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平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年１２月６日（水） 

○開会年月日   平成２９年１２月６日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  小野植 正 久 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・地域振興課課長補佐  高 山 重 樹 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

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

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

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

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１４号） 

平成２９年１２月６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２９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 １号 給付型奨学金制度改善に関する請願書 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第７まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会を開会致します。

本定例会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長、代表監査委員及び農

業委員会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（山本徹君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１１９条の規定により、議長において、３番、向井 一富議員。４番、久保 美博議員

を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「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２７日開催の議会運営委員会において協議され、

本日から１３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（山本徹君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から月日までの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１４号のとおりであります。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。議長としての報告事項は、お手

元に配布しているとおりであります。ご覧いただいたことと思いますからご了承下さい。これを

もって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることにします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに平成２９年１２月内子町議会定例会を招集致しましたとこ

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

ざいます。本定例会に、町長として提出いたします案件は、議認１件。条例の一部改正３件。工

事変更請負契約１件。町道路線の変更・廃止２件。市町総合事務組合の規約変更など２件。補正

予算３件。人事案件１件の合計１３件でございます。それぞれの案件につきましては、その都度、

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

ず、最初に内子町職員による人身事故についてお詫びを申し上げたいと思います。すでに新聞等

でご承知のこととは思いますが、１１月２１日の夕刻、内子町職員の運転する軽乗用車が８４歳

の女性と衝突し、相手の方が亡くなるという事故が発生いたしました。お亡くなりになられた方

のご家族、ご親族の皆さまに心からお詫び申し上げますとともに、故人のご冥福をお祈りいたし

ます。また、町職員がこのように大きな事故を起こしてしまったことで、ご心配をおかけした関

係者、町民の皆さまに対しましても、心よりお詫び申し上げます。今後は、さらなる交通安全と

法令順守を徹底すべく、研修等に取り組みたいと思います。 

さて、師走を迎え、寒さの厳しい季節となりましたが、秋には、町内各地で祭りやイベントが

開催され、多くの参加者や見物客で賑わいました。１１月３日、５日には、「うちこわまつり」と

題し、各所のイベント会場を回る無料周回バスも運行され、訪れた人に石畳地区の水車祭など郷

土色豊かなイベントを楽しんでいただくことができました。幸い両日とも天候に恵まれ、どの会

場も盛況のうちに開催することができたようです。地域の食材を使ったバザーや、郷土芸能も人

気で、町外からも多くの方が来られていたように思います。今後もぜひ継続し、地域に足を運ぶ

きっかけにしていただけることを期待しています。その一方で、この秋は、台風１８号、２１号

により内子町においても大きな被害が生じました。台風１８号の被害につきましては、先般の臨

時会におきましてもご報告させていただきましたが、その後の被害状況も含めて精査し、当面の

復旧に必要な予算について本定例会に提案させていただいております。後ほどご説明いたします

ので、ご審議の上、ご承認いただきますようお願い致します。 

さて、ご承知のとおり、日本の公債残高は年々増加の一途をたどっています。今年３月末時点

の国債や借入金、政府短期証券を合わせた国の借金の残高は、過去最高の１，０７１兆５，５９

４億円に達しています。これは世界的にも類を見ない金額だと思われます。国の収入は年間約１

００兆円ほどですが、このうち４０兆円ほどが公債で賄われています。単純に例えると６００万

円しか収入のない人が、毎年４００万円を新たに借り入れ、１，０００万円を支出しているよう

なもので、かなり気になる状況だと考えます。内子町をはじめ地方自治体の多くは、合併による

人員削減や、学校や施設の統廃合、議員定数の削減など、身を切る努力をしております。国にお

いても財政再建のため、真摯な努力をされ、私たちの子孫に、これ以上の負担をかけることなく、

将来に希望のもてる国づくりを進めていただくことを切に望みます。それでは、早速当面致して

おります事務事業等についてご報告申し上げます。 

ご報告致します内容は、第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」について。ドイツフ

ェスタ２０１７及びローテンブルク市訪問団について。からり直売所出荷者運営協議会 平成２
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９年度「第５６回農林水産祭」むらづくり部門 内閣総理大臣賞受賞について。ＤＩＮＩＮＧ Ｏ

ＵＴ ＵＣＨＩＫＯ ｗｉｔｈ ＬＥＸＵＳについて。「上岡美平－作品とその生涯－」展につい

てでございます。 

それでは最初に、第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」についてご報告致します。

９月２９日から１０月４日までの間、内子町を会場に開催されましたライフル射撃競技、ゴルフ

競技（成年男子）には、期間中、延べ７，２００人の方々にご来場いただき、盛況のうちに会期

を終えることができました。会場は、町内小中学校、児童・生徒による各県の手作り応援のぼり

旗、歓迎の花プランターで飾られ、運営ボランティアの皆さまによる心のこもった接遇もあり、

内子らしいおもてなしあふれる大会となりました。特に、ライフル射撃競技会場において、１日

３００食限定で提供したふるまい料理につきましては、来場者から大変ご好評をいただきました。

愛媛県の競技成績につきましては、天皇杯、皇后杯とも過去最高の２位となり、内子町出身者も

岩中まりな選手が剣道少年女子・団体で優勝、水野泰輔選手が空手道成年男子組手・団体で優勝、

成年男子組手・個人で準優勝、紺屋沙也乃選手が空手道成年女子形・個人で準優勝するなど活躍

されました。特に、地元開催のライフル射撃競技では、内子高校２年の高尾美月さんがビームピ

ストル少年女子で３位に入賞し、町民にとっても、大変うれしい結果となりました。また、開会

式には、天皇皇后両陛下がご臨席されるなど、期間中、多くの皇族の方々が愛媛県へお越しにな

られました。内子町におきましても、眞子内親王殿下に、内子座をご視察いただき、「子ども狂言」

をご覧いただきました。このことは町民にとって、大きな喜びとなり、記憶に残るものとなりま

した。引き続き開催された全国障害者スポーツ大会では、フライングディスク競技で内子町大瀬

の米田清作選手が見事金メダルを獲得されました。８６歳という年齢でのご活躍に、スポーツを

通して、人生が輝いていくという見本を見せていただいたように思います。今回の国体開催にあ

たっては、事前に「町民の英知と創造力を結集し、総力を挙げて、魅力と感動にあふれた国体に

する」という基本方針を掲げておりましたが、そのことは十分に達成できたのではないかと考え

ております。改めまして、大会を支えていただいた多くの町民、関係者の皆さまに感謝申し上げ

ます。 

次に、ドイツフェスタ２０１７及びローテンブルク市からの訪問団についてご報告いたします。

９月２３日、今回で５回目の開催となるドイツフェスタを内の子広場で開催致しました。当日は、

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館より、フリードリッヒ・ラーン副総領事ご夫妻、バイエル

ン州駐日代表部から、クリスティアン・ゲルティンガー代表にもお越しいただきました。町内外

約１，５００人のご来場があり、ドイツビールや料理、演奏など本場ドイツの雰囲気を味わって

いただきました。また、ローテンブルク市から寄贈を受けた民族衣装によるファッションショー

も開催しました。併せて、ローテンブルクの町並みを再現したミニチュア模型の展示と姉妹都市

の交流展を開催し、これまでの内子町とローテンブルク市との歩みをご覧いただきました。開催

にあたりご協賛いただいた企業や団体、関係者の皆さまにお礼申し上げます。今後も、ローテン

ブルク市との姉妹都市交流を記念し、外国の文化に触れ、楽しめる機会として開催し、地域の活

性化に繋げていきたいと考えています。１０月には、１３日から１６日の４日間、姉妹都市ロー

テンブルク市よりケッレ第３市長ご夫妻をはじめとする訪問団２１名が来町されました。滞在中

は、両市町の交流のきっかけとなった町並み保存地区の散策や、和紙や日本酒など特産品の体験



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

- 5 - 

プログラム、ホームステイによる日本の暮らし体験などにより、日本や内子を深く知っていただ

く機会となりました。また、様々な場面で町民の皆さんと触れ合っていただき、身近な国際交流

の機会ともなりました。今後も、各分野の交流を積み重ね、両市町の絆を深めていく所存ですの

で、議員の皆さまにおかれましても引き続きご支援・ご協力をいただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

次に、からり直売所出荷者運営協議会、平成２９年度「第５６回農林水産祭」むらづくり部門 

内閣総理大臣賞受賞についてご報告致します。内子フレッシュパークからりの出荷者で組織する

からり直売所出荷者運営協議会が、今年度の「農林水産祭」むらづくり部門で内閣総理大臣賞を

受賞致しました。関係者の皆さまへ心よりお祝いを申し上げたいと思います。この協議会は、内

子町産農産物のブランド化と農村女性の自立の推進を目的に平成６年に発足したものです。内子

産の農産物にこだわった販売方針を堅持するとともに直売所の運営やイベントの企画等に会員が

組織的に取り組んでこられました。開設当初は女性、高齢者が中心でしたが、専業農家や若者の

出荷者も増加しており、直売所の販売総額は、内子町の林業を除く農業総生産額の１６％、４億

円を占め、農家の経営を支える場となりました。また、早くからＩＣＴの利用や環境保全型農業

を推進しており、栽培履歴情報の登録・開示を行うトレーサビリティシステムは、他の直売所に

先駆けて運用されています。直売所に多くの女性が関わることで、農業経営に参画するようにな

り、家族経営協定の締結に現れるなど、経済的・社会的自立が醸成されています。併せて消費者

との交流や新規就農者の育成、巡回集荷等による高齢農家対策も積極的に取り組まれています。

今後も出荷を持続していただき、消費者の皆さまと直接つながることで、生産者にとっての自信

や誇りに繋げていただきますことを希望致します。 

次に、ＤＩＮＩＮＧ ＯＵＴ ＵＣＨＩＫＯ ｗｉｔｈ ＬＥＸＵＳについてご報告いたしま

す。１０月２８日、２９日の２日間、内子町を会場にＤＩＮＩＮＧ ＯＵＴ ＵＣＨＩＫＯ ｗ

ｉｔｈ ＬＥＸＵＳが開催されました。ダイニングアウトは、日本のどこかで数日だけオープン

する特別な野外レストランをコンセプトに開かれるもので、愛媛県内では初の開催となりました。

提供された料理は、大阪の二つ星レストラン「Ｌａ Ｃｉｍｅ」を率いる高田裕介シェフが担当

し、当日のホスト役は、東洋文化研究家のアレックス・カー氏が務められました。また、準備段

階から町内の料理人や菓子職人、サービス関係者等約４０人が参加し、日本を代表するシェフと

の共同作業に従事されました。参加者は、まずレセプション会場である内子座において日本舞踊

を観劇した後、舞台上で、ウェルカムドリンクやフィンガーフードを楽しまれました。次にディ

ナー会場である重要伝統的建造物群保存地区内の路上に移動し、じゃばらや栗、内子豚やキジな

ど内子町特産の食材を使用した料理を堪能されました。会場は、内子手しごとの会が製作した行

灯と照明でディスプレイされ、非日常的な空間が演出されました。初日は、台風の接近により雨

天の中での開催となりましたが、２日目は晴天の中で開催することができました。この催しには、

全国から２日間で７４名が参加されましたが、当日実施したアンケートには９８％の方が参加し

て満足と回答されています。この模様は、ＢＳジャパンで｢奇跡の晩餐｣として放映されたほか、

雑誌「Ｐｅｎ」、「料理通信」、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｊａｐａｎ」などで特集が組まれる予定です。

内子町にとりましても初の試みでございましたが、この催しが、町並みや内子の食材に新しい価

値を見出し、まちづくりの担い手が育つきっかけとなりますことを願っています。また、料理や
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サービスの質が向上することにより、町内で食事や宿泊を楽しまれる滞在型の来訪者が増えるこ

とを期待しています。実行委員会の皆さまのこれからの取り組みを注視していきたいと思います 

最後に、五十崎出身の洋画家、上岡美平の没後８０年を記念して開催した「上岡美平－作品と

その生涯－」展についてご報告いたします。上岡美平は、旧五十崎町に生まれ、画家をめざしま

したが、日中戦争に出征し、２７歳の若さで戦死致しました。没後８０年の節目を迎える本年、

１１月３日から１２月３日までの期間、上岡美平没後８０年記念展示会「上岡美平－作品とその

生涯－」を開催致しました。彼の作品や遺品の多くは、実弟大衛氏が大切に管理され、平成１２

年にその多くを当時の五十崎町にご寄贈いただきました。現在は、五十崎凧博物館に収蔵し、一

部を公開しております。今回、ご遺族のご厚意により、五十崎に残るアトリエを特別にお借りす

ることができ、初公開の作品を含めて１００点ほどを選りすぐり、アトリエと凧博物館で公開い

たしました。開催に際しましては、実行委員会を組織し、地元老人クラブや自治会有志の皆さん

に多大なるご尽力をいただきました。この場を借りて感謝申し上げる次第です。また、１１月１

９日には、戦没画学生コレクションの先駆的存在である戦没画学生慰霊美術館「無言館」より林

数馬資料室長をお招きし、内子座等の文化政策でご指導いただいている徳永高志さんを座長に、

ギャラリートークを開催し、８０名を超える方々にご聴講いただきました。今回の事業では、ア

トリエの掃除や草刈りなど、地域との協同で作業を行うことで、美平の作品やアトリエの存在を

町民の皆さんに知ってもらうこと、五十崎の文化的資産の一つとして親しんでもらうことを念頭

に取り組みました。また、芸術の道を志した当時の若者のほとばしるような情熱や、生き生きと

した当時の人々の営みが、絵画を通じて鮮やかに感じられたのではないかと思います。このよう

な活動を愚直に継続しながら、洋画家上岡美平に対しより理解が深まり、アトリエや作品が町民

に愛される存在となるよう、町として取り組んでまいりたいと考えます。以上、５件の事柄につ

いてご報告申し上げました。いずれの事業も、町内外の方との交流が柱となっています。これら

の成果を活かし、今後のまちづくりに繋げ、交流人口の拡大に努めたいと考えておりますので、

引き続き議員各位のご指導とご協力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。 

○議長（山本徹君） 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２９年度定例監査の結果に関する報告 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 平成２９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 安男代表監査委員、ご登壇願います。 

○代表監査員（片岡安男君） 議長。 

○議長（山本徹君） 片岡代表監査員。 

〔片岡安男代表監査委員〕 

○代表監査員（片岡安男君） おはようございます。自治体の基本法であります地方自治法では、

住民の福祉の増進を図ることを基本として、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増

進に努めるとともに、「最少の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない。」と謳われ

ております。従いまして福祉の増進というのは、自治体、つまり内子町の使命でもあると思うわ

けでございます。本日、この後質問される方の質問をちょっと見せていただきましたけれども、

やはり内容をみたら幸せとか豊かさとか安全とか安心とか未来のための教育的なこととかこれも
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全て住民の福祉増進のことであると思っております。私も監査を通じまして、このことを念頭に、

このことを踏まえて実施しているところでございます。 

それでは、平成２９年度定例監査結果を報告します。資料の２、ページ４を開けていただいた

らと思います。よろしいでしょうか。監査結果をご覧下さい。平成２９年度前期における各部署

の事業執行について、内子町監査基準並びに監査委員の必携に基づき、多くの事務事業から抽出

により実施致しました。その結果、一般会計・特別会計の各種事業は、現時点では問題もなく進

捗しており、また事務事業の執行内容も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、一方、今後なお検討していただくことも、留

意していただきたいことも見受けられましたので、ご報告をさせていただきます。１の工事、委

託業務、及び備品の発注についてでありますが、先の決算報告で申し上げましたとおり、多くの

業務が請負、委託、購入など、外注により執行されており、先程申し上げました「最少の経費で

最大の効果」といった地方自治法の趣旨が生かされていると思います。今回の監査では、発注者

の施行事務が以前に増して考え、根拠となる法令等が示され、適正な事務処理がおこなわれてお

り、このような事務処理は私も毎年度言っておりますが、定着したのではないかと思っておりま

す。ただ、ここ数年、懸案している契約が一つございます。それは入札などの競争の方法によら

ず、任意に適当と思われる相手方を選んで結ぶ随意契約の中の特に競争性の伴わない特命的な随

意契約でございます。この契約は、年度を重ねるごとに多くなっているように思えます。ご承知

のとおり、競争性がないため、契約額は過大になる恐れがあり、また適正な価格かどうか疑問も

あると思うわけであります。そのような契約には、それなりの理由がありまして、例えば①特定

業者が初期の契約の時に設備投資をしているとか、これまでの企業データを活用する必要がある

と、他の人がなったら貸してくれないということですね。それからですね、事業の目的から継続

性が求められる、これは今年だけの事業ではないと。来年も再来年も将来につながるというよう

なそういう継続性があるということですね。近隣に発注者の希望に応える業者が特定される等が

主な理由に挙げられると思います。このような一業者随意契約による契約には、契約前に提出さ

れる業者の見積について、その内容をよく聞き取り、審査、検証していくことが大切であると思

います。このためには、日頃から検証能力の向上に努めることが求められると思うわけでありま

す。ただ、業務の内容にもよりますが、産業振興課や環境政策室が公募による契約とか、それか

ら提案型のプロポーザル方式の契約を活用しております。これらの時にですね、内子町競争参加

資格審査会にこれらを諮っておるようでございますが、これらに見積額を含めて諮るということ

も一つの方法であるかなとちょっとしゃべりながら思いついたわけでございます。 

 それから、次の２の一括発注契約と長期継続契約の活用についてでありますが、公共施設整備

後の大切なことは、定期的な保守点検などの維持管理でありまして、適切な維持管理は、施設の

長寿命化につながり重要なことであります。この保守点検委託契約が関係課を含めて一括発注さ

れており、また長期継続契約が活用されておる、つまり併用されておるということでございます

が、これは事務の簡素化と効率化、それから会計年度間の円滑な事務執行にもつながり、評価で

きることであります。３月３０日で終わり、４月１日からというのは、異動があったりいろいろ

ごたごたする時ですけど、そういうような時のことにこれを長期継続契約を活用してやれば、仕

事がスムーズにいくと、そういうようなことを言っておるわけでございます。このような一括発
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注契約や長期継続契約は他にもあるのではないかと思うわけでありますが、各課との連携を密に

して積極的な活用に努めていただきたいと思うわけでございます。 

次に、３の下請け契約の指導についてでありますが、本町では工事の全部または主な部分を請

け負わせるような一括下請負の建設業法違反工事はありません。先の決算報告で「より安いもの

を追及しすぎると、手抜工事とか下請業者への締め付けとか、結果として建設業全体の健全な発

展にはつながらない」と申し上げたところでございますが、その理由は、元請け下請との契約で

重要視されるのが、私は契約額ではなかろうかと思っております。減額するとすれば、従業員の

福利厚生とか、安全管理ですね、現場の安全管理ではないかと思うと、またそうであってはなら

ないと思ったからでございます。このほど、中央建設業審議会長から建設業法の規定に基づき勧

告と公共工事標準請負約款の改正通知がありました。このことは、議員の皆様方もご承知のとお

りであります。改めて申し上げますと、建設業において雇用・医療・年金保険など法定福利費を

負担しない企業、つまり業者は下請人としてはならないとし、違約罰が課せられることになりま

した。本来、契約は対等な立場で締結するべきものでありますが、元請と下請では下請が弱い立

場になりがちです。これは下請の若年入職者の減少や中長期担い手の確保・育成が難しくなるこ

とは、当然のことと思うわけであります。従いまして、不公平で不当な契約には留意されるとと

もに、この勧告の遵守と適切な指導に努めていただきたいと思うわけでございます。 

 次に、４の「各種補助団体育成指導について」でありますが、各種団体の活動に補助金等を通

じて支援・奨励することは、地域の活力とそれから人材育成、それから伝統的文化の普及継承、

内子町の良さ、素晴らしさを町内外にＰＲするなどなど、また行政を円滑に推進する上で特に大

切なことであると思うわけでございます。 

 内子町は、町並みや内子座のように年間を通じての固定的な観光客もあり、また合併前の五十

崎・内子・小田には、季節的におこなわれる伝統的な大きなイベントがあり、合併後の内子町を

より大きくＰＲしていると思います。このようなことを勘案しますと、補助金の審査や査定は、

前例踏襲とか形式的となってはならないと思うわけであります。従いまして、団体の実態、悩み

等など、声なき声を聴きながら、各種団体の更なる指導と育成に努めていただきたいと思うわけ

でございます。 

 次に以前、議員の方から補助制度化について質問されました平成２８年度から実施されており

ます内子町ＬＥＤ防犯灯改修事業については、ＬＥＤは寿命が長い、それから電気代が安い、そ

れから衝撃などに強く壊れにくい、虫が寄り付かない、それから二酸化炭素の排出量が少なく環

境にやさしいなどなど、多くのメリットがあります。また、補助制度の実施にあたっては、本道

からいうのは、町道ですとか、県道とかそういうところだと思いますが、脇道にも一部対象とな

っているなど、配慮されており、評価できることであると思います。ただ、近年は、ご承知のと

おり、道路の明るさにも貢献してきた店舗の閉店、それから早めの消灯が目立つようになり、一

方、新たな住宅地域もできており、新たに設置場所が必要な地域もあるのではなかろうかと思わ

れます。今後とも自治会等と連携し、安全で安心な地域整備に努められますことを期待いたした

いと思います。 

 終わりに去る１１月２５日に、町内の旭館で上映されました「内子良い町、からりで逢いまし

ょう」というこういう公演とか映画がありますので、私も拝見致しました。これまでの農家と町
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が一丸となった取り組みに心を打たれました。また、内子町が自慢できる観光地なども数多く紹

介されておりました。改めて思うことは、今後とも内子の良さと個性が発揮され、「内子町を訪れ

てよかったな、住んでよかったな。子育てして良かったな。」と思え、また言われるような内子町

の実現のため、なお一層努められますことを望みまして、監査報告と致します。 

○議長（山本徹君） 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（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 以上で、「監査報告」を終了しました。 

 

  日程第 ６ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「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

いたします。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、７名であります。本日の質問者は５

名とし、あとの２名は明日おこないます。それでは受付順に、質問を許します。 

 最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○５番（森永和夫君） 師走に入り、クリスマスに大晦日、賑やかさと慌ただしさを増す中、開

催されます１２月議会に当たり通告に従い質問を致します。 

 さて、日本の総人口は、平成２８年１０月１日現在、１億２，６９３万人。６５歳以上の高齢

者人口は、３，４５９万人となり、総人口に占める割合、高齢化率は２７．３％。「４人に１人が

高齢者」ということになります。団塊の世代が後期高齢者、７５歳以上になる２０２５年には、

３，６７７万人に達すると見込まれています。さらに、総人口が減少する中で、高齢者が増加す

ることにより高齢化率は上昇を続け、団塊ジュニアが６５歳になる２０３５年には３３．４％、

３人に１人が高齢者となるようです。将来的に、高齢者人口が減少に転じても、６５歳到達者数

が出生数を上回ることから高齢化率は上昇を続け、いずれ国民の約２．５人に１人が６５歳以上

の高齢者となる、人類が経験したことのない「超・超高齢社会」が到来すると推計されています。

この高齢化率ですが、世界保健機構や国連の定義では、高齢化率が７％を超えた社会は「高齢化

社会」、１４％を超えると「高齢社会」、２１％を超えると「超高齢社会」とされています。日本

は現在すでに２７．３％です。世界一の「超高齢社会」と呼ばれる状況であり、これをどう乗り

切るかが今問われています。内子町の現状を見ると、高齢者数が、６，５１２人、高齢化率３８．

４％。その内、前期高齢者である６５歳から７４歳が２，７２７人で１６．１％。後期高齢者が、

３，７８５人、２２．３％となっています。この超高齢社会が何をもたらすのか、これまで国を

支えてきた世代が給付を受ける側に回るため、医療、介護、福祉サービスへの需要が高まり、社
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会保障財政のバランスが崩れるとも指摘されています。私も、前期高齢者です。私だけでなく、

介護や福祉サービスが今後どうなるのか、超高齢社会の中、高齢者と家族はどう対応すべきなの

か、今後、多くの家庭にとってますます身近で深刻な問題となってきます。団塊の世代が７５歳

を迎える２０２５年、内子の高齢者福祉はどうなると予測されているのか、伺います。さて、平

成２８年度決算認定審査の中で、在宅介護をされている家族に対する新たな支援についての検討

をしてはと提言を致しました。町長からは、内部で検討させていただきたいということでありま

した。長年にわたって社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有している高齢者が、敬愛され、

生きがいをもって健康で安心した生活を送ることができるよう、介護が必要になった方への福祉

サービスはもちろんですが、安心して在宅生活を送れるようにするシステムも含め、高齢者福祉

の推進を図ることが今求められていると考えます。内子町では現在、要介護の高齢者を月の半数

以上在宅介護している家族の負担軽減を目的に「介護用品支給事業」と、月額７，５００円を支

給する、「在宅寝たきり老人等介護手当支給事業」がありますが、それぞれの利用状況を伺います。 

次に、この２つの事業、どちらも要介護４・５ということです。この要件を少し緩和すること

を検討すべきと考えますが、ご所見を伺います。また、「在宅寝たきり老人等介護手当支給事業」

の中にある、「寝たきり老人等」の定義に、要介護４又は５の認定を受けている者であって、かつ、

居宅において寝たきりの状態が継続している者、又は「重度の認知症にある者」とありますが、

この「重度の認知症」について判定基準を伺います。さて、６５歳以上の高齢者の認知症患者数

と有病率の将来推計についてみると、平成２４年は認知症患者数４６２万人と、６５歳以上の高

齢者の７人に１人でしたが、平成３７年、２０２５年には約７００万人、５人に１人になると見

込まれています。先日の愛媛新聞に、「認知症対策、鍵は子ども」という高齢化率県内５番目の鬼

北町での取り組みが掲載されていました。認知症に対する町民の理解を深める取り組みの一環と

して、小中学生の認知症サポーターを養成し、地域全体で認知症の高齢者を見守る仕組みづくり

を目指そうというものです。認知症サポーターは、厚労省の認知症を知り地域をつくる１０ヵ年

キャンペーンの一環として、２００５年から養成講座がスタートしていますが、内子町での取り

組みを伺います。 

次に、２０１７年３月１日厚生労働省が公表した第２２回生命表によると、日本人の平均寿命

は男性８０．７５歳、女性は８６．９９歳で過去最高を更新したそうです。この平均寿命の延び

と比べ、日常生活に制限のない期間、いわゆる健康寿命の延びは小さく、男性７１．１９歳、女

性７４．２１歳です。人間いかに健康で長生きするか。現在１００歳以上の人が６万５，６９２

人、今年度中にさらに３万１，７４７人増え、もう少しで１０万人になるようです。近い将来「人

生１００年」という時代も到来すると言われています。私も、できれば１００歳まで生きて、３

４年後の内子がどうなっているか、日本や世界がどうなっているか、見てみたいと思っています。

そのためには、なんといっても健康でいることと介護予防です。内子町での「介護予防」「予防医

療」についての取り組みを、伺います。 

次に、内子町には、障害者自立支援法を根拠とする、障害によって働く事が困難な方が、地域

の中で、より自分らしく暮らしていくことができるよう、日中の活動をサポートする「障害者地

域活動支援センターかいと」があります。ここを利用される方は、それぞれ徒歩や、自転車、バ

ス、家族による送迎などそれぞれの手段で通われていると聞きます。先の３月議会、２９年度一
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般会計予算、保健福祉課所管の審査の中で、同僚議員から、通所されている方への交通費への全

額補助の検討、また、私が、工賃のアップも含め根本的なことも考えるべきとの発言を致しまし

た。その後、検討はされたのか伺います。 

最後に、９月議会では、子育て世代の負担軽減について。今回は、高齢者福祉と障がい者福祉

の充実について質問を致しました。行政を監視し、批判するのも議員の役割です。それと同時に、

政策立案能力を高め、政策提言するのも役割です。「声なき声に耳を傾け、光の当たらないところ

に光を当てる」という政治の原点に立ち返り、町民の皆さんの負託に応え、誰もが夢と希望を持

って暮らせるまちをめざして、しっかりと議員の役割を今後とも果たしていきたいということを

申し上げ、総括質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 森永議員の質問にお答え致します。まず、初めに超高齢社会

への見通しについてでございます。平成２７年３月に作成を致しました内子町高齢者保健福祉計

画、第６期介護保険事業計画では、平成３７年の推計人口は１万４，４６４人、年少人口、０歳

から１４歳は１，４９４人、生産年齢人口、１５歳から６４歳は６，９５９ 人、高齢人口６５歳

以上については６，０１１ 人、高齢化率は４１．６％と高くなると予想されております。全体の

人口減少により、高齢者人口はおよそ５００人程度減少するのではないかと予測しております。

要介護認定者数は、平成３２年までは若干増加傾向を示しますが、平成３７年には減少傾向にな

り、認定者数は平成２９年とほぼ同数となります。世帯構成はこちらも変化を致しまして、高齢

者のみの世帯の割合が増え、家庭看護・介護力が現状よりも若干低下するのではないかと危惧を

しておるところです。介護サービスについては、重度の要介護状態や認知症になったとしても、

住み慣れた地域でそれまでと同様の生活を続けられるようにするという地域包括ケアシステムの

基本的な考え方を実現すること、高齢人口の減少傾向と、それに伴う介護サービスの需要の推移

を考慮し、引き続き在宅生活を支援するためのサービスの充実を軸に、高齢者福祉の充実を図っ

て行きたいというふうに考えております。 

次に、在宅介護についてでございます。介護用品支給事業は地域支援事業として実施をしてい

る事業でございまして、平成２８年度の支給対象者は４７人、支給額は１４２万４，１７０円で

ございます。この事業は世帯の課税状況により限度額が異なっており、非課税世帯では年額７万

５，０００円。課税世帯では年額３万７，５００円を支給の限度額と設定をしております。在宅

寝たきり老人介護手当支給事業は、こちらは町単独事業として実施をしております事業で、平成

２８年度の支給対象者は１６人、支給総額は９８万２，５００円でございます。 

 続いて、在宅介護についてでございます。２つの事業についてこの要件を緩和することを検討

すべきではというご質問でございます。平成３０年度より、介護用品支給事業の支給対象者を要

介護３まで拡充する事を現在計画しております。来年度当初予算に計上させていただく準備をし

ているところでございます。この拡充により、およそ４０人が新たに支給対象となると見込んで

おります。介護用品の支給は、月１回、民生児童委員を通じて配布する事となっているため、要
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介護３の高齢者の方の家族への声かけ、見守りが継続的に行われることで、介護に関する相談へ

の対応も可能になると。そういった効果も期待しているところでございます。在宅寝たきり老人

等介護手当につきましては、町単独事業であること、要介護３まで支給対象を拡充した場合、新

たに対象となる方は１０名程度であること、介護用品支給事業と在宅寝たきり老人等介護手当支

給事業の両方を受給している世帯が１０世帯あることなどから、この事業の拡充につきましては、

介護用品支給事業の来年度以降の推移や、その効果を見ながら判断をしてまいりたいと考えてお

ります。 

重度の認知症の判断基準についてでございます。在宅寝たきり老人等介護手当支給事業の重度

の認知症とする判断基準は、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度のランクがＩからＭ

の７ランク、２番目のランクⅡａ以上としています。このランクは、日常生活に支障をきたす症

状・行動や意思疎通の困難さが多少みられる状態であるとされております。認知症のランクとし

ては軽度ではありますが、これに併せて要介護４または５であることを考え合わせた場合、認知

度が軽度ではあっても在宅介護を行っている家族の負担は、相当に重いとの判断により、この事

業でいいます重度の認知症と判断する基準に設定をさせていただいておるところです。 

 続いて、認知症サポーターの取り組みについてでございます。内子町では平成１９年度から、

認知症についての理解を深め、認知症の方やその家族を支援するサポーター養成講座事業に取り

組んでおります。平成２９年９月末までに８４５人の住民の方々にご受講をいただいております。

これらの取り組みに併せて、平成２７年２月、内子町見守りネットワーク事業を開始を致しまし

た。この事業は高齢者の方と接する機会の多い銀行やスーパーなど事業者の協力を得、店頭や地

域で高齢者の方に日常と異なる不審な点などが見受けられた際に、地域包括支援センターに情報

をご提供いただくというものでございます。「言動がおかしい」であるとか、「同じものを頻繁に

買いにいらっしゃる」とか、「季節に合ってない服装をしている」、「室内用のスリッパで歩いてい

らっしゃる」などの情報をご提供頂き、介護サービスの提供や、以後の見守り推進員による重点

見守りなどにつなげていくなどの早期の対応を行う体制を整えておるところでございます。 

 次に、介護予防の取り組みについてでございます。内子町では、地域包括支援センターで、６

５歳以上高齢者の方が、介護が必要になる前から「介護予防」に対して意識を高く持ち、地域で

健康な生活を続けていけるようにすることを目的とした介護予防運動教室や講演会、専門職によ

る訪問指導・相談などを行っております。集団による運動教室は内子、五十崎、大瀬、小田地区

でそれぞれ月２回実施しております。平成２８年度の実績では延べ９６回、２，０４６人が参加

をされていらっしゃいます。また、内子町社会福祉協議会に委託しております、生きがいデイサ

ービスについても、介護予防事業の一環として行われているものでございます。実施回数は延べ

３３８回、１，７３８人の方にご利用をいただいています。医療予防分野では、地域医療・健康

増進センターが中心で事業を行っております。この分野では、生活習慣病の予防及び介護予防を

推進、健康づくり意識の向上を図る事を目的に、特定検診や各種がん検診の受診率向上や、愛媛

大学医学部の地域生活習慣病内分泌学講座の協力を得て行う地域健康教室や、糖尿病、高血圧、

ロコモ予防教室を継続的に実施しているところでございます。また、ふれあい・いきいきサロン

や自治会へ出向いて行う健康教室は、平成２８年度に４７回、８４６人の方にご参加いただいて

おります。 
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最後に障がい者福祉についてでございます。地域活動支援センターかいとでは、請負作業が減

少傾向でございまして、工賃収入が月５，０００円から６，０００円程度となっております。通

所については、町営バスや自家用車による家族送迎に頼っている状態でございます。小田地域か

らかいとへ通所する場合、町営バスを利用、障がい者割引を適用しても月に７，７００円を負担

しなければならず、工賃収入を上回っているという状況がございます。この件につきましては、

議会でのご指摘を受け、９月までに社会福祉施設等に生産活動や作業活動のため、通所されてい

る方の実態調査を終え、来年度からの事業開始に向けた現在、部内検討を行っておるところでご

ざいます。工賃収入の安定確保・増額につきましては、地元企業からの定期的な内職受注を最優

先として作業を行っているところでございますが、近年下請け量が減少傾向となっております。

当面は、内職の受注作業や、ふるさとステーションの清掃作業などの活動を中心に、工賃確保を

おこなって行きたいと思います。これにあわせて焼き菓子などの自主開発商品の開発や、そちら

のイベント等での販売によって、施設への理解と社会参加を図っていくことを考えているところ

でございます。また、商品の新たな販路の検討や、ねっとＷｏｒｋジョイなどとの連携により施

設外作業の検討なども行っているところでございます。以上でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ２番目の質問、３番目の質問、関連するんですけれども、この２つの事

業、介護用品支給事業と介護手当支給事業、これ大変いいものだと思っています。特に介護手当

支給事業については私も他市町村の例を見てみたんですけれども、他市町村ではですね、支給要

件に介護サービスを受けていないというようなことがあるわけですけれども、内子町ではその要

件がありません。ですからデイサービスに行かれてたりとか、ヘルパーさん来られているような

サービスを利用されている方についてもですね、この支給対象になるということで、その点、私

は高く評価をしております。ただ、今のご答弁で介護用品の支給については３０年度からという

ことで、実施をするということですので、大変それはいいことだと思います。ただ、介護手当の

支給手当もですね、私は出来れば要介護３まで拡大をすべきと思っています。というのが要介護

３という状態がどういうものかということを考えるとですね、日常生活動作とか手段的日常生活

動作の両方の能力が低下をし、食事や入浴、また排泄等自力でおこなえないなど日常生活動作に

全面的な介護が必要な状態というのが要介護３ということなんですよね。そういったこともある

んですが、その前に例えば神南荘やみどり苑も入所要件が要介護３です。そういったこととかで

すね、いろいろこの状態を想像するとやはり要介護３からの拡大というのは、私は必要だろうと

思うんです。先程、介護用品の支給とだぶる１０人程だぶるというような話もありましたけれど

も、私はそれでしょうがいないというか、けっこうなことだと思っています。そこでですね、ま

ず、質問をしたいんですが、今現在、先ほど言った神南荘やみどり苑、入所要件が３からですが、

要介護３からですが、待機されている方というのは何人いらっしゃるんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 介護保険施設等への入所申し込みをされていて待機をされて

いる方、施設ごとというのではなくて、内子町民の方がどれだけ待機されているかという数値で
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ございますが、現在、これは一番新しい数字が２８年４月現在でございますが、４２名の方が待

機をしていらっしゃいます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） この４２名の方の中には、やはり要介護３の方も当然いらっしゃるんだ

ろうと思いますし、その方はほとんどが在宅介護ということだと思います。そして、要介護を必

要とする方の同居している介護者の年齢を見てもですね、私もそうなんですけれども、だいたい

が老老介護といってもいいような状況だと思います。そういったこととかですね、実際に介護さ

れている方のアンケートを見てみてもですね、やっぱり要介護３以上ではほとんど終日というこ

とが多いようです。そんなことをトータル的に考えると、やはりこの非課税世帯の方に対して介

護手当の支給事業、要介護３までというのは、私は検討する余地が当然、十分にあると思ってい

ますが、町長いかがでしょう、これぜひですね、私は町長の答弁の中で検討したいということを

言っていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私も家庭でそういう状況にありますんで、実態はよく分かります。身に

しみて良く分かります。ただ、これは補助対象外なんですね、ご承知のように。補助対象外の事

業になるわけでございますから、３０年度から用品支給でちょっとみさせていただいてですね、

状況をまた個々によく見させていただきたいと思うんです。これによってどうまだまだ不足の部

分があるのか、金額はこれでいいのかどうか。少し時間をいただきたいというふうに思っており

ます。担当者の方で協議をさせたいと思っています。ご理解をいただきたいと思います。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） この部分の最後になるんですけど、在宅寝たきり老人等介護手当支給事

業という名称ですよね。先程、重度の認知症の判定基準等もお聞きしましたが、決して寝たきり

状態でなくても要介護４、５で重度の認知症と判断された方は当然、この支給対象となるという

ふうに理解をするんですが、そうなるとこの要件の中でそういう細かいことは書かれているんで

すけれども、あえて事業の名称をですね、この在宅寝たきり老人等というのはちょっともっと変

えてもいいのかなと言う気がするんですが、そういった名称の変更はどうですか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 適切な名称であるかということについてではですね、その分

については検討すべきではないかとは思っておりますが、事業の名称としては等が入っておりま

すので現状で問題はなかろうかと思いますが、今、言いましたように寝たきり老人等、寝たきり

老人という言葉については検討の余地はあると思っております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ぜひですね、検討していただいてもう少し誰がみても納得行くような、
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例えば在宅介護者手当支給とかですね、あろうかと思いますので、検討をぜひしていただきたい

と思います。 

続いて、認知症サポーターなんですが、これ私もこのこといろいろ調べておりましたら、２０

０４年１２月にそれまで痴呆症というような呼び名が認知症に変わったのが２００４年。その翌

年の２００５年度からこの認知症と位置づけられ、養成講座等のキャンペーンが始まったという

ことのようです。私も母が認知症で今施設でお世話になっております。当初ですね、私も大まか

に認知症というものはもちろん知っておりましたけれども、まさか自分の母親が認知症になると

いうようなことは夢にも思ってなかったものですから、当初ですね、変なことを言ったり、変な

行動をしたりするとついつい怒ったり、きつく言ったりしておりました。今そのことを私、大変

後悔をしております。あの時にもっと認知症に対する知識があれば、認知症の患者に対しての接

し方というのを知っていればあんなことがなかったのになと、今、後悔しております。そういっ

たことで、先ほども総括質問の中でも言いましたけれども、今後ますます認知症の患者が増える

というような状況も予測されております。ということは、やはり認知症に対する知識というもの

を知ることによって、認知症の方に対する接し方も変わってきますし、そういったことで認知症

の方にもとっても住みよいまちづくりというものにもつながるんだと思いますので、先ほど、現

在サポーター８４５人ということですが、私はもっとですね、これをより多くの人に認知症養成

講座を受けていただいて、認知症に対する正しい知識というものを推進していただきたいなと思

っております。今後そういったことで例えば職員の皆さんとかですね、小中学生の皆さん方を対

象にした養成講座というのは検討はされませんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 小中学生に対する啓発の部分でございますが、内子中学校の

方へ毎年、総合学習の時間に内子町役場の業務についてご説明する機会があります。今までは福

祉全般について説明をしておりましたが、来年度あたりには、認知症のことについて子どもさん

方にも理解をいただけるような時間にしてはなというふうに考えているところでございます。ま

た職員の研修についてはまた総務課とも協議をして検討をして参りたいと考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） この認知症サポーター養成講座のことを調べておりますとですね、全国

キャラバンメイト連絡協議会というのがあります。それは全国の事務局が各市町村、県も含めて

自治体の連絡先というのが書いてあるんです。ところがその愛媛県内みてですね、５市町くらい

ですかね、その中に内子町も連絡先というか、だいたいよそは地域包括センターとかいったもの

が連絡先としてあるんですけれども、内子町と何市町村かは空欄になっております。この辺の登

録もぜひされとった方がいいと私は思うんですが、ぜひ検討して下さい。それとですね、そうい

ったことで全国には連絡協議会というのがあります。ぜひ内子町でもですね、独自のサポーター

連絡会などの組織づくりをと私思うですけども、その辺についてのご検討はされたことはあるの

かどうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

‐ 16 ‐ 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 内部での検討はしておりますが、具体的な動きとしてはまだ

でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ぜひ検討していただいて、連絡協議会等の設置もお願いしたいと思いま

す。 

 続いて、介護予防・予防医療なんですが、まず、予防医療について何点かお聞きをします。私

も毎年特定検診の案内が来たりしてそういった取り組みされておるのは十分、承知をしておりま

す。そんな中で特定検診の受診率というのはどのくらいあるのか。お聞きします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 平成２８年度、前年度の受診率は３２．４％でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） その辺も十分、啓発をしてですね、一人でも多くの方に検診をしていた

だけるようなことにしていただきたいと思います。それで関連になるんですけれども、人間ドッ

クとか脳ドックへの助成は今はありませんですよね。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀岡住民課長。 

○住民課長（亀岡弘君） 人間ドック、脳ドックについての助成につきましては、現在内子町で

は実施をしておりません。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） これ人間ドックも含めてなんですけど、特に脳ドック、高額な受診料が

かかるということなんですが、要介護というか介護が必要になった主な原因の中でですね、やは

り脳血管疾患というのが一番多いんです。そして入院でもですね、やっぱり脳血管疾患が多いと

いうようなデータが出ております。そういたことを見ると、やはり脳ドックというのを受けるこ

とで早期発見、早期治療にもつながるかと思いますし、人間ドックも含めて脳ドックへの助成を

ぜひ検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。町長、いかがでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） やっぱり年をとっていきますとですね、おっしゃるように医療費がかさ

むということは当然起こってきます。まず大事なのは、高齢者の皆さん方が気軽に相談できるお

医者さんをちゃんともっていただくということをも一方で大切だというふうに思っています。内

子町の場合には、実は糖尿病が多いんです。県内でもですね。糖尿病が拡大していきますと、今

度、腎臓が、人工透析をされて皆さん方が４０人くらい内子町ではいらっしゃると。それはご案

内のとおりだと思います。人工透析が始まりますと１年間にだいたい５００万の医療費がいりま
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す。４０人いらっしゃいますから、２億円の医療費がかかるわけですね。これをなんとか予防に

しようということで今一生懸命、愛大にも入ってもらってですね、やっておりますので、脳ドッ

ク、人間ドックの助成につきましては、ちょっとそういうところも見ながら今後検討させていた

だきたいと思っております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 助成のことばかりではなくてでですね、今度はそうならないための予防

というのも大事だと思います。介護予防なんですけど、先ほど、いろんな取り組み、私も十分そ

れは承知の上で質問をしたわけですけれども、いきいきふれあいサロンのことがありました。私

もですね、時々参加をするんですけれども、行ってみますとですね、ほとんどが女性の方が多い

んですね、参加者。わりと男性の方が少ないんですが、これ６４箇所か５箇所でサロンを実施さ

れているようですけど、他のサロンでそういった傾向があるのかどうか。もしあるとすれば、そ

の辺をなんとか工夫をして、男女ともに多くの方に参加をしていただくようなことも必要だと思

うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ご指摘のようにサロン事業につきましては、女性の方の参加

が圧倒的におおございます。これにつきましては、サロンの運営をされる方の代表者会というの

を先日おこないましたが、その中でも事務局である社会福祉協議会の方から問題提起としてされ

ております。男性の参加をもう少し増やして行きましょうというような取り組みについては、今

後もおこなって参りたいと思っております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 私が先日参加したサロンでですね、笑いヨガというのをやったんですよ。

これ西条から講師の方、来られて２時間ばかしいろんなゲームしたり、とにかく２時間笑いっぱ

なしでその終わった後ですね、ほんとなんとも言えないさわやかな気分になりました。というこ

とはやっぱし、笑うということは本当に体にいいんだなということを実感をしたわけですけれど

も、町内にどうも笑いヨガの講師の方がいらっしゃらないということも聞きましたが、ぜひです

ね、役場の職員の中からとか、町民の皆さんの中から一人でも二人でも笑いヨガの講師、資格が

どんな資格があるのか私も知りませんけれども、講師になれるようなインストラクターになれる

ような人をですね、養成するというのも必要というか、大変効果のあることだと思いますし、ぜ

ひその辺も取り組んでいただきたいと思います。これは答弁はけっこうです。 

 話変わるんですけど先日、五十崎自治センターで町長さん来られましたけれども、地域づくり

懇談会がありました。その中で私もその時に自治会長さんからの話で初めて知って、いろいろ調

べてみたんですけれども、３０年度から五十崎地区をモデル事業として支え合い協議会を設置す

るというようなお話でありました。この支え合い協議会というのは、当面は五十崎をモデル事業

として取り組んであと全町的に広げるということでよろしいでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 平成３０年度につきましては、今、言われますように五十崎

地域をモデル事業、重点地域として指定をさせていただいて、そこでの活動をおこなった中で３

１年度以降、他の地域へも広めて参りたいという計画でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ぜひですね、早急に取り組んでいただいて、全地域でその支え合い協議

会を作っていただきたいと思います。というのは、取り組みに参加すること自体がその方の社会

参加や社会的役割をもつことにつながって、生きがいや介護予防にもつながると思います。ぜひ、

進めていただきたいと思います。そして、町長にご提案なんですけど、総合計画の中を見てもで

すね、高齢者の部分のことについてはあまり触れられていません。総合戦略の中で高齢者福祉の

充実ということで触れられていますけれども、私思うんですが、先ほどから質問をしておる内容

等を考えるとですね、健康寿命というのが大事だと思うんです。ということで、私は今あるプロ

ジェクト１０の中にもう一つプロジェクト１１として、健康寿命日本一のまちをめざすというこ

とをですね、今度５年ごとの見直しの時にぜひこういったことも検討していただきたいと思いま

すが、総務課長いかがでしょう。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 総合計画、今前期計画中でございます。ちょうど折り返し地点に参り

まして、先日も議会の方で検証の報告をさせていただきました。そういったようなことでまず、

これまでの取り組みを評価し、反省をしつつですね、次年度の後期計画につなげたいというふう

に思ってます。もちろんシンボルプロジェクトも見直しながらですね、必要に応じた政策を実施

して参りたいと考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 最後の質問、かいとの関連なんですけども、先ほどの答弁の中では、工

賃のアップについては努力をするというようなことでありましたが、その交通費の助成というの

は考えられていないということでしたか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 交通費助成については今検討をさせていただいております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 工賃のアップいろんなお菓子づくりとかですね、いろんなことをやられ

ると下請けの確保にも努めたいということなんですが、例えば、行政の方から委託をしておる公

衆トイレ等の清掃ですよね。この辺の積算単価、例えば、愛媛県の最低賃金７３９円です。今、

かいとで作業しておる方が時給１００円だと思いますが、その辺の大きな差があるわけですが、

このトイレの清掃等の委託をするにあたっての積算基準と言うのは、そういった最低基準という
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のはもう基準にならないのか、どういった基準で積算されているのか、分かれば。その辺の委託

料のできるだけ委託料、可能な範囲適正な価格で発注するということがやっぱし工賃アップにも

つながろうかと思うんでお聞きをするんですが、いかがでしょう。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 委託単価につきましては、ちょっと手元に資料がございませ

んので、こちらについてはまた後ほどお答えさせていただいたらと思います。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 交通費の助成は検討しておるということですが、これは回答だけでなく、

これは例えば、Ｂ型支援作業所等にも通われている方も含めるということでよろしいですか。そ

れは別ということですか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） こちらは、福祉施設へ生産作業であるとか、社会参加である

とかそういったもので、通所されている方全員を対象にしたいということで今、検討をしており

ます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ぜひ早急にですね、検討していただいて、３０年度の予算に計上してい

ただきたいと思います。そのことが作業する方の生きがいや希望にもつながると思いますので、

ぜひ早急に実施をしていただきたいと思います。以上で終わります。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時３５分から再開します。 

 

午前１１時２５分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 先ほど、森永和夫議員の質問に対する答弁を許します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ふるさとステーションの清掃作業の請負の関係でございます

が、確認致しましたところ、月額で３万円で清掃作業を委託をしておるところでございます。実

際に作業時間から時間あたりの費用を計算しますと、だいたい５００円程度になろうかというこ

とでございます。以上です。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 
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○５番（森永和夫君） 時給５００円というようなことですが、県の最低賃金７３９円というこ

ともありますし、少しでも多くの賃金を払っていただくように努力をしていただきたいと思いま

す。 

○議長（山本徹君） 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） おはようございます。私昨日、夕方、からりの方に行ってきました。

何しに行ったのかというと、銀寄栗のエクレアをないかなと思いまして、買いに寄ってみました

ら置いてありませんでした。今朝、議会が始まる前にまたからりに行きまして、まだ並んでない

のでどしたんですかって言うたら、まだ出来てないということで予約をして帰りましたので、今

晩帰って嫁さんの料理の後、めったには甘いもの食べないんですけど、エクレアを食べてみたい

と思いまして、１２月の定例議会の質問に入らせていただきます。 

まず、ダイニングアウト内子開催にあたっての問題点、それから、成果、展望について質問を

したいと思います。「現在も地元の人々の努力によって、歴史情緒あふれる町並みや多様な文化が

受け継がれている内子町。デジタル化やグローバル化の波によって、効率化、均質化が謳われる

現代において、内子町は流行を追うのではなく、環境に耳を傾け、生活の中に豊かで多様な生き

方を取り入れる町。」とは、今回、内子町で開催されたダイニングアウト内子のコンサル会社が作

られた募集の案内であります。今回のテーマは、「Ｌｉｆｅ ｉｓ Ａｒｔ」。「内子町にしか存在

しない、芸術的かつ先進的な生活の営みを感じる空間で、プレミアムな野外レストランを設けま

す。」ということであったが、先ほどの町長の行政報告もありましたように、今年は１０月になっ

ても天候が落ち着かず、毎週、週末には日本列島を襲う台風に、開催にあたっての気苦労も多か

ったのではないかと思います。今回のダイニングアウト事業は、今年の３月定例議会にて予算計

上され可決されたものであります。その後、４月には町議会議員選挙があり、議員のメンバーの

顔ぶれも代わりました。３月定例議会前の議員全員協議会において、事前説明を受けたのであり

ますが、その時点では今までの他の自治体で開催された前例をあげての説明であり、内子バージ

ョンのダイニングアウトとはどう進めるか、詳しい内容は予算が認められてからであるという担

当課長また職員からの説明でありました。内容が具体化されていない、わからない事業への予算

ということで、予算決算常任委員会に付託された議員からも多くの質疑がなされました。ただ、

このダイニングアウトというのは、毎回ですが数日だけオープンするプレミアムな野外レストラ

ンということであり、事業の予算枠組みができて具体的に進めて行きますとの説明でありました。

事業の性質上から応募者本人にも詳しい開催場所や内容についても何もあかさない、知らされな

いのがこの事業であったわけであります。正直、他の自治体の先例を見てみると、「豪華な料理と

すごくきれいでびっくりするような演出が行われたのだろう」と想定するだけであり、私も含め

て多くの住民が、何があったのか、内子のダイニングアウトとはどの様な内容だったのかがわか

らないわけであります。予算が計上されてからは、「宿泊付きのプレミアムなディナーで、１名当

たりの費用が１３万円から１５万円。すごい金額だな。」ということと、「そのために町税が２，
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１６０万円使われる」という事だけが話題になってしまい、ダイニングアウトの効果や目的が話

題にあがる事は少なかったと感じております。また、町並みの町道が通行止めになったり、開催

時に町並みを歩く時間の制限がかけられたりとか、地元の方々には不便をおかけしたとの話も聞

きました。ダイニングアウト事業に伴う交通規制のお願いが「広報うちこ」に掲載されていたの

は見ましたが、何のためになぜ規制するのか、事業の内容がわからないために「どこで、どの様

な事をするの」と問われても、議員として住民への答弁は出来ませんでした。「一流の料理人が、

その土地の食材を新しい感覚で切り取った料理を、その土地を最も魅力的に表現する場所を演出

するとともに、味覚だけではなく五感すべてで味わっていただけます」とは、この企画会社や申

込みをとりまとめる旅行会社からの発信であります。地域の価値創造を実現する専門会社であり、

日本各地の自治体や民間団体と協力し、その土地にある自然、伝統、文化、歴史を掘り起こし、

再編集し、イベントや商品など様々な形で、国内外に向けて発信を行うということで、今回が第

１２弾となる内子ダイニングアウトでありました。内子町での事業は実行委員会形式でスタッフ

も応募されたようで、実際に当日手伝われたり、携われたりした方はおわかりでしょうが、ほと

んどの住民が知らされていない内子版ダイニングアウトの内容を広く住民に知ってもらうために

も質問を致します。開催された内容と、今回の事業が今後の内子町にどの様な好影響を及ぼすの

か、成果は何であったかお尋ねします。また、内子町で開催されたことにより、これからどの様

な展開や効果が期待できるか等の費用対効果についてと、逆に開催するにあたっての問題点は何

であったかを質問致します。 

続いての質問ですが、６月議会で一般質問しました、国道５６号線沿いの歩道を通学する児童

や国道３７９号線を通学する児童に対しての通学距離の見直しについて再度質問をします。同じ

地区でありながら、わずかな距離の違いで高学年生はバスに乗り、新１年生が徒歩で登校しなけ

ればならないケースでは、これから冬を迎える時期には、まだ薄暗い７時前に家を出て歩くこと

になるようです。６月議会でも申しましたが、確かにどこかで線を引かねばならないのが法律や

条令であります。通学路・通学距離補助、この条例が制定されて３０年近くが経過していると思

うのですが、その当時に比べると道路状況、社会情勢、社会環境、保護者や地域の方々の考えな

ど、いろんな面で感覚や考え方も変わってきております。要綱に示されている距離内の地区であ

っても、通学路や地域の特性・状況により、児童・生徒の通学の安全確保のためスクールバスの

対策や通学のその他に認めるべきではないと思います。年に１度開催される「内子町通学路交通

安全プログラム」では、夏休み頃をめどに開催されることになっているんですが、６月の一般質

問でも述べましたように、該当する通学路の点検はされたのか。その会議での意見や協議された

内容はどうであったか。通学費補助金の３キロから２キロへの通学距離の見直しの検討はされた

のかを一括の質問を致します。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

〔高山重樹町並・地域振興課課長補佐登壇〕 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 私の方からはダイニングアウト開催にあたっての

問題点や成果はなんであったか、また内子で開催されたことにより、これからどのような展開や
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効果が期待できるかにつきましてお答えをさせていただきます。開催にあたっての問題点は、一

つ目として、町内で生産されている農水産物を一つでも多く評価してもらうためにダイニングア

ウトで提供される料理に使用してもらうことでした。結果としては、アメノウオ・銀寄栗・川蟹・

棚田米と多くの農水産物が使用され、生産者の方は料理に使用され誇りに思ったこと。また、メ

ニューレシピが公開され、伝授されたことにより地元に資産として残ったこと、さらに、デザー

トメニューの１つでもあります「銀寄栗のエクレア」が開発され、ダイニングアウト開催後も町

内で製造・販売ができたことは、今まで行われたダイニングアウトでは初めてのことであり、大

きな成果でございました。２つ目として、町民に対して十分な周知がされないまま開催された点

であると考えております。理由と致しましては、本事業の構造においてディナー会場の場所は、

参加者が当日驚きと感動を味わう事業成功の鍵ともなる秘匿性の高い情報でありました。このた

め、開催日まで、可能な限り情報が拡散しないように開催をしなければならなかったという背景

がございます。ただ、ディナー会場候補先として、伝建地区内の路上に決定してからは、速やか

に周辺住民の方への説明をさせていただきました。さらに、ディナー会場としての魅力が高かっ

たため、雨天時においてもその場所での開催にこだわったということもございました。また、内

発的な成果として、町内の飲食店など、調理やサービススタッフとして参加された方々同士が今

回の事業を通じて一体感を持つことができ、今後の内子町にとって良い効果が期待できるものと

確信しております。また、今回の参加者からは「何度か訪れた内子の町並みが映画のシーンの様

な非日常的な空間に変わり大変感動した」という意見も聞いており、歴史的建造物をライトアッ

プすることにより、素晴らしいものに生まれ変わり、新たな資源となりうることを確認すること

ができ、かつ町並みを再評価することができました。最後に情報発信の成果として、１２月２日

にＢＳジャパンにおいて全国放送された６０分の特別番組の放送や、雑誌「Ｐｅｎ」、雑誌「ディ

スカバージャパン」での６ページの特集、雑誌「料理通信」の２ページの特集により、ダイニン

グアウトに参加されるいわゆる「文化的クリエイティブクラス」の来訪も期待できるものであり

ます。今後の展開につきましては、若い町民の方からの要望等もあり、町も動いた事業であり、

若い町民の方や生産者の方達の力がひとつになり、ダイニングアウトという大きな事業が成功し

たことは、皆さんにとって貴重な経験でありましたので、今後も開催にあたっては、町としても

支援をしていきたいと考えています。また、町内の飲食店等の料理や、サービスの質が向上する

ことにより、滞在時間の長い観光客の誘客や、宿泊客の増加にも繋がっていくように引き続き、

内子版ダイニングアウトの開催などを通じて今回の事業の効果を継続させ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。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、通学路、通学距離補助の件の見直しに関する答弁

をさせていただきます。まず、６月議会の一般質問でご指摘いただいた通学路の点検についてお

答えをさせていただきます。国道５６号の通学路につきましては、国土交通省大洲河川国道事務

所職員の立会いのもとに、合同点検を実施させていただきました。現場では、道路の形状、地理

的な条件を見ていただきました。対策としては、ワイヤーロープなどの設置は難しいが、原則、
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対策を実施したいとの回答はいただきました。具体的な対策につきましては、今後検討いただき

ますので、具体的な対策が判明次第、報告をさせていただきたいと思います。今後も通学路の安

全を確保するために、関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思います。 

続きまして、通学費補助金の３キロから２キロへの通学距離の見直しについてでございます。 

この件につきましては、教育委員会で協議をしておりますが、６月議会で答弁をさせていただい

ておりますように、今後も児童数が減少する中で、防犯の観点及び地理的条件等から１人通学を

余儀なくされている児童についての対応と、距離の見直しについても引き続き、検討をしていく

こととしております。ただし、スクールバスを新たに運行するような地域におきましては、運転

手の確保問題、それから業務委託するにも難しい状況がございます。今後とも通学路をめぐる問

題を総合的に捉えて、引き続き検討して参りますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、

答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それでは、ダイニングアウトについて再質問したいと思います。広報

にダイニングアウトをしますから交通規制をしますというふうには載せたんではいけないんです

けど、いけないからイベントに伴う交通規制のお願いというので広報に載っておりました。ぱっ

と誰も見たらこのイベントというのは町並でやるということはダイニングアウトだなというふう

には想像できました。また、スタッフの募集も５日間くらいですけど、ボランティアで今後募集

しますというのもおそらく地元のダイニングアウトに対するお手伝いのスタッフだなというのも

想定できました。その交通規制が出されたことにより地元の対応はスムーズにいったのであるか、

やはり非難的なことも私らの議員のところにも入ってきたわけなんですけれども、住民の方はこ

のダイニングアウトに対する交通規制に対して、どんなかったでしょうか。問題なく聞き入れて

いただいたでしょうか。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 交通規制の関係ですけど、８月２３日から個別訪

問によりディナー会場周辺にお住まいの方に交通規制内容やダイニングアウト事業の内容を説明

してまわり、一定の理解は得れてたとの認識ではありますが、その後、交通規制に関するうわさ

が流れまして、家から出たらいけないとかそういう情報が流れまして、一部の住民からは批判的

な声も上がってきました。そのため、交通規制の分かりやすい資料をまた作成致しまして、該当

区の９区、１０区、１１区の方に全戸配布をし、事前に実施前にまた新聞折り込みで町内全域に

お知らせし、ご理解をいただくようにし、ご理解いただけたものと思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） この事業の性質上、課長補佐が言われるのもごもっともだと思うんで

すけど、ただ、これ今日、当時説明してくれた課長が来られてないんですけれども、その後全協

で説明があった後、私、直接課長のところに行って話もしたんですけど、こういうやはり事業と

いうのは、いくらプレミアムでシークレットでないといけないとは言えども、ある程度はやはり
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こういう形でこうしますというのはやはりもっと事前に早い時の時点で計画を立てて、例えば議

員のある程度の予算がついてから決めますから分かりませんよではなくて、こういうスタイルは

出来ますよと。他県の事例でしかないわけですよね。内子バージョンではこういきますよという

のは早期の計画と説明というのはある程度やはりしていかないと、例えば先程の会計監査委員さ

んからの報告もありましたように、議会は何も内容が分からないままで承認をするのかというこ

とになってくるのも、これも実際おかしいことになると私は思いますので、その点についてどう

思われますか。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） まず、最初にダイニングアウトが内子町でおこな

うというのはそこで決まっておりまして、ディナー会場が決まったというのがですね、８月の３

日から５日に渡り、その主催者側の方がディナー会場候補めぐりということで内子町に来られま

した。それで盆明けにディナー会場が決定致しましたので、それから８月２３日から候補先の方

はディナー会場のまわりの方には周知させてもらうようになりましたので、ダイニングアウトの

秘匿性がありすぎるのがこういうふうになったのかもしれませんけど、以上で答えになるかわか

りませんがお答えさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それではですね、あとですね、今後の取り組みについてお伺いしたい

んですけど、先程言われましたように、銀寄栗をのせたエクレアが販売されだしたということは

また新しい特産品になってくるんならば、ありがいたいことなんですけれども、あとこの継続し

てやっていかれるというお気持ちの中で、これは最初からこういったものを毎年開催、内子版で

やっていくからボランティアで地元のスタッフを取り入れて実行委員会形式でやっていくんだと

いう説明だったですけど、具体的にそういった話は動きがあるものかどうかお知らせください。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 先日、実行委員会の方がありまして、とりあえず

ダイニングアウト内子の実行委員会は今回、実施も終わりましたので、とりあえず解散致しまし

て、また新たに募集をかけて、また実行委員会を立ち上げまして、縮小版ではありますけれども、

内子版のダイニングアウトの方を開催していくと思われますので、またそこの点は支援していき

たいと思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 今回、私もＢＳジャパンの放送を見ました。それで次々と地元の食材

を使って素晴らしい料理がこんな料理ができるんかなと関心してみていたわけですけど、この地

域の地元の料理屋さんが継続してそういうのを取り入れて行かれるというそういったご意見の方

はどのようなのが出てましたか。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 
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○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 今のところ聞いてはおりません。その内、出てく

ると思われます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ぜひともやはり２つ星ですか、一流シェフが作られた料理、そういう

のを見られたり、体験されることによって、腕が上がってくるというふうに言われておりました

けれども、ぜひとも内子ならではの料理というものが、今後できてくるように私は期待しており

ますので、ぜひともお願いしたらと思います。もうひとつ、あとはですね、このいかに国内から

始まって、国外にインバウンド効果があるようにＰＲしていくという、これもコンサル会社の一

つの今回のイベントの方法ではあったと思うんですけど、それがＢＳでも放送されましたし、い

ろんな雑誌にも放送されると、掲載されるということにお聞きしたいんですけど、この公告会社

が出されておりますホームページ、早速見たりしますともう更新されておりまして、今回利用さ

れた宿泊施設、内子で言えば、２箇所あったと思うんですけど、そこに関しては大きくオーナー

の考えや支配人の考えとかが載っておりまして、ＰＲものすごくできておるんだというふうに思

いました。あとこれが波及効果して他のグリーンツーリズムをされている民泊されるところの宿

泊に対しては、どのように一緒に経済的な効果につながることをされないと、もったいないので

はないかととらえるんですが、そこのところはどのようにお考えでしょうか。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 今後、来年度から開催するであろう縮小版の内子

版ダイニングアウトでそういう点も利用しながらしていくようにと考えたいと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 先程の課長補佐の説明にもありましたように、地元の商店街やお店を

されている方の要望もあったということで、私よく聞くのは、農林業が一番の内子町であるから

農林業には力を入れる稲本町政はそちらに力を入れるけど、商工の方には力を入れてくれないと

いう若い方の意見もあったりして、そちらにも力を今度は入れますというふうな考えで、今回の

この予算に賛成をしたのも地域の地元の方の要望が出ておることでありました。町長、先程の行

政報告でもありましたけれども、町長の考え方としてまた職員や今回こういったイベントをおこ

なったことをどのように継承されていかれるつもりか、町長の考えをもう一度お聞かせいただい

たらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは基本的に町内のサービス業の皆さんですね、料飲組合の皆さん方

であったり、宿業の皆さん方であったり、そういう若い人達がぜひ町長やらせてほしいと要請を

いただいたわけなんですね。そこに農業のブドウであったり棚田のお米であったりいろんなもの

を豊かなものがあるからそこをドッキングさせたら、もう少しレベルの高いいいものが内子町と
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して再発見できるんではないかというふうに私達も応援しますよ、じゃあやりましょうという話

なんですね、これは。ですから、そういう若い人達が今後どういうふうに動いて下さるか、私達

も見極めたいと思いますし、町の方としても応援をさせていただこうというふうに思ってます。

今後、実行委員会のその若い人達がこういうふうなところで今度やりたいと、こんなお料理を開

発したい、こんなサービスを向上させたい、そういったものにつながっていくように町としても

支援させていただこうというふうに思っています。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） もう一度、今後の取り組みを広報していただく中で、このコンサル会

社の方は、当時説明があった中ではしばらくいろんなところに発信していくということだったと

思うんですけれども、どこまでテレビとかの報道とかが今回のＢＳで終わりなのか、もっと民放

とかそんなところも取り組んでくれますよとか、そういったところはどのようなんですか。料理

のレシピとかについては、全てお教えしますでしたけれども、今後新しく開発して行こうとする

中での協力体制があるものか。その時に発生するのか、費用がどうか。例えばエクレアを売って

いくのに対して、いくらかのマージンを払わなければならないのか。そこらの体制はどのように

なっているのかをお尋ねします。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君)  高山町並・地域振興課課長補佐。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 地上波の方ですけど、今、地元の放送局の方にお

願いをしておりまして、なんとか放送してもらうようにがんばってもらっているところです。メ

ニューの方ですけど新しくするとか、テレビでも出ましたけど、高田シェフの方がお金以外なら

何でも協力すると言ってましたので、協力してくれるものと思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 思うではなくて、やはりこれはしっかりとそういう形で当時の説明で

はそちらの方はずっと協力体制はできるというふうに約束しておりますという課長の答弁だった

と思うんで、そこらはしっかりと守っていただくようによろしくお願いをしたらと思います。 

それでは、通学補助の質問にさせていただきます。委員会で大洲土木事務所や国土交通省の方

らと一緒に点検をされたということで、６月の質問でも言いましたら、国土交通省にガードレー

ル等の設置を求めていくということではあったんですけれども、今回ワイヤーロープ等の設置は

難しいが原則対策はされると。どういった対策になるかは分からないんですけれども、そこらも

子どもだけじゃなく、歩道に突っ込んできそうな街路帯だけですので、そこらは十分に検討して

いただいたらと思うんですけれども。どれだけ安全性を考えて今後、協議はしていくということ

だったんですけど、協議はしていく、協議はしていくでは月日が経っていってしまって、結論は

どのくらいを目処に検討されていかれるかお尋ねを致します。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 現場の方で私どもの方からは、保護者より交通量が多くて事故も
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多発している状況の中で安全対策を望む声が非常に大きいと。行政としてもぜひ安全対策をお願

いしたいということで要望をさせていただきましたが、国土交通省の職員の方はですね、車道と

歩道がきちんと分離されている状況の中ではこれ以上のワイヤーロープなど安全対策は難しいと

いうことで原則の対策を今後していきたいということでございますが、予算等もありますので、

まずはそこら辺はですね、確認をしながら回答をいただきたいと思いますけど、今のところ、い

つということでは決まっておりません。なるべく早い時期に回答をいただければと思っておりま

す。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） そっちの方ではなくて、３キロから２キロの条例の変更に対する検討

というものは、結果は出されるのはいつ頃にされるという考えはございませんでしょうか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） この問題につきましてはですね、一定の３キロからということで

今、線引きをしております。先程、議員さんも言われましたように、一定の線引きはどうしても

必要ではございますが、この線引きを変更するとなると、補助の問題とか予算措置も出て参りま

すし、スクールバスが今通っているところ、通っていないところの状況等もございます。いろん

な問題等が生じておりますので、少しお時間をいただければなりませんが、そこら辺りをですね、

今後も検討していくということでご理解願ったらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） このことは６月にも言いまして、３キロから２キロに変えたことによ

ってどのような費用が必要になってくるのか。児童生徒数もかなり減ってきたので、そこらが昔

とは違ってそんなに必要ないんじゃないか、試算はする考えはございませんかということも言っ

ていたわけなんですよ。ですから、６月から１２月のこの半年の間でまた次検討、そういう経費

がいるような場合が考えられるから検討しますというたら、今までの半年が検討されてなかった

ということになると思うんですけどいかがでしょうか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 繰り返しになりますけど、検討していく中でやはり一番問題なの

は一人で歩かれている子どもさん等もございますので、そこら辺り十分、総合的に考えながら検

討していくということでご理解願ったらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 堂々巡りみたいになりますので、そのひとり通学に対する考え方、検

討すると言われたんですけど、例えばこの通学費補助金の交付規則の第２条第３項によりますと、

前第２項によることが著しく不均衡を生じ、または生ずる恐れがある場合は、教育長が別に定め

るとあるのですけれども、教育長、この著しく不均衡を生じる場合とは具体的にどのようなこと
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だと捉えておられますか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長(山本徹君)  井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 一般的に、小学校やったら３キロ、中学校だったら４キロという線引

きはしております。それにあわせてからに今、子どもも少なくなったりとか、一人で通学したり

とかいう、当然６月議会の中でご説明しておりますけど、そういったところでその基準に合わな

いいうか、基準ではなかなか対応できないようなところは難しいかなというふうに思っておりま

す。それとそういったところを勘案しながら、不均衡を生じた場合は見直しをしていくよと。当

然、教育委員会にはお諮りをしながら、最終的には私の決定というか方向性を示していかなけば

ならないというふうに思っていますが、２番目の通学路の見直しにつきましてですが、先程、課

長が答弁しましたけれども、３キロが２キロに変更になった場合に多くの７、８名の児童、生徒

がその対象となった場合はスクールバス等を配置しなければならないような状況の地域もあるよ

うです。そうなった場合には、バスの購入ですとか、運転手の確保、または業者委託等々も今、

委員会の中で検討しているんですけど、なかなか委託をしていただけるような業者がこれ以上に

なったら大変よというような業者さんもあるようです。そういったところも含めまして、ちょっ

と財源の問題等々もあるのかなというふうに思っております。現在、通っております町営バスと

かスクールバスで途中変更することによって、乗れる児童・生徒もあろうかというふうに思って

おりますが、そういったところは、新年度からでも早急に対応できるんかなというふうに思って

たりもしておりますので、今予算シーズンですので、そういったものも含めまして総合的に検討

していきたいというふうに思っておりますので、ご理解の方、お願いします。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 基本的に子どもたちが歩く距離が何キロだったらいいというのはない

と思うんですよ。ほとんどが文部科学省の考え方によると、学校がエリアがどの程度必要なかと

いうのが通学ができる子どもの距離が４キロとか、だからその校区に一つの学校を設けましょう

というのが元々ではないかと私は思うんですよ。それからそれが基準になっていって、４キロく

らいだったら通学が可能な範囲だから自主的に歩いて来て、それでそこには学校をつくりましょ

う。そして、またエリアが離れるとそこには一つの学校区を作りましょうというのが元々の考え

ではあるんではないかと思うんですけれども。これも時代も変わってきましたし、保護者の考え

も変わってきましたし、交通事情も変わってきましたので、やはり全体的な町全体の通学路の考

え方をやはり早急にですね、考えていただきたいものだと思っております。これ結局、検討はし

て参ります、検討はして参りますというと、それで３年、４年、５年経ったら、はい、卒業しま

したということになりますので。だんだんと子どもも成長しますから。目処をある程度、半年な

ら半年、無理なものは無理だという形で、保護者も覚悟をしていけんかったら、自分達で送り迎

えを検討しなければならない状態もあると思うんですけれども。基本的に歩いてくるというとこ

ろを保護者が自分で車を出して乗せてくることに関しては、保護者にお任せという考え方でよろ

しいんでしょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

- 29 - 

○議長(山本徹君)  井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） たしかに議員が言われますように、小学校ができた経緯というのは、

ある程度の校区内のところでできてきております。今は、過疎化ということで少子化、子ども達

も減ってしまって、校区内のエリアが広くなった。文科省の方も当然広くなったところのことを

視野に入れながら遠くからこられるところについてはスクールバスなり、町営バスなり、交通手

段を設けながら対応しなさいよというようなところで、今の時代にあったような改正をしておる

のが文科の考え方かなというふうに思っております。内子町の方も３キロ未満の子ども達の通学

条件も変わってきておりますので、そういったものも含めながら議員が言われました、やっぱり

しっかりとした教育行政の中で、取り組む必要があるかなと思っております。で、当然、教育委

員会の中でそういったものをしっかりと議論させてもらいながら、地域から出ています、要望等

も含めながら時期的には今年度中にはある程度結論を出していかないと、なかなか保護者の皆さ

ん方もご期待もあろうかなと思っておりますので、そういったものを総合的に思いながら取り組

んでまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解の方、よろしくお願い致します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ですから、その結論が出るまでとか出てからも保護者の方がやはり国

道は交通量が多いんで危ない、危険と感じるから言う方は、徒歩で行きなさいよというのがルー

ルだと思うんですけれども、保護者が送り迎えする自家用車で行くのは、それは学校サイドの校

長サイドで判断ということで、教育委員会からどうのこうのということは、ないということでよ

ろしいのでしょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長(山本徹君)  井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 通学につきましては、基本的なところにつきましては、３キロ未満に

つきましては、原則要項で改正しない限りは要項で走らないといけないかなと思っております。

その中で保護者がマイカーで行かすよということになったら、保護者の方の責任というかそこら

で対応していただくことになります。小学校につきましては、集団登校等々でやっておりますの

で、そういったところを利用しながら対応していただきたいと思いますので、ご理解の方、お願

いします。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 教育委員会もそういう形を認めてないんだったら保護者が送り迎えし

ますよというのは、別にかまんのですね。それはいけませんよ、基本的に集団登下校にしている

んですから、それは基本的に守って下さいよと言われるのかどうかなんですけど。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長(山本徹君)  井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 基本的には集団登校をしてますので、それを守っていただきたいとい

うふうに教育委員会の方では考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 
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○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 教育長の答弁、教育課長の答弁、なかなか経済的な面もあり、検討は

するけど即答が出来ない状況であるのは十分に感じておりました。町長の方としては、どのよう

にこういうことの通学に対する補助に３キロから２キロという考え方は、どのように捉えておら

れますでしょうか。６月にも聞きはしたんですけど。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは子ども達がどういうふうに通学するかっていうのは教育委員会の

所管事務でございますから、そこのところまで町長が言葉をはさむっていうのは、決して私はい

いことではないと思っております。子ども達が安全に適切な方法で通学してくれるこういう方法

があるならば、町長部局としてもしっかりと応援するというのが町長のスタンスだというふうに

私は思っております。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長(山本徹君)  下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 地域の住民の保護者の方と学校と教育委員会と今回のことをもう一度

各保護者の方にもって帰っていただいて、十二分に協議をしていただくようにして前向きな検討

ができて経済的な必要性が経費がかかる分に対しては今、町長が言われましたように十二分に協

力をするということでございますので、早い検討をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わ

ります。 

○議長（山本徹君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時２０分から再開します。 

 

午後 ０時１８分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、向井一富議員の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） ３番、向井一富でございます。 

通告書により、まず災害について質問させていただきます。９月の台風１８号の通過時、県道

２２８号線の池田地区における崩落事件についてお尋ね致します。池田地区を半分に分断する場

所で崩落しており、迂回路も無く地区住民の行き来もままならない状況であります。地域の人は

もとより介護、宅配、郵便等々相当な人が不便を強いられております。その崩落原因が何であっ

たのか詳細をお尋ね致します。またその復旧状況と迂回路が計画されているとの説明でしたけれ

ども、現在のその迂回路の関係の進捗状況もお尋ね致します。そして、その崩落は予見できなか

ったものなのか見解をお聞かせください。今、現場を見れば以前からの路盤のひび割れと、少し
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の陥没と、手前のブロック積に古い亀裂が走っております。少しずつ長い間に崩落の方へ引っぱ

られていた感があります。今、気がついても後の祭りではありますけれども、復旧には大変な費

用と日数が必要になります。迂回路が出来たとしても崩落以前より、行き来に何倍もの時間が必

要になります。利用者の時間的、経済的負担は相当なものになります。これからも起こりうる事

例だと考えられますので、このような事件を未然に防ぐためには、現場の徹底した現場検証とそ

の見解を再発防止につなげること、点検補修が大事だと考えます。そこで一つの案としてその点

検を地域住民にある程度、担ってもらうというのはいかがでしょうか。過去の崩落現場の事故原

因の究明による崩落予知マニュアル的なものを作成して配布して、自治会を通じて町民皆様に周

知し、自治会単位で報告をあげてもらうやり方はいかがでしょうか。例えば、カーブミラー、ガ

ードレールの交通安全施設設置要望書のような形で、道路の危険個所等の情報を自治会単位で細

部にわたる情報を吸上げられないかお尋ね致します。道路の立地感、普段の雨天時の状況等々、

参考になる情報は地域の方たちは、持っていると考えられますので、有効な手段だと考えられま

すがいかがでしょうか。とは申しましても、素人では分かりにくい専門的な見識が必要になると

は思いますので、先程申し上げましたマニュアルが必要になると思います。道路は地域と町の命

を守る財産であります。地域の方たちにももう一歩踏み込んだ予防意識を持って頂いて、道路を

利用頂き、町と地域が一体となって守る必要があると思います。また、個人的に走るに付けてい

たるところにたくさんある舗装の割れ目が見受けられます。崩落につながるのではないかと非常

に気になっているところでございます。このひび割れ、特に、谷部分に特に多く見受けられます。

先程の崩落現場も、谷がかった現場でしたが、その割れ目に補修材の注入で応急措置を施す効果

は無いのかお尋ね致します。 

最後に災害避難時の内子町指定避難所の誘導案内表示板がないのはなぜでしょうか。町の景観

条例に何か関係があるのかお尋ね致します。他の市町村にはよく見かけてその看板を見るだけで

緊張感を覚えるのですが。防災意識の高揚にも非常に必要性を感じるところでございます。 

続きましては、福祉についてお尋ね致します。内子町の生活困窮者自立支援と障がい者自立支

援の取り組みの現状を尋ね致します。その中で、引きこもり対策について、昨年の１２月定例会

に先輩議員から引きこもりの実態を問うとの質問に、「２９年度中の早い段階で掌握する」との答

弁がございましたが、もうその早い段階は経過しておりますが、どう掌握されたかお尋ねを致し

ます。また、ある作業所の職員の方は、引きこもり対象者はたくさん存在していて、何度かそう

いう方々にご利用頂こうと相談を持ちかけましたけれども、ご両親が頑なに拒否されて話になら

なかった事例があるとお話されておりました。いくら門戸を広げて相談者を待っていても、相談

しにくい事情が各家庭にあるのも真実でございます。本来、引きこもり、二―トという言葉も若

者の現象と捉えられておりましたけれども、現実は各年齢層に広がっていて、現在８０５０問題

といって親が８０代、子どもが５０代と、見守る親の高齢化が問題になっており、共倒れが懸念

されております。生活保護に行く前に何とか自立してもらいたいというのがこの法律の目的では

あるのでしょうが、あまり前進してないような気が致します。そのことは、過去にも何人かの先

輩議員が質問されているのは御承知の通りです。その作業所の方は、ここに来てくれさえすれば

何とかする自信はあるのにとおっしゃっておられました。福祉課の担当者だけでは到底対応でき

ないのは想像もつきます。実態調査だけなら引きこもりの定義をお知らせすれば、地区の民生委
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員さんは数字はすぐ出してくれると考えられます。本事業に組みするには、相談支援員、現場で

取り組んでおられる作業所の所長さん、職員さん、対象者の人となりが分かる民生委員さん等の

力を借り、チームで対応策を早急に取るべきではないかと思われます。まさに手遅れ感さえ感じ

ますが、ご所見をうかがいます。まずは、その人が人の中に出れるようになり、就労に至るまで、

自立の道は大変厳しい道のりになると思います。窓口はいつも開けているし、触れないでほしい

というのだから触れないでおこうと、見て見ぬふりは行政が目指す公共の福祉に反すると思われ

ます。まずは窓口に来てもらうため、積極的にアウトリーチして本腰を入れた取り組みが必要と

考えます。それと、生活困窮者で言えば抱える問題は多様であり、困窮状態となる原因は、単に

収入が低いだけでなく高齢者の介護や傷病、障がい、ひとり親であるなど様々であることから、

多種の支援を提供する、ワンストップ化の取り組みを進める必要があると考えるがご所見をお尋

ね致します。また、そのワンストップの部分を社会福祉協議会で担って頂き、地域共生社会の構

築を目指す必要があると考えるが、この点についても所見を伺います。成功事例の多くは、社会

福祉協議会がうまく機能している自治体に多く見られております。 

続きまして、雇用についてお尋ね致します。先程もふれた就労支援事業に関連して、作業所を

無事卒業してめでたく一般就労してもまた舞い戻ってくるケースがあり、下手をすれば前よりひ

どくなるケースがあるとお聞き致しました。健常者にはやはりまだまだ追いつかないとの現状も

あるし、企業も最低賃金の範囲内で給与に見合う仕事が出来ないと雇用出来ない現状はあろうか

と思います。そういう人を一般就労に至るには企業側の相当な理解が必要になるし、企業のトッ

プだけでなく、従業員の協力も欠かせません。トラブルは常に現場で起こっているということで

す。その意味で国も、そこを包括的に改革しようと「わが事、丸ごと地域共生社会」ということ

で、地域が一体となって全ての人が地域の中で共生出来る社会を作っていこうと提案されている

ところでございます。そこで、現政権の元、経済状況も上向いてきました。仕事も増えておりま

して、求人倍率が１.５９倍にまでなっておると発表がありました。人手不足はご案内の通りでご

ざいます。その人手不足解消の意味でも、積極的に施設の利用と、そこを卒業してからの一般企

業への採用。また、一般就労者の賃金アップ、共生社会構築のためにも、地方版政労使会議、政

府の方では賃金アップの観点でこの会議を開かれたと思うんですけど、内子町の方では福祉関係

者を加えた胸襟を開いて包括的なテーマで話し合う機会が必要と考えられますけれども、ご所見

を伺います。 

次に、インフルエンザワクチンの状況をお尋ね致します。インフルエンザの予防接種をしたい

のだが、病院に行ったがワクチンがないので予約待ちをさせられ、まだ連絡がないとの７０代の

女性の方からお話がありました。テレビ報道でもワクチンが足りない旨の事を報じておりますし、

愛媛県は全国で３番目にインフルエンザが只今流行していると報じておりました。この度、内子

町も予防接種受付期間を１カ月延長されました。予防のための予防接種であって、かかってから

の予防接種はないと思います。現状をお尋ね致します。また、予約を入れた時の接種の順番は、

予約順になっているのか、それともその他の順番があるのか、出来ればインフルエンザ弱者から

の対応を望むところでございます。ご所見を伺います。 

最後に地域も高齢化し和式のトイレに座り辛くなってきたが、集会所のトイレを様式化の声を

届けてほしいと言われました。それに伴い合併浄化槽にしたいとのことでした。集会所のトイレ
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の様式化への改修、それに伴う合併浄化槽への敷設、その後の合併浄化槽の維持費の公費助成の

現状をお尋ね致します。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） 向井一富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（山本徹君） 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、防災減災対策について答弁させて

いただきます。今回の台風１８号では、多くの被害をもたらし、現在復旧に向けて準備を致して

いるところでございます。ご質問の県道２２８号線でございますが、管理主体は県でございます

ので、県に確認した内容も答弁に含まれております。崩落原因でございますが、異常な降雨によ

りまして、地下水位が上昇したため、間隙水圧が上昇し、抵抗力が低下したことにより、崩壊し

たものと考えております。復旧に向けての現状でございますが、災害発生直後から、被害拡大防

止対策を行っております。現在は災害査定の準備をしておりまして、１２月１１日の週から国の

災害査定を受ける予定でございます。査定において採択され工法が決定された後に、用地買収と

工事に着手し、早期復旧に努めてまいります。なお、当該箇所につきましては、全面通行止めと

なっており、通行制限期間も長期に渡る可能性もあることから、地域住民の利便性や、有事の際

の通行手段と致しまして、迂回路を設置することと致しております。そのため、先月、工事を発

注して、今年中には完了予定でございます。 

崩落の予測についてでございますが、県管理道路につきましては、週２回、定期的にパトロー

ルを行うことで、路面異常や災害の可能性のある変状等の調査を行い、崩壊等の恐れのある場合

は対策を実施しております。今回は、台風１８号に伴う異常な降雨により発生したものであり、

降雨状況や、土質、地形等様々な要因がからんで参ります関係上、予測はできなかったと考えて

おります。 

舗装の割れ目に補修材注入でございますが、舗装の下への雨水等の浸透は防げますが、今回の

様な異常な降雨による地下水の急激な上昇を原因とした崩壊には効果は期待できないものと考え

ております。 

道路の危険箇所の情報でございますが、現在でも自治会や地域づくり懇談会等を通じ、危険箇

所や、改良箇所、修繕箇所の情報や要望は多数いただいており、要望書等の様式もございます。

しかし、今回の台風のように、緊急を要する場合には、自治会等へ協議することができないため、

直接連絡をいただいております。したがいまして、現在の状況で、情報は把握出来ているものと

考えております。 

続きまして、避難誘導看板についてでございますが、内子町指定避難所の周知につきましては、

防災マップを作成し、土砂災害警戒地域や過去の浸水域、そして指定避難所等も明記し全戸配布

をしております。最近では平成２７年度に自治会ごとの防災マップを全戸配布、各自治センター

管内の防災マップを自治センターに配布させて頂きました。また、地域で実施致しております防

災訓練等で、地域の避難所、危険箇所などを再確認し、地域で情報共有をはかり、非常時におけ

る命を守る避難行動など、体で覚えることが大切ではないかと思います。そのようなことからも、

地域の指定避難所等は、地元の方なら案内看板などが無くても、ほとんどの方がお分かりになっ
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ているのが現状ではないかと考えておりますので、ご理解いただいたらと思っております。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（山本徹君） 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） 私からは引きこもり対策についてまずお答えをさしあげます。

引きこもりに関する実態調査につきましては、民生児童委員さんを対象として、この９月末まで

に実態調査を行っております。調査の結果、「ひきこもり」状態に該当する方は２２人、年代で一

番多いのは４０才代で６人、期間は５年から１０年、１０年以上がそれぞれ３０％となっており、

ひきこもりの高齢化と長期化が課題となっていることが明らかとなりました。現在、医療機関か

ら支援を受けている方はお一人。２０人については「支援を受けていない」または「不明」で、

回答を頂いた民生児童委員さんからは、医療や行政の支援の充実が必要だというふうに答えられ

ていらっしゃいます。ひきこもり状態の本人や家族の支援については、既存の保健・医療・福祉

が一体的に取り組むことが重要であることは言うまでもございません。一方では、本人と家族が

孤立した状態では、支援に結び付けていくことが困難であるのも「ひきこもり」問題が抱える大

きな課題です。今後におきましては、民生児童委員さんや福祉、保健センターでの相談事業を通

じ、個別の対応を行っていきたいと考えているところです。今回、実施した民生児童委員さん方

への実態調査によって、「ひきこもり」の実態がある程度明らかになりましたけれども、具体的な

取り組みっていうものにつきましては、これからというのが現状でございます。また、窓口のワ

ンストップ化についてのご質問でございますけれども、内子町では内子町社会福祉協議会が愛媛

県からの受託によって生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業、家計相談支

援事業を現在実施をしておるところでございます。今までに月１、２件程度の相談を受け、この

３年間での相談件数は３４件、自立支援プランの作成件数は７件、就労者数は２人、家計相談支

援は３件でございます。このうち、ひきこもり状態の方からの相談というのはございませんでし

た。 

 続いて、障がい者自立支援の現状でございますが、内子町における障がい者自立支援の現状で

ございますが、こちらについては地域活動支援センターかいとや障害者支援施設大洲ホーム、大

洲育成園に相談事業を委託しております。この相談事業を中心に支援事業を行っているところで

ございます。個別の相談につきましては、障がいの種類に応じて相談員が訪問や電話などで相談

をお受け致しております。相談内容につきましては、福祉サービスの利用であるとか、家族関係、

社会参加、権利擁護など多岐に渡っております。また、継続的なかかわりを持ち、長期にわたっ

て支援するケースもございます。平成２８年度に相談事業所が相談を受けた件数は、３３８件で

す。障がい者の福祉就労事業所については、町内に民間施設が２ヶ所ございます。来年度中に新

たに１ヶ所が開設予定となっておるところです。日中の居場所や社会参加の場としての役割を持

つ地域活動支援センターの登録者は、現在２３人ございます。また、八幡浜・大洲圏域の障がい

者就労・生活支援センター、通称「ねっとＷｏｒｋジョイ」では、就労・就職に向けた相談、就

職前の準備支援から、就職後の職場定着支援など、個々の特性に応じた継続的な支援を行ってい

るとことです。現在、内子町にお住まいの方で登録されている方は、５６名いらっしゃいます。
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これらの事業に併せ、重度心身障害者医療費助成制度とか、障がい者入所施設サービス、日常生

活用具給付事業などを実施しているところでございます。就労支援作業所に通所されている中で

この３年間の間に就労作業所から一般就労へ移行された方はこの３年間で１５名いらっしゃいま

す。また、かいとの方ですけれども、この３年間で新しく３人の方がかいとへの新規の登録が６

人いらっしゃいます。以上でございます。 

 失礼しました。続いて、内子町におけるインフルエンザワクチンの状況について答弁させてい

ただきます。季節性のＳインフルエンザワクチンの供給については、全国的に例年より約１カ月

程度の遅れがでております。厚生労働省によりますと、製造に伴うウイルス株が途中変更され、

製造元からの出荷時期がずれ込んだことによるものでございまして、必要なワクチンが確保でき

ない事態が生じております。これにより高齢者への季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業

では、接種期限とする１２月末までに希望者への接種を行うことが困難になると予想される事か

ら１２月末までの期限を平成３０年１月末まで延長する措置を講じる事と致しました。この措置

につきましては、県内全市町で統一して行うもので、今後、医療機関窓口へのポスター掲示とか、

広報うちこ１月号への記事掲載、内子町公式ウェブページなどにより期間延長についての周知を

行っていきたいと考えておるところでございます。各医療機関での順番につきましては、それぞ

れの医療機関によってご事情があろうと思います。こちらの方ではその分については掌握をして

おりません。以上です。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、３点目の雇用について、それから最後の集会所のトイ

レ改修につきまして、ご答弁をさせていただきます。 

まず、議員ご提案の政労使会議ですが、「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の略称という

ことで、平成２５年から首相官邸で開催されている政策会議のことだと考えております。内閣が

掲げる「経済財政運営と改革の基本方針」および「日本再興戦略」を踏まえて、政府・経済界・

労働界の代表者が意見を述べ合い、問題解決のための共通認識を得ることを目的とするもので、

政府が経済界に異例の賃上げ要求を行ったということでも知られてございます。この動きを地方

にも波及させようというのが地方版政労使会議で、一部の都道府県では、類似の会議、それから

協議会が設置されているようでございます。国や県、経済界、労働界の代表が一堂に会して働き

方改革、暮らし方を考えるものですが、それぞれの組織の代表による会議で、話し合いの成果を

組織に反映させることを目的とするものでございます。そういった意味では、傘下にそれなりの

人数がいる組織の代表でないと意味を持たず、特に労働界などの組織が整っていない内子町では、

目的を果たすことは困難であると思います。成果を得るためには、ある程度大きな県域レベルで

の取り組みが大切であろうと思いますので、これまで同様に県レベルで取り組んでいただく方向

でよいのではないかと考えておりまして、町で新たにこういった会議を開催する計画はございま

せん。また、先ほどのご質問の中に福祉関係の情報交換の場にもぜひとも活用していただきたい

ということでございました。内子町においては、内子町のまち・ひと・しごと創生推進会議を組

織したおり、総合戦略の進捗状況等について確認していただきました。そして、内容についても
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検討をしていただいておりました。そのメンバーですが、金融機関や自治会、商工会や農協など

の幅広い分野の組織の代表者、さらには農林業の経営者、研究者などまた福祉の関係でも代表の

方がご出席をいただいて幅広く意見を聞く場を設けてございます。このような場を活用して今後

も意見交換をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただいたらというふう

に思います。 

続きまして、集会所のトイレ改修についてでございます。集会所のトイレ改修につきましては、

内子町地区集会所建設事業補助金交付規程を制定し、平成２８年４月１日からは補助率・上限額

を見直し、建設費の５０パーセント以内で上限２００万円を補助することに致しております。改

修につきましては、地元負担も必要となりますので、自治区からのご要望がありましたら、対応

して参りたいと考えておりますので、ご理解いただくようにお願いを致します。なお、建設後の

維持管理費につきましては、各自治区でお願いをしております。以上で私からの答弁とさせてい

ただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） まず、災害の件なんですけど、地区懇談会で確かに道路の情報とか上が

っているのは間違いないと思うんですけれども、意識を高めると。走っている中で本当にここが

なんか怪しいなとみたいな所、自分が走っておっても感じるところがあるんで、そういうのをし

っかりと日頃から意識を高めていただいて、それを書面で出していくような形で、それで当局の

方もそれできちんとそれをまとめておくというような流れができればいいと考えてはおるんです

けど、先程書面というのもあったんですけど、そういう形の書面ということでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 道路等の要望とかそういうここをこうしてほしいというも

のについての要望書の書面という認識でおります。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） もう一点、只今のところの現場崩落のところなんですが、たしかに手前

のブロックも古い割れ目が広まっているのが確認できるんですけど、あそこも徐々に引っ張られ

ていたんじゃないかなと。最終的には大雨によるところだろうと思うんですけど、そういう立地

条件とかいうのは、地元の人がしっかりとある程度掌握されているんじゃないかと思うんで、地

元の人がしっかりと意識をもって利用いただくっていう形の体制が取れれば未然に防げる一助に

なるのかなと思うんですけど、もう一度答弁をお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 地元の方の意識の高まりと言う件でございますが、現在は

ですね、自治会長さんを中心に地域の中をよくご存知の方が、例えば崩れそうであるとかいう情

報は自治会でとりまとめていただいて情報をあげていただいておるというふうに感じております

ので、特別にそういう新たな組織を形成する必要はないかなというふうに考えております。 
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○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 町内の指定避難所の案内指示表示板、山間部、例えば大瀬の自分達の地

域の避難所は十分地元の分は掌握できとると思うんですけど、やっぱり町中に関しては観光客、

外国の方等々が日々見えられておるので、そこに関してはですね、そういう案内版を表示すべき

じゃないかなと思うんですけど、再度お尋ねを致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 避難所の関係ですので、総務課の私の方からご答弁をさせていただき

ます。まず、観光地での看板の設置ということでございますけれども、今現在、町中におきまし

てはですね、そこそこに観光施設の案内看板等が設置をさせていただいている状況でございます。

特に、八日市護国の町並みにつきましてはですね、こちらは地元自治体が主体となって景観に配

慮した形で避難誘導標識を作成、設置していただいている経緯もございます。それからですね、

避難所への誘導する案内看板の考え方ですが、いつどこでどんな状況で災害がおこるか分かりま

せん。そういったような状況でですね、例えば、幹線道路が今回の県道坊屋敷小田線のように滑

落する場合もございます。そういったような状況の中でですね、常に一方方向への誘導がはたし

ていいのかどうか。かえって危険な場合も出て参ります。なので、非常時の際にはですね、その

状況に応じた避難行動をとっていただくことしかないのかなというふうに考えておりまして、繰

り返しになりますけれども、決まり切った一方方向への誘導は、逆に危険だという考え方も出来

ようかと思いますので、その時の状況に応じた避難、それから行動をとっていただくというよう

なことを日頃からの防災訓練の中で徹底していただきたいというふうに思います。 

それから、さらに付け加えて説明させていただきますが、先程、地域の中の安全安心の見守り

の件ですが、日頃の防災訓練の中にもですね、そういったような地域内を巡視するようなそうい

う取り組みも一つの防災訓練にもなるのではないかなと思っております。要するに、地域ぐるみ

で危険箇所の把握をしたり、こういったような状況になった場合にはこういうふうに避難するん

だよというようなあらゆるシュミレーションをしながら防災訓練に努めていただくと、なお非常

時の際の行動に置きましても迅速な行動がとれるのではないかというふうに考えております。以

上でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、福祉のことで再質問ということでさせていただきます。一

般就労に作業所等から卒業されて就業されとる実績は素晴らしいと思います。引き続き、この倍

の数字くらいをたたき出すくらいな勢いで進んでもらったらと思うんですけど。心配されるのは

就職はしたけれども、また帰られたというような現状があるのかないのか。その数字があればお

示しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 一般就労された方の中で、離職をされた方というのが私の方
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で手元で確認できる数字としては１名いらっしゃいます。それから先程の総括答弁の中でかいと

への新規登録は６人というふうにご説明させていただきましたが、ちょっと訂正をさせていただ

いたらと思います。かいとへは３人、その他の施設サービス等へ登録された方が利用開始された

方が３人、合計６人でございます。申し訳ございません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） とにかく、窓口を開けとるからということでそこへ尋ねて来られるとい

う現状がなかなかひきこもりに関して家庭の状況にはないのかなというのが作業所の職員の方も

痛切に強く訴えられておりましたので、なんとかですね、そのチームを作ってそういう対象者の

方へアウトリーチできるようなシステムができないのか、やらないのか、そこら辺を少しお考え

をもう少し説明をいただきたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議員さんの方からもありましたように、引きこもりの問題を

抱えてらっしゃる家庭っていうのはご家族の方からそういう勧誘を拒否される場合が往々にして

あると思います。私どもから保健所が相談窓口をもっておりますので、そちらの方に現状を尋ね

ましても人数だけしか教えていただけないのが現状でございます。これはご本人さんやご家族の

方がよそへは漏らさないようにしてほしいというそういうご要望もあってのことでございます。

なかなか出かけて行って対策をとるというのは難しいかと思います。現状では、民生委員さんや

その他、地域の方々がご家族の方のちょっとしたＳＯＳのサインを見逃さず、そこからそれぞれ

の相談であるとか、支援に少しずつ結びつけて行くっていう方法しかないのかなと、今のところ

考えておるところでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 地域の民生委員さんが数字をあげていただいたと、全員があげていただ

いたのでしょうか、それとも上がってない地区も想定できますか。分かる範囲で。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ひきこもりに関する事態調査につきましては、民生委員さん

全員の方に調査をお願い致しましたが、回収率は９月３０日の調査終了までの間に回収できたも

のは８７．７％でございます。１００％ではございません。現在もまだ民生委員さんから回答表

がいただけている、届いている状態でございます。１００％ではございません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 個人的にもそういうひきこり状態である方が近所にもおりますので、な

んとか手を差し伸べてあげたいなという思いはあるのですけど、専門的な知識が今のところござ

いませんので、なかなかそこまでは及んでおりませんけど、引き続き自分を含めて勉強しながら

そういう方向に向けていければいいかなと考えております。作業所の職員の方もうちへ本当に連
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れて来ていただいたら、なんとかやり直す自信はあるということで答えられておりましたので、

本気でですね、そういう人をなくしていくということでこの時節、本当に仕事の現場では人手が

不足しておるという現状もあります。本当に少しの力もそこへ手伝っていただいたら助かるって

いう企業の方もたくさんおられると思うので、そこらをしっかりと協議を進めていただいて、町

民総活躍社会と申しますか、そういう社会を作っていただくために職員の皆さんもぜひ汗をかい

ていただきたいなと感じるところでございます。 

 最後に集会所の関係なんですけど、特に合併浄化槽環境の為にも全戸実施というのが理想でも

ございますし、その中でも集会所もたぶんやられとるところ少ないと思うんですけれども、維持

費がけっこうかかるということで、二の足を踏むっていう集会所もあると思うんです。なんとか

維持費の方の助成も考えていただくわけには、考えてほしいというのが実情だと思うんです。も

う一回答弁をお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先程、ご答弁をさせていただいたとおりでございます。繰り返しにな

りますけれども、この集会所のトイレにつきましては、補助規定の見直しを平成２８年４月にお

こないました。補助率を３０％から５０％にアップ。それから改修の上限を１００万から２００

万というふうに大幅なですね、補助金の回答をさせていただいたところでございます。また、区

の運営につきましては、区の運営費補助金ということでわずかではありますけれども、交付金を

交付させていただいているところでございますので、こちらの方をご活用いただきながら集会所

等の維持をおこなっていただきたいというふうに思っています。なお、この地区集会所建設事業

補助金の中には当然、改修とかも含まれます。以前にも和式のトイレを簡易洋式ですね、洋式の

便器を据える簡易水洗のような形で改修されている集会所が過去にいくつかございますので、こ

ちらについては個別にご相談をいただきながら、できるだけいい方向で改修ができるように一緒

になって話を進めていけたらなというふうに思います。ご理解いただけたらと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 以上でございます。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 次に、大西啓介議員の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 議席番号 1 番、大西啓介です。議長より発言の許可を得ましたので、質

問通告書の内容について、会議規則及び申し合わせ事項に従い、一般質問を行います。今定例会

でもですが、産業振興についてお尋ね致します。 

まず冒頭に、私も所属しております商工会青年部について触れさせて頂きます。商工会青年部

は、商工会を形成する 1 部会で、商工会の事業を積極的に推進すると共に、経営者としての資質

を向上させ、もって商工業の総合的な改善発展を図り、あわせて地域の振興・発展、社会一般の

福祉の増進、新しいまちづくりに取り組む組織であり、商工会の会員たる商工業者、法人にあっ
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てはその役員またはその親族であり、かつ、その会員の営む事業に従事する、満４５歳以下の青

年男女で構成されております。愛媛県商工会青年部連合会は組織化５０周年を迎え、先月の１１

日には愛媛県知事にもお越し頂き周年式典が執り行われたことは、愛媛新聞にも取り上げられま

した。本町においても、青年部員や青年部ＯＢの方々が、商工関連団体等の開催の様々なイベン

トや地域のお祭りの運営に多く参画しているだけでなく、消防団やＰＴＡ活動、自治会活動など

においても、地域の若手代表として、時には主体となり、時には縁の下の力持ちとして活動して

います。本年７月には、私と立場を同じくする愛媛県下商工会の現役青年部仲間である地方議員

たちと商工会青年部議員連盟を立ち上げ、若手経営者たる商工会青年部の想いを、議会を通じて

スピード感をもって政策提言し、その実現を目指そうとしております。この動きは全国への広が

りとなっており、各地域で中小企業経営者の若手議員同志の交流が始まるものと思います。地域

の持続的発展なくして事業所の成長はありえません。また、地域の持続的発展のためには、今後

の地域を支え盛り上げる若手事業者の更なる成長と活躍が必要です。明らかな事ではございます

が、特に若手経営者の今後が、内子町の将来に大きな影響を与えると考えられます。ここで、商

工会青年部員がどのような想いをもって、地域でビジネスをおこなっているのかを、商工会青年

部宣言と誓いの言葉にて全文ご紹介させて頂きます。 

 商工会青年部宣言。 

 かけがえのない人たちと、かけがえのない地域のために、われわれは、自己の利益追求のみな

らず、国家を基盤とした社会の恒久的な平和と繁栄を実現する。 

 若き事業家として、何人にも侵されない自立した経営を確立し、地域の商工業を躍動させ、地

域の一員としてその責任を自覚すると共に先人の教えに学びつつ、未来に向けた活力ある社会を

創出する。 

 この美しい国、日本に生きる者として、地球の環境問題を捉え、われわれだけでなく、次世代

の人々の為にも、継続的な運動を推し進める。 

 そして全ての国家、民族との交流を積極的に図り永続的共生を同じ時代を担う者としてここに

誓う。 

 誓いの言葉。 

 1.われわれ商工会青年部は、創造力と行動力をいかし、地域振興発展の先駆者となる。 

 1.われわれ商工会青年部は、商工会の後継者であり、将来の中核として、組織活性化の推進力

となる。 

 1.われわれ商工会青年部は、社会一般の福祉の増進に努め、新しいまちづくりの原動力となる。 

 この宣言と誓いを実現するために、青年部員は内子町内で、愛媛県内で、全国で日々精進をし

ています。今定例会では、このことを念頭に質問を行いたいと思います。 

 まず、地域経済の振興について、お尋ね致します。 

 内子町まち・ひと・しごと人口ビジョンにおいて、先ほど来の質問にもありましたけど、２０

２５年の内子町の人口は１万４，０００人ほどと想定されています。他の市町ではその状況下に

おける町内総生産額の数値目標を定められておりますが、残念ながら内子町では農林業の数値目

標しか設定されておりません。その２０２５年、内子町の６５歳以上の高齢者の割合は４２％を

越えると予測されており、経験したことのない超少子高齢化社会を迎えます。こうした人口減少



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

- 41 - 

や人口構造の変化は、地域経済の縮小だけでなく、集落の消滅、地域保障費の負担増加、税収の

減少による財政収支の悪化等など、様々な社会的課題の最大の原因になると考えます。現在、子

育て支援や移住政策などを拡充することで、人口減少を食い止めようと各自治体が競っておりま

す。日本全体の人口が減少する中でどのような対応ができるのか、我がまちだけでなく、我が国

にとって大変大きな課題です。人口減少を抑制するためには、強い地域経済を作ることが必要不

可欠です。企業誘致と同時並行して地元密着型企業を育成し、仕事と雇用を創出することで、人

口流出を減少させることに大きく寄与できると考えます。農林業の未来は、生産額の数値目標と

いう形で設定されていますが、商工業の未来については、数値目標を設定しないという現状を踏

まえ、地域経済振興に関して基本的にどのように考えられているのか、お尋ね致します。地方創

生実現のために、総合計画策定と平行する形で、内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略が平成

２８年３月に策定されました。しごとの創生に関して、産業総論に始まり、商工業・農業・林業・

観光について、基本戦略と基本計画等が定められています。この中で、商工業に関して、町の主

要な産業であり、雇用も大きく、これが衰退することは町の活力が衰退するに他なりません。町

外資本の企業については、規模が大きいため独自の事業展開により経営安定を図られていますが、

特に地元企業については業種や場所に見合った支援が必要であり、今ある企業の成長力・競争力

を強化する政策が必要です。２０１５年から２０１９年度までの戦略期間の半分が経過しました。

先日の全員協議会でも行政から説明はございましたが、今一度、しごとの創生に関して、その進

捗管理や、目標管理、年度評価と中間評価、事業実施内容など総合戦略の現在の状況についてお

尋ね致します。 

 次に、小規模事業者の振興について、お尋ねします。平成２６年６月、小規模事業振興基本法

が制定・公布されています。それから３年が経過致しました。日本企業の約８６．５％は、小規

模事業者が占めています。そして小規模事業は、地域経済とその事業により生計をたてる従業員

やその家族約３，０００万人の生活を支え続けています。小規模事業者の多くは、ほとんどの場

合が同じ市区町村、隣町、同一県という狭い商圏の中で活動しています。そして、地方の町村部

になればなるほど、人口減少・高齢化・地域経済の低迷といった問題に直面し、顧客が減り続け

ている状況です。こういった状況を早期に打開し、地方の活性化を促すためにも、まず小規模事

業者が元気になって、活力を取り戻すことが不可欠です。これまで国は、右肩上がりの成長発展

を基本として政策を行ってきました。現在では、人口減少などの影響から現状を維持するだけで

も大変な状況です。何の手だてもなく進むだけでは、下りのエスカレーターのようにどんどん悪

くなる方向に引っ張られていきます。これをなんとか頑張って、現状を維持することの重要性を

国が初めて認めたからこそ、この基本法が制定されたと考えています。総務省統計局の経済セン

サスに記載されているデータによりますと、平成２６年の内子町内の事業所総数は９１２です。

その内、従業者総数が４人以下の事業所は６３７、５から９名は１３４、１０から１９名は８３

事業所であり、約９４％が２０人以下の事業所であります。まちの持続的発展には、大多数を占

める小規模事業所の育成・振興が不可欠であると、考えます。そこでお尋ね致します。内子町で

は、小規模事業所の育成・振興に関して、支援策や補助金制度など、どのような事業が行われて

いるのか、お尋ね致します。 

最後に、国が行なっている小規模事業者持続化補助金について、内子町での状況について、お
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伺いします。この補助事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づき、新たな市場への参入に

向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等や業務効率化による生産

性の向上を支援するため、それに要する経費の一部を補助する事業です。小規模事業者が、商工

会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の３

分の２が５０万円を上限に補助されているものです。町内事業者の応募状況や採択状況はどうな

っているのか、お伺い致します。以上を持ちまして、一般質問を終わります。ありがとうござい

ます。 

○議長（山本徹君） 大西啓介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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 大西議員さんにまず商工業の振興に関して基本的なご質問がでましたの

で、この分野について私の方からお答えをさせていただきたいと思います。まず、第２期の内子

町総合計画に基づきまして、たぶんこれはご案内だと思いますけど、基本方針としましては地域

の雇用の場を確保するための企業への支援、地域の特色ある産業育成に努め、にぎわいと魅力の

ある商店街づくりの活動に対して支援を行うということとしておるところでございます。具体的

には、企業支援としましては、製造業等の事業者が一定規模以上の新設や増設した投下固定資産

について一定期間、固定資産税を減免する等の奨励措置や雇用促進の奨励金の交付等を制度とし

て設けて実際に交付しているということでございます。また、町内での創業や起業を促進するた

めの補助制度や町産品の販路開拓支援の経費の一部助成というようなものも設けて、実際にこれ

も交付しているということでございます。また中小企業の支援としましては、借り入れ金利が低

く設定されております、「内子町中小企業振興資金融資」による支援、またその融資に対する利子

等の補給によって支援等を行っておる。これもご案内の通りでございます。商店街への支援とし

ましては、内子まちづくり商店街協同組合が平成２４年４月に地域商店街活性化法の認定を受け

事業を行っておられまして事業の一つ、まちの駅Ｎａｎｚｅの整備等には内子町商店街活性化事

業により補助金を交付して、これで交付したところでございます。また、内子町商工会に対しま

しては、毎年、１，０００万円程度の補助金を交付致しまして、商店街活性化、また商店街に加

盟する皆さん方の団体の活動の一部助成というようなことに寄与させていただいているんではな

いかなというふうに思っております。いずれもしましても、大西議員言われますように、人口減

少によるマーケットが小さくなっているという現状の中で、それぞれの事業者の皆さん方が自分

の経営は町内を対象にする事業なのか、町外を狙った事業なのか自らがどうやって経営していく

かということを考えるっていうことは、これは商工業だけではなくて、農林業も一緒でございま

す。自分達はこういうふうにしてやっていきたいんだ、ここのところをもっと支援してほしい、

具体的なものがありましたら、どうぞ窓口の方へ相談をもちかけていただいて、公益上必要だと

いうことであれば、町の方も支援をさせていただく。そういうふうに私は考えているところでご

ざいます。基本的な考え方を申し述べさせていただきました。以上でございます。 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） 議長。 

○議長(山本徹君) 高山町並・地域振興課課長補佐。 
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〔高山重樹町並・地域振興課課長補佐登壇〕 

○町並・地域振興課課長補佐（高山重樹君） それでは、私の方からは、内子町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の進捗管理や中間評価、事業実施など仕事の創生に関しての現在の状況を伺う

という部分と小規模事業者の振興に関して支援策や補助金制度などどのような事業が現在おこな

われているのか、また、小規模事業者持続化補助金について町内事業所の応募状況や採択状況は

どうなっているのかの３点につきまして、私の方から答弁をさせていただいたらと思います。ま

ず最初に仕事の創生に関して現在の状況についてですが、進捗管理の方法につきましては、年１

回、内子町まち・ひと・しごと創生推進会議を開催し、進捗管理をおこない、次年度の目標に向

かって事業実施するようになっております。 

次に、重要業績評価指標の中間評価についてでございますが、１つ目の「内子まちづくり商店

街協同組合」の加盟店舗数を平成２６年度時点の５５店舗から平成３１年度の目標値であります

６０店舗に増加させるという目標がございます。平成２８年度時点の実績値は５３店舗となって

おり２件の減となっております。２つ目の空き店舗改修支援件数を平成３１年度までに累計で５

件とする目標でありますが、平成２８年度時点での実績はございません。３つ目の事業承継マッ

チング企業数を同じく平成３１年度までに累計で５件とする目標値でありますが、平成２８年度

時点での実績はございません。また、しごとの創生のための具体的な施策として、１つ目として、

合同企業説明会の開催がございます。雇用の場を確保するためとしまして、高校生・大学生・専

門学校生・卒業後３年目までの方を対象に内子町及び大洲市の企業を一同に集めて、内子町と大

洲市の商工会及び商工会議所が主催となり実施しております。平成２８年度は全体で３９社の参

加が６５名の求職者にお越しいただきました。平成２９年度は全体で４６社の参加があり６６ 名

の求職者にお越しいただきました。さらに、起業・創業支援と致しまして、平成２８年５月２０

日に国に認定済みの創業支援事業計画に基づき実施しております「連携相談窓口」がございます。

これは、内子町商工会、町役場各課、地域金融機関とも緊密に連携して創業相談に応じるもので、

税務及び労務管理等の高度な知識を必要とする場合は、えひめ産業振興財団等と連携し助言をす

ることとしております。また、全５回の「創業塾セミナー」を開催し、基本的な創業ノウハウか

ら実践的な資金管理や利益管理まで幅広く、創業に必要な知識を身に付けていただき創業希望者

の経営力のレベルアップを図っております。 

続いて、小規模事業者の振興に関してどのような事業が現在、おこなわれているかについてで

すが、一つ目としまして、当町が小規模事業者も含まれる中小企業者の金融難を緩和し、その育

成振興を図ることを目的とした「内子町中小企業振興資金融資」による振興がございます。内容

としては町内の金融機関２社を通じて、上限５００万円を限度に最長５年間の期間借り入れがで

き、原則として運転資金に充当できる融資でございまして、借り入れ金利についても低く設定し

ております。２つ目としまして、先に述べました融資に対する利子等の補給による支援がござい

ます。融資完済後に、借り入れしていた事業者に対し利子の年１％以内及び愛媛県信用保証協会

に対して支払っている信用保証料の全額について補給するものでございます。３つ目としまして、

内子町商工会と大洲市内の商工会議所および商工会が主催として開催している「大洲・内子地域

合同企業説明会」による雇用拡大を図ることによる支援がございます。また、間接的とはなりま

すが、内子町商工会に対して「内子町商工会育成費補助金」として補助しておりまして、商工会
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を通じて小規模事業者を含む商工業の振興に努めております。最後に小規模事業者持続化補助金

について町内事業者の応募状況や採択状況についてですが、まず、本補助金は、商工会が窓口に

なっております。小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・

商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等を支援する

ものでございますが、平成２５年度補正から平成２８年度補正までの４ヵ年の町内事業者の状況

につきましては、申請１３４件に対して採択８２件となっております。なお４ヵ年で見た場合に

県下２３ある商工会の中で、申請件数および採択件数ともに１番多いものと内子町商工会から伺

っております。以上、私の方から答弁させていただきました。以上で終わります。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君) 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 再質問に入る前に、今日の質問の趣旨というか、ちょっとした説明です

けれども、先程の一般質問で申し上げました、商工会青年部議員連盟というものをこの夏に立ち

上げました。その仲間たちで、やっぱりいつも話し合うのは、もっと地元の商工会と行政が手を

組んでもらって、もっともっと商工観光に力を入れれば、もっと僕らの町は良くなるんだと毎回

集まっては同じような話になります。ということで今回の質問は、今メンバーが４人おりますけ

れども、それぞれの市町で同じ質問をぶつけてみてはどうだろうという内容になっております。

それによってそれぞれの市町の回答を得て、それを又持ち寄りこの町ではこんな施策があるんだ、

政策的にこうなんだ、この町のアイデアは良いなというものを持ち寄ってまた各町で展開してい

く。そういうアイデアのもとに質問した内容となります。今日、応援に来てもらったりしており

ますが、そんな中で、まち・ひと・しごと創生総合戦略の今の進捗状況を報告していただきまし

た。その中身の商店街に関することなんですけれども、進捗状況としては組合員数はマイナス２、

空き店舗対策事業は０、そしてもう１件何でしたっけ、忘れましたがもう一つも０という内容で

した。そのまち・ひと・しごと創生総合戦略の冒頭には、ＰＤＣＡサイクルの実施により確実な

実行力をもって展開していくというふうに謳っております。それでは、今の状況を打破するため

に当事者として私も本当にこの状況を打破していきたいんですけれども、そのためにどんな対応

策を一緒にやっていければいいのか、何かお考えがあれば、お答えいただきたいと思います。  

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の方から、答えさせて頂きます。まず、大事なことはですね、商工会、

商店会も含めてですけれど、それぞれの事業の皆さんがどういう風なビジネスをやろうとしてら

っしゃるのか、どんなことで稼ごうとしてらっしゃるのか、お一人お一人がですね、どんな事業

をやろうとしているのかっていうことをまず明確にしていただくということが大前提だと思うん

です。先程言いました様に、それは農業でも林業でもそうなんですが、今非常に多角化、多様化

しています。６次化が本当にやらざるを得ないような状況に置かれてるんですね。例えば内子の

商店一つ見たときに、今まで卸しみたいな中心に事業やってたけども、これまでマーケットが縮

まってきたら、卸しだけではなかなか食っていけなくなってる。そうすると業種転換をはからな

いといけない。業種転換をはかるためにはこういう風な条件が必要だ。それは自分達はこういう

ことがやりたい、町はここのところでこういう風に背中を押してくれないか、個々の問題でです
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ね、やっぱりこの私たちに伝えて欲しい、こういうことが必要なんだということを言って欲しい。

商工会を通してでも結構でございます。そういうものが個々の皆さんがまずどうやりたいかと言

うことをはっきりさせるということが、とても大事だというふうに私は思ってます。以上です。  

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君) 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） はい、ありがとうございます。その窓口として、商工会議という組織が

あります。行政の中にも、町並・地域振興課の中に商工関連の担当者が１、２名いらっしゃいま

す。で、私どもの商店街組合という窓口もございます。そこがやっぱり、集まって話す時間が機

会がまず少ないと私は思うんです。そこで先程来、いろんな話が出ている中で、ワンストップと

いう言葉があります。誰に対してもここに来ればこういう相談を受け付けてくれるんだよってい

う仕組みがまだ伝わってないし、そういう組織がない。ないこともないんですけども、それが分

からない。私、中小企業庁の補助事業の冊子を頂いてびっくりしました。こんなに分厚いんです。

分厚さがこん位あります。商工事業者がいろいろなことをやろう、事業転換しよう様々な取り組

みをする時に、これだけの支援事業があるんだと、最近初めて知りまして、そういうところもや

っぱり情報が国から各省庁から伝わってくる仕組みも今ちゃんとしてない。商工会の仕事かもし

れませんが、そういう要望がどこに行ってるのか、誰が管理してるのか、そういう要望に対して、

誰が引っ張ってくるのか、そういうシステムがはっきりしてないところが、はっきり言ってある

と思います。その辺をまず統括して、ワンストップの窓口を作るという仕組みがあれば、そうい

う相談、何がしたいとか。これから事業転換、事業継承いろいろな問題がほんとにこれから出て

きます。その窓口を作っていただきたい。その上で、先程の進捗状況、創生総合戦略の進捗状況

もそこが管理して、ではそのためにどうやっていけばいいのかなということをきちんと考えて動

く組織が必要だと考えております。 その上で以前、私質問の最後に商工観光課の設立をお願い致

しますと言って質問を終えた、いつだったか、６月議会でしたか、あったと思いますけれども、

その後、商工会の三役、陳情の場か、何かの場で、商工観光課を作っていただけないかという話

をしに行ったということは伺っております。それに対してどのようなお考えがございますでしょ

うか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） まず個々のそういうふうな相談の窓口の件でございます。これは分庁の

中に町並・地域振興課の中にですね、係がおりますから、なんなりと相談していただいてけっこ

うですし、またそれよりももしかしたら商工会の方が詳しい方がいらっしゃるかもしれませんか

ら、商工会の中でつながっていっていただければいいんじゃないかな、また商工会の方から私ど

もの方に相談なりなんなりあれば、私どもの方でも対応していきたい。また県の方につながない

といけないものについては、県の方にもつなぐということにあいなろうかと思ってます。これら

に対する課の設置でございますけど、もしかしたら、以前申し上げたかもしれません、ちょっと

記憶飛んでますけど、事務量を考えますとですね、課をおいてということではまだないんじゃな

いかなというふうに私は思っております。農業や林業と比べましたら、事務量が極端に違いすぎ

ると。農業や林業の場合にはかなり事務量はたくさんございますから、補助事業もたくさんやっ
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ておりますから、今の体制をおかないといけないと思っていますけれども、それは状況を見ての

話だというふうに思っております。以上でございます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長(山本徹君) 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） その事務量なんですが、商工業者はすごく今忙しいです。本当に人も足

りませんし、先日来、合同説明会なども開催されているという話ですが、製造業などは人が足り

ない、人が足りないという話を聞きます。そんな中で農林業だけでなく、商工業のそういう補助

事業も今たくさん出ているのが現状だと私は感じております。安倍政権になってから経済産業省

の事業がどんどん膨らんできている。そういう中で、もちろんオリンピックに向けてもございま

すが、観光振興、そういう話にインバウンドですね、どんどん外国人観光客を取り込んで地方に

地域の活性化に向けて様々な事業をやりなさいよという。それに向けた支援策が山のようにいろ

んな省庁から出てきているのが現状です。そんな中で今の商店街もそうなんですが、今までは内

子町の観光は本当に通り過ぎるだけの観光です。ここで何か打ち出していかないと、お金を落と

していただく仕組みを作っていかないと、いつまで経っても内子町は旅行会社にとって都合のい

い観光地になってしまいます。そうではなくて、内子の文化をきちんと伝えられる、そして、ま

たその魅力が広がってリピーターや、さらにお客さんの輪を広げて行くようなそれだけの魅力が

ある内子町だと考えておりますので、観光振興イコール商店街や製造業、もちろん農業も一緒で

す。すべての産業をつなぐ可能性がある。それをまた膨らませていく可能性があるのが観光だと

私は今、感じておりますので、観光も含めたそういう部署ですね、今の役場の担当の方も存知あ

げておりますが、２名です。そして、ダイニングアウトや笹まつりやドイツフェスタ、いろいろ

なイベントを抱え、事業を抱え、本当にもっと深い話、こういうまちづくりをしたい、そのため

にどういう施策があるんだ、補助事業があるんだという話にまでは、なかなかいかないのが現状

です。どうかその辺も汲み取っていただいて、これからの観光を含めた商工業の振興をもう少し

大きな目で農林業と共に発展していけるような計画づくりのための行政の体制作り、そして商工

会との連携、そして我々町民や各種団体等との連携によって、もっともっと素晴らしい町に、観

光が産業になっていけるような町になっていくための仕組みづくりを話し合えるそういうワンス

トップな組織を考えていただければと思います。人口減少の中で内子町はまだその坂道を下るだ

けでなく、踏みとどまることができる町だと若い世代、特に商工業や、我々青年部員は強く感じ

ております。これからの商工観光振興策をまた共に一緒に目指していけるような仕組み作りも含

めまして、取り組ませていただければ、応援していただければと思います。以上をもちまして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後３時から再開します。 

 

午後２時４５分 休憩 

 

午後３時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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 次に、菊地幸雄議員の発言を許します。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

〔菊地幸雄議員登壇〕 

○６番（菊地幸雄君） ６番菊地です。１２月議会にあたり、通告に従って一般質問を行います。

その前に、６４年ぶりに行われた愛顔つなぐえひめ国体の開催で活躍されたライフル射撃、剣道、

空手道に出場された、内子高校及び内子町出身の皆さまに優勝、入賞の、お祝いを申し上げます。

大変おめでとうございました。私も、天皇、皇后両陛下を迎えての開会式に参加をさせて頂き感

激を致しました。また、内子町に来られた眞子様にお会いできた方からは、涙が出るくらい感激

をしたとの声を聴きました。ライフル射撃や剣道にも行かせていただきました。剣道競技もライ

フル競技の内容もすごくよかったのですが、それを支える皆様の姿にも感激を致しました。長年

に渡って準備を進め、事故もなく盛会に導いて来た、国体推進室のご苦労に敬意を表したいと思

います。お疲れ様でございました。 

それでは、一般質問に移ります。始めに、コミュニティ・スクール制度の導入についてお伺い

を致します。新聞を見ておりまして、コミュニティ・スクール校関連法の改正が今年３月にあり、

「今年４月から公立学校は地域運営学校に移行することが努力義務になっている。」という記事を

見つけました。少し調べてみますと、コミュニティ・スクールとは「学校運営協議会」を設置し

ている学校のことを指し、「学校運営協議会制度」は平成１６年９月９日に制定された、「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５」に基づく制度で、主に次の３つの機能があり、

校長が作成する学校運営の基本方針の承認をすること。学校運営について、教育委員会又は校長

に意見を述べることができること。教職員の任用に関して、教育委員会の意見を述べることが出

来ること等であります。学校運営の「基本方針の承認」を行うなどの具体的な権限を有している

ことから、地域住民や保護者が学校運営に対する当事者意識を分かち合い、ともに行動する体制

が構築できるとありました。そして、その成果は、コミュニティ・スクールに指定された学校で

は、地域連携に関する成果のみならず、教職員の意識改革や、学力向上・生徒指導の課題解決に

おいても成果を認識しているとあります。今こそ、子どもや学校の抱える課題の解決、未来を担

う子ども達の豊かな成長のためには、社会総掛かりでの教育の実現が不可欠であると思います。

そこで、１１月１５、１６日と総務文教常任委員会で、コミュニティ・スクールの取組について

全国で、京都市に次いで指定校が１６４校と２番目に多く、平成１４年から取組を始めている、

岡山市に研修に行って参りました。そこで、岡山市教育委員会指導主事のお二人から説明を受け、

岡山市では、コミュニティ・スクールのことを地域協働学校と呼び、中学校区を一つの地域と見

なし、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たしながら、元気な学校、元気な子どもを地

域で持続的に育んでいくという理念に基づき運営されているとの説明でした。また、２０２０年、

新学習要領が実施されれば、５年後には、この地域運営学校に移行することが努力義務から義務

になるでしょう。今年、山口県ではコミュニティ・スクールの設置が１００％になったとのお話

もありました。内子町としても、取り組んでいく必要があると考えられるが、教育委員会の見解

を伺います。 

次に、全国学力テストの結果についてお伺いを致します。２０１７年度全国学力・学習状況調
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査の市町別平均正答率が県教育委員会より９月２０日に公表されました。報道によると、全国学

力テストは小学６年と中学３年を対象に４月に実施し、愛媛県内公立校は、約計２万２，０００

人が参加。全教科で全国の平均正答率を上回り、小学校は全国４位、中学校は５位。市町別の総

合平均正答率では、小学校１３市町、中学校１１市町が全国平均を上回った。小学校の最高は上

島町の７０％、最低は新居浜市、内子町、鬼北町の６３％。中学校の最高は今治市、八幡浜市の

７１％、最低は宇和島市の６２％であったとの報道がありました。このことを受けて、宇和島市

教育委員会では、原因分析を進めると同時に、改善に向け、市は本年度、各研究委員会が自由に

使い道を選べる、市学校自主企画学習事業費補助金として１００万円を、市立小中学生対象の無

料学習塾開設に３，５００万円を計上して、市内の教員らでつくる主要５教科の研究委員会に上

限２０万円の補助金を設定し多様な活動を推進、市内５カ所で「うわじま土曜塾」を開講し、生

徒と教員双方のレベルアップを図るなど、市内の小中学生の学力向上に向けてさまざまな事業に

取り組み始めました。内子町教育委員会として何か検討され、新しく始めた取り組みはあるのか

お伺いを致します。 

次に、スクールバスの運行についてお伺いをします。９月１５日付けで教育委員会より伊予鉄

南予バス路線立川路線の廃止に伴うスクールバスの運行についてお知らせが発行されました。そ

れによると、立川方面より運行している伊予鉄南予バス路線について、平成２９年９月末をもっ

て廃止され、１０月からスクールバスを運行するとのお知らせがありました。登校便は 1台運行、

下校便は 1 日最大３便運行する。使用車両は２８人乗りマイクロバス。休日の課外活動について

は、スクールバスの運行はしない。長期休業中の登校日については、登下校便ともに運行するな

どの運行内容がございました。９月２６日にスクールバス運行の説明会があり、その中で、保護

者の方から、「長期休日、つまり夏休みや春休みなどは平日であってもバスの利用は出来ないのか。

平日だけでも運行して頂きたい。現実、困る。」などの質問に対して、教育委員会からは、「部活

動にバスを出すことは出来ない」と返答されたとあります。その理由として、他の地域は運行し

ていないから、立川だけ優遇することは出来ない。規定にない。部活動は教育課程ではないため

バスを運行することは出来ないとの、返答であったと聞きました。長期休暇中に登下校のバスが

なくなった場合、部活動に参加出来なくなる懸念があり、保護者からバスの運行を望む声が多数

あるが、教育委員会の考えをお伺い致します。 

次に、保育園、幼稚園、小学校、中学校での防犯カメラの設置状況についてお伺します。刑法

犯認知件数は減少傾向にあるとはいえ、殺人、放火事件を始め、性犯罪やひったくりなど、地域

住民に大きな不安を与える悪質・凶悪犯罪は後を絶ちません。大洲署管内では、窃盗事件や、不

審者情報もあり、保育園、幼稚園、小学校、中学校など門があっても、誰でも自由に出入りが出

来る環境にあり、子どもの安全・安心を考える時、防犯カメラは犯罪の抑止効果があると考えら

れますが、現在の設置状況をお伺いします。 

最後に、うちこ恋活プランニングについてお伺いします。第２期内子町総合計画のプロジェク

ト１０の検証の中で子育て支援プロジェクト（１）の、うちこ恋活プランニングの進捗度がＣの

遅れている又は未着手との説明を受けました。子育て支援プロジェクトの基本方針は、人口減少

を食い止めることがまちづくりの最重要課題となっています。子どもが生まれてからでなく、若

者たちが出会い結婚へと進んでいくための支援策に着手する等、主な取り組みとしてうちこんか
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い、内子町への移住、定住促進の一環として、内子町の環境や資源を活用した、内子らしい街コ

ン、自然を生かした森コンなど、特色ある婚活プログラムの企画・実施を支援するとあります。 

そんな中、報道で、独身男女の出会いの場づくりや縁組など結婚支援事業に関する調査で全国１,

７４１市区町村の５３．５％に当たる９３２自治体が独自に実施していることが９月９日、分か

った。延べ約３７万６，０００人が参加し、自治体が把握しているだけで６，１７７組が結婚し

た。少子化や若者流出といった人口減少対策の一環として取り組む例も多く、一定の成果が出た

形である。愛媛では２０市町中１７市町が「実施中」と回答。松前、内子、松野３町は、「実施し

ていない」だったとありました。内子町として、この事業を今後どの様に進めようとされている

のかお伺いを致します。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 私の方からは学校教育関係についてお答えをさせていただきます。

まず、初めにコミュニティ・スクールの関係でございます。コミュニティ・スクールは、学校と

地域が学校運営の役割分担することで、チームとして子どもたちの健やかな成長と質の高い学校

教育を実現するというものです。県内では鬼北町、新居浜市、愛南町で取組みがはじまっており

ます。内子町の小中学校におきましても、コミュニティ・スクールを導入することで、子どもた

ちの健全育成や学力向上、教員の業務改善に大きな成果が期待できると考えていますが、導入に

当たっては、学校側のしっかりしたビジョンや家庭・地域の理解と協力が必要不可欠でございま

す。まずは、コミュニティ・スクールの導入推進校を選定し、研究を深めていただこうと考えて

おります。また地域・家庭への情報発信、校内研修の必要性が出て参りますので、来年度をその

準備期間とし、情報収集や研修の実施、体制整備に努め、その後に導入推進校において実践して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、全国学力テストの結果を受けて教育委員会で検討し取り組んだことについてお答

えを申し上げます。全国学力の成績につきましては、菊地議員ご指摘のとおりでございます。こ

の調査の目的は、教育水準の維持向上の観点から、子どもたちの学力や学習状況を把握・分析、

また成果や課題を検証することで学力の改善を図るというものです。今年度の学力テストを受け

て、取り組んでいる主なものにつきましては、次のとおりでございます。まず、中学校において、

部活動の休養日を設定致しました。「週に１日休養日を設ける。土日・祝日の休日については、1

か月に２日以上の休養日を設ける」というもので、教職員の負担軽減と共に生徒のバランスのと

れた家庭生活・家庭学習を確保するために設定致しました。次に内子町教育懇談会の開催を致し

ました。教育委員と小中学校のＰＴＡ役員との懇談会の中で、全国学力・学習状況調査の分析結

果を報告致しました。小中学校ともに、家庭での読書量が減少している現状を伝え、全ての教科

の基礎となる読解力を高めるために、家庭での読書の大切さを説明して協力をお願い致しました。

次に、学力向上セミナーについてを開催致しました。８月に、町内すべての教員の実践、指導力

アップを図るために研修会をもうけ、実施を致しました。４つ目に学力向上推進プランの作成を

今、しております。第２期学力向上推進プランが最終年度を迎えておりまして、平成３０年度か
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らの第３期のプランの作成を行っているところでございます。このプランにつきましては、特に

先程申し上げました家庭での学習習慣、生活習慣の見直し、家庭読書の推進など家庭との連携強

化を盛り込むこととしております。以上が主な取り組みでございます。 

次に、スクールバスの運行の件でございます。立川方面の長期休暇中のスクールバス運行に対

する考えということでございますが、伊予鉄南予バスの定期路線廃止に伴い、１０月から立川方

面にスクールバスを運行しております。長期休暇中のスクールバスの運行でございますが、現在

のところ中学校の部活動に対応した運行は行っておりません。今後のスクールバス運行につきま

しては、運行条件や課題を一つ一つ整理しながら見直しも含めて検討していきたいと思いますの

で、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

最後に、幼稚園、保育園、小学校、中学校の防犯カメラの設置状況についてでございます。防

犯カメラの設置につきましては、犯罪の抑止について一定の効果があると認識しているところで

すが、内子町内の学校施設に防犯カメラは設置しておりません。また、今後の設置につきまして

も、現在のところ、予定はございません。先ほど議員よりご提案がございました、「コミュニティ・

スクール」等を今後進めていくことで、地域の皆さんが学校により関心を持ち、来校いただく回

数も必然的に増えてまいります。地域との連携を深めることで、学校の安全性を今まで以上に確

保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。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、うちこ恋かつプランニングについてご答弁をさせてい

ただきます。うちこ恋かつプランニングは、うちこんかいプロジェクトの一環として、内子町の

環境や資源を活用した、内子らしい「街コン」、自然を生かした「森コン」など、特色ある婚活プ

ログラムの企画・実施を支援するもので、役場の若手女性職員から提案のあったプロジェクトで

ございます。ただ、その実施体制や手法などの検討が進んでおらず、未着手の状態であり、かつ

議員ご指摘のとおり、内子町におきましては、現在、結婚支援事業は行ってございません。しか

し、間接的な取り組みは行ってございます。昨年は、内子町が参加しております愛媛西伊予・大

分中部地域間交流促進協議会が、フェリーを利用した婚活イベントを開催致しました。また、町

内におきましては、自治会や民間団体が婚活イベントを開催されております。最近の事例として

は、御祓自治会が、平成２７年度に旧御祓小学校を活用して「スクコン」と称する婚活イベント

を開催し、地域づくり事業として支援致しました。石畳自治会も、独自に平成２４年度から婚活

イベントを実施されており、そのうち１組が結婚に至っております。今後につきましては、えひ

め結婚支援センターとの連携を視野に活動していきたいと考えています。えひめ結婚支援センタ

ーは、愛媛県が平成２０年に設置したもので、現在までに１万１，８２６組のカップルが成立し、

そのうち８５０組から結婚の報告を受けた実績がございます。単独ではなく広域で連携すること

で、より大きな成果が得られるものと考えております。その一方で、引き続き町内で企画される

婚活イベントに対する支援も行なってまいりたいと思います。今後、必要な体制や予算について

具体的に検討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。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） まず、コミュニティ・スクールの再質問をおこないたいと思います。今、

鬼北、新居浜、愛南町、３町が現在やっておるという説明でしたが、私が調べたら鬼北町だけだ

ったものですから、それにしても愛媛県は他の県にくらべてまだ５％程度くらいしかこのコミュ

ニティ・スクールをやっていない。先程、言いましたように山口県、安倍総理のおひざ元では１

００％の小中学校で、このコミュニティ・スクールが始まる。もう５年後にはこれを義務にする

だろうという話がでております。一日も早くやっていただきたいな、内子町でもやっていただき

たいなと思っておりますが、この新学習要領の前文でですね、これからの時代、求められる教育

を実現していくためには、よりよい学校教育を通してより良い社会を作るという理念を学校と社

会が共有することが求められる。要するに、学校がその目的を達成するためには、社会に開かれ

た教育課程の理念の元、家庭や地域の人々と共に子どもを育てていくという視点に立ち、地域と

学校との連携、協働が大切であるというふうに書いてあります。現在、先程、今年準備を進めて

いて、来年学校を選定してというようなことですが、もう少しスピードあげてやっていただきた

いと思っております。実はなんでかと言いますとですね、私の地元の立川小学校などは、他の学

校でも同じだろうと思うんですが、コミュニティ・スクールということを実際に地域がやってい

るんですね。地域にイモ掘り、タケノコ掘り体験もさします。私は今、鮎の放流体験もさせてま

すし、釣り大会も体験させよりますが、またお祭りには学校を平日でもお祭りに全学校上げて参

加をして、お祭りを盛り上げるとか、地域が一体となってやっています。今年は夏休みの時に学

校の管理ができなくなるということで、自治会を通して住民に声をかけ、１００名以上の地域住

民が集まって、学校の草ひき、草刈、清掃こういうものも今年の夏休みにやりました。こういう

ことを考えても、また私昨日、１２月５日ということで、青パトの夜間パトロールがございまし

たが、内子町で立川小学校の見守り隊というのがあるんですが、ここで青パトを今９台走らせて

おります。内子町では立川だけだろうと思います。以前は、参川小学校でもやっておったと聞い

ておりますが、今、参川小学校は統合して無くなりましたので、今は立川小学校だけでやってお

ると思うんですが、そういう登下校の見守りも青パトを走らせて地域でやっている。そういうこ

とを考えたら、コミュニティ・スクールをやっているようなものですけれどもね。学校の先生の

任用とかいうのがこの中に入りますから、ただ、学校の応援隊みたいな形になっておりますが、

実際にやっていることはコミュニティ・スクール、やっているようなものだと僕は自覚しており

ます。ぜひですね、検討じゃなくて、来年度から立川小学校をコミュニティ・スクールの指定校

をするというくらいな方向でね、進めたらいいと思うんですよ。いろいろと規約とか作らないと

いけないから時間かかるんかもしれませんが、来年度から始めるくらいなスピード感をもって一

つ検討をしていただきたいなと思います。そういうあれはありませんか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 今、具体的な学校名を出されて強い推進のご発言をいただいたと

ころなんですけど、これにつきましては学校と地域ということで、学校の理解とか準備が必要に

なるかと思いますので、さきほどの繰り返しにはなりますが、来年度をどこか推進校としてでき

るだけ早くそういったところを特定させていただいて、そこで十分に研修なり積んでいただいて
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全体にということをもっておりますので、まずは来年度準備期間ということでご理解願ったらと

思います。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 来年度、早くやって選定していくということで、早くやっていただきた

いと思いますが、その研究、これから研修したり、いろいろとやられると思うんですが、この推

進するために文科省がですね、コミュニティ・スクールの推進員というの作っておられるんです

ね。ＣＳマスターというのが愛媛県にもおられます。ぜひそういう所とか、文部科学省の担当者

を呼んで来てですね、勉強したらいいと思うんですよ。私も勉強させてもらったらと思うんです

が。そういうものを呼んでも今、そういう補助制度がありますからね、そういうものを利用しな

がらぜひ研究して一日も早い導入をしていただけたらと思います。ぜひ、お願いしたらと思いま

す。 

 続いて、学力テストの結果についてちょっとお聞きをしたいと思います。いろいろとその状況

を判断されていろいろとやっていますよということでしたが、部活の休みを増やして勉強せえと

いうかもしれませんが、これは学校の先生の働き方改革の中の一貫として、休みをとれというこ

とで、とられたんだと私は理解しておるんですが、懇談会なども開いておるし、研修会なども開

いたというておりますが、私言いましたが、内子町が最低になっているということは教育委員会

としては理解はしているんですよね。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 小学校が１７位最下位というのは理解をしております。中学校につき

ましては、公表されているのが１７市町のうち１３位ということです。この全部検証をしてみま

すと、小学校の国語の分につきましては関心、意欲、態度、書く能力に課題が見られております。

算数につきましては、用語の意味の理解ができてないという結果となっております。中学校にお

きましては、国語は県平均のほぼ同数くらいなことになってますけれども、数学面につきまして

計算や作図の技能とか数とか式の学習の課題が見えております。ということは、結果的にそこを

理解する能力、読誦の能力というのが不足しているんじゃないかなというような結果が見えて来

ております。一方、プラス面も見えております。地域を調べたり、地域の人とよく関わったりで

すとか、学校の決まりを守ったりですとか、人の役に立ちたいというようなこと、普段内子町が

重点的に取り組んでおりますふるさと教育ですとか、環境教育というところの成果もこの点数の

中に出てきております。そういったところを含めながら先程、課長が申しました第３期の学力向

上推進プランの中に活かしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 認識はされておるということですが、さっきちょっと話しましたが、総

合点では最下位３つあると言ったんですが、国語Ｂは愛媛県で一番下なんですね。一町だけ、内

子町一番下なんです。これね、内子町の教育大綱いうのが策定されていますよね、２７年の５月

に。あれの中にですね、別冊に具体的な取り組みを示した目標に変化の激しい社会を生き抜くこ
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とができる一人一人確かな学力を身につけさせる、その後、成果指標の１番に全国学力学習状況

調査において愛媛県内上位の学力水準をめざすというのを入れておるんです。上位を目指さなく

てもいいと思いますけど、上位をめざすというて教育大綱に一番に出ておるんですね。で、私こ

れね、今年のが出たので昨年のと、前昨年の２７年、２８年、２９年の調べてきました。よくな

いですよ、去年も、その前も内子町。研修をされたというて、内子町で研修をしたいということ

なんですが、こないだ１１月２９日に上島町で研修がございました。ここが一番、愛媛県で一番

ですが、ここで研修があった時に小中学校の教員、大学の今度、先生になろうかという生徒を集

めて研修がありました。誰か内子町から行かれましたか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 今の件につきましては、把握をしておりません。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） たぶん行かれてないんでしょうね。教育委員会が知らないんですからね。

なんでこれ言うかというたらですね、さっきから子どもの家庭の読書力が弱いとかね、ああいう

ことを言っております。これね、学力テストの目的というのを勘違いされておるんじゃないかと

思うんですけど、これはね、良い点をとらなければならないと思いますけどね、これ点数とれな

いのはね、子どものせいだと言っている、思っているのかもしれませんがね、そうではないんで

す。これはね、義務教育であり、小中学校で効果的な授業をおこなわれるのかいうのが不十分だ

った。その原因はなにか。学力をあげるのに必要なものは何。子どもが問題ではなくて、学校側

の教育を問題にしているんだということ。先生方の教育の在り方、こういうものも学力テストで

皆さんに教えて教育の仕方、教育委員会の在り方を考えなさいよというのがこの学力テストの目

的であるというふうに書いてあるんです。それが検証されないままに消えるから、内子町はいつ

まで経って上位には上がれない。もう少し教育委員会としてこの点をしっかりと取り組んでいた

だきたいな。将来の子どものためにですね、ぜひ内子の町、子どものためにそこらも含めてもう

少し研究、検討を重ねていただきたいなというように思います。よろしくお願いしとったらと思

います。 

 次に、スクールバスの運行についてお伺いします。今回、長期休暇、つまり春休み、夏休みの

部活動にスクールバスを出すことができないという返答に対してですね、これは中学生の問題だ

けではなくて、小学生、今おる小学生、幼稚園生、そういう子ども達にもかかわってくる問題な

んですね。いつかは中学生になるんです。今回、中学生の保護者から声かけがあってですね、小

学校、幼稚園の保護者、それから地域の住民の代表、自治会長や民生児童委員、そして校長先生

をはじめ、学校の先生方、私も出席しましたが、２９日にスクールバスを考える会というのを立

ち上げて話し合いがおかれました。そこで資料に私もいただいておるんでおるんですが、町長さ

んはこの資料は持っておられるんですか。持ってない。教育長さん渡してないんですか。見るよ

うなかったらこれあげますが。これ町長さんに渡して下さい。あとでいいです。これに書いてあ

ることから順番にいきますが、まず、最初になぜできないかということを言われたと思うんです

けど、まず、部活動はこの中に書いておるんですが、教育過程でないため、バスを運行すること
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はできないという説明が入っています。部活動について、中学校では、平成２０年の３月に告示

をされました。学校指導要領の中に。学校教育の一貫として教育課程との関連が図られるよう留

意することというのを明記されております。なお、中学校では、学習指導要領、解説保健体育編

の中で運動の活動は学校において計画する教育活動であると明記されておるんです。部活の位置

付けとして各教科、道徳、特別活動、総合的な学習などの授業とは異なるが、給食、清掃、朝や

放課後の活動などと同様に学校の管理下でおこなわれる活動であるとなっております。一貫とい

うお互いに密接な関係をもつものの一部分、全体の一部分であるということは、部活も教育課程

の一部だと思うが、教育課程ではないといって教育委員会から言われております。なんで教育課

程ではないように言われたのか、その根拠を教えていただきたい。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） この件につきましては、そのように申し上げたかもわかりません

が、その時の発言でございます。今言われたように、部活動においては、学校の管理下にある活

動だということは間違いないと思います。以上です。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 学校教育の一部であるということを言っていただきました。このいただ

いた資料には教育活動でないからだめと書いてあるんですよ。おたくからもらった資料ですから。

それから、長期休暇中のバスの運休に関する保護者からバスの利用意向などについては、町内の

全中学校の関係があり、地域との意向や確認などはおこないませんというのがあります。この中

に。他校の兼ね合いや公平性を考慮し、立川地区からの児童生徒の輸送はおこなわない方針です。

ご理解いただきたい。全中学校の関係とか、他校の兼ね合いというんであれば、全中学校の長期

休暇中のバスの運行について、意向調査すればいいと思うんですが、なぜ調査しないんですか。

お願いします。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） その時の発言はそのように申し上げたと思います。ただ、ご要望

が大きいということで、その調査を今後して参りたいと思います。以上でございます。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） そちらから、もろた資料で全部やってますからね。それから、もう一つ、

長期休暇中に自転車で通っているところもあると、だから立川も自転車で言う方もおられたが、

これ中学校から自転車の登下校の安全面を考えると許可は難しいと思う。だから許可しないと中

学校言うんです。だからバスは出さない、自転車通学で通うのはだめですよ。保護者は共働き、

送り迎え出来ませんよ。じいちゃん、ばぁちゃんがおる。じいちゃん、ばぁちゃん年取って、は

よう免許返上せえよ、返上せえよって言われる。私らは危ないからようしません、じいちゃん、

ばぁちゃんに言われたら、休ます以外にないというんですから。長期期間中に。非常に困ってお

るんです。時間がだんだん減ってきておるんで、もうあれですが、近隣の大洲市、西予、八幡浜、
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それから伊予市全部やっています。全部やってるんですよ、長期休業中に。内子町だけ、この近

隣では。まだ始まってないから、やってないとは言いませんが、やらないと言っているのは内子

町だけです。大洲市教育委員会行って調べました。教育長と会って話して帰りました。大洲市な

どは、家の近くまで部活、長期期間中に家の近くまで行って、バスが回すところないから広場ま

で作ってやっていっているそうです。それも土曜日もやっているそうです。ここは。土曜日もや

っている、長期期間中はもちろんのこと。ぜひですね、他の市町とちょっと調べていただいて、

早急に検討していただきたいなというふうに思っております。他の市町村調べるあれありますか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 只今のご質問でございますが、大洲市は伊予鉄南予バスに委託を

している。それから伊予市については、タクシー会社に委託をされているようでございます。以

上でございます 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 立川のデマンドバスみたいに家まで来てくださいというて保護者は言っ

てないんです。今まで通っていたバスと同じ経路だけでいいですよって言っているんです。で、

今まで通う長期休業中に定期バスの補助までしてもらっておったんですよね。それも無くなる。

それはしない、バスは出さない、定期券の今まで補助しよった分も無しよ、ちょっとおかしいと

思うんですよね。最後にね、町長さんね、お聞きしますがね、この第２期内子町総合計画で、ま

ちづくり戦略に住み続けられる内子町をめざすというのがありました。この住み続けられるまち

づくりは、中心市街地へ機能を集約して周辺部から撤退するのではなく、限界集落対策において

もそこに住みたい人が最後まで住めるための施策を可能な限り継続します。内子町は、そこに住

み続けるを基本に各種の施策や事業を実施しますとあります。住み続けたい子育て世帯のために

スクールバスの運行を検討するお考えはないか、最後町長にお聞きします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） スクールバスの運行は、町長部局の判断ではございません。これは、教

育委員会の判断です。先程ご質問ありましたそれと同じなんですね。ただ、菊地議員からご質問

がありました総合計画のそういうものというのは、これは大切なことでございますから、それは

個々の事例として適切に教育委員会の方で判断するだろう。そして財源の必要があれば、要請を

受けるだろう、お答えをしたいというのがスタンスだというふうに私は考えております。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 町長さん、内子町教育大綱というのは、町長さんが入って作ってますよ

ね。町は、教育委員の任命権も持っておられますよね。総合教育会議というのも一緒にやってい

るじゃないですか。だから、教育委員会だけに振るのはおかしいと僕は思うんですよ。それは。

町長さんのお考えもここで２年前に教育委員会制度が変わって、それから町長さんにもこういう

あれが入ってきたんですから、町長さんにも教育委員会、なかなか教育委員会としてお答えがで
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きにくいんですから、ぜひ町長からも一言、これはぜひ立川バスを今までとおり考えますよとい

うのを一言ほしいですよね。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 今回、伊予鉄南予バスの撤退によりまして、立川方面の方々について

はスクールバスを運行という形になりました。それによりまして、部活の問題とかさまざまな事

案がでてきております。これは立川の生徒さんだけではないと思っております。当然、小田中学

校に通う生徒さんだったり、大瀬中学校に通う生徒さんだったり、五十崎中学校に通う生徒さん

等々も該当しようかと思いますので、そういったところも全体的なものを含めながら、検討した

いということで、ここの最初の課長の答弁の中に入れております、運行条件や課題等を整理させ

てもらいながら、早急な対応を委員会とさせていただいて、費用がいるものにつきましては予算

要求をさせていただこう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。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 前向きな返答をいただきましてありがとうございました。冬休み、春休

み、春休みになったら新しい中学生も新たに行くようになりますから、できるだけ早く検討して

早い返答をいただかないと、来年頃までにじゃの言いよったんでは遅いですよ。ぜひしてくださ

い。 

時間になりますが、４番目の防犯カメラ、今のところ設置してない。なんか内子小学校、設置

してあるって僕聞いたんですけど、してないんですかね。内子小学校だけは設置してますよって

聞いておったんですが、他のところはしてない。今回伊予市なんかは、全部の小中学校で３基か

ら４基全部付けたそうです。それは、松山から南予に向けて犯罪者が流れ始めた。学校に入った

とかいう話が出てきた。おおごとだということで、伊予市は全部の小中学校にはよ付け言うて、

今年度全部付けたそうです。以前は、バレーなんか夜しよる時、車おいとったら車上狙いが来た

りして、誰じゃろうというような感じの人が帰る頃にはお金がなくなっとったというような話も

出ましたが、ぜひこの防犯カメラについても教育委員会ひとつ、これも子どもの安全安心、中で

私も再質問もっと４つも５つも考えておったんですが、できませんが、一つお願いしとったらと

思います。 

それから恋活プランニング、これもぜひですね、自治会がやるのを応援じゃなくて、ぜひ内子

町上げてですね、内子座を利用するとか、町並を利用するとか、そういう夢のあるところでやる

というようなことも一つ計画してやっていただきたいなと。そのために人口が増える、子どもも

増えるということで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長(山本徹君)  以上で本日の一般質問は終わります。 

２名は明日行います。 

 

  日程第７ 請願受理第１号 給付型奨学金制度改善に関する請願書 

○議長(山本徹君) 次に、「日程第７ 請願受理第１号 給付型奨学金制度改善に関する請願書」

を議題とします。 
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お諮りします。お手元に配布しております申出書のとおり、引き続き閉会中の継続審査に付す

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君)  ご異議なしと認めます。 

よって、「受理第１号」は、引き続き閉会中の継続審査に付することに決定しました。 

以上で、本日の議事日程は全て終了致しました。 

明日７日は午前１０時から本会議を開きます。日程は一般質問と全議案に対する審議でありま

す。 

本日はこれをもって散会致します。 

 

午後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 
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平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２９年１２月６日（水） 

○開会年月日   平成２９年１２月７日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  小野植 正 久 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・地域振興課課長補佐  高 山 重 樹 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

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

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

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

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１５号） 

○本日の会議に付した事件 

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 議認第１４号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

を求めることについて 

日程第 ５ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第７６号 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第 ７ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第７８号 内子町道路線の変更について 

日程第 ９ 議案第７９号 内子町道路線の廃止について 

日程第１０ 議案第８０号 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に係る工事変

更請負契約について 

日程第１１ 議案第８１号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第８２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１３ 議案第８３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１４ 議案第８４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第８５号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１６ 議案第８６号 内子町教育委員会委員の任命について 

 

○本日会議に付した事件 

日程第１から日程第１６まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本徹君） 「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、森永 和夫議員。６番、菊地 幸雄議員

を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に

配布しております、議事日程第１５号のとおりであります。 

 ここで、菊地議員より、昨日の一般質問の中で誤った発言をおこなっており、訂正したい旨の

申し出がありました。これを許可し、菊地議員の発言を求めます。 

○６番（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地幸雄議員。 

○６番（菊地幸雄君） 昨日の一般質問の中でスクールバスの運行についての中で教育委員会か

らいただいた資料の中で、部活動は教育課程ではないと言われたという部分については説明会に
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参加した保護者がとりまとめた資料の中であったということを訂正させていただきます。以上で

す。 

 

  日程第３ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 一般質問」をおこないます。本日の質問者は２人です。 

 泉 浩壽議員の発言を許します。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） ７番、泉です。 

〔泉浩壽議員登壇〕 

○７番（泉浩壽君） おはようございます。お金を回しましょう。回ってくるでしょうという歌

がございます。それを信じまして、地域の活性化のため、昨晩も時を忘れて酒肴を楽しみました。

少しのどが渇くわけでございますが、頑張って、通告通りに質問をしたいと思います。 

 まず、ライフル射撃場の建設による小田地区の活性化について質問致します。１０月１日から

４日までの４日間、内子町では「愛顔つなぐ愛媛国体」のライフル射撃競技の会場となり、会場

の城の台公園特設ライフル射撃場では大会期間中、全国から選ばれた２，２５０人の選手の他、

多くの大会役員や応援団の方が全国から内子町を訪れ、大成功のうちに幕を閉じました。来場者

の皆さんにおかれましては、地元名産品の他、最新設備を備えた素晴しい射撃場や風光明媚な内

子町の姿、役場の皆様による大会運営をはじめ、会場受付や休憩所での飲み物や郷土料理の提供、

清掃作業などボランティアとして参加された１９０人を超える町民の皆さん、心を込めて手作り

の応援旗を描いた町内各小中学校の皆さん、大会補助委員として参加された内子高校と小田高校

の皆さんそれぞれのおもてなしの心を、お土産に持ち帰って頂いたものと確信しております。国

体の成功は、私たち町民の記憶に新しいところでございますが、熱戦の舞台であり、また町民一

丸となって試合の成功に向けて取り組んだ場所でありますライフル射撃場は、特設会場であった

ことから、国体の熱気も冷めやらぬ中、残念ながら試合終了の翌日から建物の解体工事に取り掛

かり、現在は空き地となっております。「奥の細道」の松尾芭蕉ではありませんが、まさに「強者

どもが夢の後」といったところであります。一方で県内の各市町では、松前町でホッケー、西条

市では山岳競技のボルタリングなどが、県が第５次長期計画の政策として掲げる「スポーツ立県

えひめ」の未来を担うジュニア層が、国体のために建設された施設を利用して、国体までと同様

に日々の練習の取り組んでいる他、ラグビーが開催された久万高原町では、整備された施設をオ

リンピックの合宿地にするべく誘致活動を行うなど、各市町では、施設と人材、ハードとソフト

の両面で国内最大のスポーツイベントである国民体育大会の「レガシー」を活用するべく、各種

の積極的な取り組みがなされているところであります。振り返ってみれば、内子町の国体レガシ

ーは何が残っているのかなと思います。国体のビームピストル競技で３位に入賞を果たした、町

民である高尾選手が所属し、来年３月に開催される全国選抜大会にも内子高校から３名の選手が

四国予選を勝ち抜いて出場し、国体終了後もますます意気盛んな内子高校ライフル射撃部の他、

内子中の学生が全国大会に出場するなど、ソフト面では町のスポーツとしてライフル射撃が町に

根付いた感がありますが、施設を解体した今、ハード面では何も残っておりません。さて、ライ



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

‐ 62 ‐ 

フル射撃でございますが、色々と多くの装備が必要なため、非常に荷物がかさばることから、ほ

ぼ全ての選手が自動車で移動をします。他県で電子標的を完備している射撃場は、いずれも高速

道路ＩＣから１時間以上かかり、離合が困難な細い道を通らなければいけない言った人里離れた

場所にあります。一方、城の台射撃場は、松山空港から車で約１時間、高速道路の内子ＩＣから

約３０分、いずれも射撃場の前まで整備された２車線道路が通じている他、車で数分以内にスー

パー、食堂、銀行に行く事ができ、公園内の交友館をはじめ、３０分以内の所に幾つも公共施設

が存在するなど、現在のライフル射撃をする人の常識であります「射撃場イコール非常に不便な

場所」の正反対の位置にあります。日本ライフル射撃協会の松丸会長をはじめ、国体開催時にお

会いした選手・役員の方が皆さん口を揃えて「これ程、便利な所にある射撃場は国内にはない。」

と言っておられました。そこでお尋ねしますけれども、立地条件の便利さを最大限に活用し、県

外からの選手が訪れる試合や、県外の高校や大学の合宿など他県からの来場者を呼び込んで小田

地区の活性化を図ると共に、文化だけでなく、スポーツでも内子町を全国に発信するツールとし

て、この地に再度ライフル射撃場を建設する事が非常に有効だと思います。町長の見解はいかが

でしょうか。お尋ねしたいと思います。 

 次に、城の台公園交友館の活用と環境整備についてでございます。城の台公園には、平成７年

４月に参川地区中山間地域総合整備事業により、活性化施設として、町産材を使用した木のぬく

もりを感じる交友館があります。利用目的としては、産業の振興、教育文化の発展、住民生活の

向上及び福祉増進を図るため、総合的かつ拠点的な研修施設であります。平成２８年度の城の台

公園全体の利用者数は１万９，３２５人で、その内、交友館利用者は３，１８１人と年々増加傾

向にあります。自然環境に恵まれた人気の施設でございますが、利用者の方からは浴室設置の要

望が強くあります。そこで、地元、小田自治会では浴室を設置して、宿泊施設、合宿施設として

交友館をもっと活用することが出来ないか、また、小田自治会で何かお手伝い出来ないかと検討

を重ねて参りましたが、消防法、また建築基準法の壁にはばまれて、また、予算も伴うことから

案だけで止まった状態であります。そこで、今後、交友館の活用をどのように考えておられるの

か、また、浴室施設の設置の見通しについてお伺いをしたいと思います。 

 次に、小田高等学校振興対策についてであります。小田高等学校は、昭和２３年に開校され、

６９年の歴史を刻み、地域唯一の教育機関として、その役割と使命を果たしてきました。しかし、

昨今の産業低迷、過疎化、少子化の影響により、高校存続の危機に直面しております。高校振興

のために、旧小田町時代から校舎敷地の確保、体育館、プール、寮の環境設備がされてきました。

合併後も寮の運営、通学対策、高校魅力化について、予算を頂き、入学生の確保にご尽力頂き一

定の成果を得ております。しかし、町内の生徒の減少傾向を見ますと、今以上の町内での生徒確

保は難しい状況にあります。現在、高校振興対策連絡協議会を中心に、高校の魅力化に取り組ん

でおられますが、学校も生徒の進路指導等一杯の状態、また、協議会の力にも限界がございます。

外部からの人材確保が必要です。その為に地域おこし協力隊制度を活用した、高校振興対策が必

要だと考えております。 

 次に、小田寮の件ですが、町外からの生徒確保に最も大切な施設であります。個室ですので魅

力的ですが、冷暖房施設、ＩＴ関係の設備がなく、現代の生徒からすると魅力に欠けます。利用

料については受益者負担として整備できないか、お伺いしたいと思います。 
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○議長（山本徹君） 泉浩壽議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 私の方からは、ライフル射撃場の建設による小田地区の活性

化について、お答えをさせていただけたらという風に思います。ライフル射撃場につきましては、

地元と馴染みも薄く、また、競技人口も少ないことから、仮設で地元負担がないのであればとい

う条件で、その当時、建設をさせていただきました。えひめ国体終了後におきましては、計画通

り取り壊しを行い、作業を行っているところでございます。今後、園内道路など復旧を行いまし

て、年度末までには元の状態に戻すよう進めているところです。ライフル射撃場を利用する人数

でございますが、本年４月から国体開催までの半年間で８０日間開設をしました。個人利用者数

は、３９７名で１日５人程度の利用となっております。また、大会等で専用で利用する場合がご

ざいまして、これについては、射座数が２１４、１射座あたり３名として換算しても、６４２名

になります。ですので、１日あたりが８名になります。両方合計しましても、１日の利用者とし

ては１３人程度の利用ということになっております。国体開催半年前とは違いまして、今後にお

きましては、大会等も少なくなると予想もされますし、利用者の減少も出てくるのだろうという

風に思われております。費用対効果の点や維持管理費等を含めて、ライフル射撃場建設は出来な

いものというふうに考えております。 

 続きまして、城の台公園交友館の活用と環境整備について、お答えさせていただきます。これ

については、今後の活用をどの様に考えているのか、また、浴室設置の見通しについて関連がご

ざいますので、併せてお答えさせて頂いたらと思います。交友館につきましては、先程、議員が

説明頂いたとおり、産業の振興、教育文化の進展、住民生活の向上と福祉増進を図るための総合

的かつ拠点的な施設として、平成７年に、参川地区中山間地域総合事業により活性化施設として

整備致しました。開館時間につきましては、午前８時３０分から午後５時まで。利用許可してい

る場合は、午後１０時までは使えます、ということになっております。利用者増に向けて、各方

面に働きかけを行いましたので、少しずつ近年増加傾向にある状況でございます。昼間の利用だ

けでは限りがあるため、宿泊が出来る施設にしてはどうかと、数年前に内部で検討してまいりま

した。宿泊施設にするための検討時に、浴室も含めて、検討して参りました。浴室につきまして

は、平成２７年に地元自治会とも意見交換会を行い、その後、浴室設置検討委員会が開催され、

方向性や維持管理について協議をされております。しかし、宿泊施設にするためには、消防法等

によりまして、施設改修が必要となり、多額な費用がかかるため、財源確保の点で進展をしてい

ない状況でございます。まずは、内子町文化交流センター「スバル」を拠点とする芸術文化団体

等の利用促進や城の台公園体育館の利用促進に力を入れて、多くの宿泊者を見込むことが予想で

きる段階で、次のステップに進んでまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、小田高校の振興対策についてご答弁を申し上げます。
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小田高校の魅力化につきましては、生徒数が減少している現状を踏まえまして、町としても緊急

に取り組む必要があると考えております。地域の方々を中心に、高校振興対策連絡協議会や平成

２８年４月に組織化されたましたワーキンググループで、高校魅力化に向けた協議が重ねられて

おります。今後、議論をまとめ、具体的な計画に練り上げるためには、議員ご指摘のとおり、外

部からの人材確保が有効であると思われます。地域おこし協力隊制度を活用した事例としては、

島根県飯南町が飯南高等学校を支援するため、高校魅力化コーディネーターを配置し、定員を充

足する成果を上げております。小田高等学校におきましても、同様のことは可能かと思われます。

今後、学校や協議会とも相談をし、地域おこし協力隊制度を活用した高校魅力化コーディネータ

ーの配置を検討して参りたいと考えております。以上でございます。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、小田高校の寮の整備についてお答えをさせていた

だきます。現在、小田高校の寄宿舎におきましては、松山市、東温市、大洲市などから男子１０

名、女子５名の１５名が入寮しております。ご質問の冷暖房設備やＩＴ関連の整備でございます

が、現在ＩＴ関連の整備はしておりません。また、冷暖房設備につきましては、舎監室、集会室

兼食堂の３室には整備されております。この集会室を利用して学習をしているというのが現状で

ございます。個別の部屋に冷暖房は今のところ整備をしておりません。寄宿舎の生活環境整備に

つきましては、町外からの生徒確保にも大きく影響を及ぼすこととなりますので、特にネット環

境の整備につきましては、今後検討をさせていただきたいと思います。以上で、答弁とさせてい

ただきます。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 今、答弁を頂きまして、ライフル射撃場の件なんですが、競技人口が非常に少な

いというのは事実でございます。ただ、中村知事が言われます、えひめ国体のレガシィというこ

とですが、英語に私も疎いもんですからちょっと調べてみますと、レガシィとは遺産、先人の遺

物、受け継いだもの、形見、時代遅れのものというふうに出ておりました。私は遺産かなと思い

まして、えひめ国体の遺産、遺産となると財産などの金銭的な価値のある物を意味するだろうと

いう風に思います。また、県や市町などの行政が説明する場合、レガシィとはですね、次世代に

残す公共施設であると、意味するというふうに言われております。そこで、中村知事の言われる、

えひめ国体のレガシィ、レガシィをどう捉えるかですが、町長はどの様にレガシィを捉えられま

すか。 

○稲本隆壽町長 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本隆壽町長。 

○稲本隆壽町長 レガシィの捉え方っていうのは、非常にこれは定義、概念が難しい問題だろう

というふうに思います。そこの場所を指定する場合もありますし、参加、関わった皆さん方の思

いというようなものも捉えられる場合があるだろうというふうに思っとります。私は、今のライ

フルの、全国の皆さん方があそこに大勢集ってですね、大きな成果を上げられた、その思いって
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言うのが、国体の関係者だけではなくて、小田地域の皆さん方も、ある面ではこれはレガシィと

して残るというふうに捉えているところです。以上でございます。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 各県のライフル射撃場においては、ほとんどが県営でございます。特設会場でご

ざいましたので、当然、元のライフル場を建設と言うんではなしに、もっとコンパクトなもので

良いと思うんですが、特設会場の北側にコンパクトなライフル射撃場を建設するためにあるよう

なスペースもございます。そう言った中で、地域の活性化、また、知名度アップのために県と協

議をして頂きまして、コンパクトな射撃場が出来ないものかと、検討の余地があると思うんです

が、そこのところ、町長、どうでしょう、検討の余地があるかどうか。 

○稲本隆壽町長 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本隆壽町長。 

○稲本隆壽町長 全く私はだめだとかノーだとかいうことではないんです。実は、この施設を整

備するときに、県との協議の中でですね、常設だったら補助率はこういうことで行きましょうと、

仮設であれば１０分の１０、１００％出しますよということで、町として判断したときに、競技

人口のことでありますとか、あるいは今後の常設にした場合の維持管理費っていうのは莫大なも

のになるだろうというような等々を判断しまして、議会でもご説明申し上げまして、仮設で行き

ます、後は取り壊します、元に復元しますということで説明をしてきたというふうに私は思って

いるんです。ですから、これでまた、新しい物を作るとなればですね、それの維持管理をどうし

ていくのか、これ電子標的ですから、ものすごく維持費もかかってきます。本当に費用対効果が

上手くペイできるのか、合うのかどうなのか。合宿地と言いましても、なかなかこれは、全国に

呼びかけて若い人たち、あそこに練習あるいは試合に来てもらうってことは、そう簡単なことで

はないというふうに思うんです。ですから、今まで経過の中で、県のライフル協会に対してもで

すね、もし、県でおやりるならば、やれませんかって話は、私はした経緯がございます。県の協

会の方でもこれはちょっと難しいというご判断があったと言うのは、私の記憶として残ってると

ころでございます。そう言うふうな状況でございます。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 なかなか難しいという様なことですが、私なりに希望を持って、そうは言われま

しても、検討の余地があるというふうなことで、また次回に質問させて頂いたらと思います。 

 次にですね、城の台交友館でありますけれども、実は、なぜ、浴室が欲しいかと言う点ですが、

実は小田自治会では、交友館で研修などをする場合に、ボランティアで食事の世話をしてきまし

た。利用者から風呂がないのが非常に残念であるという様なことを言っておられました。そこで、

さっき課長が言われましたけど、消防法でなかなか改修にお金がかかりますし、厳しいという様

な事でありましたけども、代案としましては、施設の利用はそのままで、一部男子トイレが広い

もんですから、それを取り込んで、大きな浴室じゃなしに２、３人が入れる浴室でも良いんじゃ

ないかと思うんです。それとか、東側に空き地がございます。そこにであれば、簡単な風呂が別

棟として建てれるんではないかというふうなことを思います。そこらの検討が出来るかどうか、
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どうでしょうか。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖明義自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） これにつきましては、今、議員さんが申しましたようにです

ね、別の棟に浴室を作ろうというところで計画を一時期、致しました。そうすることによってで

すね、金額的なものが、先程申しましたようにですね、結構金額がかかる。当然、まずは宿泊施

設として整備をするのであれば、消防法の関係で防火壁等が必要になって参ります。それでその

当時の試算としては、３，３００万円ほどかかりますので、その辺の関係で現在保留ということ

になっているところでございます。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 当然、宿泊施設はちょっと、宿泊施設にしますと常時、人を置かなくてはいけな

いのと、旅館業の免許も要ると言うことでございます。よって、宿泊施設じゃなしに、合宿施設

ではどうだろうかと。先程のライフル射撃場との関連もあったもんですから、それができる様な

ら合宿も良いんじゃないかと。用途変更で宿泊が出来るようなら、合宿としての利用、それには

やっぱり、浴室がいるだろうなというふうに考えた訳でございます。浴室を設置することによっ

て、交友館の利用が図られ、交流人口の増、また地域の活性化にも繋がるんではないかなと思っ

ております。まだ今後検討していただきたいと思いますが、ただ、もう一つ、道の駅周辺の開発

に伴っての整備で風呂等が整備されるんであれば、２カ所はいらないと思いますので、そこらも

含めてご検討いただいたらと思います。 

 次ですね、小田高等学校の振興対策でございますが、町の将来は教育から作られると思ってお

ります。小田高では３０年度入学生から、近年の生徒の多様な進路希望や適性に対応することが

できるようにコースのあり方を明確化を図ったり、魅力的な学習活動を行いながら、より実践的

な職業人や企業人の育成ができるようカリキュラムを変更するようであります。その元となった

のが、晃洋書房出版の「内子町のまちづくり住民と行政による協働のまちづくりの実践」で、著

者は稲本隆壽、鈴木茂氏のお二人でございます。ふるさと田んぼ学と題しまして、学校から出て、

各地域が抱える諸問題を踏まえて、地域産業の視点に立ち、困難に対峙する力を高めるとともに、

学校と地域を結ぶ外部とのコーディネーターが必要と言うことでしたが、それを検討してみたい

という回答がございましたので、非常に喜んでおります。また、小田高の寮ですが、今、高校で

はスマホを使った授業が行われているようです。宿題を出したりや回答もスマホで行っていると

いう事でございます。よって、帰宅しても、授業の延長として、スマホが必要でございます。と

いう事は、寮生はＷｉ－Ｆｉの設備がないので不便をきたしているわけでございまして、光が小

田にも通りましたので、何としてもＷｉ－Ｆｉの整備を寮にお願いしたいと思います。これは利

用金額としたものは少なくて、調べてみると１ヶ月５００円位と思うんで、どうか早急に検討し

て頂いたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 先程言いましたように、特に今はネット環境の整備が必要である
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と言うことで、一番最初に検討していかなければならないと思っておりますが、予算も伴います

ので、そこら辺り検討させて頂ければと思います。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 当然そうだと思います。小田高も入学生対策が急務となっております。ただ、そ

の中で学校説明会におきましては、保護者から、やはりＩＴ関係の整備ができるのかと言う様な

ことの質問があるようでございます。寮のそうした未整備によりまして、小田高入学が選択肢か

ら外れるということは、非常に寂しいわけでございまして、そこらあたりまた検討をよろしくお

願いをしたらと思います。以上で終わります。 

○稲本隆壽町長 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本隆壽町長。 

○稲本隆壽町長 泉議員の小田高校の件につきましてはですね、私は、寮は少し突っ込んだ話し

をしますと、建て替えはいいのかなという気がしてるんです。その関係者の皆さん方のご意向は

どうなのかなと思ってですね、全体的に老朽化をしてるし、今後の高校が本当に魅力化を成して、

全国から生徒さん達が集まってくるということであれば、あの寮ではちょっとやっぱり課題があ

るんではないかな、もちろんＩＴ化も大事なんですけども、寮の建て替えということについて、

小田地域の皆さん方は、どういうふうに捉えられておられるか、また、地域でも議論を深めて欲

しいな、頂きたいというふうに私は思っています。以上です。 

○泉浩壽議員 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○泉浩壽議員 ありがとうございます。建て替えをちょっと言おうかなと思っとたんですが、非

常に厳しい中でございましたので、検討してまたお願いしたらと思います。 

○議長（山本徹君） 次に、才野俊夫議員の発言を許します。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○１０番（才野俊夫君） １２月定例議会にあたり、質問通告書の通り、教育行政、防災行政、

及び減災行政の３項目について、まず総括質問を行います。 

 最初に、教育行政について井上教育長にお伺いします。来年４月より小学校において、特別の

教科・道徳の教科書が採用されると伺いました。私自身も小学校高学年の時期に道徳の時間があ

ったと、かすかに記憶しております。内容はほぼ忘れましたが、先生の授業を受けた後、同級生

同士で意見を出し合ったように覚えています。教育基本法第１条において、教育とは、人格の完

成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な

国民の育成を期して行われるものである、と明記されています。人格育成の基盤になるのが道徳

性であり、その道徳性を育成することが道徳教育の使命であると謳われています。来年度平成３

０年４月より、新たに使用が決まった検定道徳教科書の採択の経緯とその手順及び結果の詳細な

内容をまず伺います。 

 次に、道徳教科書の採択過程では、全国的には、各種の団体等から教科書選定過程において、
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様々な要望書や提言等が教育委員会にあったと聞いていますが、内子町では、そういう事例があ

ったかどうか、あったとすれば、その詳細な内容を伺います。 

 次に、愛媛県内の各市町それぞれ自治体での、道徳教科書の出版社別の採択結果を伺います。 

 次に、防災行政について稲本町長にお伺いします。一般質問通告書を議会事務局に提出した翌

日に、稲本町長名で内子町防災士連絡会の設立と防災講演開催の案内文書を受け取りました。昨

年の９月議会での要請や、同僚議員からの発言等もあり、ようやく設立に至ったことに、ひとま

ず安堵しております。防災士同士が情報交換や情報を共有することで、内子町内での防災活動に

大いに寄与できるものと考えております。質問事項に回答済みとしてだぶる内容もありますが、

連絡会開会前の予備知識として、何点か伺います。今回の連絡会の案内文書を送付されたのは、

防災士有資格者と推測致しますが、何名に送付されたかを伺います。また、招請されたメンバー

の内訳、すなわち男性・女性別、年齢別、及び職業別について詳細を伺います。また、案内文書

には、事業計画について協議するとありますが、現在わかる範囲で、予定されている具体的な事

業計画の内容を伺います。 

次に、減災行政についてお伺いします。自転車乗車時にヘルメットを装着していた事で、自動

車などに接触等の事故に遭った折、命を守ることが出来た事例が、数多く報告されています。愛

媛県のホームページに、命を守ったヘルメットと題して掲載、紹介された県内高校生の事故事例

が、多数有りますが、３件だけご紹介させていただきます。１つ、自転車で登校中、交差点内で

車と接触した。フロントガラスが割れる程の衝撃でぶつかったにもかかわらず、ヘルメットをき

ちんとかぶっていたために頭部への影響はなかった。１つ、自転車で下校中、車と衝突した。骨

折等の重傷を負ったが、ヘルメットをきちんと着用していたため、脳に異常はなく、無事に退院

できた。１つ、部活動に向かうため自転車で走行中、交差点でバスと衝突した。転倒した際に右

側頭部を打ったが、ヘルメットによって頭部が守られた。他にも、多くの減災事例が数多く報告

されています。それでは、お伺いします。現在、内子町内の４中学校及び内子・小田両高等学校

の自転車通学生の人数を伺います。併せて、自転車通学生徒のヘルメット着用の装着状況、着用

率をお伺いします。また、現在、町内各中学校、各高等学校において自転車通学生のヘルメット

購入にあたり、購入費用の助成制度等の支援の有り、無しを伺います。支援が有る場合、支援の

具体的内容を把握されておれば、その詳細な助成、支援内容をお伺いします。以上の通り総括質

問を致します。 

 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、学校関連の答弁をさせて頂きたいと思いま

す。まず、道徳教科書の採択の経緯とその手順、結果についてでございます。今回の小学校にお

ける道徳の教科化につきましては、他の教科より２年早い平成３０年度から全面改訂され実施と

なります。道徳の教科化への改正がいち早く進められた背景には、子どもの心の危機をめぐる課

題があったとされております。特に、いじめ問題などの深刻な状況に対して、いち早くその解決
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に向けた対策をとる必要がございました。心身ともに調和のとれた人間育成の観点から、道徳教

科の抜本的な改善・充実が求められたことによるものでございます。 

 次に、教科書採択の経緯、手順についてご説明を致します。今回、道徳が教科化されることに

伴い、来年度から使用する小学校道徳科の教科書採択をすることとなりました。町内の小中学校

で使用する教科書の採択につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

第１３条４項に基づき、大洲・喜多地区教科用図書採択協議会にて協議し、大洲市と同一の教科

書が採択されております。採択までの経緯は、次のとおりでございます。本年６月６日、第１回

大洲・喜多地区教科用図書採択協議会を開催し、規約の確認、役員選出、選定委員及び調査員の

選任を行いました。６月２２日調査委員への説明会を開催し、各教科書会社の見本本をもとに、

調査研究を進めていただきました。７月３１日、第２回大洲・喜多地区教科用図書採択協議会を

開催しました。ここでは、調査員からの調査報告書、県からの資料配付等を行いました。８月４

日、教科書選定委員会が開催され、審査及び審査結果の報告がありました。８月１６日、第３回

大洲・喜多地区教科用図書採択協議会が開催され、採択教科書の審議が行われました。協議会で

図書の候補を決定し、それぞれの教育委員会へ採択に関する答申が行われました。８月２８日、

大洲市定例教育委員会、内子町定例教育委員会にて、教科用図書採択の審議が行われました。両

市町で確認書を作成し、調印して東京書籍の教科書が採択されました。 

続きまして、道徳教科書採択に関する要望書、提言の有無、内容についてお答えします。今回

の道徳教科書採択に関して、要望書が２件、要請書が１ 件、請願書が１件、合計４件がございま

した。要望書の一つ目でございますが、愛媛県退職教職員連絡協議会中予支部長、国連ＮＧＯ新

日本婦人の会松山支部長の連名で、小学校道徳教科書採択に関する要望書が提出されております。

要望書の二つ目でございますが、西郷さん掲載の道徳検定教科書の採択をお願いする運動推進連

合会名で、西郷さん掲載の道徳検定教科書の採択をお願いする要望書が提出をされております。

要請書といたしまして、愛媛県教職員組合、中央執行委員長名で、子どもたちによりよい教科書

を手渡すことを求める要請書が提出されております。請願書と致しまして、えひめ教科書裁判を

支える会共同代表者の連名で、特定な出版会社の道徳教科書を採択しないことを求める請願書が

提出されております。内容でございますが、特定の出版会社の教科書を採用しないでほしいとい

うものや、特定の歴史上の人物が掲載されている教科書を採択してほしいというものでございま

した。 

 続きまして、愛媛県内の教科書の採択の状況でございますが、次のとおりでございます。東京

書籍１２市町、１２市町のご紹介ですが、四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、上島町、東

温市、大洲市、内子町、宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町。続きまして、日本文教出版６市町

でございます。伊予市、松前町、砥部町、久万高原町、八幡浜市、伊方町でございます。学研教

育みらい１市でございまして、西予市。最後に、教育出版１市でございまして、松山市でござい

ます。 

 続きまして、減災行政関連のヘルメット関連のお答えをさせて頂きます。中、高校自転車通学

生徒のヘルメット着用状況、購入時助成の有無についてでございます。先ず、自転車通学生徒の

人数でございます。内子中２９名、 大瀬中１６名、 五十崎中３５名、 小田中２４名、小田高校

２７名、内子高校１５８名でございます。ヘルメットの着用状況についてでございますが、中学
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校におきましては、通学、部活動などで使用する場合、着用義務として生徒指導をしているとこ

ろでございます。また、高校におきましては、ヘルメットについて自助、自分の命を守るために

着用することを理解させているので、着用状況は良好とお伺いしております。 

 次に、ヘルメット購入時の助成の有無についてでございますが、中学校につきましては、購入

時の支援はございませんし、今後の支援につきましても、現在のところ予定をしておりません。

なお、高校につきましては、平成２７年に愛媛県内の県立高校で通学生徒のヘルメット着用が義

務化され、その年は無償で配布されました。平成２８年度には、私立高校の生徒にも助成が出る

ようになりましたが、この補助の期間は平成２９年度までで、今後の購入時の助成は、無いとお

伺いしております。ヘルメット購入時の支援事業関係でございますが、自転車運転時のヘルメッ

トの着用につきましては、道路交通法第６３条で、１３歳未満の児童、幼児の保護責任者は、児

童、幼児を自転車に乗車させる時は、ヘルメットをかぶらせるよう努力しなければならないと規

定されています。これに加えまして、愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例では、全て

の自転車利用者がヘルメットを着用することを励行事項として定めているところでございます。

今後とも自転車利用者の責務として、自転車のヘルメット着用の指導を徹底してまいりたいと思

います。以上答弁とさせて頂きます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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、防災行政についてご答弁をさせて頂きます。議員、ご

質問の内子町防災士連絡会につきましては、今月１２月２６日に設立総会を開催すべく現在準備

を進めてございます。昨年９月定例会一般質問で議員よりご提案を頂いてから、やっと設立にこ

ぎ着けることが出来ました。ご心配をおかけしました。組織構成につきましては、内子町内の防

災士で構成し、会務を処理する事務局を総務課危機管理班内に置く事と致します。設立総会では、

役員選出や今後の事業計画、防災に関する記念講演を予定しており、１１月末現在で町内に住所

のある１３１人の防災士の皆さんに案内しております。その内訳でございますが、男性１１２名、

女性１９名となってございます。年齢別として、１０代が１名、２０代が１３名、３０代が１５

名、４０代が１９名、５０代４２名、６０代３８名、７０代３名となっており、５０代以上の防

災士は全体の６３．４％を占めております。また、職業毎に見てみますと、勤め、会社員等でご

ざいますが４５名、公務員が４６名、自営業２３名、無職１７名となっております。事業計画案

としては、内子町防災士連絡会総会や内子町防災関係者合同研修会の開催、また、愛媛県が主催

しております、地域防災リーダー養成講座や各種大会、また、愛媛県自主防災組織・防災士連絡

調整会への参加などを予定しております。以上で答弁とさせて頂きます。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

○１０番（才野俊夫君） ご答弁ありがとうございます。それでは、何点か質問させて頂きます。

先に防災関連について質問させて頂きます。今、ご案内されたのが１３１名ということで、町内

の方にご案内されていますが、内子町には６１の自治会があるんですが、その自治会全てにご案

内をされたかどうか確認させて頂きます。  
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○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 現在、町内４１の自治会ございますが、全ての自治会で自主防災組織、

結成されてる状況でございますけれども、現在、１自治会だけ防災士が未配備というふうになっ

ておりますので、その未配備の自治会についてはご案内がないというようなことでございますけ

ども、この防災士の未配備の自治会につきましてもですね、来年度防災士の資格を受講して頂く

ようにですね、現在、調整を進めているところでございますので、ご理解を頂いたらと思います。  

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

○１０番（才野俊夫君） すみません、４１自治会の間違いでした。訂正します。それでは、４

０自治会ということで、当面出席を要請されている訳ですけれども、今、課長も答弁されたよう

に、出来ればこういう組織は、町内全ての自治会に根を下ろすことが、大変必要じゃと思います

ので、その点ですね、防災士がいない自治会があると言うことですが、そこらの所をですね、早

急に対応して頂きたいと思います。お願いいたします。防災士のことにつきましては以上です。 

 続きまして、自転車通学生に対してお願いします。今、先程自転車通学生に対する補助、助成

は、高校については今年度までは有るが来年度からは無いという風なご答弁がありました。確か

に、定着率が良くなったからいうことで、補助が無くなるというようなニュアンスのことを高等

学校でお聞きしたんですが、それはやはり親御さん、本人、確かに命を守るためには、装着する、

ヘルメットをかぶるのが一番ですが、今まで３年間に渡って、県なりが助成してきたことをです

ね、今年度で辞めることはいかがと思いますが、県の考えですから、どうこうも出来ないんです

けども、そうであるならば、町として、内子高校、小田高校に、来年４月に入学される方に対し

て助成を継続してやって頂けたらと思うんですが、その点でのお考えをお聞かせください。 

○学校教育課（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

○学校教育課（稲葉勉君） 高校の関係、３０年度から助成が無いということでございます。先

程、議員言われましたとおり、自分の命を守ると言うことで、それはかぶるのが義務であり、や

はり保護者であったり、かぶる人の責任として、購入もしてと言うことで、考えておりますので、

現在の所、補助の予定はないということでご理解を願ったらと思います。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

○１０番（才野俊夫君） 確かに自助のことですから、自分の思い、親御さん、保護者の考えに

よって、それはやるべきだということは、重々分かります。ただ、平成２７年以前に高校生の交

通事故、自転車事故が多いので、助成制度は入ったという風なことを聞いとりますので、今後、

３０年、来年からの様子を見てですね、県が駄目なら町の方で支援するという方も考えて頂きた

いと思います。 

 最後にですね、先程の教科書選定についてですが、教育出版の教科書を採用されたのが、松山

市であるという風にご説明頂きました。松山市ではですね、そう言うご報告頂いた内容がですね、

私どもも松山の方からお伺いしました。松山では、愛媛に縁のある人物の記載が載った教科書が
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採用されたという風に聞いております。その方はですね、和田重治郎さんと申しまして、１８７

５年、明治８年に愛媛県小松町に生まれ、４歳より松山市日の出町で幼少期を過ごし、それから

アメリカに密航してですね、色々とアメリカのアラスカの開拓に尽くしたということでざいます。

その一方でですね、松山に残されてきたお母さん、セツさんに手紙や新聞、金銭等を送金し続け

てこられたと言うことで、その業績がですね、道徳本の副読本として記載されているということ

をお聞きしております。またその母セツさんのお墓は現在内子町の願成寺に眠っておられます。

内子町としても多少とも縁がある人物が道徳の本に載っとるということでですね、今後、副読本

としてですね、啓蒙啓発して頂いたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 内子にも和田重治郎さん以外にもたくさんな著名人やら先輩諸氏が出

ております。東京書籍という本に決まりましたけれど、それぞれ内子の子ども達の育成のために

は、いろんな内子町出身の人物の生き様と言いますか、そう言ったものも教えていくのも必要か

なと思っております。副読本になりますか、資料辺になりますか分かりませんけれど、そういっ

たものを合わせながら対応していきたいという風に考えていますので、ご理解を頂っとたらと思

います。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

○１０番（才野俊夫君） １１月１７日ですね、先程紹介しました、和田重治郎顕彰会のですね

メンバーで、アラスカからトニーナカザワさん等のメンバーが、内子町に来訪し稲本町長にもお

会いしたことがあったんですが、稲本町長のご感想をお願い致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今のご質問は、教科書採択に関係してでしょうか。お伺いします。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

○１０番（才野俊夫君） 決して教科書関係ではございません。撤回します。以上で質問を終わ

ります。 

○議長（山本徹君） 以上で、一般質問を終わります。 

ここで１５分間休憩をします。午前１１時２０分から再開します。 

 

午前１１時０５分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第４ 議認１４号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認
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を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議認第１４号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１４号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４号）につき

ましては、９月１７日の台風１８号における災害復旧対応にかかる維持修繕料や工事請負費、測

量設計委託料につきまして特に緊急の施行を要したため、議会を招集する時間的余裕がなかった

ことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分をしたもので、同条第３項の規

定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 その内容につきましてご説明致します。議案書１の６ページをお開きください。平成２９年度

内子町一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出それぞれ５，４４３万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１０４億３，８８０万７，０００円とするものでございます。 

はじめに歳入でございます。１２ページをお開きください。一般会計補正予算（第４号）には、

一般財源を充当致します。基金からの繰入金２，５４５万５，０００円、繰越金２，８９７万９，

０００円、合計５，４４３万４，０００円でございます。 

続いて歳出でございます。１３ページをお開きください。８款２項２目、道路橋梁維持修繕費

に崩土、倒木、暗渠づまり除去等の町道管理上緊急を要する経費として１，１２０万円。県道坊

屋敷小田線の通行止めに伴う迂回路設置工事請負費として５００万円。１１款１項１目、農業施

設災害復旧費に農地・農業施設災害復旧工事に伴う測量設計委託料として２，０２３万４，００

０円。１１款１項２目、林業施設災害復旧費に林道蔵ヶ谷面谷線ほかの林業施設災害復工事に伴

う測量設計委託料として、１，０５０万円。１１款２項１目、公共土木施設災害復旧費に町道宮

の成線ほかの公共土木施設災害復旧工事に伴う測量設計委託料として ７５０万円を計上致して

おります。 

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長(山本徹君) これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長(山本徹君) 山崎正史議員 

○１３番（山崎正史君） 一点だけ確認なんですけど、１３ページの県道坊屋敷小田線というの

がおそらく池田地区の道路が崩落した部分の迂回路の関係だと思うんですけど、地元の人が迂回

する土地の所有者の関係でかなりご尽力をなされて取り組んだというふうなことを聞いておりま

す。土地の分がおそらくできたから、工事がやれることになったいうふうに理解するわけですが、

道路自体は予算が５００万ですから、迂回路の道路の状況と言いますか、掘ってバラスを引いて

しめるとか、仮に薄い舗装をかけるとか、どういう風な設計施工になっているのか。その点をち

ょっと聞かせていただいたらと思います。 



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

‐ 74 ‐ 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 県道坊屋敷小田線の迂回路の関係でございますが、基本的

に用地については議員ご指摘のように地元にお願いしてご尽力をいただいたということでござい

ます。道路自体ですが、路体工事、盛土を若干やりますが、それについては町の方でやります。

それと、上の表面の舗装とかガードレール、防護柵等については、県の方でやっていただくよう

なことになっておりますので、ご理解をいただいたらと思います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君) ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君) これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第１４号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

を求めることについて」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長(山本徹君) 起立全員であります。 

よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

 

  日程第５ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改

正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７５号、内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正につきま

しては、条例中「母子家庭」「父子家庭」の表記を「ひとり親家庭」に改め、ひとり親家庭医療の

助成金の支給について定めるものでございます。 

 その内容につきましては、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 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） 議案書１の１４ページをお開き下さい。あわせて、議案書１

の１４ページをお開き下さい。あわせて議案説明資料の１ページから２ページもご覧いただいた

らと思います。議案第７５号、内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正でございます。内
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子町ひとり親家庭医療費助成事業条例の一部を改正する条例を別紙のように定めることにつき、

地方自治法第９６条第１項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。提案理由で

ございますが、一つは対象となるひとり親家庭の表記を統一するというものでございます。具体

的には第２条第６号第７号で母子家庭、父子家庭について定義をしております。これをひとり親

へと統一するものでございます。二つ目、第６条で規定しております助成の支給方法について、

保健福祉課が所管する医療費助成制度の内子町子ども医療助成条例第７条に規定する助成の方法

と同様とするための改正でございます。現行の条例では県外受診などの際、その請求期限が保険

給付を受けた翌月から６カ月以内となっておりますが、これを内子町ひとり親家庭医療費助成条

例施行規則に規定することとし、本条から請求期限に関する規定を削除するというものでござい

ます。請求期限につきましては、子ども医療費助成条例施行規則に定める請求期限と同じく規則

によって２年と定めたいと考えておるところでございます。 

議案説明資料の１ページ、２ページの新旧対照表をご覧下さい。第２条第６号の母子家庭の定

義、第７号の父子家庭の定義をひとり親家庭として、第６号に規定をするものでございます。第

３条受給資格者の第１号で配偶者のいない女子、第２号で配偶者のいない男子との規定を第１号

で配偶者のいない女子または男子とし、同様に第４号、第５号についても３号としてひとり親家

庭に準ずると認められるものとするものでございます。助成金の支給方法について定めている第

６条については医療費の助成は第４条で定める一部負担金に相当する相当する額を療養期間に支

払うことによっておこなうこととし、第２項では請求期限についての定めを削除、特例給付につ

いての条文を設けるとするものでございます。以上、説明を終わります。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようにお願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 直接今回の条例にはかかわっては来ないかもしれないんですけど、教

えていただきたいのは、母子家庭と父子家庭と言う文言が今までずっと使われているわけですけ

れども、それをひとり親家庭という表現になるわけですけど、別の項目とか条例の中でそういう

母子家庭とか父子家庭とかいう文言が使用されたりとか、これが差別的な発言とかそういう文言

とかいうのではなくて、あくまでもそういう集約するための文言という捉え方でよろしいのでし

ょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 言われるとおり条例を整理して分かりやすくするためのもの

になります。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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。 
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 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「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。 

 

  日程第６ 議案第７６号 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正

について  

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第７６号 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関

する条例の一部改正について」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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７６号、内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

一部改正につきましては、土地改良法の一部改正に伴い、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、産業振興課長に説明致させま

すので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

〔山本真二産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（山本真二君） それでは議案第７６号、内子町営土地改良事業の経費の賦課徴

収に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。資料番号１の議案書１６ページ、議案

説明資料３ページをお開き下さい。提案理由でございますが、土地改良法の一部改正に伴い、内

子町営土地改良事業の経費の負荷徴収に関する条例の一部を改正するものでございます。内容に

つきましては議案説明資料の方で説明させていただきます。この度の改正の内容は第２条第７項

中の法第１１３条の２第３項を法第１１３条の３第３項に改める。４条中の法第８８条第１項を

法８７条の５第１項に改めるものでございます。条例の第２条では、町営土地改良事業に要する

経費について土地改良法第３条に規定する資格を有するものに対して金銭、または現品を賦課徴

収する場合の経費の負荷について定めているものです。第７項では、転用農用地の取り扱いを定

めており、工事完了の場合の公告について、法第１１３条の２、第３項で規定しておりましたが、

法改正により、土地の共有者等の取扱い規定が法第１１３条の２として新設されたため、条文が

１条繰り下がったためによる一部改正でございます。条例第４条では災害により急速に土地改良

事業をおこなう場合の特例を規定しておりますが、引用する条文の法第８８条第１項が削除され、

災害に加え、突発事故被害にも対応する法第８７条の５第１項が新設されたことによる一部改正

でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 
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○１３番（山崎正史君） ちょっと勉強不足でよく分からないんですけど、今の説明で我々が理

解するところによると、法の増えた部分、減った部分で条例が変更になっただけで、内容的に変

更はほとんどないと、従来通りという考え方で構いませんか。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） 第２条の７項中の分については１条繰り下がった形ということ

ございます。条例の４条にありますところについては、以前までは災害等により急速に土地改良

事業をおこなう場合の特例を規定しておったんですけど、災害に加えて、突発事故被害について

もですね、この特例をするということになってございまして、そちらの法改正でございます。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 私専門家じゃございせんのでちょっと分かりにくいのは、例えばこの

資料で見ると、法第２条の７号ですかね、法第１１３号の３第３項に変わったと。旧では法第１

１３条２の第３項と変わるということは、２が３の３項に変わった、条文は全く変わってないと

いうことは、どっか追加になった分だけ数字が下がったと法律の部分。それで４条の法第８７条

の５の第１項の部分が新しくなって法第８８条第１項ということは８７条についたこの４条が追

加になったということは法律が変わったということは、第８８条、古いやつですよね。そこは変

わってないということでええんでしょうかね。ちょっと意味がちょっと分かりにくいのは法と町

の条例との関係とのことを伺っているのと、条例を施行する場合の内容が大きく変化はないのか

どうか。それがちょっと知りたいというのが私の質問。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） ご質問のありましたところの公告が終わってから８年間、農地

の転用については、制限がございます。その場合については、経費については賦課して徴収する

というふうなことの規定でございます。そちらについては１条、土地改良法でですね、その分が

新しく１１３条の２という項目が出たもので１条繰り下がったという法改正でございます。それ

と条例の中の第４条では応急工事計画に基づく急施の場合の特例ということで規定をしてござい

ましたが、以前までは土地改良法の８８条で災害については、応急工事の計画を立ててというふ

うなことで規定があったんですけど、そちらの方のは削除されて災害に加えて突発事故も災害と

加えてですね、突発事故も含めた形で応急工事の計画を立てるということで法律が変わったとい

うふうなことでございます。ですから条例の第４条については、それも含めた形で今回の改正と

いうことで引用条文がそのように変わったということでございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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７ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について」を議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正につきましては、宇都宮団

地の一部用途廃止及び、栄町団地、中組団地の用途廃止に伴い、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、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（山本徹君） 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７７号、内子町営住宅条例の一部改正についてご説

明申し上げます。議案書１８ページ、それから議案説明資料４ページをお開きいただいたらと思

います。提案理由といたしましては、宇都宮団地の一部用途廃止及び栄町団地中組団地の用途廃

止に伴い、内子町営住宅条例の一部を改正するものでございます。議案説明資料の４ページをご

覧いただいたらと思います。新旧対照表の別表でございます。まず、宇都宮団地につきましては

火災によりまして焼失したことにより別表の戸数を１０から７に改めます。栄町団地、中組団地

につきましては老朽化により本年度取り壊すということでございますので、別表から栄町団地、

中組団地の方をそれぞれ削るものでございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 小田分の関係で栄町団地と中組団地は老朽化のため、用途廃止。それ

に変わる住宅があるというふうに理解をするわけですけど、老朽化と表現されたので例えば、新

表で大瀬中前は昭和３３年築ですね、おそらく耐震も出来てないかなり日当たりが悪くて建物も

かなり悪くなっていると思うんです。それと、上沖も昭和３７年、岡も昭和３７年ですけど、そ

の辺は条例の変更等は関係ないんですが、対応としてはどのように考えておられるかだけちょっ

と聞かせていただいたらと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 確かに、ここの中で古い住宅等も町内にはございますので

今後整備計画に基づいてですね、どういうふうに整備して行くかというのは検討して参りたいと

いうふうに考えております。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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７７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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第７７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８ 議案第７８号 内子町道路線の変更について 

  日程第９ 議案第７９号 内子町道路線の廃止について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第７８号 内子町道路線の変更について」「日程第９ 議

案第７９号 内子町道路線の廃止について」以上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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７８号、内子町道路線の変更について、及び議案第７９号、内子

町道路線の廃止につきましては、いずれも町道小田深山久万線と県道上川小田深山線において一

部区間が重用しており、現状に合った道路管理を行うため路線の変更及び廃止を行うことについ

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（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは議案第７８号、内子町道路線の変更について。議

案第７９号、内子町道路線の廃止につきましては、関連がございますので一括してご説明を致し

ます。両議案とも町道小田深山久万線と県道上川小田深山線は一部区間を重用しており、道路の

実質的管理は愛媛県がおこなっておりますことから現状にあった道路管理をおこなうため、路線

を変更するものでございます。詳細につきましては議案説明資料の５ページをご覧いただきたい

と思います。町道小田深山久万線の廃止、変更の位置図でございます。図面下の凡例にございま

すように、町道小田深山久万線は路線番号５００１と５０６８の２つに分かれております。まず、
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番号５００１の部分でございますが、図面の緑色と赤色の部分になっております。今回の改正で

緑色の区間は県道ではないため、町道として引き続き管理を致します。残りの赤色の部分ですが、

この部分は県道上川小田深山線と重用しておりますので、町道を廃止致します。また、番号５０

６８の路線、図面上青色の部分でございますが、この路線につきましては、県道と重用している

ため廃止致します。 

議案書２０ページをご覧下さい。議案第７８号、内子町道路線の変更については路線番号、５

００１関連でございます。路線名、小田深山久万線で起点、終点でございますが、内子町上川１

０１７番地先から内子町上川２３７２番地、延長５８７２メートルから内子町上川２３６３番地

先から内子町上川２３７２番地先、延長１００６メートルと変更するものでございます。議案書

２１ページでございますが、議案第７９号内子町道路線の廃止についてでございます。路線番号

５０６８でございまして、路線名は小田深山久万線。起点、終点は内子町中川国有林８８林番先

から内子町小田深山国有林６１林番入口、延長３３９２メートルでございますが、重用区間につ

き廃止するものでございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の

上ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ちょっと分かりにくかったんですけど、一つの要するに路線が町道で

あって中に実質、県が管理しておる県道があったと。だからその県道の部分を除いて今回の見直

しになったということでよろしいのかと。今度はそこが県道何号線とかいうのが実際にかぶって

あるということでいいんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議員のおっしゃるとおり町道小田深山久万線が２つの路線

になっておりますが、区域に分かれておりました。部分的には国有林と民有林を含む２に分かれ

て同じ路線がございました。現在でも県道につきましては県道として管理されております。路線

番号もついておりますので、そのようにご理解いただいたらと思います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議案第７８号」及び「議案第７９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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第７８号」及び「議案第７９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。 

 



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

- 81 - 

  日程第１０ 議案第８０号 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に係る工

事変更請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議案第８０号 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災

害復旧工事に係る工事変更請負契約について」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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８０号、第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に

係る工事変更請負契約つきましては、追加工事による設計変更に伴い、工事請負額を変更するこ

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（山本徹君） 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８０号、第１２１号平成２８年災林道野村北地線災

害復旧工事に係る工事変更請負契約ついてご説明申し上げます。議案書２２ページをお開き下さ

い。契約の目的は第２１号、平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に係る工事変更請負でご

ざいます。契約金でございますが、変更契約金額８，４００万円で１，２７２万円の増額でござ

います。契約の相手方に変更はございません。理由と致しましては、追加工事に夜設計変更に伴

い、工事請負額について変更するものでございます。詳細につきましては議案説明資料の６ペー

ジをお開き願ったらと思います。これで説明したらと思います。右上、上段の変更理由にござい

ますように本工事は地滑り頭部から施行しており、二段目のアンカーまでは完成しております。

アンカーから下法は大型カゴ枠を設置するため、五分勾配にて外堀をおこなう計画でございまし

た。完成したアンカーの直下の作業となることから周辺斜面を掘りゆるめない慎重な作業が進め

られると共に、作業する作業員の安全確保が必要でございます。当初、査定の段階では、総合的

に判断して当該変更箇所は吹きつけモルタル及び鉄筋挿入工を申請しておりましたが、対外査定

により現状では掘削後の土質の状況が確認できないため、掘削の状況を確認して、工法を決定す

ることとなり、吹きつけモルタル工、および鉄筋挿入工が削除されておりました。底掘りの結果、

斜面が極度に脆弱であり、右下の現場写真の赤丸で囲んだ部分でございます。五分勾配の掘削で

は法面が自立せず、無対策による斜面掘削は不可能であると判断致しました。このため、国と協

議をおこなった結果、吹きつけモルタル工と鉄筋挿入工、標準断面図で赤色で示した部分でござ

いますが、を併用して斜面の安定を諮り施工に安全な斜面を構築し、作業員の安全性を確保しつ

つ末端構造物の構築をおこなうことが妥当であることが認められました。以上の理由によりまし

て、請負額１，２７２万円の増額と変更するものでございます。なお、工期につきましては、工

程管理上、工期内完成が見込まれることから変更はおこなわないこととしております。以上、提
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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（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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８０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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第８０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１１ 議案第８１号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第８２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（山本徹君） 「日程第１１ 議案第８１号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更につい

て」及び「日程第１２ 議案第８２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件の一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８１号、愛媛県市町総合事務組合規約の変更について、議案第８

２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きまして

は、いずれも平成３０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東温市が、

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東温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（山本徹君） 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８１号、愛媛県市町総合事務組合規約の変更について、及び、

議案第８２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

いてご説明を致します。 
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議案書１の２３ページをおひらき下さい。議案第８１号「愛媛県市町総合事務組合規約の変更

について」は、平成３０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東温市

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い、当組合の

規約を変更する必要があるため、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

です。 

２４ページには一部を改正する規約、また議案等説明資料７ページには、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。 

７ページをご覧下さい。愛媛県市町総合事務組合が共同処理する事務のうち、左の欄、第４項

にあります「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」におきまして、その構成団体から東温市を削る内容でございます。併せて今回、

第４項の記述中、４行目にあります句読点を削除する改正も行います。 

 続いて、議案書１の２５ページをお開きください。議案第８２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８１号と同様

に、平成３０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東温市が、「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きまして、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東温市の一切の財産については、平成３０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お願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 察するところ、東温市に置かれては交通災害の利用をされる住民の方がお

られなくなったので脱退をされるんではなかろうかというふうに察するわけでございますが、ち

なみに内子町の場合は現在この交通災害に加入されている方々、どの程度おられるか質問をした

と思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 議員ご指摘のように東温市におきましては加入率が低いという理由で

脱退をされるというふうに推測をされます。内子町の場合ですが、加入率を申しますと平成２８

年度の状況を報告させていただきます。総人口が２８年度４月１日現在ということですが、１万

７，３８８人の内、加入者数は８，７５３名。加入率に致しますと、５０．３４％これは愛媛県

内でトップの加入率でございます。そのトップの加入率の要因と致しましたら、ご存知のように

内子に町おきましては各区長さんを通じて加入を推進していただいていると、その成果があらわ

ていうふうに分析をしております。以上です。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

「議案第８１号」及び「議案第８２号」は委員会付託を省略し、討論、採決を行います。討論、

採決は１件ずつ行います。 

「議案第８１号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

「議案第８１号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 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。 

続いて、「議案第８２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」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

「議案第８２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」の採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 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１３ 議案第８３号 平成２９年度 内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１４ 議案第８４号 平成２９年度 内子町水道事業会計補正予算（第２号）に 

ついて 

  日程第１５ 議案第８５号 平成２９年度 内子町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 議案第８３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

５号）について」「日程第１４ 議案第８４号 平成２９年度 内子町水道事業会計補正予算（第

２号）について」「日程第１５ 議案第８５号 平成２９年度 内子町下水道事業会計補正予算（第

２号）について」を議題とします。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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第８３号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）につい

て、議案第８４号、内子町水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第８５号、内子町下

水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明を致します。 

まず、議案書１の水色の仕切りでございます。議案第８３号、平成２９年度内子町一般会計補

正予算（第５号）につきましては、歳入歳出それぞれ５億２，５２１万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１０９億６，４０１万９，０００円とするものでございます。前年度の１

２月補正後予算と比較しますと、６億３，９９９万３，０００円、５．５％の減額となっており

ます。 

１０ページをお開きください。一般会計補正予算（第５号）に充当致します財源でございます。

内訳でございますが、国県支出金合計で２億７，２７２万３，０００円。地方債１億４，８００

万円。その他の特定財源１，８７１万５，０００円。一般財源が８，５７７万４，０００円とな

っております。歳入のうち、主なものとしては、先般の台風１８号及び２１号に関連するものを

計上いたしております。 

１１ページをお開きください。１０款、災害復旧費分担金として １，７４３万５，０００円。

１２款、災害復旧費国庫支出金として、７，９５７万３，０００円。１３款、災害復旧費県支出

金として１億７，３９０万円。 

１２ページでございます。１９款 災害復旧事業債として １億４，８００万円などを計上し

ております。続いて、主な歳出をご説明致します。 

１３ページをお開きください。２款１項９目 企画費に定住促進事業費補助として ３２７万

円。 

１５ページをお開きください。６款１項３目 農業振興費に農林業施設整備の資材費に対する

補助金の増加や新規就農総合支援事業費補助の増加に伴い、６４７万２，０００円。 

１６ページに続きまして、中山間地域等直接支払事業における超急傾斜保全管理加算措置に伴

い８４９万５，０００円。 

同じく１６ページ、６款２項２目、林業振興事業費に内子町森林組合が高性能林業機械、ハー

ベスタを導入するための合板・製材生産性強化対策事業費補助として １，１２５万円。 

１７ページをお開きください。８款２項３目、道路橋梁新設改良費に県道池田中山線ほか１２

路線の県営道路改良事業負担金として６９０万９，０００円。 

２０ページをお開きください。１０款５項３目、自治センター費に内子自治センター２階空調

改修工事として５４５万４，０００円。 

２１ページをお開きください。台風１８号及び２１号による災害箇所の早期対応を図るために 

１１款１項１目、農業施設災害復旧費に２億５４３万円。１１款１項２目、林業施設災害復旧費

に１億７２１万５，０００円。１１款２項１目、公共土木施設災害復旧費に１億３，７８１万８，

０００円などを計上致しております。 

 続きまして、あさぎ色の仕切り、議案第８４号、平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第

２号）でございます。 

９ページの附属資料をお開きください。まず、収益的支出において、台風により被害のあった

寺成ポンプ場の敷地復旧に要する経費８００万円を、修繕費から工事請負費へ組み替え計上致し
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ております。また、資本的支出において、宿茂地区の配水管布設工事測量設計業務委託料として

１６４万２，０００円を計上しております。 

続きまして、同じくあさぎ色の仕切りでございます。議案第８５号、平成２９年度内子町下水

道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。 

９ページの附属資料をお開きください。資本的支出におきまして、公共汚水桝の設置数増加に

伴う工事請負費３０万円、浄化センターの水質保全管理における機器、空気圧縮機用エアードラ

イヤーでございます。これの取替設置工事費２６万円を計上致しております。以上、各補正予算

の概要についてご説明致しました。どうぞご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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８３号」から「議案第８５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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８３号」から「議案第８５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１６ 議案第８６号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第８６号 内子町教育委員会委員の任命について」を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８６号、内子町教育委員会委員の任命についてでございます。平

成３０年２月１５日付けで任期満了となる内子町教育委員会委員の池田幸江氏の後任として、内

子町平岡甲８２番地１にお住まいの山田清昭氏を任命致したく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 山田清昭氏は、昭和３４年５月１０日のお生まれで、内子町誌編集委員会委員、内子町立図書

館協議会委員、内子町文化協会副会長など多数の要職を歴任され、特に版画活動を通して、芸術・

文化全般における識見の深さと経験は、内子町教育委員会委員に適任であると存じます。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（山本徹君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 



平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会 

- 87 - 

本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

本案を原案のとおり、これに同意することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。 

したがって、本案は、原案のとおり、これを同意とすることに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 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１３日の本会議でお願い

します。 

 次の本会議は、１２月１３日、午前１０時に開会致します。 

 本日はこれをもって散会致します。 

午後 ０時２４分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２９年１２月第９４回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成２９年１２月 ６日（水） 

○開会年月日   平成２９年１２月１３日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 
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  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 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  小野植 正 久 君 

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

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

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

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

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

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

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

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１６号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について 
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日程第 ４ 議案第７６号 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第 ５ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第７８号 内子町道路線の変更について 

日程第 ７ 議案第７９号 内子町道路線の廃止について 

日程第 ８ 議案第８０号 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に係る工事変

更請負契約について 

日程第 ９ 議案第８３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１０ 議案第８４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第８５号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１２ 受理第 ２号 定期検査後の伊方原発３号機再々稼働の停止を求める請願 

日程第１３ 受理第 ３号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願書 

日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１５ 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１５まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本徹君） 「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、７番、泉 浩壽議員、８番、大木 雄議員を指

名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「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１６号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

  日程第３ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議案第７５号 内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改

正について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇

願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 
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〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月７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７５号「内子町ひとり親家庭医療費助成

条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付

いたしております審査報告書のとおりであります。審査結果については、議案第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を致します。今回の改正は、条例中、「母子家庭」・「父子家庭」の表記を「ひ

とり親家庭」に改め、ひとり親家庭医療の助成金の支給については、医療機関等での現物給付を

行うため、内子町ひとり親家庭医療費助成条例一部を改正するものです。 

委員から、「申請する期間を２年間とする根拠は。」との質疑に対し、「国民健康保険法に準じて

２年間とした。施行規則で定めていく。」との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第７５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。よろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

「議案第７５号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第７５号」は、委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 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４ 議案第７６号 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正

について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第７６号 「内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に

関する条例の一部改正について」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。寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇

願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月７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７６号「内子町営土地改良事業の経費の
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賦課徴収に関する条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につ

きましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第７

６号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた

内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、土地改良法の一部改正に伴い、

内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正するものです。 

委員から、「改正された土地改良法第８７条の５第１項にある、「突発事故被害」とはどういう

設定を指すのか。」との質疑に対し、「パイプラインなどの事故が多発したことが背景にある。」と

の答弁がありました。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。よろしくお願いを致

します。 

議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

「議案第７６号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第７６号」は、委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 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５ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第７７号 内子町営住宅条例の一部改正について」を議

題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇

願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月７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７７号「内子町営住宅条例の一部改正に

ついて」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております

審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第７７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
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いたします。今回の改正は、宇都宮団地の一部用途廃止及び、栄町団地、中組団地の用途廃止に

伴い、内子町営住宅条例の一部を改正するものです。 

委員から、「栄町団地の取り壊しはどうなっているのか。」との質疑に対し、「入札は終わってお

り、工期は来年３月末である。」との答弁がありました。「町営住宅の老朽化が進んでいる。タイ

ムスケジュールを作り、目に見える形で計画の実行をしてもらいたい。」との意見に対し、「低所

得者層への対応も含め、検討していきたい。」との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第７７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。よろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

寺岡委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

「議案第７７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第７７

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第７７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７８号 内子町道路線の変更について 

  日程第７ 議案第７９号 内子町道路線の廃止について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第７８号 内子町道路線の変更について」「日程第７ 議

案第７９号 内子町道路線の廃止について」以上２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。寺岡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（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月７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７８号「内子町道路線の変更について」、

及び議案第７９号「内子町道路線の廃止について」 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７８号及び議案第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、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７８号及び議案第

７９号につきましては、町道小田深山久万線と県道上川小田深山線は一部区間を重用しており、

道路の実質的な管理は愛媛県が行っており、現状に合った道路管理を行うため路線変更及び廃止

するものです。 
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委員から、「県道との重用だった理由は。」との質疑に対し、「旧小田町時代、国から借りて林道

として使っていたものが、県道に昇格した時点から重用となった。」との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第７８号及び議案第７９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。よろしくお願いを致し

ます。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 ありませんので、これにて、質疑を終結します。寺岡委員長、席にお戻りください。 

討論、採決は議案ごとに行います。まず、「議案第７８号 内子町道路線の変更について」の討

論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 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（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第７８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第７９号 内子町道路線の廃止について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。採決を行います。本案に対する委員長の報告

は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 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。 

 

  日程第８ 議案第８０ 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工事に係る工事変

更請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第８０号 第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害

復旧工事に係る工事変更請負契約について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委

員長の報告を求めます。寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月７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８０号「第１２１号平成２８年災林道野

村北地線災害復旧工事に係る工事変更請負契約について」、審査の結果をご報告申し上げます。審

査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果について

は、議案第８０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いたします。本議案は、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す。 

委員から、「追加工事の場合、変更契約額はどのように対応するのか。」との質疑に対し、「設計

金額に入札率をかけたものを、変更金額としている。」との答弁がありました。「五分勾配で法面

が自立しない脆弱な地盤が、カゴ枠工で将来的にもつのか。」との質疑に対し、「上段部分では、

大型カゴ枠工だけではなく、吹付モルタル工と２段のアンカー工を施工している。」との答弁があ

りました。 

 採決の結果、議案第８０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。よろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

寺岡委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

「議案第８０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第８０

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 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。 

 

日程第９  議案第８３号 平成２９年度 内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１０ 議案第８４号 平成２９年度内子町水度事業会計補正予算（第２号）に 

ついて 

日程第１１ 議案第８５号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２号）に 

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第８３号 平成２９年度 内子町一般会計補正予算（第

５号）について」「日程第１０ 議案第８４号 平成２９年度 内子町水度事業会計補正予算（第

２号）について」「日程第１１ 議案第８５号 平成２９年度 内子町下水道事業会計補正予算（第

２号）について」以上３議案を一括議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 報告申し上げます。去る１２月７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１１日に全委員１５名出

席のもと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につ
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きましては、配付いたしております審査報告書のとおり、全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申し上げます。議

案第８３号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）につきましては、５億２，５２１

万２，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を１０９億６，４０１万９，０００円とするもので

す。一般会計補正予算（第５号）に充当する財源は、国県支出金２億７，２７２万３，０００円、

地方債１億４，８００万円、その他の特定財源１，８７１万５，０００円、一般財源８，５７７

万４，０００円となっています。歳入のうち、主なものとしては、先般の台風１８号及び２１号

に関連するもので、災害復旧費分担金として １，７４３万５，０００円、災害復旧費国庫補助

金として ７，９５７万３，０００円、災害復旧費県補助金として、１億７，３９０万円、災害

復旧事業債として、１億４，８００万円などを計上しています。 

主な歳出として、台風１８号及び２１号による災害箇所の早期対応を図るために、農業施設災

害復旧費に ２億５４３万円、林業施設災害復旧費に １億７２１万５，０００円、公共土木施

設災害復旧費に１億３，７８１万８，０００円などを計上しています。 

委員から、「町内業者はこれから忙しくなり、入札不調の可能性があるのではないか。」との質

疑があり、「災害査定が終わり、来年１月頃には発注したいと考えている。時間の無い場合は、繰

り越しになるものも出てくるが、作付け時期には間に合わせたい。」との答弁がありました。 

災害関係以外で、総務課においては、委員から、「時間外勤務手当が増えている。今は働き方な

どについて厳しい目があるが、時間外について役場内で取り決めがあるのか。」との質疑に対し、

「上限は設けていない。健康面も考慮し金曜日はノー残業デーとして取り組んでいる。病気休職

者もあって業務負担が増えており、これ以上の人員縮小は限界に近い。」との答弁がありました。 

６款農業振興費においては、農林業施設整備の資材費に対する補助金の増加や新規就農総合支

援事業費補助の増加に伴い、６４７万２，０００円が計上されていますが、委員から、「今年度分

の要望について、対応できているのか。」との質疑に対し、「農協で取りまとめている分も含めて、

積み残しは無い。」との答弁がありました。同じく６款・林業振興費においては、委員から、 「森

林経営計画の作成面積はどのくらいか。」との質疑に対し、「４，１００ヘクタールである。」との

答弁がありました。 

７款商工費においては、「好評であった上岡美平展の成果とこれからの取り組みは。」との質疑

に対し、「アトリエに７９７名、凧博物館に７１０名の来場者があった。３００点余りある作品の

収蔵方法や、外部団体との連携等、今後継続的に取り組んでいきたい。」との答弁がありました。 

１０款 自治センター費においては、内子自治センター２階空調改修工事として ５４５万４，

０００円が計上されていますが、委員から、「家庭用エアコンでは駄目なのか。」また、「修繕では

なく、新たに設置するのはなぜなのか。」など質疑が相次ぎました。「部屋の容量などから業務用

エアコンとなっている。建物の構造上、修繕ができない。」との答弁がありました。委員から、「今

後、学校関係や自治センターなど空調関係の整備が続くが、メンテナンスなども含め、慎重に取

り組んでもらいたい。」との意見がありました。同じく、１０款 教育諸費においては、天神小学

校空調設計委託費９９万４，０００千円が計上されていますが、委員から、「町内業者からの見積

もりでできないのか。これからも同じ方式でやっていくのか。」との質疑に対し、「公平性を保ち

ながら入札、工事の発注をするには、しっかりとした設計書が必要である。」との答弁がありまし
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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８３号、平成２

９年度内子町一般会計補正予算（第５号）は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

次に、事業会計２件についてですが、議案第８４号、平成２９年度内子町水道事業会計補正予

算（第２号）につきましては、収益的支出において、台風により被害のあった寺成ポンプ場の敷

地復旧に要する経費８００万円を、修繕費から工事請負費へ組み替え計上し、また、資本的支出

において、宿茂地区の配水管布設工事測量設計業務委託料として１６４万２，０００円を計上し

ています。質疑は無く、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

最後に、議案第８５号、平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２号）につきまして

は、資本的支出において、公共汚水枡の設置数増加に伴う工事請負費３０万円、浄化センターの

水質保全管理における機器（空気圧縮機用エアードライヤー）の取替設置工事費２６万円を計上

しています。委員から、「下水道の水洗化率と接続への呼びかけは。」との質疑に対し、「水洗化率

は、平成２９年３月末で８４．４％である。接続については、未接続家庭に出向き、接続のお願

いをしていくよう計画をしている。」との答弁がありました。採決の結果、全会一致で可決すべき

ものと決定致しました。 

予算は、町の針路を定めるもっとも重要な議案です。地方自治法にあるように「最少の経費で

最大の効果」を挙げるよう、特にこれから実施していくエアコン整備については、慎重な対応を

求めます。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（山本徹君） 委員長報告に対する質疑を省略します。久保委員長、席にお戻りください。

討論、採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第８３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」の討論を行

います。討論はありませんか。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 私は、本議案に８３号の内子町一般会計補正予算に反対する立場です。

理由を述べてもよろしいでしょうか。 

○議長（山本徹君） はい、どうぞ。 

○２番（関根律之君） 一昨日の審議において、一般会計補正予算案の天神小学校空調設計委託

に関してたくさんの意見が出され、私もいろいろと議論をしたところなんですけれども、その時

は最終的には異議なしということで可決ということにしたんですけれども、どうしてももう一度

昨日ですね。議案を確認、調査致しましたところ、反対するに至りました。その理由は２つあり

ます。１つのはですね、天神小学校の空調設計委託費が計上されていますが、先に設計委託費が

予算計上されています。内子中学校を除いた町内の全小・中学校の中で二番目に天神小学校が選

択された理由が不明瞭なことです。２つ目は、小中学校にエアコンを設置するならば町内全ての

小中学校の普通教室全てに設置すべきという前提のもとに全学校に設置した場合の費用想定額が

現段階でまだはっきりしない中、内子中学校に続いて２番目の学校でエアコン設置計画を進めて

いくのは時期尚早ではないかと思います。先日の委員会で出された学校教育課による学校エアコ
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ン設置計画によれば、今回の予算案が通ったとして、設置工事予定は来年夏休み中であり、設置

できても９月のわずかな期間しか稼働しない状態になります。そうであるならば現段階では内子

中学による設計委託による工事費概算をまち、エアコン以外での温度対策の再検証やコスト削減

策を総合的に検証するのが先ではないでしょうか。京都市は設計から維持管理などのメンテナン

スを一括発注することで経費を３割削減したそうです。また、埼玉県上尾市はエアコンをリース

することで市内の小学校２０校に設置した場合にかかる約１０億円の経費を年間約８，０００万

円へ減らしたという情報もあります。町内全小中学校でのエアコン設置概算費用を出した上で改

めて保護者の方々も含め、幅広く町民の意見を聞く機械を設けて議論し、学校単位でのエアコン

設置の順序を含めて慎重に進めるべきではないでしょうか。以上の理由から本議案に反対致しま

す。 

○議長（山本徹君） 他に意見はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 本議案につきまして、私は賛成の立場で意見を言わせていただきます。

本議案につきましては、予算決算委員会という形の中で全議員１５名参加の中、十二分な説明を

受け、審議をして、その時点で全員一致可決ということで委員長が判断を下しております。我々

もそういう立場でございます。本来なら今のような意見があるのでしたら、予算決算委員会の中

で質疑、討論をして反対意見を述べるのが委員会としての本来の形だと思います。それは事前に

議員として与えられた資料の中で、議案等を真摯に自らが研究し、よそとの比較を十二分に比較

し、そして予算決算委員会の中で忌憚のない意見を戦い合わすのが我々がとっている予算決算委

員会の形だと思います。私はあの状況の中で賛成でございましたので、だから皆様のお手もとに

ある資料においても全員一致可決となっております。その辺を十二分に考えていただきながら発

言をしていただきたいと思うことと、エアコンにつきましては今までも十二分に審議をしながら

出来るだけ早く対応をしていただきたいという議長、副議長含めて町長の方にも陳情にも行って

おります。そういうこともふまえまして当予算書につきましては、可決すべきだと私は考えてお

ります。 

○議長（山本徹君） 他にございませんか。 

〔「なし。」声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立多数です。 

よって、「議案第８３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第８４号 平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」の討論

を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第８４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第８５号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２号）について」の

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第８５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１２ 日程第１２ 請願受理第２号 定期検査後の伊方原発３号機再々稼働の停止を

求める請願 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 請願受理第２号 定期検査後の伊方原発３号機再々稼働の

停止を求める請願」を議題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願の写し」のとおりであります。 

お諮りします。この請願については、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと 認めます。 

したがって、「請願受理第２号」は、総務文教常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とする

ことに決定しました。 

 

日程第１３ 請願受理第３号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願書 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 請願受理第３号 「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「請願書の写し」のと

おりであります。お諮りします。この請願については、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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、請願受理第３号は、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 
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日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１４ 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（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

従って、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１５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 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（山本徹君） 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。 

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（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２９年１２月内子町議会定例会を長期間に渡りまして開催致しまし

たところ、議員各位それぞれのお立場で慎重にご審議賜り、しかも全議案お認めをいただきまし

て誠にありがとうございました。中でも補正予算、大きなウエイトを占めておりましたのは台風

の災害復旧費でございます。早急に執行をして被害にあった箇所の早急な対応をしてまいりたい

というふうに思っております。それぞれの地域でまた議員の皆さん方ご指導賜りたいというふう

に思っております。１２月、あわただしい時期になって参りました。それぞれ議員の皆さん方健

康には十分ご留意いただきまして、内子町の更なる発展のために引き続きお力添えを賜りたいと

いうふうに思います。誠に１２月議会ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 以上をもって、平成２９年１２月第９４回内子町議会定例会を閉会します。 
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午前１０時４５分 散会 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第９４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 

議認 

１４ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第４号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.7 
認定 

議案 

７５ 

内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正につ

いて 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

７６ 

内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の一部改正について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

７７ 
内子町営住宅条例の一部改正について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

７８ 
内子町道路線の変更について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

７９ 
内子町道路線の廃止について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

８０ 

第１２１号平成２８年災林道野村北地線災害復旧工

事に係る工事変更請負契約について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

８１ 
愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.7 
原案可決 

議案 

８２ 

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 

29.12.6 

平成 

29.12.7 
原案可決 

議案 

８３ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

８４ 

平成２９年度内子町水道事業会計補正予算（第３号）

について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

８５ 

平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第２

号）について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.13 
原案可決 

議案 

８６ 
内子町教育委員会委員の任命について 

平成 

29.12.6 

平成 

29.12.7 
原案可決 
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２ 請願、陳情 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

１ 

給付型奨学金制度改善に関する請願書 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

平成 

29.12．6 

平成 

29.12.6 

閉会中

継続審査 

受理 

  ２ 

定期検査後の伊方原発３号機再々稼働の停止を求

める請願 

平成 

29.12．6 

平成 

29.12．13 

閉会中

継続審査 

受理 

  ３ 

「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願

書 

平成 

29.12．6 

平成 

29.12．13 

閉会中

継続審査 

 

 

 

 

 

 


