調停の申し立てが

あったことが報告されました。しかし、何があって、それに対してどう対応したのか、なぜ調停

の場にまでなったのか、内容について説明を求めましたが、一切の説明はありませんでした。私

は今回、この問題で心に大きな傷を受け、学校や行政に不信感を抱いている児童と保護者が、一

日も早くその苦しみから解放され、明るい笑顔で楽しい小学校生活が送れること、そして今後、

内子でこのようないじめが絶対に起こらないことを願って質問を致します。今、いじめ問題は大

きな社会問題です。２０１１年学校側がいじめはなかったとして適切な対応をしなかったことが

原因で起こった大津市、中２いじめ自殺事件が２０１２年になって発覚し、大きく取り上げられ

たことが契機となって、「いじめ防止対策推進法」が、与野党の議員立法によって国会で可決成立

し、施行されました。しかし、「横浜・原発避難いじめ」など、いまだ後を絶たない現状を大変残

念に思います。さて、この新聞報道にあるいじめに対し、教育長は、「内子町の小・中学校におい
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ては、これまで法律に規定するような重大事態は無かったと認識している。」との答弁でした。そ

の根拠は、法第２８条第１項です。この「重大事態」について私も調べてみました。文科省の資

料に、「重大事態の解説」というのがあります。これには、「学校において、重大事態の該当性判

断が的確に行われるよう、重大事態の意義についての同法の所管官庁としての見解」が示されて

います。中身は、重大事態の意義、重大事態に該当するか否かの判断、発生時の措置についてそ

れぞれ詳しく解説をしています。いじめ法第２８条第１項は、重大事態をいじめにより重大被害

が発生した「疑いがある」事態と、相当の期間学校を欠席するごとを余儀なくされている「疑い

がある」状態と定義しています。そして、「重大事態に該当するか否かを判断するのは、学校の設

置者又は学校である」としています。文科省は、「いじめの発生が疑われ、かつ、いじめにより重

大被害が発生したと疑われるときは、法第２８条第１項の「重大事態」の要件が満たされている」

と解説しています。このいじめ防止対策推進法成立時には、衆参両院で７項目の付帯決議がなさ

れています。この中には、「いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに

該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈さ

れることのないよう努めること」や、「重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等や

その保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応すること」が含まれています。こ

れらを見ると、新聞報道にあるいじめを一概に「重大事態ではない」と言えないのではないかと

考えますが、ご所見を伺います。また、学校や設置者から見れば、「児童等の生命、心身又は財産

に重大な被害が生じた疑いも、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

疑いもなかった」と判断されたということだと思いますが、その判断に至るまでにどのような対

応がなされたのか、伺います。 

 次に、法第２８条第１項の規定による調査は、「学校の設置者又はその設置する学校」が、重大

事態に該当すると認めるときに行うものと考えます、今回設置された「内子町いじめ調査委員会」

の法的位置づけを伺います。また、この調査委員会に何を期待され設置されたのか、伺います。 

 次に、中学校での部活動について質問を致します。この部活動ですが、いろいろな問題点があ

るようです。新聞、テレビなどでも、「ブラック部活動」として大きく報道がなされています。先

月の愛媛新聞には、「ブラック部活動・全員顧問・教員に負担」という見出しで、先生の視点から

見て、長時間労働による疲弊や教員の指導適性を考慮しない、保護者からの過度な期待とプレッ

シャーで練習を休みにできないなどの問題点が掲載されていました。また、８月のＮＨＫクロー

ズアップ現代では、「暴言！長時間！子供追いつめる“ブラック部活”」、「生徒の人格を否定する

ような暴言や、体調を崩すほどの長時間拘束といった、部活ハラスメントが深刻化している」と

して、「ブラック部活動」の実態を放映していました。生徒から見ると、「自主的な活動」のはず

なのに、強制加入となっている、朝練や休日練習により体を休める時間を十分に取れない、各生

徒の競技に対する姿勢には差があるが練習は一様に行われるなどの指摘があるようです。この問

題点を踏まえ、文科省とスポーツ庁がまとめた報告書では、部活動について、責任感や連帯感を

高めるなど「教育的側面での意義が高い」と評価しつつ、「行き過ぎた活動は教員、生徒ともにさ

まざまな弊害を生む」と指摘し、休養日を明確に設定し、部活動運営の適正化が必要として改善

策を発表しています。これまでにも、「学力低下傾向の要因に、部活動など「つまづき」がある」

と答弁されていますが、私はこのような部活動の弊害が出ているのではないかと危惧しています。
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そこでお伺いをします。中学校学習指導要領第１章総則第４の２（１３）には、「生徒の自主的、

自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意

欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との

関連が図られるよう留意すること」とされていますが、内子町での部活動に対する考え方、方針

を伺います。 

次に、部活動には、野球、テニスなど運動部、吹奏楽、郷土芸能など文化部等がありますが、

内子の中学校には小規模校ゆえにその選択肢がないところもあります。そのことによる不満、弊

害は出ていないのか、伺います。内子の児童生徒が、いじめのない楽しい学校生活が送れること、

そして、部活動が生徒の個性を伸ばし、人間関係の構築や仲間を思いやる心を育み、人生を素晴

らしく、有意義にしてくれるものであって欲しいということを最後に申し上げ質問を終わります。 

○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。 

○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） 私の方からは、いじめ問題について答弁をさせていただきます。まず、

最初のなぜ重大事態ではないのかとのご質問ですけれど、この重大事態でないとの判断につきま

しては、９月定例議会の寺岡議員及び宮岡議員のご質問に答弁させていただいていますように、

該当する学校で「いじめ防止基本方針」に基づいた対応を行い、職員会やいじめ対策委員会、ケ

ース会議、ＰＴＡ役員会等を開きながら、教育委員会と協議し、一日でも早く児童が学校へ通学

できるよう保護者と協議をおこないながら環境整備を整えてまいりました。そのようなことから、

現在のところは､法律にもとづく重大事態としては捉えておりませんが､今回設置致しました「い

じめ調査委員会特別調査委員会」の答申を受けて判断して参りたいと考えておるところでござい

ます。 

 次に、いじめ事案が重大事態でないと判断に至った経緯についてのご質問ですけれど、この件

に関しましても、９月定例議会で答弁をささせていただいておりますが、いじめ事案が発生すれ

ば該当する学校で「いじめ防止基本方針」などに基づいてすぐに対応をしております。また、教

育委員会では、先はどの答弁の中にも触れておりますけれど、学校からの報告に対して事実確認

などを行い、学校と一緒になっていじめ事案に取り組んで参りました。 

 次に、内子町いじめ調査委員会の法的な位置付けはのことでございますが、内子町いじめ調査

委員会につきましては、９月定例議会で寺岡議員のご質問に対する答弁や、調停の中での申立人

からの依頼等を受けたことも含めまして、総合的に判断を致しまして「内子町いじめ調査委員会

規則」に基づきまして、１１月４日に設置致したところでございます。 

 ４番目、内子町いじめ調査委員会に何を期待するかのことでございますが、このいじめ事案に

つきまして、学校や教育委員会でその都度対応して参りましたが、長期化している事案でござい

ます。そのためにも第三者であります、医師や弁護士、臨床心理士などの専門家による客観的な

判断をしていただきながら、少しでも早い解決になればということで期待を寄せているところで 

ございます。残りの部活につきましては、学校教育課長の方に答弁を致させます。 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉 勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 私の方からは部活動の在り方につきまして、１番、部活動に対

する考え方、方針について。２番、部活動に関する不満、弊害について、関連性がございますの

で、１と２を一括して答弁させていただきます。議員が言われますように、部活動につきまして

は、「生徒の自主的･自発的な参加により行われることが部活動である」と学習指導要領に書かれ

ていることは認識しております。町内の中学校における部活動は、生活指導面における規律や規

範を身に付けたり、身体的･精神的に強い意思のある人間育成や､礼儀正しい人間育成ができるな

ど、普段の教材指導では体験できない側面を持っている観点から、校長の学校経営の一つとして、

生徒はいずれかの部に入部をしております。しかし、部活動の選択枠が限られている中学校にお

きましては、生徒や保護者の不満があることは承知をしております。特に、スポーツ関係の部活

動しかない学校において、スポーツの苦手な生徒から不満が出ているようでございます。部活動

の基本は、生徒が楽しく元気に学校生活を送ることだと考えていますので、部活動顧問の指導や

体制なども含めまして、喫緊の課題として学校長、校長会など協議しながら対応していきたいと

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。 

○２番（森永和夫君） まず、いじめの質問の答弁ですけれども、私は冒頭にも申しましたよう

に９月議会で同僚議員から質問があったことは十分承知しております。その上でですね、私かあ

えてこの質問をしたということはですね、教育長も十分ご承知のはずだと思っておりましたが、

どうも今の答弁聞いておりますと、そうではないみたいなので確認を致します。法第２８条には

ですね、学校の設置者又はその設置する学校は、次にあ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又はその設置す

る学校のもとに組織を設けうんぬんというのがあります。この中で１番目にですね、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ると

書いてあります。そして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ときとありますが､質問にもありますが、

こういった疑いがなかったということでよろしいんですか。 

○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、法第２８条のところにそのような文言がご

ざいます。今回の事案でございますが、先ほど答弁させていただきましたように、いじめがあっ

て該当する学校の防止基本方針に基づきまして、学校で対応をさしていただいて、児童が一日も

早く学校に出てきていただくような環境を整えて取り組んできたというのが昨年度の状況でござ

います。そういった観点から９月等での議会でご答弁させていただきましたような法律に基づく

重大事態ではないけれど、重要視すべき案件、そういった形で取り組みをさせていただいたとい

うことでご理解をいただいとったらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） そういう答弁ではですね、理解ができないから私これあえて今回、質問

をしております。先程も言いましたように重大事態の解説というのが文科省が出しておりますが、

それにはですね、疑いがあるか否かの判断に関する留意事項としてこう書いてありますよ。「児

童・生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立があった時。（児童生徒及び保護

者が法に定める重大事態の規定を認識していないことも想定される事から申立に重大事態という

言葉がなくても申立内容から同等の状況が類推できる場合を含む）はその時点で学校はいじめの

結果ではない、あるいは重大事態とは言えないと考えたとしても重大事態が発生したものとして

報告、調査にあたるもの」と書かれていますが、内子町ではこういった文科省のこういった考え

方、方針というのと別にですね、何か独自のルールや考え方があるんでしょうか。 

○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）文科省の方針とかそういったところは尊重させていただいております。

そういった学校及び教育委員会、今まで取り組んだことがどうだったのか、というところを調査

研究していただくために答弁の中でも申しましたけれど、いじめ調査委員会特別調査委員会とい

うのを第三者機関、第三者によります委員会を立ち上げさせていただいて、そこで答申をいただ

くものというふうに思ってます。そういったところをいただいたものを真摯に受けながら対応し

て参りたいというふうに考えておりますので、ご理解いただいとったらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 調査委員会で答申を受けるというふうなことを今言われましたけれども、

私が言っているのは、この案件が重大事態ではないかということを前提で今質問をしております。

この調査委員会の法的根拠を伺いしましたが、あくまでも法第２６条に基づいた調査委員会です

よ。ということは、重大事態があった時にそれを調査するための組織が調査委員会ですよ。その

辺がどうも法律の趣旨が本当にお分かりじゃないのかなとしか私には思いません。そして先ほど

の疑いがあるということに関してですね、こういったことも書いてあります。判断主体はあくま

でも学校または設置者であるから、学校又は設置者がいじめの実行行為と重大被害の発生との間

に因果関係が存在しないと判断した場合や、そもそも対象児童に対するいじめが無かったと判断

した場合には、通常は重大事態として扱わないものの、児童生徒や保護者から上記の申し立てが

あった時は、疑いが生じたものと解さざるえないため、重大事態に該当するとの判断を下す必要

があることを明らかにしたものであると書いてあります。これ見てもですね、今回の案件は最初

提訴がなされました。その提訴が取り下げられ、調停の場にまで持っていかれました。というこ

とは児童や保護者は、重大事態があったのではないかということを申し立てているわけですよ。

ということは、学校設置者や設置する学校は疑いが生じたものと解さざるをえないという状態が

今の状態ですよ。ということは、重大事態に該当するとの判断を下す必要があるとはっきりと書

いてあるんです。これ私は根拠があって、そのことを申し上げておるんですよ。まず、重大被害

ですよね、これは教育長ご承知のように、重大被害の中に児童等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認める時の中のですね、被害には、生命被害、身体被害、財産被害、
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そして精神被害があります。この児童はいじめを長年受けたことが積み重なって、医師の診断書

まで出ていると思いますが、心因反応による抑うつ状態という診断書が出ていると思います。こ

れだけでもですね、重大被害の疑いがあると認めなければいけないということが証明されている

んですよ。その上、相当の期間、欠席を余儀なくされた疑いがあるという部分ですけれども、教

育長は３０日以上ないというようなことを前に答弁されております。この３０日というのもあく

まで目安なんですよ。文科省のこういった解説やいろいろ指針を見ているとですね、例えば２日

でも３日でも４日でも１週間でも連続して欠席をする場合には調査をすると、調べるということ

がはっきりと書かれていますが、それでも教育長、重大事態の疑いがあると認めるということは

認められないということでよろしいんですか。 

○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） ９月議会でご答弁させていただいておるんですけど、３０日というの

は認めておりますので、そこの部分はご理解をいただいたらと思いますが、先ほどから繰り返し

になるかも分かりませんけれども、今設置しておりますいじめ調査委員会特別委員会等にそうい

った取り組み内容等々を諮問させていただいておりますので、そこの所がその調査委員会早めに

答申をいただきたいというお願いもしてます。そういったところの答申をいただいたところでも

う一回教育委員会にお諮りをさしていただきながら、判断をして参りたいというふうにおります

ので、ご理解をいただいとったらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 先程もちょっと触れましたけど、この調査委員会自体がですね、何の法

的根拠がないんですよ。この規則も私見ましたけど、この規則見てもですね、法第２８条に基づ

いた組織が調査委員会ですよ。それが規則で決められている。ということは、この調査委員会を

設置するのは、あくまでも重大事態に該当すると認める時におこなうものとされている。この辺

の解釈、私が間違っているんでしょうかね。教育長、別に重大事態の疑いがあると認めた上での

調査委員会ということであれば、みんなが納得できるんです。そして被害児童や保護者もですね､

そのことでこのいじめの問題からですね、少しは解放されるんですよ。気持ちが楽になると思い

ます。今、本当にこの何年間、今も子どもも保護者もこのいじめの問題で苦しんでいるんですよ。

そういう実態があって、重大事態というんじゃなしに重大事態の疑いがあると認めるということ

くらいは、私は当然の対応の仕方だと思います。その上で調査委員会をして何があったのか、事

実の確認ですよ。この調査委員会がすることは、事実の確認をすることですよね。事実関係を明

確にするための調査です。ここに書いてありますよ、「事実関係を明確にするとは、重大事態に至

る要因となったいじめ行為がいつ、誰からおこなわれ、どのような対応であったか。いじめを生

んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどの様な問題があったか。学校教職員がどのような対処を

したかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確にすること」です。私はせっかく調査委員会立

ち上げられておられますので、いじめの重大事態の疑いがあるということを前提とした調査委員

会ということさえ教育長がおっしゃればですね、もうすべて解決するんです。いかがでしょう。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 今回、いじめ調査委員会特別調査委員会を立ち上げさせていただきま

したが、その件に関しましては、内子町いじめ調査委員会規則のところの、私どもが立ち上げた

根拠と致しましては、いじめ防止法２８条第１項の規定する重大事態に対処し、及び当該重大事

態と同種の事態の発生を防止するための組織として立ち上げたということで、この同種の事態と

いうようなところを捉えさせていただいて、この分が重要視すべき事案ということになろうかと

いうふうに思いまして、立ち上げさせていただいておるようなところです。この特別調査委員会

の中で、委員の方から特別調査委員会の結論として、重大事態というふうな捉え方をした場合に

はどうするんだというふうなご質問等もございました。そこで私の方は、そこらは真摯に受けさ

せていただいて重大事態というふうにご判断、答申がされるようでしたら、それに向けて対応し

てまいりたいというような回答もさせていただいておりますので、そういったところもお含みい

ただいてご理解いただいたらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） ですからですね、規則にこう書いてありますよ。第１条で「いじめ防止

対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生

を防止するための組織として」ですよ。この辺の文脈の理解が根本的に私と教育長の違いがある

と思うんですよ。この「及び当該重大事態と同種の事態」というのはですね、前段の「規定する

重大事態に対処し」、この重大事態という事実があったことの重大事態に対処して、それと同じ重

大事態ということですから、教育長が言われるように重大事態がないということであれば、「及び」

から後ろの文脈はですね、意味がない話なんですよ。これ私もただ私の思いつきや考えだけで言

っているだけじゃないです。弁護士にもこの辺の読み説きを聞きました。この重大事態がないの

に、同種の重大事態、どう説明されるんですか。重大事態がないと言われるのに､何と同種のなん

ですか。これですね､根本的に私はなぜここまで言うかとですね､本当に行政側、学校側もそうで

すけど、被害者、いじめられた児童や保護者に寄りそう姿勢が見られないんですよ。私その辺を

ですね、もう少し寄りそっていただきたいなと。法の精神がそういうことなんですよ。国会決議

までされている。私は本当に今日、この質問をして答弁を聞いてですね、大変残念に思っており

ます。 

 ちょっと質問の趣旨を変えたいと思いますが、町長にお伺いをしたいと思います。町長にもで

すね、このいじめの被害者の保護者から嘆願書が出されました。それ読まれて町長どう思われた

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） 私のところに嘆願書が出されましてですね、本当に心を痛めました。こ

れは早急にですね、早く解決をしないといけないということで教育委員会の方に指示を出したと

ころでございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 
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○２番（森永和夫君） 町長、これまでもそういった答弁をされております。その通りだと思い

ます。ただ、その対応がですね、もう少し早くされるんかなと思ったら、今の状態になっており

ますけれども、それも致し方ないとしてですね、ただ文科省のいろんな資料をみておりますと、

いじめられた児童、生徒または保護者が当初から地方公共団体の長のもとでの調査を望む場合の

取扱いについて書いてあります。それは、法第２８条自体が最初申しましたように、設置者また

は設置する学校ということになっておりますので、そういった要望があった時には、地方公共団

体の長による調査を実施することも想定しているんですよ。その辺は、町長ご存知なかったです

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） 当然、設置者は町でございますから、それは当然、あるんですね。ある

んだけれども、直接所管するのは教育委員会でございますから、もろもろの案件については、教

育委員会の方できちんと対応、向き合っていくというのが私は原則だというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 原則はそうなんですけど、法律には設置者又は、設置する学校という文

言も入っておりますので、できれはそうしていただきたかったなという私の感想です。これいつ

までやってもですね、どうも重大事態の疑いがあると認められないということなんですが、町長

この際、重大事態の疑いがあると認めた上での調査委員会ということにしていただけませんでし

ょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 先ほど言いましたように、これは教育委員会の判断を尊重しないといけ

ない私は立場でございますから、そこでその立場を尊重していく。いずれにしてもですね、学校

でどういうことがあったのか。また、二度とこういうことが起こらないようにするためにですね、

どういうふうなことをきちんとしないといけないのか。これは早急に早くやっぱりこれは解決に

向けて進めないといけないという意識を持っておるところでございます。以上でございます。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 教育長、もう一回言いますけれども、この今立ち上げられた調査委員会

がですね、先ほど言われたように結果、重大事態だったらどうしますかといったようなことが質

問があったというような事を言われましたけれども、重大事態に該当するか、いなかを判断する

のは、あくまでも学校の設置者または学校なんです。ですから、今の調査委員会には意味がない

と思っております。重大事態があったと認めた上での調査委員会であれば、法的根拠もあるし意

義があるんですよ。その辺は、私は調査委員会の方がその辺のことまでご存知なのかどうか。私

はその辺のことも疑いますね。それでこういったことでの対応では、内子町では学校のいじめは

なくなりませんよ。はっきり言って。やはり今回のこの事案に対して、しっかりと重大事態であ



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 17 - 

ると、疑いがあると認めるということが出来ないということ自体がですね、根本的に私は教育行

政の誤りだという事を申し上げて、この質問は止めます。 

 次に部活について質問致します。先程答弁で部活の意義等も言われました。その通りです。た

だ、私が今回この質問をしたのはですね、実は何人かの保護者の皆さんから、部活の実態といっ

たものをですね、聞いてくれということで私、話をお伺いしました。その中でいろんなお話があ

りました。教育長は、十分何回もお話をさしていただいているので、ご承知のことと思いますけ

ど、子ども達がですね、部活やりたくない、それだけじゃないんです。部活に選択肢がなくても

ですね、子ども達は普通なら我慢してでもやるんですよ。それができない、学校行きたくないと

までになったのはなぜか。先程答弁の中でも指導方法等のことも言われました。ぜひですね、先

生方にしてみたら、そんなに普通のことであっても、子ども達にしてみれば、強い指導を受けた。

行きすぎた指導を受けたと感じる場合もあると思います。その辺の実態をですね、十分調査して

いただいて、対応していただきたいと思います。今、学校側もいろいろと対応を考えておられる

ということでそれを期待するんですけど、ぜひ教育委員会としてもなお強い指導等をお願いした

いと思いますが、いかがでしょう。 

○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） 部活の問題ですけれど、先ほど課長が答弁の中で申しましたように、

そういった実態は把握さしていただいております。早速、やっぱり基本は生徒が楽しく学校に通

っていただくというのが基本ですので、そういったところのそれに向けてこれは内子町の４校、

中学校があるわけですけど、全員のところに全校に言えますので、そのような対応を今しておる

ところでございますので、ご理解いただいとったらと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（池田洋膜消う 森永和夫議員。 

○２番（森永和夫君） 最後にですね、ホームページ、私もこの質問するにあたってみてみまし

た。各学校でですね、いじめ防止基本方針が掲載されていないところがありました。そのことは

学校教育課の方に指摘をして、昨日の時点で改善されたようですが、それでもまだ一部見にくい

ものもあるようですので、その辺も含めて指導していただきたいと思います。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２５分から再開します。 

 

午前１１時１３分 休憩 

 

午前１１分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、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。 
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〔下野安彦議員登壇〕 

○１０番（下野安彦君） まず、最初に１２月議会定例会の一般質問にあたりまして、町長、お元

気ですか。これは、国会で、委員会で、とある議員が「元気ですか。」と言いますと、委員長に「う

るさい、びっくりするからやめなさい。」と指摘を受けたことがありますが。町長、そしたら昨夜

は眠れましたか。一般質問がありますのでどうかなと思うのですが。そしたら町長、今朝の食事

は取られましたか。ああよかったです。となりますとですね、ここから本題に入りますが、元気

で、快眠で、快食でいいんですけど、そのあとがですね、やはり出さないといけませんね。今回

は出していって、その処理についての質問をしたいと思います。営業店舗の合併浄化槽補助につ

いてでございます。浄化槽とは、皆さんご存知のように、水洗式の便所と連結して、汚い話です

けど、糞や尿および、それと併せて生活に伴い発生する生活の排水、汚水や雑排水を処理し、終

末処理、下水道以外に放流するための設備が浄化槽法の定義ということです。現在の法律で「浄

化槽」と言えば「合併処理浄化槽」のことを示すということだそうです。設置する浄化槽の人槽

を決定する方法として、ＪＩＳの規格により建築物の用途や床面積毎の人槽の算出方法や、用途

毎の床面積あたりの水量や流入ＢＯＤ濃度が定められており、小規模が５人から５０人槽、中規

模が５１から２００人槽、大規模が２０１人槽以上と一般的には分類されているようです。ここ

からですが、さて、内子町内全域を見ますと、商店が集まる街もありますが、多くが農村の小集

落が点在しているというふうなところが多いと思います。よってですね、下水道が整備されてい

る地域とそうでない地域があり、地域興しにも繋がる飲食関係の商売を思いついても、下水道が

整備されていない地域で水洗化にする場合は、中規模から大規模の合併浄化槽を設置しなければ

ならなくなります。現在ですね、下水道のない旧五十崎町五十崎で飲食業を営まれている方に開

店までの合併浄化槽の話を聞いてみました。先ほど述べましたように、飲食関係の営業用店舗の

浄化槽となると、営業内容や建築物の広さ等、規模により違いはありますが、高額な工事費が必

要であります。話はちょっと古くなります。合併前になりますが、五十崎の平岡地区で１５年程

前に開業された方は、想像はつくと思うんですけれども、１，４００万円くらいの工事費が水洗

化ですね、合併浄化槽が必要と言われたということです。また、つい最近ですけど、五十崎側で

３年ほど前に店舗を新しくされた方は、５０人槽の浄化槽が設置が必要だということで、１５年

前に比べてだいぶ安くはなりましたが、それでも工事の見積もりは８００万から９００万必要と

いう見積もりが提出されたということでございます。高額な費用にお二人とも水洗化を諦められ

たと言うことです。たぶん町長も副町長もご利用されたことがあって、トイレも使われたのでは

ないかというので、分かると思います。よって、ご本人の希望とは裏腹に店舗用のトイレは、く

み取り式となってしまいました。新築しても営業店舗は時代に反した、くみ取り式のトイレ環境

での営業となっております。合併前には旧内子町・五十崎町にも５０人槽までの補助があったと

記憶しているのですが、現在の最高額は、１０人槽までの５４万８，０００円の補助になってい

ると思うのですが、間違いないでしょうか。同じ内子町に住んでいながら、新たに個人営業を始

めようとする場合、下水道がひかれている地域と無い地域により、高額な浄化槽設置費用を捻出

しなければならず、水洗トイレを断念して、くみ取り式で営業しなければならないのは、平等性

に欠けるのではないと思うのですが、いかがでしょうか。「旧五十崎や旧小田では、下水道を進め

なかったからしょうがないだろう。」と言われるのかもしれませんが、五十崎や小田では、人口密
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度の低い商店街や住宅街の町でありまして、人口これいろいろありますが、１万人以下の人口密

度では行政としてそういった下水処理をする場合、下水場を作るならば高くつくと。管理代がい

るというふうに言われて、各家庭に補助を出して合併浄化槽を設置する方がはるかに安くつくも

のであるとも言われておりました。よって、水質浄化に繋がる事や自然環境を考慮して、合併浄

化槽の推進運動や設置への補助がされる事になってきたと思うのですが、間違いないでしょうか。

５年、１０年前とは違い、最近は大型の合併浄化槽設置もだいぶ安価になってきていると言われ

ていますが、それでも営業関係の浄化槽になると何百万と高額であります。それぞれの地元で開

店しようとする若者を援助し、地域の発展や賑わいにも繋がる個人営業用の合併浄化槽への補助

も検討されるべきと思うがいかがでしょうか。３期目を目指される稲本町長は、「働く人に元気を」

「賑わいのある商店街づくりを目指す」と述べられておられます。個人での営業を思いつかれた

場合の合併浄化槽設置補助も、地域の賑わいを考えると一般住民の理解は得られると思うのです

が、町長のご英断に期待をして次の質問に入ります。 

続きましては、商店街の街灯、防犯灯へのＬＥＤ化への補助について質問します。何でもかん

でも補助か補助かと思われるかもしれませんけれども、やはり住民の皆さんの意見を聞いての質

問としたいと思います。まず第１問目は、防犯灯へのＬＥＤ化への補助については、私の昨年の

６月の一般質問の中で町長のご理解があり、各区への補助事業が推進されたことは、大変ありが

たく思っております。この事業補助への各区等の反応や進捗状況はどうか最初の質問であります。

第２問目は、商店街の防犯灯、街灯のＬＥＤ化への補助についてでありますが、昨年のＬＥＤ化

への補助の質問時、「あくまでも行政が補助し設置されたものに限っての補助」が条件でありまし

た。区からの申請により行政が設置をして、区が管理をして電気代を払っている防犯灯なら、Ｌ

ＥＤ化への補助が出ることになったのですが、町内のほとんどの商店街は、行政の補助を受けて

の設置はされていないようであります。よって、内子商店街や大瀬の商店街、五十崎の商店街、

天神の商店街、小田の商店街、それぞれの商店街の防犯灯、街灯は、ＬＥＤ化の補助対象にはな

っていないようです。小田の商店街では、補助対象でないということで、私の一般質問を受けて

からだと思うんですけれども、行政の援助を待っておれず、最近自力でＬＥＤ化にされたと聞き

ます。理事者の答弁では「あくまでも行政が補助して設置したものに限る」でありましたが、問

題は、私は住んでいる住民の安心・安全には、設置者が誰なのか、補助がどこから受けて設置さ

れたかは関係ないことであり、まずは住民の安心・安全を考える街灯・防犯灯でなければならな

いと思うものですが、いかがでしょうか。商店街も厳しい経営状況の中、街灯の電気代を捻出さ

れておられるようであります。元々の設置者が誰であろうと、住んでいる住民の安心と安全を１

番に考えると、商店街の街灯・防犯灯へのＬＥＤ化への補助は、再度検討されるべきと思うが町

長の考えを問います。稲本町長、夜の内子の商店街を歩いてみてください。一次会で気持ちよく

なり、「ちょっともう１軒。」と次の店はどこにしようかと悩みながら歩いていると、急に街灯が

消えて暗くなるのです。内子の商店街の街灯は、区で管理をされているということで、時間はそ

れぞれまちまちなところもあるんですけど、電気代の節約もあり、消灯時間もそれぞれまちまち

で消されます。明かりが消えると寂しいものであります。明かりの点いていない家に帰ると、誰

もいないと言うことで寂しいもので、それと同じであります。街灯が消えると人影も見えづらく

なり、ぽつりぽつりと防犯灯はついていますが、明かりが消えると急に寂しさが増してきます。
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街灯の明かりが消えたら急に寒さが増すような気がします。「消灯なのか。そんな時間なのか。な

ら、もう１軒寄って帰ろうかと思ったけど、やっぱり家に帰ろう。」という感覚になってきます。

明かりが消えれば、人の心も暗くなり、懐も堅くなります。経済効果は、悪循環で下がる一方で

あります。くどいようですが、先ほどの合併浄化槽の質問でも述べましたが、３期目を目指され

る稲本町長は、「働く人に元気を」「賑わいのある商店街づくりを目指す」と述べられておられま

す。商店街の街灯のＬＥＤ化への補助の再考をされるべきと私は思うのですが、ＬＥＤ化補助で

明るい町づくりと、町長の明るい答弁を期待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。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは私の方からは、営業店舗の合併浄化槽補助に関する

質問にお答え致します。現在、町内の生活排水処理につきましては、内子町一般廃棄物処理基本

計画に基づき、主に公共下水道への接続と合併浄化槽の普及を中心に実施しているところでござ

います。平成２７年度末において、この計画での汚水処理人口普及率は、内子町全体で、６８．

９％でございます。愛媛県平均は、７６．３％、全国平均は、８９．９％であり、県及び全国平

均と比較してもまだまだ低い状態であることから、公共下水道への接続率の向上及び、合併浄化

槽の普及が喫緊の課題と捉えており、浄化槽の設置に伴う補助につきましては、現在、５人、７

人、１０人槽の一般家庭用浄化槽に対し、新築及び転換を合わせ補助し、普及に力を入れている

ところでございます。大規模人槽の合併浄化槽補助につきましては、まず優先的に、一般家庭用

浄化槽の未普及解消を図りたいと考えており、現在のところ行っておりません。しかし、議員ご

指摘の立地場所による水洗化の不平等化の是正や、それぞれの地域において、飲食店等の営業に

取り組まれる個人の方々への支援につきましても、検討するべきであろうと考えており、補助事

業の内容等様々な検討を行いながら、事業化に向けて取り組みたいと思います。今後とも、快適

な生活環境の維持や、公共下水道の水質保全のため、生活排水処理事業の推進を図って参りたい

と考えておりますので、ご理解ご協力をお願い致します。以上、答弁とさせていただきます。 

○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、ＬＥＤ化に関するご質問にお答えを致します。

まず、ＬＤＥ化事業への反応でございます。また進捗状況についてお答え致します。今年度のＬ

ＥＤ防犯灯改修事業につきましては、１８の地域から１７８灯の申請ございました。そのすべて

について交付決定を行い、この１１月末までに１３地域での事業を完了を致しております。他の

地区におきましても年度末までには十分事業を完了することができるものと考えております。Ｌ

ＥＤ化を希望している防犯灯のうち、ＬＥＤ化の進捗率につきましては、６１．８％でございま

す。防犯灯全数に占めるＬＥＤ化率につきましては、２８．１％となっております。事業を実施

した地域からは「ＬＥＤ化によりずいぶんと夜が明るくなった。」というご意見もいただいてます

し、「電気料金が３分の１以下となって、区の負担が減った。」具体的には１灯あたり、今まで２
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５０円程度かかっていた電気代が１００円程度に節約出来たいうようなご意見もよせていただい

ておるところでございます。 

続いて、街路灯のＬＥＤ化の補助についてお答えを致します。町内には、言われますように、

内子の本町商店街に４５灯、五十崎商店街に１０灯、天神商店街に２６灯、大瀬の本町商店街に

２３灯、小田中央商店街には３０灯、寺村商店街に２０灯の街路灯が設置されております。この

内、先ほど言われましたように、小田の中央商店街の街路灯につきましては、自治会が独自にＬ

ＥＤ化を済ませていらっしゃいます。設置の目的や設置者の如何に関わらず、これらの防犯灯の

多くが住民の往来が多い商店街にあることから、町民の安全の確保でありますとか、犯罪の抑止

につながっている重要な設備であると認識はしております。しかしながら、現在のＬＥＤ防犯灯

改修事業補助では、町が設置した防犯灯が補助対象となっております事から、これらの商店街や

街路灯組合が設置する街路灯のＬＥＤ化につきましては、現状、今実施しておりますＬＥＤ化の

事業では、補助することは出来ません。これはご理解いただいたらと思います。街路灯の状況と

致しましては、五十崎商店街の街路灯は平成１８年度にコミュニティ助成事業で新築された比較

的新しい街路灯でございますが、内子本町商店街、天神商店街の街路灯は、設置から３０年以上

経過をしております。支柱の根元部分が腐食が進行しておったりということで、全面的な改修も

必要ではないかというふうに考えておるところでございます。寺村の商店街、大瀬の商店街の街

路灯についても、設置からそれぞれ相当年数が経過しておりまして、こちらもＬＥＤ化というこ

とだけではなく、全面改修とか街路灯の必要灯数の再検討、設置場所などについても検討が必要

ではなかろうかというふうに考えておるところです。これらの街路灯の改修につきましては、地

元の設置組合の意向、そして自治会のご要望も伺いながら、防犯灯ＬＥＤ化事業ではなくて別事

業として補助金の活用など財源確保も含め、今後検討していく必要があろうかと考えております。

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） 合併浄化槽の店舗への補助に対しては稲本町長、すっきりとした答弁を

いただいたということで、大変ありがたく思っております。ただ、時期的なものだけがあります

ので、現在すでにそういったことも考えている、これは旧五十崎の人にもですけれども、新たに

若者が店舗を始めるいうのは、大変うれしいことでございます。ですから、これが起爆剤になっ

て次から次へとできるような形で、こういった時期を、やりますと言われても財源も必要なこと

だと思うんですけど、検討するだけで３年後、５年後になったんではいけないんで、できるだけ

早くということで、時期的なことどのように検討されているかお尋ねしたいと思います。 

○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） 私の方からお答えします。当初ではちょっと間に合いませんのでですね、

２９年度当初というわけにはいきませんから、２９年の補正の中でですね、なるべく早く、新た

な制度を設計しないといけないですから、財源等も含めてですね、２９年度の補正の中でなるべ

く早く提案できればいいかなというふうに思っているところでございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） ありがとうございます。もう少し、このこと委員会等で私質問はしてた

んですけど、こういう回答が出るのは、もっと早く一般質問したらもっと喜んでもらっておった

かなというふうには思うんですけれども。前向きな形ですので、この答弁はありがたく思ってお

ります。街灯の防犯灯、ＬＥＤ化ですけれども、やはりこれも先ほどの小田の中央の商店街では

ここ最近課長も調べられたとおり、待っておられんので、自分らでどうにか費用を捻出してやっ

たと。やはり行政が対応していくためには検討しますと先ほどの話じゃないですけど、もう逆に

率先して内子は始めましたくらいでやってあげないと、商店街の方も皆さんご存知のように疲弊

しておりますし、後継者の問題等もありますし、今の力がどうにかある間にはそういった補助事

業を検討して取り組まないと。もっと高齢化していって、後継者いないのになおさらそういった

補助的なこともないのなら、今の現状のままで、もうあとは電気を明りを消しましょうというし

かなくなると思うんですよ。ですから、早急に何か補助事業が他にできないかいうことを検討し

ていただきたいと思います。また、言われた五十崎の商店街もですね、何の補助じゃったですか

ね、宝くじか何かでやられたと思うんですけど、その時がＬＥＤというのがあまり叫ばれてなか

ったんですよね。ですから、その時は危ないので、危険なから街灯を設置し直すということでや

ってしまった。それから後の今は莫大な電気代に弱ったというのが生の声でございます。どうに

かこれを先ほど言ったように支柱はしっかりして、デザインも凧のデザインがついていていいん

ですけど、ものは倒れないけど電気代で、そっちの方で倒れてしまうというような町の人の電気

代払われている方の考えですので、やはり先程言いましたように、内子の商店街でも他の寺村で

も大瀬でもですけど、自分らが関係ないよ行政は知らないよではなくて、それも商店街の人も代

表的な住民でございますので、何かやはり早急な検討をしていただきたいんですけど、そういっ

た補助に対するものが模索されてもあまり該当するものがないということでしょうか。 

○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） 検討はさしていただいておりますが、具体的にこういった補助

金がっていうところまではいっておりませんので、そこは控えさしていただいたらと思います。

検討さしていただいておるところでございます。 

○１０番（下野安彦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 下野安彦議員。 

○１０番（下野安彦君） これは、私が防犯灯と街灯のＬＥＤ化について前の６月に質問したとき

にすでにその時も言っておりますので。ということは結局、各区へのＬＥＤ化のものについては

検討していたけど、商店街で設置された他の補助で設置されている事に関しては、検討、今まで

１年以上経ったけどしてなかったということになるので、やはりそういうことがないようにです

ね、今度はそういった取り組みを、国の補助何かないかを検討してやるということをわかってい

ただいとったらと思います。答弁をお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今言いましたように、ＬＥＤ化の話だけではなくて場所によって支柱もも
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う危ないという所もありましょうし、デザインみたいなものもこれでいいのかどうかということ

も考えないといけない。設置数も今の数でいいのかどうかですね。新たに付けるところがあって

もいいかもしれないし、もうこれは全体的に通り見たらない方がいいかもしれないよねというと

ころもあるかもしれません。必ずしも僕は昼のように明るくてということがすべてとは思わない

んです。ドイツなんか行っても本当に良い感じの照度っていいますか、そういうものはあるんだ

ろうなというふうにも感じております。ですから問題は財源でございまして、町単独でやるって

いったってとてもじゃないけどそれはなかなか大変なところがあるんで、各課の範囲を越えてで

すね、それぞれの課でこれに何か対応出来るようなものがね、あるのかないのか。今もちょっと

調べているんですけど、じゃあ来年度っていうわけにはいかないかもしれません。精力的にこれ

は補助事業を取り込んでですね、やっていかないといけないなという気持をもっておりますので、

答弁に代えさせていただきます。今のところそういうことでございます。よろしくお願いします。 

○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） 町長がそういうふうに言われましたので、分かります。旧内子の商店街、

やはり街灯だけではなく、街灯に付随したものにいろんなスピーカーとかそういうものを設置さ

れておるので、街灯自体を支柱からやり替えるとなると他の付属するものの付帯工事というんで

すか、そういうものもすごくかかって、事業所の方々にかなりの負担がかかって断念していると

いうのが現実であるようですので、たしかに町単では苦しいところもあると思いますので、今後

やるということでいろんな調査していただいて、補助事業をとってもらうようによろしくお願い

したいと思います。以上で質問を終わります。 

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

 

午後１１時５２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、林 博議員の発言を許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） １１番、林です。 

            ［林 博議員登壇］ 

○１１番（林 博君） １２月議会にあたり許可をいただきましたので、通告にしたがって２項

目について簡潔に質問を致します。 

まず、林業行政について質問を致します。平成２７年度一般会計補正予算（第５号）におきま

して、予算化して２８年度へ繰越されております、林業六次産業化価値創造事業の取り組み状況

と成果についてお伺いを致したいと思います。 

 次に、法定外公共物の対応について質問を致します。日本は人口減少時代になりましたが、地
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方においては過疎、高齢化の進行によって人口減少が続き、全国に先駆けてその進行が進み、限

界集落、また消滅集落といった状況が表れておる状況でございます。地域に人が少なくなるとい

うことは､地域の環境整備が以前のとおりできなくなっていると思うわけであります。農業水路、

里道の維持についても農業従事者の高齢化、減少などによって困難になっているのが現状ではな

いでしょうか。このような状況を踏まえて質問をしたいと思います。町に権限が委譲されており

ます農業用水路、里道の管理責任がどこにあるのかお尋ねを致します。また、農地の転用、遊休

農地の増加などによって受益農地がなくなったり、補助事業による基盤整備などによって公共の

用がなくなったりしておる、図面に残っている水路の管理責任がどこにあるかのかお尋ねを致し

ます。 

 次に、町の公共物管理条例第１４条に法定外公共物が現在及び、将来とも公共の用に供する必

要がないと判断した時は、必要に応じ用途を廃止し、又は普通財産に用途変更することが出来る

と定めてあります。その判断基準がどこにあるかお伺いをして、総括質問と致します。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

〔山本真二産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（山本真二君） それでは、私の方から林業六次化事業についてのご質問にお答

えを致します。「林業六次産業化に係る地域における独自の価値創造及び保存機能構築等準備事業」

につきましては、地域商社構築調査、独自条例構築調査、商品設計調査を実施するもので、これ

らの調査について、株式会社トビムシと業務委託契約を締結し、現在、調査業務を行っておりま

す。現在までの各調査の内容、進捗についてでございますが、地域商社構築調査は、新たな住宅

や木製品の企画開発・加工販売、マーケティング等を行う機能として［内子版地域商社設立］の

ため､関係機関や団体等へ訪問し､その実現に向け整理調整を今図っているところでございます。 

独自条例構築調査は、古民家等の利活用を推進するため、独自条例化を見据えた調査を行って

おりますが、あわせて、木造建築や古民家保存等の専門家や建設業組合、商工業者等による内子

型建築物保存活用の検討会を定期的に開催し、新たな地域ルールの整理を行っております。 

商品設計調査は、町産材の地域経済循環の仕組みづくりとして、内子ならではの家の実施設計

を前提とした基礎設計づくりへ向けた調査で、現在、作成中でございます。なお、これらの調査

業務は３月に完了致しますので、調査結果を踏まえて、六次産業化にむけて取り組んでまいりた

いと考えてございます。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） それでは私の方からは、法定外公共物の対応についてお答

えさせていただきます。道路法、河川法など法律の適用や準用を受けない里道や水路と呼ばれる

法定外公共物は、国からの譲与を受け、町の管理となっております。しかしながら、法定外公共

物は、地域に密着した形で公共の用に供されているため、除草や一斉清掃など地域でできる維持

管理につきましては、従来通り地元地区住民及び、受益者にお願いしているところでございます。
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公共的な用途として使用されないものについては、将来において機能回復を行って公共の用に供

する必要がないと認められるときは、用途廃止を行い、町の普通財産になり、売り払うことも可

能でございますが、その手続きが完了していないものについては、先ほどに述べたように管理は

町となっております。また、法定外公共物の修繕・改良・災害が発生した場合には、町の分担金

条例によりまして地元分担金を頂きながら、対応をしております。公共物管理条例第１４条の判

断基準と致しましては、現に機能を喪失し、利用されていないこと、将来にあたって道路拡幅や

開発の予定がないこと、地域住民の利便性に影響が生じないことなどが主な要件となっておりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 再質問をさせて頂いたらと思います。まず、林業の六次産業化価値創造

事業の関係ですが、林業界、ご承知のように材価が低迷してから長い年月が経過をしておるとこ

ろであります。町の面積の８割弱を占める森林、これですが、現在いろんな施策を活用して、森

林整備もおこなわれているところではあります。しかしながら、町内の森林所有者にとっては、

森林の所有山林の手入れはできても、なかなか山からの収入が得られない状況が続いておるのが

現状であろうと思うわけであります。その結果、山に対する関心も薄れ、山に足を向ける所有者

も年々少なくなっているように思われます。町内の森林に蓄積をされております、木材資源とい

うのは莫大なものであると私は捉えておるんですが、こういう新たな六次産業化に取り組み、需

要の拡大を図っていくということは、森林所有者にとりましては、大変、大切なことであり、期

待をしたいというふうに思っておる一人でもございます。そこで質問をしたいと思うんですが、

先ほど課長の方から答弁がありました、当事業の進捗、ここらを見ますと、もうすでに対応すべ

き事業内容、ここらの検討をしておると。その上で地元商社を立ち上げてやっていくような調査

研究をしておるいうことであれば、もうすでに将来の形というのがだいたい必然的に固められて

おるんではなかろうかと思うわけですが、そこらについて地域商社をどんな形で対応していこう

と考えておるのか、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） それでは、お答え致します。昨年、調査を致しまして、いろん

な業者さんの聞き取りとかをやってですね、何パターンかの地域商社の在り方について、仮説と

いいましょうか､形態を調査の報告をいただきました。それを踏まえて今年度の実行可能なもの、

昨年の中では５つのパターンを作られておったんですけど、その中でですね再度、ふたたび関係

機関とかに聞き取り調査等をしまして、また内部検討をした結果ですね、工務店等の機能を拡充

することで、そこが受け皿になってですね、工務店については、建設業の請負業者が経営する工

務店等の機能を拡張してですね、そこが地域商社を担っていただくという方向で、今、整理、調

査をしてございます。以上でございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 現在、町内にある工務店あたりがまとまって商社の立ち上げをという答
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弁のように思うんですが、その商社が家屋だけじゃなしに、その他の製品辺りの木材の利用あた

りも含めてやっていくと。新たな取り組みをやっていくという捉え方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） 現在、委託している受託業者が関係機関の方と協議をしながら

整理をしておりまして、おっしゃられておる受け皿としては、工務店が中心になって住宅等の建

築。併せて、それと木工関係についても連携をしていくというふうなことができないかというふ

うなことを今、調査をしていただいております。町としてはこの結果を元にして、早期実現でき

るようにしていきたいということを考えてございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 今現在まだその作業を進めておられるということですので、予算として

も繰り越されておる予算が２，０００万余りの予算が委託費として充てられておりますので、年

度末にはそこら成果のある結果報告、またその後の早期の着手を願いたいと思って、この一番最

初の再質問を終わりたいと思います。 

 次に、法定外公共物の対応について個別にちょっと、もうちょっと私の理解も深めるために質

問をさせていただいたらと思います。先程、課長の方から水路とか里道、ここらについては国か

ら町に移管をされて、町が管理をしておるということですが、再度確認したいんですが、その所

有も町という捉え方でしょうかね。条例とか要綱をみると万が一、法定外公共物を売却する場合

の価格辺りは、国の評価に基づいて決定をしなさいというように把握をしておるんですが、所有

も町という捉え方で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） 所有についてはですね、国は国でございます。管理を町が

受けとるということでございまして、管理について用途廃止等する場合は、町で手続きを進める

いうことでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） そしたら理解ができました。それで次にですね、農業用水路、里道は地

域に管理を委ねておるということなんですが、総括質問で言いましたように、地域に人がおらな

くなってきておると。また、受益農地がなくなっておる。また基盤整備によって、全く用途の供

を用しないような状態になっておるというところは、管理する人がいないんですよね。こういう

場合には、どこが管理をするんでしょうか。 

○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） 法定外公共物というのは町内多数ございまして、確かに管

理は町ではございますが、従来通り管理については地域住民の方にお願いしたいというふうに考

えておりまして、先ほど言われました､その管理をする人がいないということに関してはですね、
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なかなか難しい問題ではあろうかと思うんですが、答弁でも申しあげましたように、将来的にわ

たってそれが公共の用に供しないと考えられる場合は、用途廃止等をしていただいて、売払いを

する、個人の団体に支援していただく方法もあろうかと思いますので、その辺りでご理解をして

いただいたらと思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 現在も農業用水路として残っておる用水路。これのちょっと個別に事例

が耳に入ってきておるんですが、用水路を支える法面、傾斜地ではどうしても水路を保持するた

めには法面もなくては用水路維持できないと思うんですが、その法面が土砂が崩壊して隣接農地

に迷惑をかけておる場合、どういう対応が考えられるんでしょうか。質問をしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 法定外公共物の水路であるとか、赤道、道路でございます

が、それの管理は町でありますが、そこを利用しておられる方がそこの水路とか赤道の補修、ま

た災害については、分担金条例を利用していただきながら、修繕をしていただくというふうにな

ろうかと思います。で、ケースバイケースではございますが、その水路なり、道路が、受益がゼ

ロというのはなかなか難しいんではなかろうかと思いまして、道とか水路の周辺には農地がくっ

ついておりますので、最終１人になるかもしれませんが、そこの一人であっても今の法令上は、

地元分担金をいただきながら、修繕をしていくというふうなこととなろうかと思います。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 個別の案件を議場でやるのもどうかと思うんですが、ちなみにその受益

農地はなくなっております。ただ、水路に流入する水は町道に流れる雨水が流れ込んでおるのみ

でございます。隣接の所有者に聞きますと、なかなかそこらの対応ができないということで、お

声をかけていただきましたので､利用者は町でございます。町道の雨水しか入っておりませんので、

またそこら検討をいただき、今後、町内各地でこういう水路が生じる可能性が出来ると思います

ので、それに対応出来る考え方ももっていただきたいというふうに考えておるところでございま

す。ということで、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に寺岡 保議員の発言を許します。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） １３番、寺岡です。 

〔寺岡 保議員登壇〕 

○１３番（寺岡 保君） １２月定例会にあたり私は、６月と９月にいじめの問題について続けて

やったわけなんですが、また今回もいじめの問題を。同僚議員が先にやりましたので、たぶん答

弁は一緒だと思うんですが。私は私なりに一生懸命つとめさしていただいたらと思います。お尋

ねを致します。 

１番目に、いじめの問題の解決についてでありますが、 町内小学校でのいじめ問題について、
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今もってなぜ解決しないのか。このいじめ問題を町長と教育長はどう解決しようとしているのか

伺いを致します。２つ目、このいじめの発生は、平成２５年４月に入学したときから始まって以

来、平成２８年１月頃まで２年９カ月にわたり上級生からいじめを受けたことにより、現在は他

の小学校に校区外通学を行っておられるそうです。学校への登校は週３回、ふれあいスクールに

２回通っている状況にあるようであります。このいじめ問題を早期に解決し、通常どおり学校へ

通えるための体制づくりをどのように考えているのかお尋ねを致します。 

次に、不登校の予防対策について。不登校の原因は、本人、家庭、学校のいずれかにもあり、

複合してあると思われます。事前の予防が最善の策であると考えるが、教育委員会は不登校対策

としてどのようなことを考え、学校をどう指導しているのかお伺いを致します。 

次に、監査委員さんにお尋ねをしたらと思います。監査には行政監査も含まれると考えますが、

内子町のいじめ問題に対する対応、仕組み等は的確に機能していると考えておられるのか、所感

をお伺いを致したらと思います。よろしくどうぞ。 

○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） 私の方から、寺岡議員にお答えを致します。先程、森永議員のご質問にお

答えした内容と重なるかもしれませんけど。私としても大変心を痛めております。前にもこの場

で申し上げたかもしれませんけれども、これは一刻も早く解決しないといけない。スピード感を

もっていろんなもろもろの作業をやらないといけない。どういうふうなことが原因なのか。そし

て、二度とこういうことが起こらないようにするために、何が必要なのかいうことをきちんと整

理してですね、早くスピード感をもって解決していかないといけないという気持ちを、担当部署

等々にもですね、指示を出しているところでございます。ご理解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 

〔井上淳一教育長登壇〕 

○教育長（井上淳一君） 私の方からは、いじめ問題の解決についてを答弁させていただいたらと

思います。まず、教育長としていじめ問題をどのように解決しようかという問い合わせでござい

ますが、先ほど町長の答弁にもありましたように、また先ほどの森永議員のご質問にもお答えし

ていただいておりますけれど、現在、「いじめ調査委員会特別調査委員会」を立ち上げております。

そこで調査されました答申をいただきますので、そういったことを含めまして、早期解決に向け

て取り組みたいと考えているところでございます。 

次、２番目のいじめ問題を早期に解決し、通常の学校へ通えるための体制づくりはというご質

問でございますが、議員のご質問の個別案件も含めまして、一般的な案件として答弁さしていた

だきます。校区外通学になっておられる児童・生徒が現在通学されております、学校での状況等

を、学校や保護者と共有を図りながら対応をしております。解決につきまして、児童生徒が校区

内の学校へ通学を望まれてあるようでしたら、児童・生徒・保護者・学校等と関係者と十分な連

携を図りながら、児童生徒が通学しやすい環境を整えて参りたいというふうに考えておりますの
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で、ご理解をいただいとったらと思います。あと、不登校の予防につきましては、学校教育課長

の方に答弁を致させます。 

○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、私の方から不登校に対する学校への指導についてをお

答えさせてもらったらと思います。不登校の原因は、議員が言われる通りでございます。事前の

予防と致しましては、児童・生徒が学校は楽しいなと思えるような、そして学校へ行きたくなる

環境を整えることだと思っております。そのために、教育委員会と致しましては、毎月学校から

報告される報告書を見ながら、児童・生徒に寄り添った指導を行っていますし、ふれあいルーム

と連携した取り組みも行っているところです。以上、答弁とさせていただきます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 片岡代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） 私の方からは、この度のいじめ問題に対する監査委員の所感で

ございますが、これを聞かせてくれということであったと思いますが。今年度の定例監査では、

内子町監査基準によりまして実施しておりまして、従いまして、いじめ問題については監査を実

施しておりません。それにまた、現在「内子町いじめ調査委員会」において調査中とのことであ

りますので、監査委員としての所感は差し控えさせていただきたいと思うわけであります。なお、

先ほどの監査報告で特に私は長く保育事業について取り上げたと思います。私も子どもの健全育

成や健やかな成長を願っておりますので、今回のいじめ問題は私自身も心の痛む問題でもあり、

一日も早く解決を願っておるところでございます。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 教育長にお尋ねを致します。教育長の一番の最大の仕事、教育長として

の仕事はなんでしょうか。それを教えていただきたい。 

○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） 教育長としての仕事につきましては、内子町の教育行政が発展しスム

ーズな進行ができることだというふうに認識をしております。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） この私が知る限りでは、教育長は、教育委員会の指揮監督の下に教育

委員会の権利に属する事務をつかさどる。教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事

について助言をすると書いてあるんですが、教育長はいろんな教育委員会の会合に出席をされて

いろんな問題が出ると思うんですけど、助言などはされておるんでしょうかね。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 井上教育長 
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○教育長（井上淳一君） 内子町の教育行政の中には、学校教育及び社会教育等々さまざまなもの

がございます。日程的に重ならない範囲で私の方はそういった学校教育及び、社会教育等々の会

議に出席をさせていただいて、その都度気がついたところについては、ご発言というか意見を述

べさせていただいているような状況でございます。 

○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） 大変お忙しい体でなかなか大変だとは思うんですが、この教育委員会、

今は一つになりましたけど、教育委員会の話の中で内子町内のいじめの問題、こういう話は出て

おるんでしょうか。そして、どういう指示をされておるのか。私はいじめの問題は、昔はケンカ

で済みよったけど、今はいじめという言葉になっておりますけど、いじめは人権問題にかかって

おりますので、一番大事なことだと私は思います。このいじめの問題は大変、今、新聞報道で報

道されておりますけど、東温市の問題からいろんなところで自殺があったり、どしたりして今大

変ないじめの問題は１１月にはまってでも、６件ほど新聞に出ておりますけど。そういうことを

教育長は教育委員会の会合の中で、どういう話をされてちゃんと指導をしておられるのか。また、

学校等への対応はどうしたらいいのか。今、町長は、結局、教育委員会は別のものということで

言われました。それは分かります。町長の言われたこともよく分かります。私が知りたいのはや

っぱりいじめというのは、最低限やってはいけないこと。これを一日も早くなくすことを考えて

もらわなければ、子ども達が安心して町長の公約にもありますけど、安心して暮らせる町、子ど

もに対してでも、お年寄りに対してでも、公約的にはすべてを一括していうなれば、安心したま

ちづくりということになっておりますので、私は難しいことは分かりませんけど、教育委員会の

長として、どのような、委員さんに対してどのような指示をして、学校に対して、教員に対して

どのような指示をされて、内子町の学校教育について子ども達がうれしく、楽しく、健やかに学

校に毎日通えるような方法を考えておられるのか。これで何回も私同じことを聞くんですけど、

答弁が毎回いつも同じ。まぁそうなるでしょう。たまには変わったことを言ってもらわなければ、

一般質問の意味がないんですよ。教え方も違うと思うんですよ。発言の仕方も違う。教育長は、

教育委員会の会合開いていじめの問題なんかでも毎回同じことを言われるんです。そうじゃない

でしょう。それでは委員会にならない。どうしたらいじめがなくなるのか。どうしたら楽しい学

校生活を送れるのか。私はそれを聞きたいんですよ。どういう考えをされておるのか。これ私、

６月と９月と一般質問で法律についてもたいがいお尋ねしました。今日、同僚議員の森永議員も

言いましたけど、同じ答弁ですよね。法律は一つしかないですよ。答弁は一つじゃないと思うん

です。やっぱり毎回同じ事じゃなしに。ちいとは違う言葉が出てもいいんじゃなかろうかと。私

はそう思うんですけど、どう考えてどのような指導をされておるのか。しつこくは聞きませんけ

ど私の簡単な質問だけなんですから、そこら辺りをはっきりと的確なことを言っていただいて。

私らもやっぱりこがいに考えておるのかと、こうしよるのかと言えるくらいな答弁の仕方をして

いただきたいと私は思いますけど。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） ６月、９月議会で議員からのご質問にお答えさしていただいております
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けど、重複するかも分かりませんけど、今年度になって私がこういう立場、教育長にならせてい

ただいて、４人の教育委員さん等々にお集まりいただく会が、けっこう招集をさしていただいて

おります。今日現在でだいたい１５回程。それは定例の教育委員会、また臨時的な教育委員会、

それと案件ごとに教育委員さんお集まりいただいた会、併せまして１５回程お集まりいただいて

議員が言われました、いじめというところは重要視さしていただきながら、協議をさしていただ

いて対応をさしていただいているつもりでございます。その結果につきましては各学校、校長会

ですとか、９月の一般質問でもご説明させていただいておりましたけど、学校訪問、教育委員に

よります、学校訪問等々におきまして、学校の方に直接お伝えさしていただきながら、このいじ

めというのは、どこの学校で起こるか分からないというところをにらみながら、いつでも子ども

達に寄り添ったような子どもたちの状況を見ながら、対応しなさいというような指示をさしてい

ただいたような状況でございます。特に９月以降につきましては、いじめ調査委員会特別委員会

等を立ち上げる関係もありまして、そこらのところの協議を教育委員会等々でおこなって取り組

んでおるような状況でございます。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） 一番については簡単なことですので、教育長のお話を聞いてこの次また

やります。 

今度は２番目の問題についてですが、長きにわたりこの子どもは、いじめられておったわけな

んです。前教育長にお話もしました。町長にも２回ほど今、内子小学校でいじめがありよるよと。

あんまり事が大きくならないうちに何とかしてくださいやと、なんとかしましょうやと、いうお

話をしてそれなりに手を打っていただきました。ただ、４月という月、３月３１日をもって退職

をされた。教育委員会の元の課長と教育長は退職をされた。だから話がつながらない。急に私、

教育長に電話をして、どういう引き継ぎをされたんですかと、ちょっと私体の調子が悪いので、

よういかんので教えて下さいやと。どういう引き継ぎをされたんですかと。いじめの問題につい

てはどういうことをされたんですかというお電話をしました。そしたら、ある程度は聞いたけど、

詳細についてはまだ聞いてないというお話でしたけど、もうあれから半年も経つんですから、た

いがいは勉強されたと思うんですけど。人間いろいろ考え方がありますので、勉強されたか、さ

れないかは私は分かりませんけど、たぶんされたと想定してお尋ねをするんですが、これ六法全

書なんですよ、のコピーですよ。学校教育法、これ今はいじめられた方の子どもだけのことを取

り上げて話が進んでおる時代なんですが、いじめた方、子どもを。いじめた方については一切、

話が出て来ない。教育長から連絡も報告も相談も何もない。昔から言うホウレンソウ。私はいじ

められた子どもよりかは、いじめた方からの聞き取り調査をして完全に調べて、それをするのが

私は先じゃないかと。これに書いてあるんですよ。六法全書コピーしてもっておるんですけど。

児童の出席停止。小学校でもできるんですよね。書いてあるんですから。いじめた方に対してど

のような措置をされたのか。話をされたのか。いじめられた方は、今非常に苦労をされとるみた

いですよ。いじめた方は、言葉で言うたらのうのうと、学校に通って行きよる。私はそれは逆じ

ゃないかと思うんですけど。私の間違いでしょうか。私はいじめた方からの聞き取り調査をして、

その事情をはっきりさしてから、いじめられた方の親から子どもに聞いて、それをどうするかを
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せなんだら今のままだと話の決着はつかないと。さっきの同僚議員が言いましたけど。なんぼ法

律で言うたって教育長はうんと言わないんですから。私が言った時もそうでした。なんぼ法律の

ことを言っても法律にちゃんと書いてある。それを認めない。私はおかしいと思うんですけど、

いじめた方の子どもに対してはどのような措置を講じられて話をされたのか。それを教えていた

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） いじめにつきましては、いじめを受けた児童生徒がいじめられたと訴

えれば、それに対して対応しなければならないとなっておりますので、そういった事案が起こっ

た場合につきましては各学校において、いじめられた方、いじめた方等々の調査等を十分におこ

ないながら適切な指導、そこで指導をおこなっておるというふうに思っております。議員が言わ

れた事案につきましては、昨年度そういったものを含めながら調査等、指導をおこないながら場

合によっては、教育委員会等も入りながら対応をしてきたというふうに認識をしているような状

況でございます。 

○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） いじめた方の調査をしたというて今言われたけど、いじめた方の調査

の話なんか私ら聞いたこともないし、なんちゃ報告もないし、それは今の答弁は言い訳のための

答弁じゃないかと私は思うんですけど、どういう形で調べられたのか。それを調べたのなら、内

子町議会の議員の全協の時くらいには報告をしてもらわなんだら、議員はいらんのじゃないです

か。一番大事なことを教育委員会だけでやりました、何をやられたのか知らないけど。私はまず、

いじられたことが現実であるわけですから。あなた今の答弁はおかしいじゃないですか。完全に

いじめられて、今いじめの話になっておるんですよね。いじめの話になっておるのに、いじめら

れたのは完全に１００％いじめたということが分かっておるのに、今の答弁はおかしいんじゃな

いですか。何か勘違いをされておるのか。私の聞き方が悪いのか。もういっぺん答弁をお願いし

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） 今まで学校側の取り組み、やってきたこと、また教育委員会がやって

きたこと等が誤りだったのか、それがよかったのかどうかというところも検証をしていただこう

ということで、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、今いじめ調査委員会特別調査委員

会というところを立ちあげさして、そこらを調査をしていただいておるような状況です。そうい

ったところの報告等が出て参りましたら、当然、規則に基づきまして、町長への報告、また、９

月議会で申しましたように、議会への報告等もさしていただくような予定としておりますので、

そこらで対応さしていただこうかなというふうに思っております。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） なんぼ言うても分からんのでしょうかね。いじめがあったからいじめ調
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査委員会を開いておるでしょうが。違うんですか。いじめがあったから、町も認めた、教育委員

会も認めた、いじめがあったから、いじめ調査委員会というのを開いて、今その会をしよるんで

しょうが。今の答弁は違うじゃないですか。どしてそがいなあやふやな言い方をするんですか。

いじめが現実にあったから、いじめ調査委員会というのを開いて、今、月に１回かなんか開かれ

とると思うんですが、町長は早急にやれと言われるんですから、これは一週間もあったらできる

と思うんですよ。私に言わしたら。なんで町長がやれと、なんぼ町長部局とは違っても、教育委

員会は別としても、町長はトップですから、町長がやれという指示を受けたら、やるのが普通じ

ゃないんですか。そしてこうです。こうなりました。ああなりましたと。いじめがあったから、

特別調査委員会を開いて、また私なんべんも言いますけど。もういっぺん答弁をお願いします。 

○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） 議員が言われるようにいじめがあったということで、今まで取り組ん

できました学校側、教育委員会側の部分を検証というか、もう一回そこが適切だったか、また、

いじめというのがあってはならないことということで、再発防止に向けたということで、いじめ

調査委員会特別委員会というのを立ちあげさしていただいて、そこで協議をしていただいておる

ような状況です。早急にということで、私どもの方もその委員の方に早急な対応をというお願い

はさしていただいてます。皆様方、５人いらっしゃいますけど、お忙しい方ばっかりなので、日

程調整等々にちょっと苦労している部分もありまして、１１月４日に立ちあげて、１２月２日に

２回目を開かせていただいて時間があるんですけど、そういった形で取り組みをさしていただい

ておりますので、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） そしたら、いじめがあったから特別調査委員会を開いたと。最終的には

いつ頃の予定なんですか。話し合いが出来るのが。最後を決めてないけん、時間がかかるんでし

ょうが。最初を決めるんじゃないですよ。日にちというのは、話し合いの。最後の日にちを決め

るんですよ。裁判やってもそうですよ。最初の日にちなんか関係ない。最後の日にちがものを言

う。そのくらい分かるでしょうが。話し合いをする時には、最後の日にちを決めとかないから、

ずるずる長くかかるんでしょうが。これ常識だと思うんですけど。ですからこの特別調査委員会

は、予定では今は予定にしておきましょう。予定では、いつ話が終わるのか、終わりにするのか。

そのくらい教育長だったらぴしゃっと言えるでしょうが。 

○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） この特別委員会の方に私として先程から繰り返しになりますけど、今

まで取り組んできたいじめ事案についての検証、それと再発防止に向けて等について諮問をさし

ていただいておるような状況です。で、委員にお願いしたのは、早い解決をというところでお願

いをさしていただいておりますので、あとその特別委員会５人の委員によりまして、それに向け

て対応をしていただくんじゃないかなというふうに考えておるような状況です。よろしくお願い

致します。 



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 34 ‐ 

○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） もう同じことをなんべんもなんべんも言わんでも大人ですから、私たち

も議員ですから、おたくら理事者、みんな偉い人ぎりじゃけん。町長さんもおいでるわけですか

ら、町長さん早くやれと、早くやらすと言われるわけですから、町長部局と教育委員会とはべっ

この問題だといっても、町長がやれと言われたらやるのが普通でしょうか。何日までにこの話は

だいたいつけましょうと、つけたらいいと。じゃないといじめられた方は、どれほど苦労してお

るのか。同僚議員が今日も言いましたけど、どれほどの難儀されているのか。分かりますか。も

し、自分とこの孫や子どもじゃったらどうされます。それではすまんでしょうが。よその子だか

ら時間が経ってもあれなんですよ。もう何年と経っておるんですよ、これ、いじめにあってから。

そこら辺りを考えてやってできるだけ町長が言われるように、私は一日でも早くこれを解決して、

安心して学校に通えるように。そして、するのが内子町の。これ新聞にも出ます、テレビにも出

ますよ。この会議は。それをきちんとせなんだら、ぐにゃぐにゃ言いよったら内子町の信頼は、

信用はないですよ。信頼はされませんよ。内子町は前進するためには、どんなことがあったって

一日でも早く解決をしようという努力をせなんだら。だから私さっき言ったでしょう。最初の日

にちじゃない、最後の日にちが決めてないから、話にならんのでしょうが。そこら辺りをもうい

っぺんよう考えて、答弁してくださいや。これいつまでやったっていけん。時間も経つし、まだ

あとのものもまだ聞かないけんので。そこだけはきっちりと言ってくださいや。私は、町長が言

われるのが正しいと思いますよ。一日でも早くやって、子ども安心・安全な学校を送らすのが我々

の任務だと私はそう考えておるんですよ。 

○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） 町長のお話、それと議員からの言われる事は私も重々承知して対応して

おるつもりでありますけれども、先ほどから繰り返しになるかもしれませんけれども、特別調査

委員会の方に諮問をさしていただいて、早急な解決を一日でも早い解決をというお願いをさして

いただいております。そこらの状況を踏まえながら、対応をしていただくんじゃないかなという

ふうに思っておりますので、ご理解をいただいとったらと思います。 

○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） 同じことをいつまでも言いよったんでいけんので、この問題については

ここで終止符を今日のところは打っておきます。またやります。 

今度、不登校の予防対策についてということなんですが、私これ、文部科学省初等中等教育局

というところから不登校、重大事態にかかる調査の指針というやつを、２８年３月に発行された

やつを手に入れて、これを一生懸命読んで勉強しておるんですけど、これを読みよったら大変な

ことになるので、ちょっと省略しておる所があるんですが、いじめが疑われる長期間欠席、文部

省が調査指針を策定。文部科学省はいじめによる学校の長期間欠席、不登校、重大事態が疑われ

る時、学校や設置者が適切に調査をおこなうための指針を策定し、各都道府県、教育委員会など

に対し、周知するように通知したという一番簡単に省略をして書いておるんですけど、いじめ防
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止対策推進法は、いじめにより児童等が学校を欠席している場合は、事実関係を明確にするため

に学校の設置者等が調査をおこなうこととなっている。文部科学省は、いじめ防止対策協議会と

不登校に関する調査研究協力者会議で調査の在り方を検討し、不登校、重大事態にかかる調査の

指針を策定。各都道府県、教育委員会、委員長、各都道府県知事、付属学校各国立大学法人学長、

小中高等学校を設置する学校設置会社が所管する構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受

けた各地方公共団体長あてに指針を通知するよう、通知したと。これ全部読みよったら大変なこ

とになるんで途中で省略するところだけにしますけど。内子町としては、この不登校の予防対策、

これは学校に教育委員会としてどのように通知をしておられるのか。この不登校についてどのよ

うに考えておられるのか。そこだけ教えてくださいや。 

○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） 先ほどお答えしたことに重なりますが、教育委員会と致しまし

て、毎月学校から報告されます、報告書を見ながら、児童生徒により沿った指導をおこなってお

りますし、ふれあいルームと連携した取り組みをおこなっております。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） あのね、それはマニュアルですよ。お宅が言われるのは。私、町長に

も見せましたよ。いじめの問題の時に。私こういうのを手に入れたんですが、見て下さいやと。

これはマニュアルじゃがと。本当に不登校に対して学校が考えておるんじゃったら、違うと思う

んですよ。毎回、同じことが書いてある。それはマニュアルじゃなしに、学校は隠ぺいをせずに

本当のことをやっぱり教育委員会には知らせていただきたい。今は学校教育たいがいのあれを読

んでも、子どものいじめの問題でもそうですが、隠ぺいをして教育委員会の方に通知を出してお

る。よく調べて下さいよ。それだけはお願いをしておきますが、そこらあたりのお考えはどうさ

れるおつもりですか。 

○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） 隠ぺいではなくて不登校として、教育委員会が認識している件数

はございます。 

○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） それはあんたでは分からんでしょう。隠ぺいしとるかしとらんか分から

んでしょう、おたくでは。あんた学校行って調べたんですか、皆。そうじゃないでしょう。聞き

取り調査もしたんですか。アンケート調査もしたんですか。ちゃんと書いてある法律に。それに

基づいてせなんだら、学校の先生らも全部が全部１００％、本当のことを言っているわけじゃな

いでしょう。どう思われます。 

○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） 先ほど課長が答弁致しましたように、毎月学校の方から調査報告等が
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出て参ります。長欠の場合、当然不登校の生徒もいろうかと思います。そういったところをにら

みながら、例えば先月出てきた事項と今回出てきた事項、どういうふうに違うのかというような

所を見比べながらその都度、学校側と協議しながら指示しながら、対応をさしていただいている

ような状況でございます。 

○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） あのね、学校から毎月教育委員会に来るやつは同じなんですよ。何カ月間

か分は。３カ月とか４カ月は一緒なんですよ。そこに書いてあるやつはあれ印刷ですから、違う

でしょう。私はこのいじめられた子どもの親から預かりました。７枚程。私はっきり言いますけ

ど、町長に見せました。町長はこれを見て、「寺岡君、これはマニュアルじゃ。」と。こんなもん

見て信用して教育ができるんですか、指導ができるんですか、教育委員会として。私は、それは

違うと思う。私は町長が言うのが私は正解じゃと思う。いじめをやっとるのにやってない。こん

なこと、それを隠ぺいというんじゃないんですか。自分達はかっこええことぎりが書いてある、

何にも調べてもない、何もしてないのに。そこをもう一度、教育委員会が学校に対して調べ直し

て下さいと。そして、議会の方に全協ででもかまいませんから、報告書を出して下さい。この約

束は出できますか。委員長さん。教育長。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは教育委員会のことですから、私が発言するのはいかがなものかとい

うところはあるんですけど、お許しをいただきたいと思いますけれども。やっぱり不登校等に対

する指導マニュアルというものについては、全国どこの学校がみてもやっぱり共通、同じような

ことが書いてあるんですね。例えば、東京の大きな児童の学校でも小さな学校でもだいたい同じ

ような共通のことが書いてあると思うんです。しかし、それは大きな学校と小さな学校とでは子

ども一人一人の置かれている背景は違ってきます。また大きい人数のとこと小さい人数のところ

とまた違ってくると思いますね。ですから地域のその学校、あるいは子どもの実態におうたよう

な指針というものをそれぞれ教育委員会、学校でもう一回作り替える、練り直すと。そして自分

の学校の合った、自分の子どもに合った不登校対応というのをやっぱ考えていかないといけない

というふうに私は思っておるんです。そんなことをまた教育委員会にもですね、あまり細かいと

ころ指示するのはいかがなものかと私思いますけど、また指示をさしていただきたいというふう

に思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいというふうに思います。 

○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） まだ言いたいことはあるんですが、町長が言われるので今回はこれでこ

の話はやめます。内子の学校が合併する時にある学校でいじめの問題があったと。それは、ある

先生がそれを気がついて、注意を促してそのいじめを止めたという話もあるんですけど、それを

言いよったらまた時間がかかりますので、このことについてはもうまたこの次ということにして。

今度、監査委員さん、えらいとんでもないお伺いを致しましたが、私は行政監査の中にやっぱり

いじめの問題も含まれるんじゃないかと。これは私が一生懸命考えて、ある本を読みよったら書
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いてあったものですから、お尋ねをしたわけなんですが、ご答弁をいただきまして、勉強になり

ました。また、お尋ねをする時が出てくるかも分かりませんけど、内子町のために一生懸命、子

ども達のために、町のために、一生懸命また努力して参りたいと思います。これで、私の質問を

終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。２時２０分から再開します。 

 

午後 ２時１０分 休憩 

 

午後 ２時２２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、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） １２月定例議会通告に従い、質問させていただきます。はじめに、引き

こもりの社会復帰支援について質問致します。現役世代の不就労者・引きこもりの増加は、地域

の活性化を妨げるだけでなく、高齢家族の負担となっております。地域で就労できずに引きこも

っている実態を調査し、支援策の実施が求められます。厚労省では、引きこもりを様々な要因の

結果として、義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家族外での交遊等の社会参加を回避

し、原則的に６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態と定義しております。内

閣府は９月、１５歳から３９歳を対象にした調査で、半年以上にわたって自宅や部屋から出ない

人、趣味の用事や近所のコンビニに行く以外に外出しない引きこもりの人が推計約５４万人に上

るとした結果を公表致しました。しかし、若者世代の支援を目的としたため対象に４０歳以上が

含まれず、現状を反映してないとの指摘が出ております。実際はもっと多いかと思っております。

松山市が初めての調査を民生児童員を対象におこない、今月５日までに結果をまとめたものが昨

日の愛媛新聞に取り上げられておりました。該当者は１５歳以上の１８３人で４０代が５６人、

３０．６％、期間は１０年以上が８５人、４６．４％で最も多く、引きこもりの高齢化と長期化

が浮き彫りになりました。引きこもり原因は、人によってそれぞれで心理的、社会的要因など様々

なことが絡み合って引きこもりという現象になると考えられます。必ずしも、学校に通う年齢、

いわゆる学齢期に限らず、社会人として自立した人が失業や仕事のトラブルが原因で引きこもり

になることもあります。本当に誰にでも起こりうる現代の社会問題です。先程の松山市で分かっ

たように、近年では引きこもりの高齢化が進んでいるとも言われ、年齢が高くなるほど抱える家

庭の負担は重くなり、支援が難しくなっているようです。親がすでに高齢化しており、子どもが

社会復帰できない、仕事に就けない、この状況が続き果ては、生活困窮になることが予想されま

す。このような事態から引きこもり支援の先進事例として、秋田県藤里町の取り組みがよく取り

上げられております。平成１７年度に「福祉でまちづくり」として地域福祉の推進に取り組んで
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まいりました。平成２２年度には在宅の引きこもり者、仕事に就けていない人らを対象に支援す

る人もされる人も共に集える場所として、福祉の拠点「こみっと」をオープン。毎年、こみっと

感謝祭を開催し、障がい者や年齢に関係なく、地域交流の場として２００人以上の方が参加され

ているようです。地域住民と共に支え合う地域づくりへとがんばっておられます。また、平成２

３年に引きこもりの実態調査を独自でおこない、藤里町においてもこの４０歳以上の人がいるこ

とが判明致しました。引きこもりの高齢化が明らかなったわけです。そして、福祉協議会が中心

となり、町全体で自立や就労のため施設づくりなど、就労応援につなげて引きこもり対策に取り

組まれております。そこで、地域活性化の一助となる地元地域での引きこもり者の社会復帰支援

について何点かお伺い致します。１点目に本町において引きこもりの実態調査はされているのか

お聞かせください。２点目、引きこもりの問題をどの様に認識し、どう支援されているのかお伺

い致します。３点目、引きこもりに対する知識のＱ＆Ａや相談窓口の紹介、民間支援団体の情報、

イベンド案内などの情報を掲載したり、支援情報サイトの開設についてのお考えを伺います。４

点目、引きこもりサポーター派遣事業の取り組みについての見解をお伺い致します。 

 次に、選挙投票の改善について質問を致します。本町におきましても、来年１月は町長選挙、

４月には町議会選挙が予定をされています。選挙に関する改善を図るには今がチャンスの時では

ないかと思います。以前にも私は、期日前投票の簡素化について、手続きをし易くするために宣

誓書を入場券のハガキ裏面に印刷をし、自宅で記入して持参できるように提案致しました。全国

自治体でも広がっております。このことは町民の声であります。高齢者など「人前で書くのは緊

張する」と負担を感じる人が多いことから、今回再度取り上げさしていただきました。高齢化の

時代、期日前投票の周知が進み、期日前投票の比率が増加しております。しかし、投票率は低下

するなど、近年の選挙の投票に対する課題が数多くあります。本町では、数年前に投票所も減さ

れ不便さが残る声も当然上がりました。大事な一票を投じるのですから、町民にとっても手続き

がし易くなることは、この上ありません。「総合的な検討が必要になる」との以前の答弁でありま

したが、投票に対する改善は喫緊のことと思いますが、お考えをお聞かせください。以上、よろ

しくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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、引きこもりの方の社会復帰支援について答弁

をさせていただきます。まず、引きこもりの実態調査でございますが、引きこもりは家族からの

相談等などがなければ、把握することがなかなか困難であることから、その実態をつぶさに調査

することは困難でございまして、内子町の場合は民生委員さんを通じた個別の対応をおこなって

おるところでございまして、現在のところ町内全域での実態調査という形では、実施は出来てお

りません。続いて引きこもりの問題についての認識とその支援策でございますが、従来は、１０

代から２０代の青年層の引きこもり状態となるケースが多く見られましたけれども、議員さん先

ほど言われましたとおり、近年はその引きこもりの長期化、就職後に引きこもりになるケースな

ど、４０歳代以上の年齢層の引きこもりが増加する傾向があるように感じております。保護者の
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高齢化も含め、大きな社会問題となっていると認識をしておるところでございます。引きこもり

の原因につきましては、精神疾患と深く関連している場合もあることから、内子町では保健セン

ターが相談窓口となり、家庭訪問や心理士による特設の「心の相談日」の開設などにより、個別

支援につなげているところでございます。また、内子町の社会福祉協議会においても、生活困窮

者自立相談支援事業・就労準備支援事業を県の委託事業として実施しておりまして、こちらも随

時相談を受け付けておるところでございまして､生活の自立支援対策をとっているところでござ

います。相談窓口の紹介など、情報の提供についてでございますが、引きこもりに関する相談窓

口の紹介につきましては、「心の相談日」を広報うちこや、内子町の公式Ｗｅｂページでの周知、

各種検診事業での心の健康に関するパンフレットの配布を行っておるところです。今後におきま

しても、内子町の公式Ｗｅｂページを有効活用し、心の健康、悩みなどの相談窓口の情報発信を

してまいりたいと考えておるところです。引きこもりサポーター派遣事業についてでございます

が、サポーター派遣事業は、引きこもり状態にある本人や家族からの相談にきめ細かく、そして

継続的な支援をおこなうことが出来る有効な事業であると認識をしておるところでございます。

引きこもりサポーター養成研修につきましては、都道府県が行う事業となっておりまして、現在

のところ愛媛県では各サポーター養成研修事業は取り組まれておりませんのが現状でございます。

私の方から以上でございます。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは私の方からは、山上議員の選挙投票の改善についてという

ことで、内子町選挙管理委員会の書記長として答弁をさせていただきます。まず、内子町での期

日前投票の状況をご説明致します。過去３回の選挙、平成２６年執行の愛媛県知事選挙では、１

３．１４％で、これは県下２０市町中１０番目でございました。同じく、平成２６年執行の衆議

院議員総選挙では、１５．８２％、これは９番目の投票率でございます。そして、平成２８年執

行の参議院議員通常選挙では２１．７１％で８番目ということで、投票率は近年増加傾向にある

というふうに分析をしております。また、現在発行しております入場券は、世帯ごとに最大６人

分を印刷して送付をしているものでございます。議員提案の本件につきましては、平成２５年の

３月議会で、一般質問でご質問をいただきました。それ以降、検討をして参りまして、直近では

今月開催した選挙管理委員会でもこの件につきまして協議をして、委員さんを交えていろいろな

検討をさせて頂きました。その結果ですね、まず現在使用している入場券の裏に印刷した場合は、

文字が非常に小さくなり、特にご質問の中にもありましたように、高齢者に優しいということの

点につきましては、高齢者の方には非常に書きづらいものとなっております。それから、取り違

えや本人確認が曖昧になるというところもご意見として出されました。それからハガキサイズ、

もう少し大きいサイズで、しかもお一人１枚の入場券とした場合、こちらの場合は、多少文字は

大きくなりますが、様式が変わりますのでシステム改修費、それから印刷費、郵送代といったこ

ういった経費が増えます。また、印刷・発送作業の手間も枚数が増えることによりまして、手間

が増えるということなどの理由がございまして、入場券の裏面に宣誓書を印刷する方法は今のと

ころは課題が多いのではないかという結論に達してございます。しかしながら、投票しやすい環
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境を図る観点から考えまして、今後もですね、引き続いて他市町の対応状況等も参考としながら

引き続き検討をして参りたいと考えております。具体的には、他市町も一応一律にやっているの

ではなくて、いろいろな方法で工夫を凝らした内容で実施されているところもございますので、

そういうところもう少し分析をしたいなというふうに思います。内子町の取組としましては、今

のところ取り組んでおりますのは、期日前投票所の投票しやすい環境づくりに努めますと共に、

特に高齢者、それから障がい者などには、要請があればですね、記入のお手伝いをさせて頂いて

おりますし、宣誓書を内子町ホームページからダウンロードできるように改善を図ってございま

す。また、新たな取り組みと致しましては、平成２９年１月に執行されます、内子町長選挙から

は、本庁・分庁・支所の担当係に置くのではなくて、窓口に来訪者が手軽にとっていただくよう

な配慮をしたいと思います。窓口に宣誓書を備える一方で、合わせて選挙啓発もですね、一緒に

して力を入れたいというふうに考えておりますし、各自治センターにも備え付けるように計画を

している段階でございます。ご理解いただきますようにお願いを申し上げて、私の答弁とさせて

いただきます。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 実態調査についてですが、なかなか表に出ないということで調査も厳し

いかなとは思っておりますけど、以前にですね、同僚議員も引きこもりとニート対策ということ

で質問されておりました。その中ですね、答弁でですね、今も課長言われましたけど、民生委員

さんとか、地域の方々に協力を得ながら調査を進めて、対策をとって行きたいということをこの

２年前の同僚議員の中で答弁されておるんですけど、その中での２年間ですね、結局実施が出来

てないということは、そういう答弁をされておりながら、何もしてないということになるんです

よね。 

○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。 

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） 実態調査という形では、出来ておりません。誠に申し訳ない

ことだと思っております。今回２９年度のできるだけ早い時期に民生委員さんを通じた実態調査

については実施をしていきたいという事で、課内で今、調整をおこなっているところです。 

○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） ２９年度に実施をしていきたいということでありますので、しっかりと

取り組んでいっていただきたいと思っております。今、ずっと答弁をいただきましたが、本当に

内子町の現状であるとか、今後の課題もこれ見えてきた感じが致しますが、まず、引き込もる４

０歳以上の方も高齢化の引きこもりが多いというのが現実となっておりますが、本当に大人たち

が社会に出たくても出れないと、働きたくてもなかなか働けないと。その理由というのが一番認

識が難しいというわけでありますけど、本町で先程答弁されました心理士、専門家による個別相

談事業を２６年度からやられているんですよね。これは私、広報等で２６年度からの広報をずっ

とみておりまして、引きこもり相談をやっておりますよという項目で、それを八幡浜の保健所に

つなげていく、そういう窓口の分はあるんですけど、内子町独自でのそういう専門の方を招いて
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というか、そういう内子独自の町での対応いうのはされてないんですか。 

○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） こころの相談日というのを内子町独自で実施をしております。

これはひきこもりの方を対象とした限定したものではなくて、心の健康について広く相談を受け

付けるという形で実施をしておるものです。年２回実施しております。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） ちょっとそれは私自身でもですね、そういう項目の中でサポートされて

いるというのをどこで見つけていいのか分からないんですけど。そういうのが表に、公表しっか

りしておられるんでしょうか。 

○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） 十分とは言えないかもしれませんが、広報うちこ、それから

町の公式Ｗｅｂページで掲載をして周知をさせていただいておるところです。それを見ていただ

いて、町民の方からご相談を受け付け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） 私もそのＷｅｂからちょっと見てみたいと思います。それでですね、私

はこういった相談の窓口をですね、窓口について充実をどんどんと図っていただきたいと思いま

すが、社会的に孤立している方々というのは、なかなかそういうところまで表立ってですね、出

ないというところがあります。それでですね、課長ご存知だと思うんですけど、アウトリーチと

いう手法があります。ご存知だと思うんですけど、これが言ったら訪問支援ということで意味か

ら言ったらこう手を差し伸べるということなんですけど、当事者のところまで出向いて行ってで

すね、関わるというこういうアウトリーチ手法というのがあるんですけど、私はこれは本当大事

なことだなと思っております。地域の民生委員の方にも本当に十分家庭訪問等をですね、しっか

りとしていただきながら、専門の方と当事者とのかかわりというのをしっかりと、積極的にです

ね、やっていただきたいなと思っておりますが、どんなでしょうか。 

○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） 積極的に関わって家庭訪問ですとかしていく体制にはありま

すが、こちらから申し出がないのに、こちらから訪問するわけにはいきませんので、なにがしか

の申し出をいただきましたら、訪問なり適切な対応をとることは可能でございますということで

ご理解をいただいたらと思います。 

○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） その今言われるのも分かりますので、とにかく民生委員の方、児童福祉

の方、そういった方としっかりと連携をとっていただきたいと思います。秋田の、今私が先進事
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例で出しました藤里町、ここはですね、ご存知かもしれませんけど、この引きこもり者がなぜ分

かったかというのは、介護福祉士の方がですね、独居老人のところを訪問されたんですね、そし

たらそこでたまたまですね、情報が入った。おばあちゃんから入ったということで、それでそう

いう引きこもりがたくさんおるんだと。だから、町としても調べてくれないかというふうなこと

でそれがきっかけとなって、調査をしだしたという事を私読みました。いろいろと全国先進事例

としてありますけど、そういった別の件で訪問された時にもそういうふうな話が出る場合もござ

いますので、今後そういったことも気を付けていただきながら、また訪問をしていただきたいな

と思っております。それからですね、サポーター派遣事業というのは、県下でもまだどこもない

わけでございますけど、長期に渡って引きこもっている本人を抱えて、誰にも助けを求めること

が出来ないままに将来を悲観し、家族ごと地域の中で埋もれている家庭っていうのは本当に私多

いと思うんです。私も何人かの方は、話は聞いておりますけど、かといってそれを公に出してい

いものかどうかというのも躊躇するところなんですけど、そういったことでしっかりと先ほども

同じことを言いますけど、民生委員の方が地域におられますので、しっかりと家庭訪問等もして

行っていただき、実状を知っていただきたいなと思っておりますので、よろしくその点をお願い

致します。 

 それから、期日前の投票の件なんですけど、現状のままでいくというようなお話ではあったか

と思うんですけど、ダウンロード、宣誓書を。これもですね、今までにホームページからダウン

ロードができるんですよとか、そういうのも一切、私見てない、自分の中ではですね。今回も広

報で１月に町長選がありますよというふうに書かれてありますね。それで期日前はあれですよい

うていろいろ書いてありますけど、そのダウンロードがね、ホームページからできますよという

ようなことはひとつも書かれてないんですね。だから、たぶん町民の方はご存知なんかなと思っ

たりもしますし。今後、各分庁、本庁、それから自治センターに宣誓書を置かれるということで

ありますので､それをしっかり周知をしていただいてですね､これは本当に町民の声なんですよ。

書くのがやっぱおっくうだと、行って。やっぱなかなか私らもそうでしたけど、役所に行くとい

うのが行きにくいし､本当まして書くというと横についておられて助言はするとはいいますけど、

やっぱ緊張するわけなんですね。だからそういうのでですね、心理的負担というのはね、私たち

が考える以上に大きいんですよ､町民の方。特に、そういう高齢者の方や障がい者の方というのは。

ですから、そういうのでですね、ハガキの裏にですね、ハガキをもうちょっと大きくしていただ

いてですね、本当に必要な項目を書いていただいてですね、それを持って行ったら、即出来るわ

けですから。本当に事務的なことも簡素化できるんじゃないかなと私は思っておりますけど。こ

れも今後の課題として検討していただきまして、今言われたように、宣誓書をダウンロードでき

ますよとか、分庁にそういうの宣誓書を置きますよというのをね、しっかり周知して下さい。こ

の点お願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡 敦君） ご意見を真摯に受け止めさせていただきます。ＰＲ不足の点につい

ては大変申し訳なく思っておりますが､なおですね､今回からは窓口に置く宣誓書につきましては、

色を変えてですね、どれだけの方が使っているのかということも追跡調査をしながら次につなげ
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たいと思っておりますし、入場券の裏の印刷もですね、先ほども説明させていただいたように、

もう少し、例えば圧着式のハガキにすれば開けたら倍の大きさになるというようなそういったよ

うな考え方もあります。県内の状況を見てみますと、県内で２町が入場券の裏に宣誓書を印刷し

て取り組んでおります。いずれも内子町より高い期日前の投票率を残しておりますので、このあ

たりも十分に参考にさしていただきながらですね、検討さしていただきたい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。 

○議長（池田洋助君） 次に、久保美博議員の発言を許します。 

〇１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

〇１番（久保美博君） １番、久保です。 

〔久保美博議員登壇〕 

〇１番（久保美博君） １２月定例議会に当たりまして質問を致したいと思います。高齢化・人

口減少が問題になっている中、人口がこんなに早く減っていくとは誰も思ってはいなかったので

はないかと思います。「一番は子どもが減っている」と感じます。このままでは、内子町として成

り立たないのではないかと危惧する一人であります。例えば、「あなたは２０年後、３０年後に内

子町に住んでいると思いますか。」と聞かれた時に自信を持って「はい。」と答えられる人がいっ

たいいくらおられるだろうかと思います。町長は３期目に向けて「子どもたちに夢を」「働く人に

元気を」「お年寄りに安心を」「安全・安心の町を」住んで良かった、訪れて良かったと言える町

づくりを掲げられておられます。高齢化が進む中、町民の関心が福祉に向く一方、若い人に向け

た施策はあまりなかったのではないか。若年世代が「これから先、内子町に住み続けたい町」と

して思えるまちづくりを町長はどう描いておられるのかお伺いを致します。 

 次に、病児・病後児保育についてお伺いをしたいと思います。病気の子どもは、保育所に預け

ることができません。急に熱が出た時など、そばに祖父母など安心して預けられる人がいれば助

かりますが、親が仕事で休めない時に親に代わって世話をしてくれる、また病気は治っているも

ののまだ本来の状態に戻っていない時に、親に代わって世話をしてもらえる病児・病後児保育対

応の施設の現状、今後の取り組みについてどう考えているか、お尋ねをしたいと思います。 

 次に、妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を行う、子育て世代包括支援センター、日

本版の「ネウボラ」の設置に向けての取り組みについてお伺いをしたいと思います。「ネウボラ」

とは、子育て支援拠点のことで「助言する場所、相談する場所」を意味するフィンランドの子育

て支援制度で、妊娠から出産、産後ケア、子育てなどについて、たらい回しにしないワンストッ

プ窓口で対応し、担当の保健師や助産師などが継続してアドバイス、また必要に応じて他のサー

ビスにつなげるという制度だと思っております。日々、子育てに奮闘しているお母さんの中には、

核家族化や地域とのつながりが薄いことで、悩みを相談する相手に恵まれず、児童虐待など深刻

な事態を引き起こすケースにつながるかもしれません。子どもは社会の大事な宝です。子育て支

援を通じてさまざまな人と人との関りが出来ることは、地域社会の絆を強くすることにもつなが

ると思います。安心の子育て環境を地域ぐるみで支える体制を整備すべきと考えますが、その取

り組みについてお伺いを致します。 

 次に、子ども、子育て支援制度の改正に伴い､保育士の業務負担が増加していると耳にします。 
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保育士の業務負担の軽減をめざしてどのように考えているか、お伺いをしたいと思います。 

 最後に、内子町の豊かな自然が財産の森や山野の自然の地形や、立ち木をそのまま利用し丸太

やロープを用いて作られた、野外運動用施設、その施設を使い、運動し、楽しみながら健康づく

り、子どもたちから大人まで男女の区別なく、誰でも気軽に楽しむことができるフィールドアス

レチック施設の開設について、町長の考えをお伺いして質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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、最初に私の方から久保議員のご質問にお答えをさしていただきた

いと思います。若い世代が内子町に住み続けたい、そんな町の青写真を町長、どう考えているか

というまずご質問についてお答えをしたいと思います。今までこれは、旧内子町から始まった事

業でございますけど、中学生達を中心にですね、延べこれは内子町国際交流協会の主催でもある

んですが、約３００名の若い中学生、高校生達をドイツのローテンブルクを中心に派遣してまい

りました。さまざまな体験をして帰ってくれております。そして、帰った若者達がいろんな分野

でですね、また活躍して下さっている。本当にありがたいなというふうに思っているんですね。

それから、小学生たちは大洲の国立青年の家がありまして、そこで今まで合宿なんかをよくやっ

てたんですけど、それを小田深山に変えましてですね、小田深山で合宿をしたり、子ども達にな

るべくスキーの体験なんかをさせたらいいということで、ふるさと教育なんかもしっかりと教育

委員会お願いしてですね、やってもらっているところです。また、手すき和紙を使った卒業証書

を作ろうよということで、このことを通してふるさと内子の歴史をしっかりと体にしみこまして

いこうと。たくましい自分達のふるさとが分かっている子ども達を育てようと。そんなことに着

手して今日までやってきました。どういうふうな条件を整備すれば若い人たちががんばれるのか。

若い人たちの持つ夢が実現できるようなそういう町であらねばならないなという思いでいっぱい

でございます。私は、一つ招集ご挨拶の中でも申し上げたんですけど、東京へ人、物、金が今吸

い上げられてしまってですね、地方へなかなかいろんなものが回ってきにくい状況の中で、私は

今後の内子町を考えた時に、文化というものが大きな柱になるというふうに考えております。そ

れは内子町でしかないものです。内子町の文化であります。これをどういうふうに磨いていくか

というふうに考えた時に、例えば国内外の演劇に関する人達に一定期間、内子に滞在してもらっ

て、内子座や小田深山、そして棚田辺りを利用して、その野外をステージとしたものを含めてで

すね、そういう舞台で魅力ある創作をやっていただく。あわせて、おいしい料理や宿泊も食材も

もっともっと必要になってくるでしょうと。中学校を卒業すれば、子ども達はある程度の英語で

会話が出来るようなレベルのものも必要になってくるでしょうと。そして、美しい農村景観や歴

史・伝統文化にも魅力的に映るような町がもうちょっと出来るようになるんじゃないかな。外国

の人達にもそういうものに触れるような、鏡としてなるような内子町を作れたらいいな。そして、

内子町の情報が世界に広がって行くということになってくるというふうに思ってます。そうすれ

ば、新しいこの町に文化産業あるいは、新しい産業が若い人達の手によって育つかもしれません。

交流が生まれるかもしれません。若い人達が東京を目指さなくても、この内子で頑張っていける
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ぞ。自分の夢が実現できるぞ。そんな町になればいいんじゃないかなというふうに私は思ってお

ります。しかし、それは延長線上にも青写真として描いておりますけど、しかし子育ての支援を

しっかりさせていただいたり、教育環境を整えたり、そういうものも、もろもろもですね、併せ

て、合わせ技としてやっていかないといけないなというふうに思ってます。 

２つ目のご質問、フィールドアスレチックの施設でございます。私も議員の皆さん方と一緒に

ドイツへお伺いした時、またその前でございましたけれども、すごい施設があるなと思って本当

に関心しました。子どもから大人まで気軽に楽しむことができますし、アウトドアのレジャー施

設としてこれは内子にもあったらすごくいいんじゃないかなと。特に子ども達が森の中で様々な

体験をすることによって、森への関心をもってくれるような子どもが、もっともっと育ったらお

もしろいなということを考えております。全国にもそこそこあるようでございますので、どうい

うふうな運営をされているのか、どういった規模なのか、内子ではどうなのかということを調査

もさしていただいてですね、これは一つ前向きに検討していきたいなというふうに考えていると

ころでございます。以上でございます。 

○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、子育て支援についてのご質問にお答えしたい

と思います。まず、病児・病後児保育についてでございます。保育園児さんの突然の発病の際に

容易に仕事を休めないという現状があるということは認識をしているところでございます。現在、

愛媛県内には松山の都市を中心に１５ヵ所の病児・病後児保育の機関がございます。その多くが

ですね、医療機関併設型の施設となっておりますが、内子町内には病児・病後児保育に対応した

施設は現在のところございません。今後の取り組みにつきましては、検討課題ということにさせ

ていただいたらと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 続いて、子育て世代包括支援センターの設置についてでございます。これにつきましても、現

在のところ、子育て世代包括支援センター設置に向けた検討は行っていないのが現状でございま

す。現在は妊娠期から切れ目なく母子を支援する統括的な施設はありませんけれども、既存の保

健センターでありますとか、子育て支援センター、児童館、保育園、こちらの横の連携によりま

して、妊娠期からから子育て期へと切れ目のない支援を行っていきたいということで、体制を整

えておるところでございます。こちらもご理解をいただいたらと思います。 

 ４番目です。保育士の業務負担の軽減でございます。子ども子育て新制度への移行によって、

新たに保育士の負担増となりましたものが、短時間保育児の登園時間、それから降園時間、帰る

時間ですね、の記録業務が増えたものでございます。これは、その前後の時間を延長保育として

料金を徴収しなければならなくなったための事務でございます。これ以外に新制度導入に伴う保

育士の負担増はございません。長時間保育の開始によって、保育自体は、１１時間保育として保

育園を開園しております。長時間保育に対応するため、保育士は早出勤務、中出、普通出、居残

り勤務というふうな勤務形態をとっておりまして、保育士の勤務時間は、保育園は１１時間です

けれども、保育士の勤務時間につきましては７時間４５分でございます。制度移行前から大きく

負担が増加したと保育士が感じるものにつきましては、全体として１１時間という長時間保育が
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実施されているという精神的な負担、土曜日の一日保育などにより勤務の形態が変化したことか

らくるものではないかと考えております。また、それ以前から懸案となっておりましたのが、年

間保育指導計画でありますとか、月の指導計画、その他の記録、週の指導計画、その記録、お昼

寝中、午睡中のＳＩＤＳチェック、これは乳児の突然死症候群をチェックするためのもの。そし

て、園外保育計画など、様々な書類の作成後の業務がございます。これらにつきましては、書類

の簡略化を民間保育園も含め、すべての保育園に指示しておるところでございまして、随時書式

を見直しを行っておるところでございます。保育士の負担軽減については以上でございます。 

〇１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） まず、２０年後、３０年後に内子に住んでいると思いますかということ

なんですが、町長言われたとおり、やはり若い世代がこの内子に生まれ育ってよかった。ずっと

住みたいと思える町づくりの実現を目指して取り組んでいってもらったらと思います。 

次の病児、病後児保育の施設は愛媛県下でも数少ないと、取り組んでおるのが少ないというこ

とであります。取り組んでおるのは、医療機関併設型がほとんどだということであります。これ

は、やはり安心して子どもを育てるというところから、やはりこれもぜひ今後においても検討し

ていただいて、取り組みの方を進めていってもらったらと思います。 

 次の「ネウボラ」なんですが、これは今の子育て支援サイトについてなんですが、今のサイト

の開設をしたらどうかなと。やはり今、お母さんたちは、ＳＮＳ非常にうまく利用されておられ

ます。例えば、メール配信で妊娠期においては、母体の状態、育児中は子育てに関するアドバイ

ス等を定期的に配信するとか、そういった情報発信、また予防接種ですよね、そういったスケジ

ュールを各お母さんらに定期的にメールで知らせるというようなサービスに取り組んだらと思う

んですが、その辺はどうでしょうか、取り組みは。 

○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） ＳＮＳを利用した情報発信でございますけど、現在の所はそ

ういった形での情報発信は行っておりません。妊娠をされましたら、その証明書をもって町の保

健センターの方にお母さん、またはお父さんが来ていただきます。そこで妊娠から出産にかけて

の注意事項でありますとか、不安なことがありましたら、直接担当の保健師が対応をしておりま

す。ＳＮＳも大事なんですけど、まず顔と顔を見合わせて人間関係をつくって支援につなげてい

く、具体的な支援につなげていくということが大事だろうと思っておりますし、ファーストコン

タクトはちゃんと保健師とお母さんができているというのをご理解いただいたらと思います。そ

れから予防接種の関係につきましても、出産届がでましたら、予防接種の接種券をまとめたもの

を冊子にしたものをお渡しして、スケジュールについてもしっかりご説明を申し上げております

し、出産後２ヵ月以内に家庭訪問をしますけれども、その際にもご説明をしたり、乳児検診の際

にもしっかりとフォローが出来る体制にありますので、当面はＳＮＳの利用については、ちょっ

と検討の段階にはないかな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。 

〇１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 
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○１番（久保美博君） 安心して子育てができるようにやはり取り組みをこれからも進めていっ

てもらったらと思います。 

 次なんですが、ご承知のとおり、「保育園落ちた、日本死ね」というブログから始まって、保育

士の仕事がクローズアップされてきたと思います。今、私も言ったように、いろんな子育て支援

制度の改正等によって、保育士の業務が増えてきたんではないかと。またそういった声を保育士

自身からお聞きもしております。先程、説明のあったように各報告書は増えてきたと。また手書

きでやっておるというような現状で、少しでも事務の軽減は図って行きよるということですから

そういったことで進めていってもらったらと思います。ここで再度確認なんですが、４月の時点

で待機児童はゼロだというふうにお聞きしております。これは､待機児童はゼロなんでしょうか。 

○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） 保育園の待機児童は、４月と１０月に県に報告することにな

っております。その報告には、待機児童ゼロということで、現実にゼロということでございます

ので、ご理解をいただいたらと思います。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） １０月現在で待機児童ゼロということで報告しとるということですが、

私が聞いた範囲の中では、今のブログと同じで保育園落ちたと。子どもを預けたくても、預けて

みてもらえないということを聞いております。これは、今の国の指導指針の待機児童の数え方で

照らし合わせれば、ゼロという中ですよね。現状はいるんじゃないかと思うんですが、その辺の

把握されとるんではないかと思うんですが、現状をお聞きしたいと思います。 

○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） いわゆる待機児童と言いますのは、保育園の入所申し込みを

しているが、保育園の利用はない者という者でございます。その待機児童の定義においての待機

児童はございませんが、しかし、保育園に入りたいというご相談をいただくケースはあります。

それは、育児休暇中なんだけれども、そろそろ育児休暇があけるが、保育園の入所はどうなのか

というようなご相談をいただくことはございます。実際にそういうケースは何例もございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 今の保育士は、１２月の広報うちこでも、社協のだよりの中で保育士の

追加募集ですかね、されておられました。これ今の現状で、内子町の保育士は十分足りておるん

ですか。足りてないんですか。 

○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） 現状と致しましては、充足をしております。これは、保育士

１人が何人の園児さんをみなければならないかっていう規定がございますので、その規定をオー

バーする、以下になるっていうことはございません。そういう意味では充足をしております。 
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○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 現状は足りておるというような中で、再度追加募集されとる。で、これ

は当然、定年退職者もおられるんですよね。保育士来年。ちょっと聞いたところによると、退職

者が５、６人おられる。そんな中で募集を最初かけると、８名程ですか、募集があって３名程は

辞退されたと。そんな中でまだ追加募集をされておるということは、まだ保育士の数が足りない

んじゃないかと。それは言われる国の指針の保育士１人あたりの幼児の受け入れ人数、それに照

らし合わせば十分ですよと言われとると思うんですが、追加募集をされておるということは、足

りない状況じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○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） 議員がお話されていらっしゃいますのは、たぶん社会福祉協

議会の保育園の状況だと思います。社会福祉協議会の現状は、充足しています。議員さん言われ

ますのは、来年度の募集のことだろうと思います。社会福祉協議会の方の件でございますが、５

人の募集をされて、９人の方が応募をされたというふうに私の方は報告を受けておりますが、辞

退される方がいらっしゃって、試験受けてない方がいらっしゃって、実際に５人の採用をされま

した。決まりましたが、その５人の中にですね、臨時保育士さんとして社協に在籍されとった保

育士さんがいらっしゃいますので、その方が正職の方にまわられた関係で、臨時職員の３人が不

足するという事態になりました。これは来年４月からでございます。それを受けて今回社会福祉

協議会が３人の募集をしておるという状態でございます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 久保美博議員。 

○１番（久保美博君） 保育園の安全を支えておられるのは、一人一人の保育士のおかげである

と思っております。これは子どもにとってですね、保育士という存在は大きなものがあると思い

ます。やはり、幼児期に子どもと接する時間が一番多いんじゃないかと思っております。そうい

った、やはり例えば保育士が足りないから人を増やすだけでは、やはり長期的な視野では考えた

らですね、そうじゃなくて保育士が長く勤めていただける、辞めない環境、仕事の働きやすい環

境を作って行く。これちょっと聞いたら中途退職ですかね、おられるというようなことも聞いて

おります。これは、保育士は３Ｋ労働というんですかね、「きつい、汚い、危険」、昔はそういっ

て３Ｋ労働なんかいて言われておったんですが､今は新しいようなことでですね､新しい「きつい､

帰れない、給料が安い」というような、新しいバージョンの３Ｋ労働みたいなことを言っておら

れる方もおられます。そういった実状を見るとやはり、保育士としてのですね、やっぱ職業のス

テータスを上げるというか、その点も大事じゃないかと思っております。やはり、地位や身分も

確立していかないと、やはり保育士として働く意力もない、やはり子どもの教育にとっては、マ

イナスになる面があるんじゃないかと。そういった事を考えたら、やはりこれからぜひ保育士と

して働きやすい環境を作り上げていってほしいなとお願いをしたいと思います。 

 最後に、恵まれた自然を利用したフィールドアスレチック施設の開設についてなんですが､町長、

前向きに検討していくというお答えでございます。これぜひ土俵の上に上げていただいてですね、
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検討をしていって、調査会でも立ち上げていただいて、考えていってもらったらと思います。以

上で、質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で、本日の一般質問は終わります。 

３名は明日行います。 

 

  日程第７ 請願受理第３号 公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地 

域経済の振興を求める請願 

○議長（池田洋助君） 「日程第７ 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、審査結果の報告をお願いします。 

山本 徹委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本委員長。 

〔山本 徹産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。産業建設厚生常任委員会に付託

されました、請願受理第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」につきましては、１１月２１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、「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。３月定例会で請願を受け、６月、９月定

例会において継続審査となっておりました。その間、内子町における公契約制度の現状と課題、

指定管理の状況等について、調査をおこなってまいりました。委員の意見として、「現状において

は、時期尚早ではないか。入札方法の改善により適正発注がされており、賃金がどう反映されて

いるかが問題になる訳ではあるが、あえて公契約条例を制定し、行政が賃金や下請け契約まで制 

約しなくても、いろいろな法律において適正賃金についても盛り込まれており、現状においては

必要ないのではないか」との意見。また、請願に賛成の意見として、「下請け企業等での労働者の

皆さんに対し、労務単価に基づいて適正に支払われているのかどうかさえも、調査されていない。

内子町においても、年間所得が２００万円以下の労働者が７割という状況にある。公契約条例の

中で制定しておくべきではないか。」さらに、「熟練した職人、労働者を残していく、また企業が

育てていくことも大切なことである。」との意見がありました。他にも、「条例制定には、事業者

を含め、行政と労働者の３者による理解がなければ、実効性のあるものにはならないのではない

か。」との意見もありました。採決の結果、この請願の採択に賛成の委員は少数であり、よって、

請願受理第３号は「不採択とすべきもの」と決定致しましたので、ここに、ご報告申し上げ委員

長報告を終わります。 

○議長（池田洋助君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 
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 山本委員長、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。 

○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） 私はこの請願を採択すべしという立場で発言を致します。まず、この

請願の表題にもございますように、この条例制定が適正賃金、労働条件の確保と地域経済の振興

を求める、こう表題にも書かれておりますように、今、この内子町においても先ほどの報告にも

ありましたように下請け労働者の皆さんの賃金、委員会審議の中でもある議員から、実際に国や

県が指定をしている単価表どおりの賃金が払えるような状況でないというような発言もございま

した。また、今まで私は国交省が求めておりました、そういう下請け労働者の実態を調査するよ

うにという国の求めに対しても、内子町においては県に準じてそれは今はやっていないという状

況でございます。私はその事が全国的にも同じような状況が起きる事によって、実際に技能労働

者の高齢化が進み、低賃金のためにそういう職域に入ってくる若年労働者が減少をしている。そ

のことによって、公共事業そのものの執行ができないというような状況が全国的に広まっておる。

この事からこういう請願も出てきていると思うんであります。私はこの内子町においても今は確

かに時期尚早という意見もございましたけれども、転ばぬ先の杖でありまして、こういう実態を

到来させないためにも、今、やはり公契約条例によってこの制度の中でそういう技能労働者を育

てていくこと、そして地域経済を支えていく。全国的な流れの中で出ておりますのは、この公契

約条例によって経営者自身も非常に助かっている、そういう事例も報告をされております。そう

いう立場から、私は本請願を採択すべきであるということを強く考え、この請願に多くの議員の

皆さん方がこれにご賛同いただいて、条例を制定するようにという決議を上げてほしいというこ

とでありますので、これはやはり行政当局に対しての求めであろうと思いますので、決議を上げ

るべきだという立場で討論を致します。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。 

○８番（山上芳子君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山上芳子議員。 

○８番（山上芳子君） 私はこの請願に反対の立場で討論します。公契約条例の特色は自治体独

自の労働賃金などを盛り込むところにありますが、制定への課題があげられます。最低賃金法に

基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者へ支払わなけれ

ばならないとする最低賃金制度と公契約条例の中で、地域の事情に合わせた労働賃金下限額を定

めた場合に、労働賃金が最低賃金法と公契約条例での二重規定となることで混乱を招く恐れがあ

ります。また、公契約の業務に従事しているか、していないかで賃金格差が生じるなど、指摘が

あり、関係業界では経営圧迫の要因になるとの不安もあります。内子町においてはダンピング受

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

基準価格及び最低制限価格など適切な運用をおこなっており、公共工事の品質確保並びに労働賃

金の低下防止に努めているとのことでありました。条例制定の目的については、理解できますが、
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業者を含めた行政労働者との三者による理解が無ければ実効性ある運用は望めないものと考えま

す。以上の事からこの請願には反対を致します。 

○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」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３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３号」は不採択とすることに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。明日８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、これをもって散会いたします。 

 

午後 ３時３３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 

 

  



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 52 ‐ 

  



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 53 - 

平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２８年１２月 ７日（水） 

○開会年月日   平成２８年１２月 ８日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

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

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

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

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

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

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

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

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     

 

○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１１号） 

平成２８年１２月 ８日（木）午前 １０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 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１２号 専決処分の報告について 

日程第 ５ 議案第６７号 第６３号 内子町デジタル防災行政無線整備工事に係る工事請負契

約について 

日程第 ６ 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ８ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ９ 議案第７１号 内子町税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第７２号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

日程第１３ 議案第７５条 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制

定について 

日程第１４ 議案第７６条 町営土地改良事業計画の変更について 

日程第１５ 議案第７７号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第１６ 議案第７８号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う

財産処分について 

日程第１７ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の放

棄について 

日程第１８ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１９ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２０ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２１ 諮問第 ４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 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２１ 

 

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、８番山上 芳子議員、

９番才野 俊夫議員を指名します。 
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  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元

に配布しております、議事日程第１１号のとおりであります。  

 

  日程第 ３ 一般質問 

○議長（池田洋助君） 日程第３、昨日に続き、一般質問を行います。本日の質問者は３名です。 

 ただ今、昨日の林議員の法定外公共物の対応についての一般質問に対し、誤った答弁を行って

おり、訂正したい旨の申出がありました。これを許可し、理事者の再答弁を求めます。 

○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） 昨日の林議員の質問の中で里道及び水路の所有権はという

質問において、所有権は国と答弁致しましたが、国土交通省所管の法定外公共物は町に譲与され

ており、所有権も町となっておりますので、訂正させていただきます。大変申し訳ございません

でした。 

○議長（池田洋助君） ただ今の説明に対し、林議員の再質問を許します。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 昨日は、管理を委譲されておる、所有は国だということで質問を終わっ

ておったわけですが、所有も町に移管されておるということになれば、昨日質問をした受益農地

がなくなった水路の管理は、どこがするべきと考えておるか質問をしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 昨日の答弁でも申しましたように、一般的には管理は通常

地元の方に任せてしていただくということになっておりまして、受益が全くなくなった場合とい

うのは、昨日も申しましたように法定外公共物から一般財産に、そして売払うとかいう管理をし

ていけんかなというふうに考えております。 

○議長（池田洋助君） 次に、泉 浩壽議員の発言を許します。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉浩壽君） ４番、泉です。 

〔泉 浩壽議員登壇〕 

○４番（泉 浩壽君） 通告に従いまして、質問をさせていただきます。まず、深山荘の進捗状

況についてお伺いを致します。小田深山は、「ウグイス鳴いて、山笑う、百花椋乱の万華鏡が展開

する春」、「草生きれ、蝉時雨、アマゴ釣りの夏」、「渓谷を錦に染めて、水面を流れる紅葉の舟の

秋」、「森は静かに冬をまどろむ、星降る里を雪化粧する冬」、四季を通じて楽しめ、多くの方が訪

れています。今年の紅葉シーズンには、１日最大で車６００台、約１，５００人の入り込み客が

ございました。疲れた体を、また心を癒すには、最適の場所であると思います。そうした小田深

山での宿泊、休憩場所としての深山荘改築計画が平成２１年度に出まして、その後７年が経ちま
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すが、２７年度には建設予定地とされていて、現在は森林管理署所有の土地の現地測量をされた

ようでありますが、その後の進捗状況をお伺いしたいと思います。１、測量後の結果。２、所有

権移転の時期と代金。新施設の建設予定時期。また、オープンの時期。４番、新施設の経営主体。

５番、経営計画。 

 次に、内子町役場の庁舎についてお伺いを致します。町村合併から１０年が経過し、内子町の

町制も整い、町としての形、業務、その方向性など一定の理解が進んでいるように感じています。

合併後から始まった本庁、分庁、支所制度は、部署が少し変わりましたものの、そのままの状況

でございます。支所につきましては、小田地域の利便性を考え、今後も存続をお願いしますが、

本庁と分庁の業務形態はいかがでしょうか。本庁に総務課、保健福祉課、税務課、住民課、会計

室、建設デザイン課、そして分庁に教育委員会、産業振興課、町並・地域振興課、窓ロセンター、

そして議会事務局、議会となっております。この形態が正常な状態で、今後もずっと続くのでし

ょうか。町の行政機関が２箇所に分かれている状況は、町民はもとより、町外から来町される皆

様にご不便をかけ、また疑念をいだかせていないでしょうか。１０年が経過した今、行政機能を

一体化できる新庁舎の建設を行う時がきていると私は考えますが、町長のお考えをお伺いします。

１、本庁、分庁存続の意義。２、今後、新庁舎建設を計画されているのか。また、３番、計画さ

れているとすると、その時期はいつか。 

続きまして、幼稚園、保育園制度についてお伺いを致します。全国的に待機児童の問題が叫ば

れていますが、昨日の同僚議員の質問の回答に、幸いにして内子町は待機児童がないということ

でありました。しかし、幼児保育の地域格差がないわけではありません。内子・五十崎地区には

幼稚園、保育園の両方があって、保護者の勤労条件等により、選択する事が出来ますが、小田地

域は２６年に統合した小田幼稚園が唯一あるだけであります。幼稚園は３歳以上でしかも午前中、

午後２時までですが、通園することができない状況であります。０歳、１歳、２歳児は、大瀬や

内子などの保育園へ通園するしかおりませんが､朝夕の送迎は､大変な時間と労力となっています。

そこでお伺いを致します。現在、小田幼稚園の園児数は、年齢ごとに何人でしょうか。２、将来

の入園予定人数は何人ですか。３番、現在、小田から内子などの保育園に通っている園児の数は

何人いますか。４番目、新たに保育園の増設をお願いできないとしても、幼保一元化、認定こど

も園などの制度を活用し、小田幼稚園に保育機能も追加し、小田地域の子育て支援は出来ないか

お聞きして私の総括質問と致します。 

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

○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） 泉議員にお答えします。私の方からは役場庁舎の在り方につきましての

ご質問について答弁をさせて頂きたいと思います。ご案内のように現在の庁舎のシステムにつき

ましては、合併時に町民の皆さん方の一体感、また役場業務の機能分担等々を検討されまして、

基本的に今の体制でスタートしたものだというふうに理解をしておるところでございます。１０

年経過致しまして、町民の皆さん方も内子町は一つだという意識も醸成されて、一定理解されて

きたんではないかなというふうには受け止めております。ただ、機能の面におきましては、町長
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部局が分かれているということもございまして、決裁上の不便さやまた一方で議会との関係、ま

た町外の皆様にとりましては、今一つ分かりにくいという課題もあるんだろうというふうに受け

止めております。建物は災害対策本部を設置する上でのリスクの分散いう観点から、耐震化工事

は完了しておりますので、今後どのような姿、形がよいか、さまざまな角度から検討し、改善は

必要だろうというふうに受け止めております。ただ、既存の建物の有効利用の観点から考えるべ

きだろうというふうに思いますので、新庁舎建設については、考えておりませんので、ご理解を

いただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○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。 

〔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、深山荘の進捗状況についてお答えを致します。まず、

１番目の測量後の結果及び、２番目の所有権移転の時期と代金についてでございますが、新深山

荘の建設予定地としております愛媛森林管理署小田深山事業所跡地につきましては、平成２７年

度の測量の結果、２，２８９．６㎡の面積となっており、現在、四国森林管理局の方でこの測量

結果の精査が行なわれているところでございます。精査が終わりまして、確定次第、地番の登記

を森林管理署が行います。その後、四国森林管理局による土地の鑑定評価が行われ、金額が確定

し、売買契約の締結を行うこととなっております。所有権移転登記は愛媛森林管理署が行うこと

となっております。売買金額につきましてですが、四国森林管理局による土地の鑑定評価を待っ

てというところでございますが、これまでの民間の鑑定士及び、愛媛森林管理署との協議した中

で、１㎡当たり１，０００円程度となっております。これに事務所の移転費用も加わった金額が

購入にかかる金額ということになりますが、敷地内の建物の解体・処分につきましては、町が行

うことということで、この解体処分費用を差し引いた金額が売買契約の金額となります。これま

での協議の中では、差引０円となる見込みでございます。 

 ３番目の新施設の建設予定時期、オープン時期につきましてですが、建設予定時期につきまし

ては、事業地跡地の建物の解体処分・整地をおこなった後、農林水産省及び環境省などの補助事

業を利用しまして建設の実施をしていきたいと考えています。オープン時期につきましては、補

助事業計画の作成、認定を受ける必要がございまして、その後、建設、オープンとなりますので、

補助事業計画の認定を待ってというところでございます。早くても平成３１年度以降になるかと

思っております。 

 ４番目の新施設の経営主体及び、５番目の経営計画につきましてですが、新施設の経営主体に

つきましてでございますが、住民の皆さまの意見を聞きながら、補助事業計画と併せて決めてい

きたいと考えております。経営計画を立てるに当たりましては、深山を訪れる方の憩いの場を提

供する拠点となるよう、休憩場所と地元産材を使った食事の提供及び、宿泊受入をメインとしま

して、各種イベントも開催できるような場としていきたいと考えております。また、新深山荘の

管理運営だけでなく、遊歩道や園地、駐車場、トイレなどの渓谷沿いにあります施設の維持管理

も行っていただく必要がございます。このため、小田深山を愛し、守り育てていただくような方

に指定管理者となっていただくよう、今後取り組んで参りたいと思っておりますので、ご理解い

ただきますよう、お願い致します。 
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○学校教育課長（稲葉 勉君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉 勉学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（稲葉 勉君） 私の方からは、幼稚園・保育園制度について答弁をさしていた

だきたいと思います。 

 まず、小田幼稚園の児童数は年齢ごとに何人かというご質問でございますが、３歳児７名、４

歳児６名、５歳児９名、合計２２名でございます。 

 ２番目でございます。将来の入園予定者の数は何人かということでございますが、１２月１日

現在、小田地域に住所を有する幼児数でございます。２歳児８名、１歳児２名、０才児４名、合

計１４名でございます。 

 ３つ目でございます。小田から地域外の保育園へ通っている児童数は何人かということですが、

該当する幼児は４名、すべて大瀬保育園に通っております。 

 ４番目のご質問、幼保一元化、認定保育園や小田幼稚園に保育園機能を追加し、小田地域の子

育て支援はできないかというご質問でございますが、小田地域には幼稚園施設しかないために、

地域外の保育園へ通園させていることは、先ほどお答えさしていただいたとおりでございます。

また、幼保園や認定こども園などの名称で、幼稚園と保育園の両方の基準を満たした「幼保一元

化施設」が出来始めたということも承知しております。幼稚園施設に保育の施設の機能を有する

幼保一元化施設となりますと、施設や給食設備の増設、職員の増員や資格問題などの条件整備、

また今後の園児数の推移等を考えますと、現時点では難しいと考えております。なお、地域から

子育て支援として要望のございました、３歳以上からの「小田学童保育･にこにこクラブ」を積極

的にご利用いただければと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） まず、深山荘の件ですが、だいたい内容が分かってきました。それでは

ですね、今あります、ＪＡガソリンスタンドと店舗がありますが、それが非常に景観を大きく阻

害していると思います。今まで建っていることがちょっと不思議なくらいですが、それらを取り

除くことができるかどうかをちょっとお伺いしたらと思います。 

○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） ＪＡのスタンド跡地の件でございますが、これまでも使用されて

ない中で、かなり景観に影響してきたということで、以前よりＪＡの方には撤去のお願いをして

きたわけですが､本年度協議した中でですね､平成２９年度にＪＡ中央農協の予算でこのスタンド、

あるいは建物の撤去を行うこととなっております。以上です。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） それでですね、通年営業ができるかどうか。深山は雪が降ります。冬場、

深山スキー場と連携して除雪などを行って通年営業ができるかどうか。ちょっとそこらもお伺い

したらと思います。 
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○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） 通年営業ということでございますが、現在、１２月から３月の中

旬くらいまでの間は休んでおりますが、今後、新たな深山荘が出来た場合にですね、そういった

通年営業ということも考えられますが、小田深山の冬というのが非常に寒くてですね、雪や氷で

閉ざされ、水管理、水道等の管理、あるいは先程言われましたように道路の運行等の面でもちょ

っとリスクが多いかと思っております。また来場者もですね、夏場と比べまして、かなり減りま

すので、現時点では冬季も営業を行うかどうかという判断は致しかねております。ただ、先ほど

議員言われましたように、スキー客の宿泊の場とか冬場の営業を希望するお客さんも多々おいで

るということでございますので、今後ですね、指定管理者等が決まった中で検討をまたしていき

たいと、前向きな方向で検討していきたいと思っております。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） ぜひともおそらく、宿泊が出来たらスキー客も泊まるんじゃないかなと

いうようなことになりますので、前向きにご検討いただいたらと思います。 

 それともう１点ですね、現在深山荘がございますけれども、その場所は深山渓谷の中心であり

ます。その跡地利用はどのように考えておられるのか。トイレはまだ新しいですからそのままで

しょうけれども、その周辺の建物を除けたところの跡地利用はどのように考えておられるのか、

お伺いをしたいと思います。 

○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） 新しい深山荘ができた後、現在の深山荘どうするかということで

ございますが、現在の深山荘、昭和の３８年に建ちましてもう４０数年、５０年近い建物となっ

ており、かなり古い建物となっております。そこの敷地自体もですね、愛媛森林管理署の方から

借りているところもございますので、営業を行えないということであれば、原状復帰ということ

で建物の解体をしていかなければならないと思っております。で、その跡地につきましては、そ

こに駐車場等が少ないものですから、駐車場として引き続き土地を借りてですね、使っていきた

いと思っております。また、建物がなくなることで雨宿りとか、休憩場所がなくなりますので、

簡易な東屋の建設も行っていきたいと思っておりますが、これにつきましては県の自然公園の中

にもございますので愛媛森林管理署、あるいは県との協議をした中で決めて行きたいと思ってお

ります。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） ぜひとも前向きにやっていただいたらと思うんですが、最後に小田地域

はもちろんですが、内子町観光拠点のひとつであります、深山荘の中心となります、新深山荘の

建設を住民は待ち望んでおります。どうかですね、早急に建設をお願いしたいと思います。 

 続きまして、庁舎についてでございますけれども、稲本町長は会合でよく品格、品位のあるま

ちづくり、どっしりした地に足のついたまちづくりを行いたいと発言をされることがございます。



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 60 ‐ 

まさに本庁、分庁を統合した新庁舎建設は町の品格づくりではないかと思うのですが、町長どう

でしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 大変大事な要素の一つだというふうに私は捉えております。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 先ほど答弁もございましたけれども、耐震補強工事も終わりましたし、

やはり財源的なこともございます。ただ、今すぐ実現をしたらという考えではございません。例

えば５年、１０年、１５年計画の中でその検討や話し合い、審議が始まらなければ前に進むこと

はないと思います。そういった中で是非とも行政内部、また議会、また町民とともに現状分析や

将来性を勘案しながら検討をいただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 続きまして、幼稚園･保育園制度でございますけれども、先ほど回答いただきましたけれども、

非常に難しいようなことでございますけど、実はですね、小田のある小さな自治区で若者がお嫁

さんをもらいました。地区上げて喜び、お祝いをしたわけでございます。やがて子どもさんが生

まれました。地域上げてまた喜びました。ところがですね、生活する中で保育園がないというこ

とで、その地域での生活を断念されまして、都会に出られたわけでございます。地域の方は子ど

もさんもいない中で非常に落胆し、さみしく思っておられるわけでございます。ただそれだけじ

ゃなしに追ってまたそういう事例が発生しそうなことにもなっております。そういったことで是

非とも考えていただきたいと思うんですけれども、子育て支援はですね、地域存続の大きな命題

で緊急課題であります。幼保一元化は待機児童の多い都会と幼稚園しかない、あるいは保育園し

かない過疎地域に特に効果的な制度とされているそうですが、小田地域はまさに幼稚園しかない

地域であります。低予算でできる一元化をぜひともお願いしたいと思うんですが、先ほど保育士

の確保だったり、人件費等もございましたけれども、そういった中でそれ以上に制度上、また運

営上実施できないようなことがあれば、お教えいただいたらと思います。どうしてできない。先

程言われました、お金のことか、保育士の確保ができないのか。やはり子どもが少なくなって行

く、それ以上に先ほど言ったように、そういう保育園がないために、若者が出て行くという現状

でございます。そこらの打開策として、幼保一元化の子ども園をぜひともお願いしたいわけです

が、出来ない、さらなる問題点があれば、お教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） 先ほどお答えをさしていただきましたけれども、設備や給食施

設の増設、それから職員の増員や資格問題の条件整備、今後の児童数の推移をみて総合的に判断

させて、現時点では難しいということでございますが、これは学校教育課としての立場で答弁さ

せていただいておりますので、保健福祉課あるいは小田学童保育等の所管をしております、自治・

学習課とも連携、情報交換、それから協議をさしていただいて、少しでも前進すればという気持

ちで進めて行きたいと思います。以上です。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 先ほど今の現在の幼稚園生の人数、また将来の幼稚園に入る人数をお聞

きしましたけど、非常に少ないわけでございますが、今の小田の幼稚園の最大限、入園できる子

どもさんの数を教えていただいたらと思うんですが。 

○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） 現在、２２名ということでございますが、園則によりますと、

小田幼稚園は７０名でございます。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） ７０名あるんであれば、保育園を併設してもやれるんじゃないかなとい

うふうに思うわけでございます。ただですね、最後になりますけれども、僕はやはり内子町の人

口減少、特に小田地域は、人口減少は著しい現状にあります。若者の定住、Ｕターン、Ｉターン

の条件の一つが子育て支援が充実しているかどうかであります。ぜひ小田地域の存続のため、大

人の事情で、最終的に子ども達に何らかのしわ寄せがいくことのないよう、早急な、どうしても

幼稚園、保育園の一元化をお願いしたいと思うんですが、最後に町長にお伺いをして。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私も地域の状況、よく分かります。今の建物の中であるいは、幼稚園、

文科省系列、保育園、厚生労働系列、いろんな基準それぞれ違いましてですね、一つの建物でこ

れほど国の制約があってですね、要は子ども達のためにということを考えないといけないんだろ

うなというふうに思うんですね。ですから、その辺を整理しながら地域の皆さん方とも協議さし

ていただきながらですね、良い方向を見つけ出していきたい、いうふうに思っております。ちょ

っと時間をいただきたい､なんとか知恵を出していきたいというふうに思います。以上でございま

す。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 最後にですけれどもね、幼稚園は文科省の管轄でございます。そして保

育所は厚生労働省。そして、認定子ども園は内閣府の管轄であります。いわゆる厚生労働省、文

科省も一緒でございますので、やれる方向はなんぼでもあると思うんですが、ぜひともお願いを

して私の一般質問とします。終わります。 

○議長（池田洋助君） 次に、宮岡徳男議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） １５番、宮岡です。 

〔宮岡徳男議員登壇〕 

○１５番（宮岡徳男君） 第２期稲本町政最後のこの１２月議会でありますが、３期町政を目指

しておられる稲本町長の政治姿勢について、まず伺いを致します。去る１０月２７日、国連総会
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で軍縮・国際安全保障問題を扱う第一委員会において、核兵器禁止条約など、核兵器を法的に禁

止をする措置について議論をする、国連の会議を来年開くとした決議案が圧倒的な賛成多数で採

択をされましたことは、ご承知のとおりであります。これは核兵器のない世界に向けた画期的な

一歩であり、被爆者をはじめとする核兵器廃絶を求める世界の運動の成果であるとも言われてお

ります。決議では、「核兵器を禁止し、完全廃絶につながるような、法的拘束力のある措置を交渉

するために、国連の会議を２０１７年に招集するよう決定する」と明記をされております。そし

て国連加盟国に参加を促しております。会議は、来年３月と６月、７月の２会期にニューヨーク

市で開き、国際機関や非政府組織なども参加するとしておりまして、核兵器を禁止し、廃絶する

国際条約をつくることは、被爆者をはじめ、世界の反核平和運動が永年求めてきたことでありま

す。今回のこの決議案に対して、残念ながら日本政府は、唯一の被爆国でありながらも実際的で

具体的な措置が唯一の効果的方法だと言いまして、核保有国と同じ主張を致しまして、この決議

案に反対をしてまいりました。今回のこの核廃絶に背を向けた自・公、安倍政権の対応に対して、

どの様な所感を持たれたか。率直なご所見をお伺いを致します。 

 次に、福島第一原発事故から５年９ヵ月、今なお８万人以上の福島県民が苦しい避難生活を強

いられ、事故原因もまた復旧の目途もたっていない中で、川内原発に続いて伊方原発の再稼働が

強行されましたが、伊方原発が再稼働してから初の、重大事故を想定しての大規模避難訓練が先

般おこなわれました。原発事故による被災は、机上の円周の圏域だけが被害を受けるものではな

いことは、福島でも重大事故で経験済みであります。この事から内子町は、３０キロ圏域と同じ

ように４０キロ、５０キロ圏の住民避難計画を独自に検討すると言明をされ、策定作業が続けら

れてまいりました。議会で言明をされてから３年が経過を致しましたが、避難計画の策定がどの

ようになっているのか。その進捗状況とあわせまして、避難訓練などをどのように考えておられ

るかについてお伺いを致します。今、世界が地震の大活動期に入っていると言われておりまして、

原発事故の防災対策の最大の対策は、私は原発を稼働させず、廃炉にすることであり、本当に安

全・安心のまちづくりを考えるなら、このことを電力会社や国・県に求められるべきと考えるわ

けでありますが、この質問については、私は再三にわたって、提案・質問をして参りました。稲

本町長は熊本地震や福島沖の地震に見られるように、非常にいつ起きてもおかしくない地震災害

の状況、中でも今なお、国の言います、世界一の厳しい規制をしているから安全であるというお

考えを、今なお持っておられるかどうなのか、このことについてもお伺いを致しておきます。 

 最後に稲本町政２期目にあたって公約されて参りました、よみがえれ農林業プロジェクトで５

項目について公約をされて来られました。これらの中で一定の前進面を私も見て参りましたけれ

ども、これがどのように展開をされ、具体化されてきたかについて成果と問題点について、稲本

町長自身がどのように評価をされているかについてお伺いを致しまして、私の総括質問を終わり

ます。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 宮岡議員にお答えを致します。まずは、一番最初のご質問でございます
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けれども、政治姿勢につきましてお答えをしたいと思います。 １０月２７日に国連総会、第１

委員会で核兵器禁止条約に向けた交渉を、２０１７年に始めることを求める決議案が賛成多数で

採択されました。ご質問のあった通りでございます。１２３力国が賛成し、３８カ国が反対だっ

たと言われております。日本は反対でございました。日本の置かれている安全保障上のさまざま

な観点から検討された上での判断だったと受け止めておりますけれども、私は、オバマ大統領が

５月２７日に広島を訪問され、その演説の中に広島、長崎が核戦争の始まりではなく、道徳的に

目覚める始まりという内容がありました。また、核兵器のない世界を追求する勇気を持たなけれ

ばならないとも述べられて、このスピーチに私は大変深い感銘を受けました。核廃絶に向けては、

困難な問題がたくさんありますが、核の恐ろしさを体験したこの日本の判断は、大変残念であっ

たというふうに私は思っております。しかし、来年３月に国連で始まる核兵器禁止条約交渉に参

加することを決められたようでございますので、今後の推移を注視していきたいと考えている所

でございます。 

 次に､原発についてのご質問でございます。まず､最初に避難計画の進捗状況につきましては、

総務課長の方で説明をさせたいというふうに思いますけど、基本的な考え方につきまして申し上

げておきたいというふうに思います。伊方原子力発電所３号機の再稼働時につきましては、「再稼

働時に再稼働に向けた使用前検査受験など、事業者において真摯に取り組んでいただいた結果と

受け止めておりますけれども、今後もハード面の安全対策はもちろんのこと、ソフト面において

もチェックを行い、絶対に事故は起こさせないという覚悟で臨んでほしい。今後、再生可能エネ

ルギーへのシフトなど、原発依存度を下げる努力を引き続き行っていただきたい。」いうコメント

を出させていただきました。現在においてもその考え方に変わりはございません。ただ、今すぐ

この原発依存度をゼロにするということは、ご案内のように、それに変わる可能なエネルギーの

確保が十分でない現状では、無理があるのかなというふうにも受け止めておるところでございま

す。将来的に徐々に原発依存度を下げる、国の目標値に向けて下げて行くという事をぜひ国とし

ても少しアクセルを踏んでですね、やっていただきたい。そしてこのことは、四電に対しても国

に対しても求め続けていきたいというふうに私は考えているところでございます。原発の問題は、

国のエネルギー政策でありますから、国が責任を持ってきちんと対応していただくというふうに

私は思っております。 

 それから、「よみがえれ農林業プロジェクト」についてのご質問でございます。内子町は農業、

林業がベースになる町でございますから、ここにしっかりと目線をあてて、発展させていくこと

は大事な施策だというふうに考えております。まずその中で、第１点の農林産物の品質向上と新

規作物への転換というのがございます。これにつきましては、基幹作物である落葉果樹の品質向

上のため雨除け施設や野菜のハウス栽培などの施設整備への助成を拡充致しました。上限１００

万円の３割補助から上限１５０万円の５割補助へ拡充を致しました。昨年度は２９ヵ所で、今年

度は、現在のところ２０ヵ所で施設整備に取り組まれておりますが、補助金の拡充前に比べ設置

箇所が倍増したことからも農産物の品質向上につながっているものと受け止めております。また、

青系ブドウやジャバラ、薬草等の新規作物への転換を推進致しました。特に青系ブドウは、町の 

施設補助を活用され、現在では１ヘクタール近く転換が進んでおるところでございます。ジャバ

ラにつきましても、飲料だけでなく果皮を使用したお茶や石鹸等、町内外の企業との連携が進み、
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新たな特産品を目指しておるところでございます。 

 次に、自立する農家経営者の育成についてでございます。中核的な担い手である認定農業者は、

現在、２５０経営体を確保しておりまして、農用地の斡旋や農業用機械取得の各種支援を継続し

て実施しております。また、「ビジネスとして成り立つ農業」や「自分で売れる農家」をめざして、

農産物直売所の活用や町外への販路開拓等の支援を展開しておりまして、インターネットを活用

して、産直する農家や酪農家と連携してチーズの製造販売を行う農家も誕生しております。今後

もＩターン等の新規就農者の支援も含めて、稼げる力を持った経営体を育成して参りたいと考え

ております。 

 農産物の内子ブランドの確立と販路拡大、この分野についてでございますが、内子フレッシュ

パークからりの昨年度の販売額は、創立以来、最高の７億５，０００万円でございました。小田

の郷せせらぎも同様に６，７００万円、今までで最高の売り上げを見せております。町全体の農

林生産物販売額は、３１億円と平成２６年度から１億円増加し、葉たばこ廃作の影響から３０億

円を下回っておりましたけれども、果樹や直売所の売上増等から反転しておるところでございま

す。内子町産農産物のブランド化には、安心・安全で品質の高い農産物を生産し販売することが

重要ですが、そのために栽培履歴情報の開示や減農薬・減化学肥料栽培の取り組みを行っており

まして、特に、町が認証する特別栽培農産物は、３００件になるなど定着してきました。農産物

の農産加工品等への販路拡大につきましても、販売促進活動として販売戦略の専任職員を置いて、

販売促進活動を行っており、都市圈でのテスト販売や、バイヤー等への商談会等へ町内企業、農

協等も一緒に参加して積極的にその支援につとめておるところでございます。なお、商談会や企

業訪問等により平成２５年度から現在までに３０件成約でき、三井農林株式会社やマルシェ株式

会社等の企業とも継続して取引ができるようになりました。 

 ４番目の森林整備と木材利用の推進及び、木こり市場事業についてでございますけれども、林

業は内子町の重要産業でございまして、内子の豊かな自然を育む基盤と言えます。そのため各種

補助事業を活用致しまして、間伐を中心にした一体的な森林整備を図っております。平成２５年

度から２７年度までの町内山林における間伐面積は、約１，２６０ヘクタールで、２７年度末で

集約化された山林面積は３７団地、３，０００ヘクタールとなっております。木材利用の推進に

つきましては、五城保育園・子育て支援センターや小田小・中学校、大瀬小学校等の公共建築物

において積極的に町産材を使用しており、五城保育園・子育て支援センターで約１８７㎥、小田

小・中学校で約８６６㎥､大瀬小学校では約４５３㎥の町産材を使用しております。平成２１年度

からは、木造住宅への補助制度を設けまして、２７年度末までに４４棟に補助しておるところで

ございます。また、２４年度からは間伐等の施業後に発生する林地残を集め、きこり市場でペレ

ット市場を通してペレット等に活用しておりますけれども、２７年度末で１，９５０トンの林地

残材を集め、ペレットの原料として再利用しておるところでございます。 

 最後に、都市と農村の交流事業があります。昨年の年間入れ込み客数は、１２３万人でござい

まして、平成２６年度から４万人増加しているところでございます。特に農村との関係で行きま

すと、グリーンツーリズムの宿に、年間だいたい７，５００人くらいご利用いただいておりまし

て、農業やまた、うどん作りなど、そういう体験がだいたい年間１，５００人くらい利用されて

いるところでございます。こういったことからだんだん交流人口を増えてきだした、いうふうに
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私は受け止めておるところでございます。東京都豊島区とのさまざまな交流も加速させてまいり

ました。このように一定の成果は見られておりますけれども、しかし後継者の問題であるとか、

あるいは価格の不安定な面であるとか、まだまだ安心して次の世代にバトンタッチ出来たり、再

生産につながるいうことはなかなか難しい面があるのも現実でございます。さらにそこのところ

は、意識的にきちんとやっていかなくちゃいけないなというふうに受け止めているところでござ

います。少し長くなりましたけれども、以上で報告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 敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 私の方からは、２番の防災対策についての１番目、原発３０キロ圏

外における住民避難計画策定についての、進捗状況等につきましてご答弁をさせていただきます。

原発３０キロ圏外における内子町の住民避難計画は、３０キロ圏内の五十崎黒内坊地区の避難計

画をベースに、避難計画の対象範囲や対応方針、情報の伝達方法、避難誘導の方法、要支援者の

対応、避難住民への支援方法、また、原発３０キロ圏外においても、空間放射線量に応じて避難

指示を出すというような方針が規制委員会によりまとめられたのを受けまして、それら根本とな

る部分につきまして、４０キロ、５０キロ圏の全町を対象と致しました避難計画の暫定版を、平

成２６年６月に、同年９月には一部見直しをして策定をしてございます。ただ、解決をしなくて

はならない問題も多くございます。最悪の全町避難を想定した場合、避難対象地域が広範囲にわ

たるため、具体的な一時集結所のきめ細やかな指定、避難の対象となる全町民の受け入れ自治体

の選定など、実効性を高めるための作業をまだまだ進めていく必要がございます。特にこれらの

問題につきましては、町の対応には限界があると認識しておりまして、国、そして県の積極的な

関与が必要となると考えてございます。また、今年２月には愛媛県が主体となり、災害発生時に

被害を受けた市町に対し､愛媛県内の他の市町において、市町相互の応援措置を速やかに実施する

事を目的に、愛媛県及び愛媛県内の全市町と「災害時における愛媛県内市町相互応援に関する協

定」を締結しております。避難者を一時収容するための施設の提供や食料・生活物資の供給など

様々な面で応援・協力できる体制は整いつつございます。今後とも県や国の避難計画や、考え方

の整合性も図りながら、より実効性の高い計画となるよう、更なる検討が必要ではあると考えて

ございます。暫定版ではなく、本物の早期の計画策定に向けて、前進的な取組みをしております。

自治体等の助言等仰ぎながら、町民の命と暮らしを守る安全・安心のまちづくりに努めると共に

引き続き、国や県に対しましても、全面的な支援をお願いをして参りたいというふうに考えてご

ざいます。それから避難訓練はどうかというような質問もございました。この訓練につきまして、

訓練をすることによって住民の方々の安心感にもつながるというふうにも考えておりまして、訓

練を重ねるということは非常に有用性か高いというふうに認識も持ってございますが､その避難

訓練の規模、それから近隣市町との連携、さらには県や国との連携等も図りつつ実行する必要が

ございます。その辺りも総合的に勘案しながら避難訓練の時期、それから規模等についても今後

検討さしていただきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきますよう、お願い

致します。以上で私の答弁とさせていただきます。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） それでは、一点目から再質問に入らせていただきます。町長も非常に

日本政府のとった態度というのは残念であるというふうにおっしゃられました。私は、これは、

内子町民全員が持っている気持ちではないかと思うわけであります。そこで今回日本政府は、会

には参加をすると、岸田外相が言明をされておりますが、参加をされるのはいいのでありますが、

いわば核保有国の代弁者として、今後いろんな場で、この会議の中で妨害者としての役割を果た

すのではないかという懸念を受けるんでありますが、その点について町長はどのように受け止め

ておられるか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これはあくまでも想定でございますのでですね、今、私がこの場で発言

するっていうことは、もうそれは控えさしていただきたいというふうに思っております。この問

題については、私の気持ちはさっき言ったようなことでございますので、ご理解いただきたいと。

それ以上の明言は避けさせていただきたいというふうに思います。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 今の町長の立場からして、そういう答弁になるだろうと予想はしてお

りましたが、しかし、今後この問題で日本政府の態度が非常に世界から注目をされているという

ことだけは、私はお互いに共有しておく必要があろうかと思います。今まで反核平和の平和行進

などに対して取って来られた内子町当局の態度いうのは、非常にそういう面では反核平和運動へ

の支援の立場をずっと明確にして来られたわけでありますので、今後ともそういう点での姿勢は

ぜひ堅持をしていただきたい。このことを強く求めておきたいと思います。 

 次に、原発事故における４０キロ圏、５０キロ圏の避難計画および避難訓練などについての問

題でありますが、お隣、高知県では県当局がやはりそういう恐れがある場合については、真摯に

受け止めてやはり避難計画、それから避難訓練などを行うことを県当局がどうも支援をしておら

れるようでありますが、残念ながら愛媛県はそういう姿勢をとっていないようであります。この

ことは、私は原発の設置県であります愛媛県の対応については、非常に残念であり、問題である

と考えておりますが、この点について今まで稲本町長は、あくまでも原発の再稼働の問題や、そ

ういうもろもろの問題については、県当局や設置自治体である伊方の対応が非常に重要であると。

国に対していろんな問題、要求をしていくという言明をされてきましたけれども、残念ながら被

害が出た場合には、伊方だけの問題ではございませんで、やはりこの内子町あたりも先の阿蘇山

の噴火で、あの火山灰が高松まで飛んでいったというような状況。これはもう偏西風がいつもこ

の上空を吹いているということでありますから、このことは愛媛県内すべての町村、四国全体が

そういう状況下にあるということでありますから、私は県当局に対してもやはり、避難訓練など

についても当然、県が行うべきであって、そのことは町としても強く要求をされながら、町独自

の対応が必要だろうと思うわけであります。そういう点では、先ほどの答弁で避難訓練の場合、

受け入れ地について、なかなか困難なんだ、という答弁でありましたが、以前私の質問に対して

町長は、もう避難地域については町独自で交渉をしていくということを言明をされたわけであり
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ますが、そのような交渉をされた経過があるのか、どうなのか。この点についてお伺いを致しま

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） これは、内子町だけで判断できる話ではございませんですから。今、黒

内坊の皆さん方が避難する場合には、久万高原町であったり、東温市であったり、いうことがあ

るんですけど、内子町民を全て対象にした場合にどれだけのことが受け入れとして可能なのか。

そういう自治体はどこにあるのか。いろんなことがこれは町だけで判断できる。ただ、姿勢とし

てですね、これは町としてもなんとか、それぞれの自治体の皆さん方で協議してやっていかない

といけない話で。ただ、広域の協議というのは、受け入れ自治体と町だけで出来る話ではないん

ですね。これは当然、県や国がかかわってもらわないといけない。だから、私は国に対してもこ

のことについては、内閣府に対しても言ってきましたし、これからも申し上げていかないといけ

ない。砥部町と内子町、砥部町と久万高原町ということだけで解決する問題ではないというふう

に私は思っております。以上でございます。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 県や国に対しての要求をしてこられたということでありますが、その

経緯といいますか、県や国の対応は前進していないのは事実であろうと思いますが、実際の話し

合いはどういう状況であったのか。この点についてお伺いを致します。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 実際の話し合いでございますけれども、確かに自治体同士のマ

ッチングにつきましては、国や県としても、非常にそれは難しい問題であるということでおっし

ゃっておられます。たしかに内子町のみならず､近隣には４０キロ圏、５０キロ圏内に該当する市、

町がたくさんございます。そこら辺のことも考えますと、今すぐに内子町さんはこことここです

よという、具体的なマッチングがちょっとできないんですけれども、今後その辺も踏まえながら、

十分検討していきたいということで回答はいただいております。以上です。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 次に、このことも今までに何回か質問をし、提案もさせていただいて

きたわけでありますが、ヨウ素剤について。内子町は４０歳以上の方の分については購入をし、

在庫をしておられると聞いておりますが、しかし、ただ買い入れて、在庫として置くだけでは、

これは、私は問題であろうと思うわけであります。あの福島事故の時、やはりヨウ素剤をどのよ

うに服用させていくかというようなことで大きな混乱もあったようでありますが、あの三春町で

ただ一町だけが町独自で服用をさせたということも聞いておりますが。内子町の場合、もしそう

いう重大事故が起きた場合の服用の方法といいますか、そういう問題については、どのような検

討がその後されてきたのか。この点についてお伺いを致します。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 68 ‐ 

○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） 安定ヨウ素剤につきましてですが、現在は全町民を対象とした

数を取り揃えております。それが安定ヨウ素剤の備蓄場所なんですけど、内子町内にございます

各小学校、それと小田支所ですか。そちらの方に配布させていただいております。実際、有事の

際にどの様な配布方法でということがございますが、基本的には役場の保健師、または医師会を

通じまして、医師の方を要請して配布するというふうな計画でございます。以上です。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 今のご答弁によりますと、各学校へ配置をしているということであり

ますが、学校の場合、夜間の場合は誰もそこに人がいない状況で、果たして夜間の事故の場合に

服用ができるのかどうなのか。その点について学校に置かれた経緯、どのような経緯から学校へ

置かれたのか。 

○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） 夜間だけを想定して学校には配備したということではないんで

すけど、子ども達の命を守るという観点から、やはり地域の拠点となる学校へ配備したいという

ふうに考えました。夜間どうするのかということも問題になろうかと思います。例えば､有事の際、

地震が起きた場合とか、台風等で警報がでた場合、一応、学校の校長先生、教頭先生につきまし

ては、警報が出たりとか、災害の規模に応じて学校に招集していただくということになっており

ますので、そのあたりで鍵の解錠については対応したいと考えております。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 次に、避難訓練の問題でありますが、先般の新聞報道によりますと、

高知県では近くの梼原でそういう訓練が行われたという報道がなされております。私はやっぱり

そういう部分でそこの住民の声として、やはりいろんなそういう避難が必要になることが想定さ

れるのであれば、やはり訓練をしておくことが大事なことだという村民の声が紹介をされており

ましたが､私はその通りだろうと思います。それが起きて初めて避難をするということでは、事故

というのはいつ起きるか分かりませんので、やはりそういう部分で経験を積んでおくということ

は、非常に大切であろうと思います。そういう点から避難訓練。それは、いろいろ方法や対応は

あろうかと思いますが、私はこのことは内子町として独自に行うということも私は必要ではない

かなと思っておりますので、ぜひそういう面でのご検討をさらに進めていただくことを求めてお

きたいと思います。 

最後に町長の公約をされたプロジェクト、これは内子町の総合計画の中にも入っている問題で

ありますが､まず一点目の農産物の品質向上と新規作物への転換というところでありますが､今、

内子町の基幹作物であります、落葉果実。特に柿は単品としては、一番大きな売り上げを誇って

いると思うんでありますが、この１、２年、キロ単価が非常に高いということで、売上額そのも

のは、伸びたようになっているようでありますが、残念ながら農家の皆さんの声を聞きますと、

気候変動の要因もあると言われておりますが、非常にたんそ病などの蔓延によって品質が落ちて
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いると。それと一方で、農家の高齢化によって残念ながら、そういう農作業での対応の遅れから

非常に品質が低下をしているんだというような声を聞くわけでありますが、以前、たんそ病に対

する農薬の補助などを町当局が取られたことを私は記憶しておるんでありますが、その後このた

んそ病に対する対応については、どのような検討をＪＡとの間でされてきたのか。この点につい

てお教えをいただきたいと思います。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） ご質問ありました柿につきましては、落葉果樹の内子を代表す

る作物でございます。ご質問ありましたように特に今年については､天候、９月の長雨等で病気、

たんそ病が蔓延したというふうな状況になってございます。以前ありましたように、病気等の農

薬の助成とかも梨とかいろんな作物にやった経緯もございます。今年については、最終的にどの

程度の生産、生産量については、だいたい８割くらいになるかなというふうな見込みになってい

るんですけど、単価の推移等もございますので、生産の結果を見させていただいて、補助をどう

するかということも併せて検討させてもらったらと思います。あわせて、共済関係についても果

樹については、その辺の支援もやってございますので、あわせまして果樹の、これはＪＡ等の協

議も必要になってございますので、検討さしてもらったらと思っております。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 内子の農産物の販売の大半を占めておりますものは、やはり共販体制

に乗って販売をされている農産物ではないかと思うわけでありますが、そういう位置付けといい

ますか、やはり内子町の農業施策の中で非常に華々しいといいますか、派手さは見えるんであり

ますが、一番大事な、一番多くの農家が対応しなければならない共販体制との関係で、町当局と

の関係というのは、非常に目に見えにくい部分があろうかと思うんです。特に、かんきつ地帯で

ありますと、ＪＡと自治体との共同作業的な生産拡大や販売戦略などが練られているように感じ

るわけでありますが、残念ながら、愛媛県はかんきつ大国でありまして、落葉果樹については非

常に、県当局の対応も非常に弱い状況があろうと思いますが、その点について内子町として落葉

果樹の進行のために、県や国に対してどのような要求要望をされてきたのか。そして、今後どの

ような対応をとっていこうとしておられるかについて、これは町長にお聞きをしておきたいと思

います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 国や県というよりもですね、やっぱり農協さんとしっかりと行政がタッ

グを組む、ということがなによりもまず大事だというふうに私は思っております。やっぱり柿の

販売にしましても先般東京に行ってですね、これは私の個人的な意見かもしれませんけど、やっ

ぱり販売の面ていうのは若干、農協さん弱いかなという印象を私は受けております。確かに共販

も大事なんですけど、今やっぱりネット販売等々ですね、良い物を直接消費者のところに届ける

という仕組みが非常に発達しておる時代ですから、そういったものに農協さんとしてどういうふ

うにもっとやっていくのかということも含めて、販売については私たちも支援をさしていただこ



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 70 ‐ 

うと思っておりますし、力を入れないといけないなと思ってます。共販のいろんな施設について

もですね、老朽化等々、その施設整備更新等々も必要になってくると思いますから、可能な範囲

で応援さしていただこうということでございます。先般もその話を農協さんとしたところでござ

います。以上でございます。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 私も内子町が進めております、販売戦略について異議を唱えるわけで

はありませんが、やはり農協との販売戦略やいろんな部分での真摯な協議、この事は非常に重要

であろうと思いますので、今後ともそういう点での協力、協同の関係を強めて行っていただきた

いと強く求めておきたいと思います。 

 次に、自立する農家経営者の育成という問題でありますが、先ほどのご答弁でもありましたよ

うに、認定農業者が２５０経営体あるんだということでありましたが、現在の認定農業者の状況

といいますか、年齢的にこの方々がどういう層であるのか。この点についてお聞きをしておきた

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） 認定農業者の人数については、町長申し上げたとおり２５０経

営体。うち１７経営体がですね、法人でございます。認定農業者そのものについては、年齢用件

はございません。５年先の経営目標、所得としては３８０万円を目標にして計画を立てていただ

いたものを、町が認定をするというふうなことでございます。実態としては、若い果樹、観光等

をやられている４、５０代の方から７０代と幅広くなってございます。平均的にはだいたい６０

歳くらいかなと思って、平均するとそのくらいの年齢になるかなと感じてございます。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） ここで述べられておりますが、町長も先ほど強調されたインターネッ

トなどによる販売、これは今の流通の中で大きく伸びている分野であろうと思いますが、この問

題についても、やはりＪＡあたりとの協議、そういう部分での。といいますのは、柿などにみま

すように、生産組織の強力なところは、なかなかその共販体制から抜けていうことが出来にくい

仕組みがあろうかと思いますが、そこらを含めてやはりその販売全体をどう延ばしていくかとい

う点では、やはりＪＡとのそういう部分での協議、お互いに真摯に協議をされて、どうすれば落

葉果樹、産業と全体が伸びて行くのかという点についての協議は、ぜひやっていくべきではない

かと思うわけでありますが、その点について町長は今後農協との話、協議というのはどのような

姿勢で望まれようとしておられるか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） ちょっと宮岡議員のご質問の本当の意図が、僕はよく理解できないとこ

ろがあるんですけど、実際やっているんですね、農協さんとは。定期的ではないんですけど、随

時ですね、先般も１１月でしたか、これは県信連さんも入っていただきましてね、一緒にたいき
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農協さんも一緒にそこの中で課題、農協さんがもっていらっしゃる、中長期計画がありますよね。

それに基づいて農協はこういうふうにやろうとしていると。町として意見を求められたりですね、

そういう協議はやっているんですね、実際には。なかなかその通り行かないということは現実に

あるんでございますけれども。なるべく意志の疎通を図りながら、お互いに力を合わせていきま

しょうというのは､やっているということで、ご理解いただきたいというふうに思っております。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 私はやっていないとは考えておりませんし、しかし、からりで販売す

る場合でも生産組織との軋轢があったりして、なかなか一つの農産物を全体的に販売を拡大して

いくという部分で、いろんな支障が出ている事も知っております。そのことについてやはりもっ

と掘り下げた協議といいますか､それが必要ではないかなということで申し述べておりますので、

その点はご理解をいただきたいと思います。さらなる前進に向けての協議を強く求めておきたい

と思うんであります。 

 最後に林業問題ですが、先般、私も西粟倉村の方へ行政視察に参加をさせていただきまして、

そこの取り組みについての報告をお聞きをしたわけでありますが、１，５００人の村で取り組み

をされておられる。この村は平成の合併もやらず、１，５００人の村で独自の対応をしていくと

いう中で、非常に我々から見たら、高齢化率も３５％と。あの１，５００人の村でそれを維持し

ていくという状況をみまして、やはりこれは村独自で間伐の施業の問題辺りでも、村が中心にな

って対応していくというような中でやっておられるし、内子町もいろいろそういう点では、取り

組んでおられるようでありますが、六次産業化へ向けての取り組みについても、あこではＩター

ン者あたりがどんどん入ってきて、企業を起こしていくと。そういう部分をお聞きしたわけであ

りますが、内子町の場合、非常に規模も、私は内子町の場合は、大きい部分があろうかと思うん

でありますが、そういう点で企業を起こして行く人達への支援。これは一定、内子町も計画もさ

れ、やられておるようでありますが、今後さらなるそういう部分での対応というのをお聞きをし

たいと思いますが。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは咋日、林議員さんのご質問にもあって内子町全体のですね、山が

８割占めている町ですから、これ抜きに内子町の発展はなかなか考えにくいだろうというふうに

私は捉えておりますし、その中で六次化を目指してですね、今、プランニング、検討、研究をや

っているところでございます。やっぱり山の木が７０年生、８０年生、先人の皆さん方がしっか

りと自分のことも育てるように育てられた木が、私は基本的には建築材として使われるというこ

とがいいんだろうなというふうに思ってます。そこにはやっぱり日本人の持つきめ細かな大工さ

ん達の技術が生かされる、左官さんたちの技術が生かされる、そして余った端材については、ペ

レットにしたり、熱暖房に使ったりですね、いろんなものに使っていく。場合によっては家具な

んかにも挑戦していけるような。大事なことはやっぱりマーケットを抑えるということが、とて

も大事だと思います。マーケットが抑えられないと山側に、ある面で再生産につながるようなお

金が入ってきにくい構造になりますから。まずマーケットをしっかりと抑えていく。そして逆算
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していって、どういうふうに加工が必要になるのか。どういうふうに素材生産が必要なのかって

いうやっぱり川下から少しずつ整理をしていく。そういう仕組みがこの町にできれば、私はまだ

まだ林業っていうのは、希望を持たないといけない産業になり変わってくるんじゃないかなとい

うふうに私は思っているわけでございます。そんな地域商社になればいいなというふうに思って

おります。以上でございます。 

○１５番（宮岡徳男君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 宮岡徳男議員。 

○１５番（宮岡徳男君） 内子町にとりまして、一次産業であります農林業の活性化が、やはり

まちづくりの基本になろうかと思いますので、その点を踏まえてのより前進的な施策、この事を

期待をし、今後の町政が前進をする方向に。これはやはり個々の町民の声、それをやはり真摯に

受け止めながら今後の町政を進めていっていただきたい。このことを強く求めまして、私の質問

を終わります。 

○議長（池田洋助君） ここで暫時休憩します。４０分から再開します。 

 

午前１１時３１分 休憩 

 

午前１１時４０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、才野俊夫議員の発言を許します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） １２月定例議会にあたり、質問通告書の通り「防災行政」「学校統廃合」

「人口定住化」の３項目について一般質問を行います。前回の９月議会で進捗状況を質問致しま

した「業務継続計画」、ＢＣＰが策定されて、先般の議員全員協議会で説明を受けました。今回の

「業務継続計画」、ＢＣＰの策定を踏まえて何点か質問致します。まず、今回の計画策定に当たり

南海トラフ巨大地震を想定したとのことでございますが、これから起こりうるだろう、さまざま

な災害の中で、対象危機の具体的な事象として、南海トラフ巨大地震を対象とされた経緯、その

根拠をお伺いします。 

 次に、今回「業務継続計画」、ＢＣＰを策定したことで、我々内子町にとって得られる具体的な

効果を、事例を挙げ説明願います。併せて、従来から制定されている「内子町地域防災計画」と

いうものがありますが、その計画と比較、明示されていますが、今一度「内子町地域防災計画」

と具体的にどのような差異があるのかお伺いします。 

 次に［業務継続計画］、ＢＣＰ策定に当たり、特に不可欠で重要とされる６要素があるといわれ

ています。それら６要素それぞれについての、内子町では、どの様な対策内容を構築しているか、

具体的な対策の詳細を伺います。 
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 続きまして、学校統廃合問題について質問致します。さて、内子町では、旧３町時代に引き続

き、平成１７年の３町合併後も町内の小学校の統廃合が進められてきたと伺っております。稲本

町長におかれましては、その間、教育長、副町長、町長として学校統廃合に、中心的な立場で関

わって来られたと記憶しております。現在も進められている小学校統廃合問題について、稲本町

長の基本的なお考え、姿勢を改めてお伺いします。併せて、内子町が平成１７年３町合併してよ

り現在までの小学校統廃合されてきた、それぞれ各学校の廃校に至った経過内容を伺います。ま

た廃校となった各学校、校舎のその後の活用策、現在の利用状況も併せて伺います。 

 次に、学校統廃合することによるメリットとデメリットについてお伺いします。学校統廃合に

よって生み出される利点すなわち効果、メリットを具体的にどのような事例があるか、お考えを

伺います。逆に、学校統廃合することで発生するマイナス面、すなわちデメリットにはどのよう

な事例があると考えられるかお伺いします。それぞれ具体的な事例を挙げてご答弁願ったらと思

います。併せて、現在、内子町の石畳小学校の現状がございますが、石畳小学校の現状を考慮し

た上で、現時点における教育長として井上教育長のご見解並びに、今後期待される将来のあるべ

き姿をお伺いします。 

 次に、人口定住化策について質問致します。総務課政策調整班の資料によると、内子町では、

平成１９年から平成２８年３月末までに、５９世帯１２９名が移住したと報告があります。しか

し、Ｕターン者とＩターン者の区別が分かりません。Ｕターン者が何人、Ｉターン者が何人とそ

れぞれの受入れ実数の報告を願います。また、移住者への助成内容について、Ｕターン移住者へ

の助成内容と、Ｉターン移住者への助成内容には格差、違いがあると伺っていますが、どういっ

た面でどのような格差があるのか、その詳細な内容とその理由を質問致します。また、県内から

の移住者についても、助成金の支給に減額措置があり、格差があると伺っていますが、その内容

と理由を伺います。 

 最後に、独自の技を持つ移住者を受け入れて、多様な業種のある町を目指すと謳われています

が、その戦略を進めるに当たり、内子町では、どの様に外部に向かってＰＲ、広報されているの

か、具体的な方策内容を伺います。以上の通り総括質問を行います。 

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

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

                  〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からは、才野議員の学校の統合についての基本的な考え方、ご質

問でございますので、お答えをしたいというふうに思います。統合につきましては、それぞれ学

校っていうのは地域の中で子どもたちだけでなくて、地域の皆さん方の心の拠り所だということ

は十分、私も認識しておるつもりでございます。しかしながら、児童、あるいは生徒が集団の中

で多様な考え方に触れたり、お互いに協力し合うことや認め合うことを学び、切磋琢磨すること

を通じて人間的に成長していく。このことが大切でございまして、一定の集団規模が確保されて

いるということは、大変大事だというふうに私は捉えております。そういう意味でやっぱり小規

模、子ども達の、あるいは生徒達の少ないところは、なるべく多様な環境の中で、子ども達を延

ばして行くということが教育観点上、大事だということを私は思っております。平成２２年の３



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 74 ‐ 

月に内子町教育改革懇談会から統廃合の答申を受けております。このことに基づきまして、今日

まで対応してきたということでございます。この考え方は尊重して、これからもやっていかない

といけないなというふうに思っているところでございます。あと細部につきましては、担当課長

で答弁させていただきたいと思います。 

 ○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

 ○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

                  〔山岡 敦総務課長登壇〕 

 ○総務課長（山岡 敦君） 私の方からはまず防災行政について、それから人口定住化策につ

きまして、ご答弁をさせていただきます。まず、防災行政についての（１）業務継続計画、ＢＣ

Ｐ策定にあたり南海トラフ巨大地震を想定した根拠でございます。こちらの方はですね、業務継

続計画の策定にあたっては、幅広い対策を具体的に検討をしていくということで、総体的に発生

確率が高く、内子町に最も影響の大きいものを対象危機事象として選定を致しました。このため、

本計画では発生確率が３０年以内に６０％程度と切迫性が非常に高いということ。全町的な被害

が想定されるということ。内子町内においても震度６強程度の揺れが想定されること。これらの

理由から想定する対象危機事象として、平成２５年１２月に愛媛県が発表致しました、愛媛県地

震被害想定調査結果の地震被害想定の中で、愛媛県の被害が最も大きいとされた南海トラフ巨大

地震を選定をしております。 

 続きまして、２番目のＢＣＰを策定したことで得られる効果及び、従来からある、内子町地域

防災計画との差異につきましてでございます。まず、ＢＣＰ策定で得られる効果でございますけ

れども、地震等によって大規模災害が発生した際、地方公共団体は、災害応急対策や災害からの

復旧・復興対策の主体として重要な役割を担うことになります。その一方で災害時であっても継

続して行わなければならない通常業務を抱えてございます。しかしながら、過去の災害では、地

方公共団体自身が被災し、庁舎や電気・通信機器の使用不能等により災害時の対応に支障を来た

した事例が数多く見られました。このような非常事態であっても優先的に実施すべき業務をそれ

ぞれの職員が的確に行えるよう、業務継続計画の策定により、業務継続性、要するに役場の機能

を確保しておくことが極めて重要でございます。発生時には、業務量が急激に増加して、極めて

膨大なものとなります。業務継続計画を策定することにより、非常時優先業務を適切かつ迅速に

実施していくことが期待できます。具体的には、地域防災計画や災害対応マニュアルでは必ずし

も明らかでなかった、「行政も被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制の確立、

それから、非常時優先業務の執行に必要な資源の確保ということで、そういったものが総合的に

図られる。また災害発生直後の混乱で行政が機能不全になることを避け、早期により多くの業務

の執行を図る事が期待できます。これら詳細の効果につきましては、本計画の第５章で具体的な

部分につきましては、掲載させていただいております。一つ一つの説明につきましては、割愛を

させていただきたいと思います。それから地域防災計画との関係でございます。地域防災計画は、

災害時または事前に、町や防災機関が連携して実施すべき災害対策に係る実施事項や役割分担を

規定しております。そういったような計画でございます。また、行政の被害は想定されてござい

ません。それに対して、業務継続計画では、庁舎・電力・情報システム・通信等、災害時に行政

自体が被災したと想定して、町の業務資源が制約を受けた場合に、町が実施すべき応急業務や優
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先して取り組むべき通常業務などの非常時優先業務を、適正に遂行できるよう定めておりまして、

実効性を確保するための計画ということになろうかと思います。こちらの参考までにですが、こ

ちらの業務継続計画と地域防災計画の比較につきましては、計画書の方にも分かりやすく表にし

て掲載をしてございますので、こちらの方も参考にされていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、３番目の「業務継続計画」策定に不可欠な重要６要素について、それぞれ具体的

にというご質問でございますが、計画の中核をなし、その策定にあたって必ず定めるべき重要な

要素として６つの要素を定めてございます。当然、内子町の計画の中によりましても、これら重

要な要素についてその対応策を掲載をしてございます。 

まず、その一つ目でございます。首長不在時の明確な代行順位、及び職員の参集体制でござい

ます。首長が不在の場合の職務の代行順位につきまして、職務の代行として第一順位は副町長、

第２順位、教育長、第３順位、総務課長というふうに規定をしております。また、災害時の職員

の参集体制につきまして、緊急時職員招集メールを利用した参集を指示する事としております。 

２番目の本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の選定ということでございますが、こち

らにつきましては、本庁舎が被災し、使用不能となった場合には、内子分庁、それから小田支所

の庁舎を定めるというふうにしております。なお、本庁舎につきましては、こちらにつきまして

も第一順位は、本庁舎３階第１会議室、というふうにしておりますが、いろいろな各団体が関係

し、庁舎の方にも待機をしていただくいうような場合も想定される事から、庁舎の中の会議室の

順番も第１位から第３番目の順番で明記をしてございます。 

 ３番目に電気、水、食料等の確保というところでございます。電源供給が停止した場合には、

非常用発電設備が直ちに起動するということにしております。発電機の燃料の確保につきまして

は、近隣のガソリンスタンドと供給体制を整えておりますし、給水にあたりましては、庁舎屋上

にある高架水槽の残留水による約３日分の継続給水が可能であります。また、業務を遂行する職

員等のための水､食料等を確保につきましては、２００食程度ですが庁舎に整備をしております。 

 ４つ目に災害時にもつながりやすい多様な通信、多様な通信手段の確保ということで、愛媛県

など防災機関は、愛媛県の防災通信システムによる連絡は可能でございます。また、電話線の断

線が無い場合は、災害優先電話にて通信は可能となります。被害状況等町民の皆さんへの広報に

ついては、防災無線やＬアラート、一斉メール等による周知等対応する事も考えられます。防災

無線の屋外拡声子局につきましては、無線の親機との通信も可能となっております。また、消防

団の無線を活用した被災現場とのやり取りも可能となります。 

 ５つ目に重要な行政データのバックアップでございます。災害時の被災者支援や住民対応にも

行政データが不可欠であり、業務の遂行に必要となる重要な行政データのバックアップを確保す

ることは、業務の再開にとって大変重要でございます。データのバックアップにつきましては、

日々自動で行っております。また、急な停電によるデータ破損防止策として、各サーバーには個

別の非常用バッテリーを備えております。 

 最後６つ目に、非常時優先業務の整理ということで、非常時に優先して実施すべき業務につき

ましては、あらかじめ非常時優先業務の選定をしており、各部署で業務にあたることとしており

ます。以上､具体的な事例も申し上げながら、重要な６要素の対応を説明させていただきましたが、

業務継続計画は、一定の前提を踏まえて検討するものであるということから、当初より完全な計
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画及び体制となっているものではございません。発災時に実際に機能する計画とするために、社

会的外部環境の変化や人事異動に伴う組織の変化､通常業務の中での新しい情報とその蓄積など、

業務や必要な資源は絶えず変化していることからも、定期的に計画の実効性等を点検し、抽出さ

れた問題点等を踏まえて、継続的に改訂・見直しを行っていくものとしております。 

 続きまして、人口定住化策について、お答えを致します。まず、一つ目のＵターン者及びＩ夕

－ン者それぞれの支援及び、助成内容の実状と受入れ実績人数等を伺うというところでございま

すが、内子町の場合、Ｕターン者とＩターン者の数につきましては、大変申し訳ございませんが、

実数は今のところ把握はしてございませんし、Ｕターン支援とＩターン支援を特に分けては考え

てございません。そのため、本答弁につきましては、ＵＩターン支援の実状について、回答させ

ていただいたらと思います。まず、就職関連の支援ということで、今年度より大洲地区の商工会

議所、商工会や大洲市、ハローワーク大洲と協力して、「大洲・内子地域合同企業説明会」を開催

しております。今年度は、３９社が参加し、５５名の参加がありました。事後のアンケートでは

３９社すべてが次の機会にも参加したいとの回答をしており、次年度以降も引き続き開催をして

いきたいと考えております。また、内子町で育まれてきた伝統産業の専門的な知識及び技術を修

得しようとする者に対しては、内子町の匠づくり奨励金を設けております。今のところ、対象は

大洲和紙製造技術研修者に限られてございますが、条件を満たすものにつきましては、月額１２

万円を最長で３年間支給致します。合併後は、これまでに１名がこの制度を利用して研修を行っ

ております。 

 次に、起業関連の支援でございますが、今年度新たに「内子町創業・起業支援事業補助金」を

創設致しました。この制度は、町内で新たに創業・起業する者に対し、新規創業・起業に要する

経費を、２分の１以内の補助率で１００万円まで補助するものというものでございます。現在、

個人の方から１件相談を受けており、今後も普及啓発を図りたいと思います。 

 次に､新規就農の支援でございますが､大瀬地区に３棟の新規就農研修施設を設けております。

利用期間は原則１年ですが、研修後５年以上内子町で就農すれば、入居中の家賃相当額を奨励金

として交付するものでございます。これまで１０世帯が利用し、そのうち８世帯１２名が町内に

就農しております。その他、国等の支援措置につきましては、農村支援センターが窓口となり、

支援を行なっている状況でございます。 

 次に、住宅・空き家に関する支援でございますが、うちこんかいプロジェクトと名付けた移住

促進の取り組みを行なっております。まず、うちこ屋バンクという空き家バンク制度を設けてお

ります。こちらは、登録された空き家を県及び町のホームページで紹介するもので、これまでに

２５件が成約しております。さらに､移住者を対象とした定住促進住宅を６戸用意しております。

こちらは現在、５世帯が入居しております。さらに、移住体験住宅を３戸用意しております。こ

ちらは、現在１世帯が入居しております。今年から、移住者住宅改修支援事業を開始しました。

こちらは、移住者が町内の空き家を改修して５年以上居住することを条件に、改修費用を最大で

４００万円まで補助するものでございます。７月に要綱を定めたところですので、まだ利用者は

ありませんけれども、今後、普及啓発を図りたいと考えております。また、定住促進事業補助制

度も設けております。こちらは、内子町及び内子町土地開発公社が分譲する宅地を購入し、永住

又は１０年以上居住する意思かおる者を対象に補助するもので､上限３００万円の宅地取得補助、
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上限１００万円の住宅建築補助、上限１００万円の町内建築業利用補助、上限７０万円の町内産

材利用補助を設けてございます。昨年度は、宅地取得補助１件、住宅建築補助１件、町内建築業

利用補助１件、町内産材利用補助３件の申請があり、それぞれ助成をしております。今後も、内

子町への定住者を増やすため、支援の充実に取り組んでまいりたいと思っております。 

 ２つ目のご質問の「独自の技を持つ移住者を受け入れ、多様な業種のある町をめざす」戦略の

具体的な内容を伺うという点でございます。ご質問の「独自の技を持つ移住者を受け入れ、多様

な業種のある町をめざす」につきましては、「第２期内子町総合計画」の中にあるまちづくり戦略

「『稼ぐ力』のある内子町をめざす」のページで、戦略を進める取り組みの事例として挙げられて

いるものです。具体的には、「うちこんかい事業の推進」の前期計画の中にある「移住サポーター

や受け入れ組織の育成」の項で、「自治会と連携し、独自の技術を持っているなど、地域に必要な

人材の移住促進を進めます。」と設定しております。内子町では、これまでに「独自の技を持つ移

住者」に該当すると思われるＵＩターン者を複数受け入れております。例えば、五十崎地区では

チーズの製造を志す方がＩターンで入られ、内子産のチーズを製造、販売されております。長田

地区では木工の技術を持つ方がＩターンで入られています。他にも太鼓製作の技術を持つ方、パ

ティシエの資格を持つ方など、様々な技術を持つ方がこの町に来られています。また、住まいは

町外ですが、八日市護国地区には竹細工の技術を持つ方がＩターンで入って来られ、工房兼店舗

を構えられております。このような技術を持つ方を積極的に受け入れることで町に可能性が広が

り、地域経済が活性化することが期待されます。また、後継者不足に悩む伝統産業の担い手とし

ても積極的に受け入れています。五十崎地区では、大洲和紙の担い手として、２人の若者が働い

てくれておりますが、このうち１人は県内からのＩターン者です。このような方を増やす試みと

して、現在、内子町の匠づくり奨励金の適用範囲を広げることを検討中でございます。財政面や

実務面での課題があり、一気に広げることは難しいと判断しておりますけれども、緊急性の高い

ところから支援できる体制を整えたいと考えております。一方、地域への移住者については、地

域おこし協力隊の制度を活用致しまして、自治会等の要望に沿って、積極的に募集、受入れを行

っております。現在、５名の隊員が町内で活躍しております。今後も募集を継続し、地域に必要

な人材の移住促進を進めたいと考えております。これら事業のＰＲをどのように行っているかと

いうご質問もありましたけれども、こちらについては現在、内子町のホームページ等でＰＲをし

ながら、来訪された方、電話でお問い合わせの方につきましては、詳細にご説明をさせていただ

いているところですけれども、こちらの情報発信、それからＰＲの方法につきましても今後さら

なる改善を重ねて、より効果的な発信を考えたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと

いうふうに思います。長くなりましたけれども、私からの答弁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） 私の方からは、学校統廃合に関する答弁をさしていただいたらと

思います。まず、冒頭の機能性の中で、３町合併後の学校統廃合の経過についてのご質問がござ

いましたので、まずここからお答えをさしてもらったらと思います。平成２２年３月に程内小学

校を大瀬小学校に統合しました。平成２６年３月に田渡小学校と参川小学校を小田小学校に統合
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致しました。御祓小学校を天神小学校に統合致しました。なお、旧校舎の利用状況につきまして

は、このあと自治・学習課長がご説明させてもらったらと思います。 

２番目の統廃合のメリットとデメリットについてでございます。統廃合による児童数の増のメ

リットでございますが、小田地区３つの小学校を統廃合したことにより児童が切磋琢磨し、集団

活動に積極性が生まれておりますし、幼稚園、小中学校が同一敷地に建設されましたことにより、

幼小中の連携に拍車がかかるようになったといわれております。また、御祓小学校が天神小学校

へ統合致しましたが、ふるさと教育の一つとして、天神小学校の児童が泉谷の棚田での農作業を

体験するなど、学習時の色々な意見や考え方、地元にある自然や文化に触れる機会が多くなり、

より視野が広がっているところでございます。一方、デメリットでございますが、少人数の特徴

である個々に応じた学習ができにくい。また保護者や地域との連携が薄くなるなどがあげられま

す。 

３つ目の統廃合問題の再検討についてでございますが、教育委員会では、まずは平成２２年３

月に提出されました統廃合の答申を尊重しなければならないと考えております。石畳小学校の今

後の児童･生徒数の状況でございますが、現在７名、来年には５名ということになります。その状

況や地域づくり、また地域活性化の取り組み、活力ある内子町の教育行政の推進など総合的に捉

えますと共に、地域の皆さんのご意見を踏まえながら、総合教育会議等で議論、協議して参りた

いと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） それでは私の方からは、校舎の利活用について、現在どうさ

れているかということについて答弁をさせていただいたらと思います。現在、旧校舎を利用して

いるところにつきましては、元の御祓小学校と元の程内小学校の２校でございます。元御祓小学

校につきましては、地元御祓自治会がコミュニティカフェとして使用したいということでござい

まして、本年度の地域づくり事業費補助金を活用しまして、現在整備をしておるところでござい

ます。整備費用につきましては、地域内のコミュニティ活用だけでなくて、町外から御祓に訪れ

る方々にも利用していただくように計画がされております。また、元程内小学校につきましては、

年に１度ではございますが、夏休み中にですね、横浜市内の小学校の児童達がきていただいて、

地元のこんにやくグループの指導のもと、体験交流活動で利用をされている状況でございます。

以上、答弁とさせていただきます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 答弁いただきました。ありがとうございます。何点か質問させていただ

きます。質問順序によって質問したいと思います。 ＢＣＰ、防災計画の中でですね、重要な６要

素ということで質問させてもらいました。首長不在の時とか、本庁舎の代替ということだったん

ですが、３番目の電気、水道、食料の確保ということで、水については３日分、食料について確

保は２００食ということだったんですが、電気についてですね、万が一の時には非常電源を稼働

させて電気を供給するということですが、これ万が一、電気の油が供給できない場合には現在の



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 79 - 

タンクで何時間の供給が出来るのか、お答え願いたいと思います。 

○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） お答えをします。電力につきまして本庁舎における非常用の発電設

備の状況でございますが、発電容量が２００キロボルトアンペアで持続時間は７．８時間という

ことでございます。燃料はＡ重油３６５リットルというようなことでございます。一つのタンク

にですね、入る容量が３６５リットルということで、この燃料が発電できる時間というのが７．

８時間ということでございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ７．８時間ということは３分の１日ということなんですが、それに対す

る予備は備えておられるかどうかお聞きします。 

Ｏ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） これは被災の状況によっても対応が変わってくると思いますが、燃

料の確保につきましては、先ほど回答させていただきましたように、近隣のガソリンスタンドと

の連携をしているというところで、もしそれが被災してだめな場合は当然、愛媛県等からの援助

を求めることになるんじゃないかなというふうに考えております。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ７．８時間という時間ではなかなか県からの助成が間に合うとは考えら

れません。今後もですね、今後の課題としてですね、やはりいくらかの備蓄というものを考える

のも一つの方法じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○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） そういったようなことも含めてですね、ただ、いろいろな状況が想

定される中でですね、なかなか一つのことに対して、例えば重油を備蓄していくかということも

ですね、総体的に考えながらですね、検討していかないといけないのではないかなというふうに

思いますが、７．８時間という時間というのもご指摘のように、短いのではないかというような

ご指摘もございます。こちらについては今後の検討課題ということにさしていただきたいという

ふうに思います。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 今後、検討していただきたいと思います。 

 続きまして、学校統廃合についてですが、町長の方から現在の今までの流れ、現在の答申に基

づくことで進めておるということでありました。ただですね、現時点において、石畳小学校にお

かれては､存続をしたいということの地域住民の皆さん方の要望が活かされたということですか、

存続していますが、今後ですね、石畳小学校においてのですね、計画、予定を短的に教えて頂き
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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） 先ほどの繰り返しになろうかと思いますけど、答申を尊重して、

また地域の先程の実状、それから地域の意見、それから地域づくり、それから地域の活性化の取

り組み等がございますので、そのあたり、教育委員会で協議をしながら、また総合教育会議での

討論、協議をさせていただいたらと思います。以上でございます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ぜひお願いします。実は先月ですね、議会で総務文教委員会で兵庫県の

日本海に面したところの香美町に行きました。そちらでの教育委員会の皆さん方と学校統廃合問

題について協議をさして、いろいろと教えていただきました。その中でいろいろと小さな学校を

存続をしておられる実状と共にですね、一点、さすがと思ったのはですね、生徒数が１人、今３

年生が１人ですが、分校として残しておると。なぜかというと地元の要望があったと、保護者の

要望があったということと、将来、子どもさんが入ってくる見込みがあるということで、１人で

あるけど分校を存続しておるということを報告されました。先程同僚議員からですね、小田地区

において保育行政についてですね、難しいことがあり、他に移住をされたということも聞いてお

ります。やはり地域の実状を尊重するということも十分、今後の町行政において必要だと思うん

ですが、この点についてですね、内子町として現在進めておられる統廃合問題について、再検討

をされるお考えがあるかどうか質問致します。 

○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） 先ほど、私答弁させていただいたと思うんですけど、平成２２年３月に

ですね、答申を受けておりますから、基本的な考え方は、その答申に基づいて対応していくとい

うことが、私は大事だというふうに私は思っております。以上です。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） 答申には地元の意見も尊重しなさいということも明記されとるというこ

とですから、今後もその点を踏まえて進めていただいたらと思います。 

 続きまして、Ｕターン、Ｉターンについてですが、なぜＵターン、Ｉターンを個別にして答弁

を願ったと言いましたら、先般の研修においてですね、島根定住財団に行きました。そこでです

ね、県でやられているということですけど、１年間にですね、Ｕターン者、Ｉターン者含めて４，

２５２名がよそから帰って来られております。そのうちＵターンが２，７７５名で、Ｉターンが

１，４５９名ということで、Ｉターンに比べてＵターンの方が倍の人達が島根県に移住されて来

られたということで、Ｕターンは元々おった人間が何年か都会に移り住んで、ふるさと島根県に

戻ってきたということなんですが、そういうことでＩターン者に的を絞った移住ということだけ

ではなく、Ｕターンであればいろいろと情報もある程度、誰々さんの子どもうんぬんという形で

連絡等もできることが多々あろうかと思うんですが。そういった面でＵターン者に対しての移住
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促進を進められるお考えがあるかどうかお伺いします。 

○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） 内子町に入って来ていただける方につきまして、これまではうちこ

んかいプロジェクトということでＩターン、Ｕターン区別をすることなくですね、広く間口をと

って進めてまいりました。もちろんＵターンのさらなる確保という面につきましては、いろんな

総合的な取り組みが考えられると思います。ふるさと教育にしかり、当然、ご家族からの情報発

信なんかもですね、ご協力いただきたいというふうに考えてますし、地元企業の説明会なんかも

ですね、地元の学生方にもご案内して、積極的に取り組まなければならないなというふうに思っ

てますし、なによりやっぱり稼ぐ力、いつまでも居続けられる町をめざす内子町にとりましては、

内子町で育って大きくなって行く段階でいろんなところで節目、節目で内子町の良さというのを

感じていただきながら、将来的には町を担っていただきたい。そういったような人材育成もです

ね、合わせてやって行く必要があるのではないかなというふうに思います。そういったようなこ

とを総合的に進めながらＵターンの確保についても尽力をしていきたいというふうに考えます。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ぜひそういった面でＵターンにも力を入れて移住促進を図っていただき

たいです。先程、一点、答弁があったことで再々質問したいんですけど、亀沖課長からありまし

た、旧校舎の再利用ということでありましたが、田渡小学校と参川小学校に対するお答えはなか

ったんですが、そちらの方はどのようになっているか。今後どのようにされるのか。お聞きしま

す。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 参川小学校および田渡小学校でございますが、参川小学校に

つきましては、平成２５年にですね、参川小学校に関係する自治会の皆さん方が集まって、研修

に行っておられます。それと田渡小学校についても今年度そういった旧校舎を利活用していると

ころに出向いてですね、研修をしているところでございます。それぞれですね、研修の結果をも

って協議をしている段階でその成果が現在はまだ出てきていないっていう段階でございます。 

○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） ぜひその研修の結果でですね、有効利用を図っていただきたいと思いま

す。以上で、私の質問を終わります。 

○議長（池田洋助君） 以上で一般質問を終わります。 

午前中の審議はここまでとし、午後１時半から再開します。 

 

午後１２時２７分 休憩 

 

午後 １時３０分 再開 
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○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

○議長（池田洋助君） これより、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

  日程第４ 報告第１２号 専決処分の報告について 

○議長（池田洋助君） 「日程第４号 報告第１２号 専決処分の報告について」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。 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１２号、専決処分の報告でございますが、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分した、専決第１２号、第４０号大瀬小学校校舎改築建築主体工事に

係る工事変更請負について。専決第１３号、第４３号大瀬小学校校舎改築設備工事に係る工事変

更請負契約についての契約２件についてご報告するものでございます。その内容を建設デザイン

課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、報告第１２号専決処分の報告についてご説明申

し上げます。議案書４ページ、議案説明資料１ページをお開き下さい。専決処分の報告ですが、

議案書４ページ専決第１２号、専決第１３号の２件につきまして、議会の議決に付すべき契約に

ついてご報告申し上げます。 

次の５ページをお開きください。まず専決第１２号、議会の議決に付すべき契約でございます。

契約の目的は、第４０号大瀬小学校校舎改築建築主体工事に係る工事変更請負でございます。契

約金額でございますが、元契約額４億９，５７２万でございまして、今回１３０万７，０００円

を増額致しまして、請負額が４億９，７０２万７，０００円となるものでございます。契約の相

手方につきましては、記載のとおりで変更はございません。変更理由と致しまして、追加工事に

よる設計変更に伴い、工事請負額について変更するものでございます。内容につきましては、議

案説明資料の１ページでご説明致します。図面右上に変更概要を記載しておりますが、仮設工事

において、工事現場内の路面状態の悪化を防ぐために、鉄板を敷きました。鉄板をしいて養生を

行なったことによります１７０万円の増。校舎建築地の地盤でございますが、地質の状況が良好

であったため、改良材の数量減によりまして１６９万３，０００円の減。木工事において、町有

林からの支給材が予定数量を下回ったため、材料を購入致しましたことによる１３０万円の増。

トータルでは、１３０万７，０００円の増となったものでございます。 

続きまして、議案書６ページ、専決第１３号、議会に付すべき契約でございますが、契約の目

的は、第４３号大瀬小学校校舎改築設備工事に係る工事変更請負でございます。契約金額でござ

いますが、元契約額９，８２８万円でございまして、今回１１２万９，０００円を増額致しまし

て、請負額が、９，９４０万９，０００円となるものでございます。契約の相手方についきまし
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ては、記載のとおりで変更はございません。変更理由と致しましては、追加工事による設計変更

に伴い、工事請負額について変更するものでございます。内容につきましては、議案説明資料の

２ページにて説明を致します。右上に変更概要にございますように、まず卓上インターホン、壁

掛インターホンの追加でございます。当初既存機器の移設を考えておりましたが、通話故障が確

認され移設後、既存機種での動作保証ができないということから、今回追加工事と致しました。

また、配電設備において、グランド照明は当初既設電柱の２方向からの引き込みで対応しており

まいたが、１方向からの引き込み、建物配置図の上部のキューピクルより引き込むことと致しま

した。それによりまして、電線管の電線の改修が生じました。合わせまして、１１２万９，００

０円の増となったものでございます。 

以上、専決処分の報告とさせていただきます。よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（池田洋助君） ただ今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけですが、報告の第１２号なんですけど、木工事の部分ですけ

ど、これは元々最初の計画にも入っておった事業だったわけでしょうか。その辺。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 元々町有林からの支給材を議案説明資料の１ページにもご

ざいますように、予定を１０７㎥ほど予定しておりましたが、実際的に９６㎥くらいな木材にな

ったために１１㎥程購入したということでございます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 元々入っていたのだったら、入札協働体とか何社かありましたよね、

入札参加したところが。その時に工事費の中に本来なら入っている。供給する材料数は出ておる

わけですから。ただ、町産材が足らんので、１１．６２㎥は別に使ったということっていうのは

何か入札には材料代は入っているわけですから。それが量が変わったわけではないですから。こ

れだけは要りますよっていうのを分かっておって入札入れておるわけですから。ただ、その材料

が足らんかったからっていうのはどういう取り受け方をしたのか。 

○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） 当初の計画では１０７㎥程は支給外ということで、町有林

から支給をするということで金額から抜いてあります。ですから、その分が足りなくなったとい

うことで１１㎥程購入したということです。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 確認だけしときます。支給ということは材料代としては町有林で出し

ますよと。これは町から出しますから、この分は見積もりから引いてもいいですよと。ただ、支



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 84 ‐ 

給したら、現実は１１．何㎥か足らないからそれだけ購入さしてもらいますということで、この

購入費に使ったということでよろしいんですかね、はい。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 山崎議員の質問に関連するんですが、足らないので１１．６２㎥購入し

て対応したと。それの費用が１３０万なので、製品単価しては、かなりいいものじゃないかと思

うんですが、どういうものが足らなかったのか。㎥１０万以上の単価が出てくるようなんですが、

どういう材料が足らないので、購入をして対応をしたということなんでしょうか。質問をしたい

と思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） １１．６２㎥ということでございますが、これは諸経費等

を含んだ最終的な額でございまして、材料費自体が１０万程になっておるという状態でございま

せん。材料と致しましては、構造材を購入したということでございます。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） そしたら、報告の仕方が木材代として１３０万購入が必要なかったから

追加をしたい。今、説明では諸経費を含んでという説明だったんですが、諸経費どんなものに諸

経費がいって、諸経費の金額がなんぼなのか質問したいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 大変申し訳ないんですが、確かにそこにありますのは、材

料購入という購入代に計上致しまして、諸経費ということに関しましては、これに入ってないと

いうことでございますので、大変申し訳ございません。材料的には先ほど申し上げました、構造

材でございます。柱等の材料となっております。 

○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） ちょっと休憩をいただきたいというふうに思いますが、よろしくお願

いを致したいと思います。確認をさしていただきたいと思います。 

○議長（池田洋助君） 暫時休憩します。 

 

午後 １時４０分 休憩 

 

午後 １時５５分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

○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。 
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○建設デザイン課長（正岡和猶君） １３０万円の購入代の関係でございますが、㎥単価は１０

万から４０万までございます。４０万と言いますのは、五寸角の６ｍのヒノキ材、これが１０本

ほど使われておりますが、場所については階段まわりということでございます。それらを含めま

して、平均すると１１万１，０００円あまりとなろうかと思います。単価的には以上でございま

す。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 今の説明で、何とか納得ができたんですが、先ほど課長は木材代と諸経

費の追加を含めてと説明を受けたわけですが、木材代だけという理解でよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 先ほどの諸経費というのは、大変申し訳ございませんでし

た。間違いでございました。木材代だけということでございます。 

○議長（池田洋助君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第５ 議案第６７号 第６３号内子町デジタル防災行政無線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５ 議案第６７号 第６３号内子町デジタル防災行政無線整備

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。 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６７号、第６３号内子町デジタル防災行政無線整備工事に係る工

事請負契約についてでございます。本案につきましては、１１月１１日入札を執行し、仮契約を

締結した、「第６３号内子町デジタル防災行政無線整備工事」に係る工事請負契約を締結すること

について、議会の議決を求めるものでございます。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、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは、議案書１の７ページをお開き下さい。まず、契約の目的

からご説明致します。第６３号内子町デジタル防災行政無線整備工事に係る工事請負でございま

す。２、契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。３の契約金額でご

ざいますが、８億１，９０７万２，０００円でございます。契約の相手方は、四電エンジニアリ

ング株式会社、松山支店支店長、安藝克彦でございます。工事の詳細につきましては、現在稼働
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している防災行政無線は、合併前の旧町がそれぞれ整備したアナログ方式で、整備後１２年から

１６年が経過しており、機器の老朽化が進んでおります。故障時にも修理部品が手に入りにくい

状況となっており、今後の安定運用のためにもデジタル方式への改修を行うものです。工事場所

は内子町全域で、工事内容の内訳は、親局設備が１局。遠隔制御局設備が５局。中継局整備が１

局。簡易中継局設備が４局。再送信子局設備が６局。屋外拡声子局設備、アンサーバック機能有

が１０４局。同じく屋外拡声子局設備、アンサーバック機能無が８９局。戸別受信機設備が７２

局でございます。入札の内訳ですが、まず設計金額は１１億８，８０７万５，６００円でござい

ます。落札率は、６８．９４％。業者の指名条件と致しましては、過去１０年間の実績によるも

ので、四国内に本店又は支店のある８社を対象と致しております。契約予定時期は平成２８年１

２月。工事完成予定は平成３０年２月２８日の予定でございます。以上、説明とさせて頂きます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「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６７号 第６３号内子町デジタル防災行政無線整備工事に係る工事請負契約について」

の採決をおこないます。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第６ 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について 

  日程第８ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正

について」「日程第７ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正について」「日程第８ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について」以上、３件を一括議題とします。 

 私語はやめてください。寺岡議員。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第６８号、内子町職員の給与に関する条例の一部改正について。議

案第６９号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。 

議案第７０号、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。「議

案第６８号」から「議案第７０号」につきましては、いずれも平成２８年８月８日付け人事院勧

告に伴い、条例の一部を改正することについて、議会の議決を求めるものでございます。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、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それではまず、議案書１の８ページをお開き下さい。議案第６８号

「内子町職員の給与に関する条例の一部改正について」でございます。平成２８年８月８日付け

人事院勧告に伴い、内子町職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。議案書

１の９ページから１５ページにかけましては改正条文を。また議案等説明資料の３ページから９

ページにかけて新旧対照表を掲載しております。改正内容の前に、本年の人事院勧告の概要を簡

単にご説明を申し上げます。本年の人事院勧告は、一つ目に、民間給与との較差等に基づく給与

改定、二つ目に、給与制度の改正として扶養手当の見直しとなってございます。まず、月例給に

つきましては、初任給・若年層１，５００円、その他４００円の引き上げを基本とし給料表の見

直しが行われております。また特別給では、一般職については勤勉手当の支給割合を、特別職に

ついては、期末手当の支給割合をそれぞれ平成２８年１２月期で０．１月分引き上げ、平成２９

年度以降は年間で０．１月分引き上げることとしております。扶養手当につきましては、配偶者

にかかる手当額を減額し、子に係る手当に配分する内容となっております。配偶者に係る扶養手

当を１万３，０００円から６，５００円に。子にかかる扶養手当を６，５００円から１万円にそ

れぞれ２年間で段階的に移行させる内容となっております。内子町では、この勧告内容に準じて

条例の改正案を上程させて頂いてございます。それでは改正の内容につきまして、新旧対照表に

てご説明させて頂きます。 

議案等説明資料３ページをお開きください。まず、第 1条関係改正でございます。第２０条、

勤勉手当では、同条第２項中３行目の「掲げる額」を「定める額」とし、一般職の勤勉手当の支

給割合を「１００分の８０」を「１００分の９０」に０．１月、再任用職員については、「１００

分の３７．５」を「１００分の４２．５」に０．０５月分、それぞれ引き上げる改正内容でござ

います。続いて、附則第１４の改正では、附則第１１項に規定する特定職員、特定職員と申しま

すのは５５歳以上で行政職給料表６級の適用を受ける職員でございます。にかかる勤勉手当の減

額措置を規定しており、記載のとおり減額率を改正するものでございます。以上、第２０条及び

附則第１４の改正は、平成２８年１２月１日からの適用となります。続いて、別表第１（第３条

関係）、行政職給料表（一）を、３ページから７ページかけて掲載している内容で改正を致します。

こちらの給料表の適用は、平成２８年４月１日からでございます。 

続きまして、議案書等説明資料の７ページをお開きください。中段頃より第２条改正関係でご

ざいます。第７条扶養手当、第２項第２号中の改正は、まず扶養親族として「子」と「孫」をわ
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けて規定するものでございます。同条３項の改正は、扶養手当の月額を改正するもので、配偶者

に係る手当額を１万３，０００円から６，５００円に。子に係る手当額を６，５００円から１万

円に。また、旧の方の条例で規定していた「職員に配偶者がいない場合の扶養親族１人に係る手

当額」１万１，０００円は、子は１万円、父母等は従来と同額の６，５００円にそれぞれ改正す

る内容でございます。第８条第１項から第３項は、第７条の改正内容に合わせて、任命権者への

届出等の規定を改正するものでございます。以上、第７条、第８条の改正は、平成２９年４月１

日からの適用でございますが、扶養手当の改正につきましては、９ページの附則４をご覧下さい。

「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例」、経過

措置が設けられておりまして、平成２９年度における扶養手当の額は、配偶者が１万円、子が８，

０００円。「職員に配偶者がいない場合の扶養親族１人に係る手当額」は子が１万円、父母等が９，

０００円となり、２年間かけて段階的に移行させる内容となっております。 

議案等説明資料８ページ、一つ前に戻っていただいて８ページの中段以降の勤勉手当の改正に

つきましては、平成２９年４月１日から適用されるもので、一般職の勤勉手当の支給率を、６月、

１２月それぞれ「１００分の９０」から「１００分の８５」に、再任用職員については、「１００

分の４２．５」を「１００分の４０」にそれぞれ改正するものでございます。第 1条改正関係で、

平成２８年１２月 1日から適用する以前の支給率と比較すれば、一般職は０．１月分、再任用職

員は、０．０５月分引き上げとなることとなります。 

９ページ上段の附則第１４の改正趣旨は、先ほど申しました第 1条関係改正での説明と同様で

すので割愛させていただきたいと思います。 

続きまして、議案第６９号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正につきましてでございます。議案書１の１６ページをお開きください。こちらも、平成

２８年８月８日付け人事院勧告に伴い、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正するもので、議会の議決を求めるものでございます。１７ページに改正条文

を、また議案等説明資料１０ページに新旧対照表を掲載しております。改正の内容につきまして

は、新旧対照表でご説明をさせて頂きます。 

１０ページでございます。第 1条関係改正、第２条関係改正、ともに、内子町特別職の職員で

常勤のものの期末手当の支給率を改正するものでございます。内容は、平成２８年１２月 1日に

おいて、１２月に支給する場合の支給率を「１００分の１６５．０」から「１００分の１７５．

０」に、平成２９年４月１日において、６月に支給する場合においては支給率を「１００分の１

５０」から「１００分の１５５」に、１２月に支給する場合においては支給率を、「１００分の１

７５．０」から「１００分の１７０．０」にそれぞれ改正する内容でございまして、こちらも、

一般職の勤勉手当と同様に平成２８年１２月１日改正適用以前の支給率と比較すると、平成２９

年度は６月期で０．０５月分、１２月期で０．０５月分、合計で年０．１ヶ月分の引き上げとな

ります。 

最後に、議案書１の１８ページをおひらき下さい。議案第７０号、内子町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてでございます。特別職の期末手当が改訂される

ことに伴い、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正するもので、

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。１９ペ
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ージに改正条文を、また議案等説明資料１１ページに新旧対照表を掲載してございます。改正の

内容につきましては、新旧対照表１１ページをお開きいただきたいと思います。第 1条関係改正、

第２条関係改正、ともに、議長、副議長及び議員の期末手当の支給に関する支給率の改正でござ

います。改正の内容は、議案第６９号の内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部改正についてと同様の内容でございます。以上、説明とさせて頂きます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第６８号」「議案第６９号」及び「議案第７０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６８号」「議案第６９号」及び「議案第７０号」は総務文教常任委員会に付託

することに決定しました。 

 

  日程第 ９ 議案第７１号 内子町税条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第７２号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 議案第７１号 内子町税条例の一部改正について」「日程第

１０ 議案第７２号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」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７１号、内子町税条例の一部改正について、議案第７２号、内子

町国民健康保険税条例の一部改正につきましては、いずれも所得税法等の一部を改正する法律が

公布されたことに伴い、条例の一部を改正することについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○税務課長（入海 孝君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 入海税務課長。 

〔入海 孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは私の方から、まず、議案第７１号、内子町税条例の一部改正

についてを説明させていただきます。 

資料１、議案書２０ページをお開きください。提案の理由でございますが、「平成２８年度税制

改正」中、「国際課税」に関するものとして、日本・台湾間の投資・経済交流の促進のため、公益

財団法人交流協会、日本側と阿東関係協会、台湾側との間で所得に対する二重課税の回避及び脱
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税の防止のための取り決めに関する署名がとりおこなわれました。これを受けまして、関係する

国内法を整備するため、所得税法等の一部を改正する法律が公布、平成２９年１月１日から施行

されることに伴い、内子町税条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、議

案説明資料でご説明させていただきたいと思います。 

資料４、１２ページをご覧いただきたいと思います。改正の概要でございますが、町民税の所

得割の納税義務者である個人が、台湾所在の投資事業組合等を通じて得た特例適用利子等及び特

例適用配当等の支払いを受ける場合の、個人町民税の課税の特例を定めるものでございます。そ

のため、現行の附則第２０条の２を１条繰り下げ、第２０条の３とし、特例規定第２０条の２を

新設するものでございます。その内容でございますが、まず、資料１２、１３ページには、新設

されます、第２０条の２、第１項及び第２項を記載しております。資料１２ページ、第２０条の

２、第１項中、上から２行目にあります、促進のための特例に関係する国内法となる略称でござ

います。「外国居住者等所得相互免除法」に規定されます、県民税の課税対象となる利子等、いわ

ゆる「特例適用利子等」について取り決めによりまして、源泉徴収等を通じた課税ができなくな

るため、他の所得と分離して、その額に１００分の３の税率を乗じて、所得割を課すというもの

でございます。 

次に、資料１３、１４ページには、同条、第３項から第５項を記載しておりますが、同じく、

「外国居住者等所得相互免除法」に規定されます県民税の課税対象となる特定配当等、いわゆる

「特例適用配当等」につきまして、同様に、その額に１００分の３の税率を乗じて、所得割を課

すというものでございます。 

次に、資料１４ページ、１６ページには、改正附則第２０条の３を記載を致しております。１

条繰り下げる関係から、同条中に規定されております、旧附則番号への対応、それから引用する

法律を明記するなど、軽微な規定を整備するものでございます。条例改正の内容につきまして、

ご説明を申し上げましたが、 個人町民税の課税の特例は、先ほど申しましたように、台湾所在

の投資事業組合等を通じて得た利子配当等に係る個人の町民税について、適用するとされており

まして、町内では該当がないというふうに思われます。以上、簡単でございますが、議案第７１

号の説明とさせていただきます。 

続いて、「議案第７２号、内子町国民健康保険税条例の一部改正について」をご説明申し上げま

す。議案書の２５ページをお開きください。改正の理由と致しましては、先ほどの内子町税条例

と同様でございまして、法律の施行に伴い、内子町国民健康保険税条例の一部を改正するもので

ございます。内容につきましては、議案説明資料の方でご説明させていただいたらと思います。

資料の１７ページをご覧いただきたいと思います。改正の概要でございますが、国民健康保険税

の所得割額等を算定する場合において、先にご説明しました、個人町民税の所得割の算定に加え

られることとなります、台湾所在の投資事業組合等を通じて得た利子、それから配当等を世帯主

又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者、もしくは特定同一世帯所属者が有する場合の課

税の特例を定めるため、現行の附則第１１項、第１２項をそれぞれ２項ずつ繰り下げ、特例規定、

第１１項、第１２項を新設するものございます。その内容でございますが、まず、改正附則第１

１項では、上から４、５行目にあたります、「外国居住者等所得相互免除法」に規定されます、特

例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合、改正附



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 91 - 

則第１２項は、同様に上から４、５行目にあります、同法に規定されます、特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合に、条例第３条でございます、「国民健康保険の被

保険者に係る所得割額」、それから条例第６条の「被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所

得割額」、第８条の「介護納付金課税被保険者に係る所得割額」及び第２２条の「国民健康保険税

の軽減判定」に用います、総所得金額に特例適用利子等及び特例適用配当等に係る所得も含め、

計算するというものでございます。条例の改正につきましては、ご説明を申し上げましたが、町

税同様、課税の特例の該当はないというふうに思われます。なお、税条例並びに国民健康保険税

条例の改正規定につきましては、平成２９年１月１日以後に支払いを受けるべきものについて適

用をされます。以上で、議案第７１号並びに第７２号の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定賜わりますよう、お願い申し上げます。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本案は委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。討論・採決は議案ごとに行います。 

 まず、「議案第７１号 内子町税条例の一部改正について」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。 

 「議案第７１号」の採決をおこないます。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、「議案第７２号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」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。 

 「議案第７２号」の採決をおこないます。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成議員起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立、全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について 

  日程第１２ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

  日程第１３ 議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について」

「日程第１２ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について」「日程第
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１３ 議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定につ

いて」以上３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７３号、内子町下水道条例の一部改正について、議案第７４号、

内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第７５号、内子町下水道事業の利

益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定については、いずれも内子町公共下水道事業の地

方公営企業法適用に伴いまして、関係条例の一部改正並びに制定を行うことについて、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、建設デザイン課長に説明致させますの

で、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（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７３号から議案第７５号までの３議案につきまして、

関連がございますので、一括して条例の一部改正及び制定についてご説明申し上げます。下水道

事業におきましては、経営状況と財政状況の明確化を図り安定的な下水道事業の運営を行うため、

今回、地方公営企業法を適用することに伴い、条例の一部改正及び制定を行うものでございます。

それではまず、内子町下水道条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

議案書２８ページ、議案説明資料は１８ページをお開き下さい。説明につきましては、議案説

明資料の１８ページ新旧対照表で説明を致したいと思います。今回の改正は、第１条中の「設置

する」を削り、第１６条では使用料の算定方法を表のように改正するものでございます。なお、

この料金改正は下水道運営審議会の答申に基づき改正するものでございまして、改正内容と致し

ましては、ひと月の基本水量を１０㎥から５㎥に引き下げ、基本料金を改正し、超過料金を新た

に６から１０㎥の区分を設定し、各使用水量に対する超過料金を、それぞれ表のように改正する

ものでございます。平均で、約１９％の増額改定でございます。なお、附則と致しまして、この

条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

続きまして、議案第７４号、内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定につきまして説明

させていただきます。 

議案書は３０ページをお願いします。内子町公共下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、本

条例を制定するものでございます。 

３１ページをお願い致します。３条では経営の基本、４条では重要な資産の取得及び処分、５

条では議会の同意を要する賠償責任の免除、６条では会計事務の処理、第７条では議会の議決を

要する負担付きの寄附の受領等、３２ページの８条では、業務状況説明書類の作成等をそれぞれ

定めております。また、附則において関連条例の一部改正を定めております。改正内容は説明資

料で説明致します。 
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説明資料の１９ページをお願い致します。附則の第２項、内子町特別会計条例の一部改正でご

ざいますが、第１条中２号を削り第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上

げる改正でございます。続きまして同ページの半分から下でございますが、附則の第３項、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でございます。別表

（第１条、第２条、第６条関係）の内子町下水道事業運営審議会委員の項中、専門員を専門委員

に改めるものでございます。 

続きまして、２０ページでございます、附則の４項、内子町下水道事業運営審議会条例の一部

改正でございます。第８条中、産業建設課環境整備班下水道係を建設デザイン課上下水道対策班

下水道係と改めるものでございます。なお、この条例は、平成２９年４月１日から施行し、附則

の第３項、第４項は公布の日から施行するものでございます。 

続きまして、議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の

制定について、説明させていただきます。 

議案書３４ページをお願いします。内子町公共下水道事業の地方公営企業法適用に伴い本条例

を制定するものでございます。 

３５ページをお願いします。地方公営企業法の財務規定等を適用するため、毎年度に生じた利

益および資本剰余金の処分に関して必要事項を定めるものでございまして、第２条においては、

利益の処分の方法及び積立金の取り崩し、第３条においては資本剰余金について、第４条におい

ては、欠損金の処理についてそれぞれ定めております。なお附則におきまして、この条例は平成

２９年４月１日から施行するものでございます。以上、議案第７３号から 議案７５号までの説

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７３号」、「議案第７４号」、及び「議案第７５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７３号」「議案第７４号」、及び「議案第７５号」は、産業建設厚生常任委員会

に付託することに決定しました。 

○議長（池田洋助君） ここで、暫時休憩します。５０分から再開します。 

 

午後 ２時３６分 休憩 

 

午後 ２時５０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１４ 議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更について 
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○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更について」

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７６号、町営土地改良事業計画の変更について。本案につきまし

ては、町営土地改良事業計画を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。

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、お願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第７６号、町営土地改良事業計画の変更についていて

ご説明申し上げます。議案資料は３６ページから、また議案説明資料につきましては２１ページ

からでございます。よろしくお願い致します。 

それでは、議案書３６ページをお願いします。町営土地改良事業を変更することにつき、土地

改良法第９６条の３第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。事業種目、施

工箇所につきましては、変更ございません。事業量につきましては、８８７ｍから８７４ｍで１

３ｍの減でございます。事業費につきましては、７，５００万円から１億１，８５０万円となり、

４，３５０万円の増、施行方法は請負でございます。施行期間は平成２５年度から平成３０年ま

での２年間延長となっております。詳細につきましては、説明資料にて説明いたします。 

説明資料２１ページをお願いします。土地改良事業計画書でございますが、記載しております

ように、目的や受益面積等又事業効果等には変更ございません。主要工事計画の延長１３ｍの減

また、事業費の増でございますが、当初計画につきましては概略設計によりまして、現地踏査及

地形図により線形を、標準断面図により事業費を算出しておりました。事業採択になりまして、

詳細設計を行なった結果、地形や土質等の条件によりまして線形の変更、山側から谷側への変更、

また曲線部を緩やかにするような変更が生じました。このことによりまして、トータル１３ｍの

減となりました。また、線形変更、山側から谷側への変更とか、曲線部の改良等の変更によりま

して、路側構造物が増加致しました。これによりまして、４，３５０万円の増加となりました。

工期においても、予算配分の状況等を勘案致しまして、平成３０年までの２年間延期と致しまし

たところでございます。 

２２ページには位置図を、また、２３ページには、受益の状況、標準断図等を掲載しておりま

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。 

〔「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。 



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 95 - 

 お諮りします。「議案第７６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７６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１５ 議案第７７号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第１６ 議案第７８号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に

伴う財産処分について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 議案第７７号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更につ

いて」「日程第１６ 議案第７８号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退

に伴う財産処分について」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７７号、愛媛県市町総合事務組合規約の変更について、議案第７

８号、愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分について、に

つきましては、いずれも平成２９年３月３１日をもって愛媛県市町総合事務組合の構成団体であ

る西条市が、日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、又はその遺族の生活の共

済に関する共同処理事務、いわゆる交通災害共済事務の構成団体から脱退することに伴うもので、

愛媛県市町総合事務組合規約の変更並びに西条市の一切の財産処分について関係組合市町と協議

の上定めることについて、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、総

務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡 敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） それでは、私の方から説明を申し上げます。議案書１の３７ページ

をお開き下さい。議案第７７号、愛媛県市町総合事務組合規約の変更についてでございますが、

平成２９年３月３１日をもって脱退する、交通災害共済事務から脱退する西条市、西条市が脱退

することに伴いまして、当組合の規約を変更する必要がありますことから、地方自治法第２９０

条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。３８ページに一部を改正する規約、ま

た議案等説明資料２４ページから２５ページにかけて、新旧対照表を掲載してございます。改正

の内容につきましては、新旧対照表にてご説明させて頂きます。 

議案等説明資料２５ページをお開きください。愛媛県市町総合事務組合が共同処理する事務の

うち、一番左の欄、４の「日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、又はその遺

族の生活の共済に関する事務」において、その構成団体から西条市を削る内容でございます。 
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続いて、議案書１の３９ページをお開きください。議案第７８号、愛媛県市町総合事務組合の

共同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分についてでございます。議案第７７号と同様に、

平成２９年３月３１日をもって愛媛県市町総合事務組合の構成団体である西条市が、「交通災害共

済事務」構成団体から脱退することに伴う財産処分について、関係組合市町と協議の上定めるこ

とにつき、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。財産処

分の内容は、「日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、又はその遺族の生活の共

済に関する共同処理に係る西条市の一切の財産については、平成２９年４月１日において、愛媛

県市町総合事務組合に帰属させるものとする。」というものでございます。以上、説明とさせて頂

きます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は、委員会付託を省略し、討論・採決をおこないます。討論・採決は議案ごとにおこない

ます。 

 まず、「議案第７７号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」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。 

 「議案第７７号」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。 

 次に、「議案第７８号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産

処分について」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。 

「議案第７８号」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１７ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う

権利の放棄について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１７ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金

の取り崩しに伴う権利の放棄について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（池田洋助君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本案につきましては、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩

しに伴う権利の放棄についてでございます。八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩し

に伴う権利の放棄につきまして、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきまして

は、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（山岡 敦君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 山岡総務課長。 

〔山岡 敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡 敦君） 議案第７９号、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩し

に伴う権利の放棄についてご説明を申し上げます。それでは、議案書１の４０ページをお開き下

さい。八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合において、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の

一部を取崩し、同組合で実施するＵ・Ｊ・Ｉターンの推進、及び若者就業支援等の事業を実施す

る財源に充てるため、同基金に対する出資金の権利の一部を放棄するもので、取り崩した基金を

構成団体へ返還せずに使用する場合、それぞれの構成団体においては出資金が減となるため、地

方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、権利の放棄としての議会の議決を求めるもので

ございます。内容ですが、権利の相手方は、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合。２、放棄する

権利の内容でございます。まず、権利は、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金に対する出資

金の権利の一部。金額は１１１万９，０００円でございます。参考までに、構成団体である３市

２町及び愛媛県分の取り崩し額総額は、１，１４７万５，０００円となってございます。取り崩

した基金は、来年度に新たに取り組む予定の事業であります、首都圏で開催される移住フェアへ

参加し、Ｕ･Ｊ・Ｉターンを推進するための経費として４４２万１，０００円。また県内の事業所

や県内外の大学生のニーズ調査を行い、若者の就業支援への取り組みを進めるための経費として

１０２万円。また、継続して取り組む事業、広域情報誌の発行のための経費として４４１万２，

０００円。ホームページを運営し、情報発信する経費として１６２万２，０００円を充てる予定

でございます。以上、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

う、お願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮ります。「議案第７９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７９号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１８ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 
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  日程第１９ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

  日程第２０ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１８ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

３号）について」「日程第１９ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について」「日程第２０ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業

特別会計補正予算（第１号）について」以上、３議案を一括議題とします。 

○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） 番号２をお開きいただきたいと思います。「議案第８０号」から「議案第

８２号」までの３件の補正予算につきまして、一括してご説明を致します。まず、水色の仕切り、

議案第８０号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）についてでございます。歳入歳

出それぞれ４億２，２２１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１６億４０１万２，

０００円とするものでございまして、前年度の１２月補正後予算と比較して８億３，２０３万円、

７．７％の増額となっております。一般会計補正予算（第３号）に充当致します財源は、国県支

出金２億２，０８３万１，０００円、地方債が１億４，７２０万円、その他特定財源として１，

８４９万２，０００円、一般財源が３，５６９万３，０００円となっているところであります。

主な歳出と致しましては、消費税率の引き上げによる低所得世帯への影響増加分として支給する

臨時福祉給付金事業関連として８，０９４万８，０００円。老朽化に伴う大瀬保育園の施設整備

事業として２億８１７万円、町道西横の地線ほか道路改良事業として４，０００万円、大洲・喜

多地区の病院・診療所間の地域医療体制を充実させる地域医療ネットワーク基盤整備事業として

１，０８９万２，０００円、土砂災害危険個所の早期対策を図るがけ崩れ防災事業費として７，

２４４万４，０００円の増額等でございます。 

続きまして、ピンク色の仕切り、議案第８１号、平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）でございます。歳入歳出それぞれ１５９万７，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を２５億５，６９０万９，０００円とするものでございます。主な歳出と致しましては、

２款２項 介護予防サービス計画給付費として４５０万円、５款１項 介護予防日常生活支援総合

事業の訪問介護事業及び通所介護事業の利用増に伴う介護予防・生活支援サービス事業負担金と

して５４８万３，０００円の増額等を計上致しております。 

続きまして、同じくピンク色の仕切りでございますが、議案第８２号、平成２８年度内子町介

護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳出それぞれ１６３万４，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１，８１８万９，０００円とするものでございます。

主な歳出と致しましては、２款１項 要支援１・２の認定者に対するケアプラン等ケアマネージメ

ントの外部委託の増にともなう１６３万４，０００円の増額等を計上致しております。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（池田洋助君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮ります。「議案第８０号」から「議案第８２号」までの補正予算３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８０号」から「議案第８２号」までの補正予算３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２１ 諮問第４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２１ 諮問第４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４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。人権擁護委員の 石井隆義氏が、平成２９年３月３１日で任期満了となるため、 

山本隆司氏を人権擁護委員に推薦するものでございます。山本氏は、昭和２８年７月２４日のお

生まれで、内子町河内７９３番地にお住まいでございます。山本氏は、内子町役場職員として、

長年に渡り社会教育や人権教育の担当に携わり、地域住民の多様な問題に関わった経験から、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を担い、優れた

資質により様々な事象への対応能力にも長けており、人格識見ともに申し分なく、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。なお、任期は平成２９年４月１日から平成３２

年３月３１日まで３カ年でございます。人権擁護委員法第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。 

お諮りします。「諮問第４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、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。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、議案の審査報告については、１２月１４日の本会議でお願い致します。 

 次の本会議は、１２月１４日、午後３時に開会します。 
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本日は、これをもって散会します。 

午後 ３時１６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１２月第８６回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２８年１２月 ７日（水） 

○開会年月日   平成２８年１２月１４日（水） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番   地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

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

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  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１２号） 

平成２８年１２月１４日（木）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 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ５ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ６ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制

定について 

日程第 ９ 議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更について 

日程第１０ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利の放

棄について 

日程第１１ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１２ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１３ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１４ 受理第 ６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の復活を求め

る請願書 

日程第１５ 受理第 ７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める

請願書 

日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１７ 

 

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１０番下野 安彦議員、

１１番林 博議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（池田洋助君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。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１２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。 
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日程第３ 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について 

  日程第５ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について 

○議長（池田洋助君） 「日程第３ 議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正

について」「日程第４ 議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正について」「日程第５ 議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について」以上、３件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。 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（池田洋助君） 泉総務文教常任委員長。 

〔泉 浩壽総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（泉 浩壽君） ご報告申し上げます。去る１２月８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６８号 内子町職員の給与に関す

る条例の一部改正について」「議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について」「議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正について」の３議案について、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、「議案第

６８号」「議案第６９号」「議案第７０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、平成２８年８月８日付け人事院勧告に伴い、内子町職員の給与等、また町長以下特

別職の期末手当の一部改正、併せて、内子町議会議員の期末手当の改正を行うものです。その主

な内容は、職員の給与改定額は、月例給は、初任給・若年層１５００円、その他４００円の引き

上げを基本に見直しが行われております。特別給では、一般職については勤勉手当の支給割合を、

また特別職並びに議員については、期末手当の支給割合をそれぞれ平成２８年１２月期で０．１

０月分引き上げ、平成２９年度以降は年間で０．１０月分引き上げられています。扶養手当は、

配偶者に係る手当額を減額し、子に係る手当に配分する内容であります。配偶者に係る扶養手当

を１３，０００円から６，５００円に、子にかかる扶養手当を６，５００円から１０，０００円

に、それぞれ２年間で段階的に移行させる内容です。 

委員の質疑においては、「条例改正した場合、金額は幾ら増額するのか。」との質問に対し、「職

員の給料は、１５３万１，０００円。職員の勤勉手当は、６９７万６，０００円。特別職の期末

手当は、２１万８，０００円であり、合計８７２万６，０００円の増額となる。また、議員の期

末手当は、３５万５，０００円の増額となる。扶養手当は、配偶者手当が引き下げられ、手当て

が引き上げられる子の人数が多いことから、経過措置が終わる平成３０年と比較して、年額３０

３万円増額となる。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第６８号」「議案第６９号」「議
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案第７０号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わり

ます。 

○議長（池田洋助君） 委員長報告に対する質疑をおこないます。 

〔「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。 

 討論・採決は、議案ごとにおこないます。 

 まず、「議案第６８号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について」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６８号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第６９号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について」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６９号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第７０号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて」の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７０号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ６ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について 

  日程第 ７ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例
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の制定について 

○議長（池田洋助君） 「日程第６ 議案第７３号 内子町下水道条例の一部改正について」「日

程第７ 議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について」「日程第８ 議

案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定について」以

上３件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） ご報告申し上げます。去る１２月８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７３号 内子町下水道条例の一部改正

について」「議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について」「議案第７

５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定について」審査の結

果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果につい

ては、「議案第７３号」「議案第７４号」並びに「議案７５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致します。まず、「議案第７３号」

ですが、地方公営企業法の適用に伴い、下水道事業としての独立採算制、また下水道区域外の住

民との負担の公平性を鑑み、平成２９年度から下水道使用料を平均約１９％の増額改定をするも

のです。現在の使用料では、維持管理費の７５％しか賄えず、不足分は一般会計からの繰入金で

補う状況にあります。こういった状況は、他の行政サービスを低下させることにもなり、下水道

を使っていない方にも負担が発生し、受益者負担の原則からも健全な状況とはいえないものです。

今回、平均約１９％値上げすることにより、維持管理費の９０％を賄うとする計画であり、年間

約１，２００万円の増収を見込んであります。委員から、「受益者以外の負担が大きいものとなっ

ており、町民みんなが負担していることとなっている。公平性を考えれば、合併浄化槽等に対し

ても優遇措置は必要ではないか。」との意見に対し、「公平性については、今後の検討課題とさせ

てほしい。」との答弁がありました。また、「今回の値上げに至った負担等の状況について、受益

者に十分に説明すること。」との意見がありました。他の委員からも「下水に接続していない零細

な事業所等について、排水の状況や下水道に流せない汚水があるのかどうかなど、加入できない

理由等について、調査をすべきではないか。」との意見に対し、「全国的にも事例はあることであ

るので、調査してみる。」との答弁がありました。 

 次に、「議案第７４号」「議案７５号」については、平成２９年度から地方公営企業法適用に伴

い、下水道の設置等にかかる条例整備であり、特に委員からの質疑、意見等はありませんでした。 

採決の結果、「議案第７３号」「議案第７４号」、並びに「議案第７５号」については、全会一致に

より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。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山本委員長、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７３号 内子町下水道条例の一部改正に

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７３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第７４号 内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定について」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。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７４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第７５号 内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定に

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。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７５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第 ９ 議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更について 

○議長（池田洋助君） 「日程第９ 議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更について」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〕 
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○産業建設厚生常任委員長（山本 徹君） 「議案第７６号 町営土地改良事業計画の変更につ

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、「原案のとおり可決すべきもの」

とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいた

します。 

「議案第７６号」は、稲月地区の農道改良事業の計画内容の変更であります。当初計画は、地

形図等により概算設計で事業費等を算出しており、事業採択されたのち、詳細に設計が行われま

した。その結果、土質等の条件により線形の変更が生じ、延長が１３ｍの減となり、また路側の

構造物が増加したことにより、事業費が４，３５０万円増加となりました。予定工期については、

単年度の事業費予算が２，０００万円程度であることから、２年間延長され平成３１年２月の完

成予定に変更されています。委員からは、特に意見等はなく、採決の結果、「議案第７６号」は、

全会一致により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。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ありませんので、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７６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１０ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩しに伴う権利

の放棄について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１０ 議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金

の取り崩しに伴う権利の放棄について」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） ご報告申し上げます。去る１２月８日の本会議において、

開会中の総務文教常任委員会に付託されました、「議案第７９号 八幡浜・大洲地区ふるさと市町

村圏基金の取り崩しに伴う権利の放棄について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果に

ついて、「議案第７９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、
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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、八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合において、基金の一部を取崩し、同組合で実施するＵ・Ｊ・Ｉターンの推進、及び若

者就業支援等の事業を実施する財源に充てるため、出資金の権利の放棄としての議会の議決を求

めるものでございます。その主な内容は、取り崩し額総額は、１，１４７万５，０００円。取崩

し額は、来年度、再来年度に新たに取り組み予定の事業の、首都圏で開催される移住フェアへ参

加し、Ｕ･Ｊ・Ｉターンを推進するための経費として４４２万１，０００円。県内の事業所や県内

外の大学生のニーズ調査を行い、若者の就業支援への取り組みを進めるための経費として１０２

万円。また、継続して取り組む事業として、広域情報誌の発行のための経費として４４１万２，

０００円。ホームページを運営し情報発信する経費として１６２万２，０００円を充てる予定の

ものでございます。委員の質疑においては、「現在の市町村圏組合の基金総額は。」との質問に対

し、「３市２町と愛媛県の合計で、３億９，３１５万５，０００円になる。取崩し後の基金残高は、

３億８，１６８万円になる。内子町分は、３，８３５万４，０００円。取崩し後は、３，７２３

万５，０００円になる。」との答弁でありました。「広報誌発行に対して、基金を取り崩して対応

する理由は。」との質問に対し、「今までは、国債の運用益で対応していた。平成２４年度以降は

普通定期預金で運用しており、運用益も少なくなっている。」との答弁でありました。「２年間は

基金の取り崩しでの対応だが、その後も基金の取り崩しで対応予定か。」との質問に対しまして、

「現時点では未定である。市町村圏組合の在り方そのものを検討する必要がある。」との答弁であ

りました。採決の結果、「議案第７９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。 

 ここで、暫時休憩します。４０分から再開します。 

 

午後３時３０分 休憩 

 

午後３時４０分 再開 

 

○議長（池田洋助君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 これより、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７９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７９

号」は、委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田洋助君） 起立全員です。 

 よって、「議案第７９号」は委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第１１ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第１２ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

  日程第１３ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（池田洋助君） 「日程第１１ 議案第８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

３号）について」「日程第１２ 議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について」「日程第１３ 議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業

特別会計補正予算（第１号）について」以上、３議案を一括議題とします。審査経過について委

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） それでは、報告を申し上げます。去る１２月８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３件の補正予算について、１２月１２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、慎重な審査をおこないました。

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３議案原案のとおり可

決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致しま

す。 

議案第８０号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）につきましては、４億２，２

２１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を１１６億４０１万２，０００円とするもので

す。今回の補正予算は、主に国の経済対策にもとづく補正予算に関連する補正であります。まず、

消費税率引き上げに伴う低所得者世帯への１人１万５，０００円を給付する臨時福祉給付金、５，

２００人分、７，８００万円。大瀬保育園の施設整備に２億８１７万円の補助金。町道長田小学

校線、西横ノ地線、重松中線の道路改良事業に４，０００万円の事業費が予算化されています。

以上事務費等あわせて、３億２，９１１万８，０００円が国の経済対策に伴う補正予算でありま

す。その他、主なものとしては愛媛県と自治体情報セキュリティの一本化のための費用負担に２

１６万円。大洲喜多地域の病院、診療所間の医療ネットワークシステム構築のための補助金１，

０８９万２，０００円。財源は、地域福祉基金です。これは、地域の円滑な医療の提供と確保を

図り、在宅医療の連携強化によって地域医療体制を充実させようとするものであります。今年度

は、喜多医師会病院と市立大洲病院間の診療カルテデータの共有化を行い、ハード面を整備し、

その後、加戸病院、大洲記念病院、大洲中央病院においても共有化を進めていくというものであ

ります。また、土砂災害危険への早期対策として、がけ崩れ防災事業に６カ所、７，２００万円

を予算化されています。それら理事者からの提案説明に対し、委員から「今でもセキュリティの

強化にはずいぶん投資をしているが、その都度、その都度の対応となっていないか。」との質問に

対し、理事者から「マイナンバー導入以降、セキュリティの強化に努めてきたが、単独より、ま
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とまって構築するほうが財政的、効果的に良いとの判断、よりいっそう強固なものにするため県

と一本化するものであり、愛媛県がセキュリティクラウドを構築し、それに接続するための内子

町分の費用負担である。」との答弁がありました。また、病院のネットワークについての質疑にお

いて、「今後、喜多医師会病院が移転した場合に、ネットワークシステムの移転費用も発生するが、

その際、町の費用負担も生じるのか。」との質疑に対し、理事者からは、「移転等に関することの

相談は受けていない。」との答弁がありました。その他、内子運動公園テニスコート改修工事にお

いては、工事請負費から備品購入費への組み替え、小田地区での放課後こども教室については、

２８年度から土曜日も実施したこと、また２年目で利用者が２倍になったことから、活動推進員

の賃金補正がされています。そのことを踏まえ、委員から「早急に幼保一体化の検討が必要では

ないか。」との意見に対し、理事者から「一般質問での町長答弁も踏まえ、早急に検討する。」と

の答弁がありました。その他、補正予算について多くの質疑がなされました。採決の結果、議案

第８０号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）は、全会一致により原案のとおり可

決すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計２件についてですが、議案第８１号、平成２８年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出それぞれ１５９万７，０００円追加し、２５億

５,６９０万９，０００円とするもので、介護予防日常生活支援総合事業の利用増による補正予算

であります。委員から、「総合事業はチェックリストだけで、すぐに訪問介護、デイサービスが利

用できるが、福祉用具や住宅改修を利用したい場合はどうするのか。」との質問に対し、理事者か

ら、「介護計画を作成の際に、必要であれば介護認定を受けて頂くようにしている。必要とされる

サービスには柔軟に対応している。」との答弁でありました。採決の結果全会一致で可決すべきも

のと決定致しました。 

最後に、議案第８２号、平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、歳入歳出それぞれ１６３万４，０００円を追加し、１，８１８万９，０００円

とするもので、要支援１、２の認定者に対するケアプランの作成件数が増えたことによる補正予

算であります。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。 

予算は、町の針路を定めるもっとも重要な議案であります。今後とも、活発な討議のもと、チ

ェック機関として議会の責任が果たせるよう、委員各位のご協力をお願いし、委員長報告を終わ

ります。 

○議長（池田洋助君） 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８０号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３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。 
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よって、「議案第８０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第８１号 平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」

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８１号」は、委員長報告の通り可決されました。 

 続いて、「議案第８２号 平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について」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８２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１４ 請願受理第６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の復活を求

める請願書 

○議長（池田洋助君） 「日程第１４ 請願受理第６号 ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所

得補償制度の復活を求める請願書」を議題とします。請願の内容については、配布しております、

請願の写しの通りであります。 

 お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査

とすることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「請願受理第６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

 

  日程第１５ 請願受理第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求

める請願書 

○議長（池田洋助君） 「日程第１５ 請願受理第７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤

交替制労働の改善を求める請願書」を議題とします。請願の内容については、配布しております、

請願の写しの通りであります。 

お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査
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とすることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「請願受理第７号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

 

  日程第１６ 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１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。 

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議長の

諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出があり

ました。 

お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（池田洋助君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。 

 

  日程第１７ 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１７ 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） 本定例会、閉会にあたりまして、町長として一言、ご挨拶を述べさせて

いただきたいと思います。本定例会に提案させていただきました、全議案、適切なご判断のもと、



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 113 - 

お認めをいただきまして、誠にありがとうございました。心から御礼を申し上げたいと思います。

その趣旨に沿って適切に執行して参りたいというふうに思います。また、私にとりましては、４

年間の町長の任期の中で、今定例会最後となりました。議員の皆さん方、それぞれのお立場でま

た議員という立場で今日までご指導、ご協力を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げる次第でご

ざいます。本当にありがとうございました。今後ともどうぞ良い町を作っていく、元気な町を作

っていくために、皆さん方のお力をいただきたいというふうに思います。朝夕めっきり寒くなり

ました。どうぞ、お体には十分ご注意なさって、健康管理に気を付けていただいて、さらなる内

子町発展のためにお力を賜りたいというふうに思います。本定例会、誠にありがとうございまし

た。御礼を申し上げます。 

○議長（池田洋助君） 以上をもって、平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会を閉会しま

す。 

 

午後 ３時５８分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 

  



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

‐ 114 ‐ 

  



平成２８年１２月第８６回内子町議会定例会 

- 115 - 

第８６回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

１２ 
専決処分の報告について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
受理 

議案 

６７ 

第６３号 内子町デジタル防災行政無線整備工事に

係る工事請負契約について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

６８ 
内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

６９ 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７０ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７１ 
内子町税条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

７２ 
内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

７３ 
内子町下水道条例の一部改正について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７４ 

内子町下水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いて 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７５ 

内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に

関する条例の制定について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７６ 
町営土地改良事業計画の変更について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

７７ 
愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

７８ 

愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

らの脱退に伴う財産処分について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

７９ 

八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金の取り崩し

に伴う権利の放棄について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

８０ 

平成２８年度内子町一般会計補正予算（第３号）に

ついて 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 
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議案 

８１ 

平成２８年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

 

８２ 

平成２８年度内子町介護保険サービス事業特別会計

補正予算（第１号）について 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 
原案可決 

諮問 

４ 

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 

28.12.7 

平成 

28.12.8 
原案可決 

 

２ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

 ３ 

公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保

と地域経済の振興を求める請願 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.7 
不採択 

 

 ６ 

ＴＰＰ協定の慎重審議と農業者戸別所得補償制度の

復活を求める請願書 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 

閉会中 

継続審査 

 

７  

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の

改善を求める請願書 

平成 

28.12.7 

平成 

28.12.14 

閉会中 

継続審査 

 

 

 


