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平成３０年３月第９５回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成３０年３月２日（金） 

○開会年月日   平成３０年３月２日（金） 

○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  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１号） 

平成３０年３月２日（金）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 招集あいさつ及び平成３０年度施政方針 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 平成 29年請願 

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） 

日程第 ７ 平成 29年請願 

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 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ８ 平成 29年請願 

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 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第８まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、平成３０年３月第９５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、１０番、才野 俊夫議員。１１番、下野 安彦 

議員を指名致します。 

 

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２月２３日開催の議会運営委員会において協議され、本

日から１６日までの１５日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から３月１６日までの１５日間に決定しました。なお、本日の「議事日

程」は、お手元に配布しております、議事日程第１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。その中

で、２月１９日に開催されました、愛媛県町村議会議長会定期総会において、寺岡 保議員、林 

博議員、下野 安彦議員が、全国町村議会議長会自治功労者表彰を受けられ、表彰状を預かって
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参りましたので、ここで本人に伝達をいたしたいと思います。 

 まず、寺岡議員、演壇前へお願いします。 

〔寺岡保議員、表彰状授与〕 

〔林博議員、表彰状授与〕 

〔下野安彦、表彰状授与〕 

○議長（山本徹君） これをもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び平成３０年度施政方針 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 招集あいさつ及び平成３０年度施政方針」を町長より受ける

ことにします。 

○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） まずは、先程は、寺岡議員、林議員、下野議員、３名の議員の皆さん、

全国町村議長会会長から表彰をされました。長年の議員活動、本当にご苦労様でございます。今

回の受賞を契機にさらに精進を重ねていただいて、町民の皆さんの幸せ、この町の発展にご支援

を賜りたい、ご指導を賜りたいというふうに思っております。誠におめでとうございました。 

本日、ここに平成３０年３月内子町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、公

私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本定

例会に、町長として提出いたします案件は、条例の改正が１３件、条例の制定が１件、補正予算

が８件、当初予算が８件、人事案件１件の合計３１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。 

それではまず、平成３０年度における町長としての施政方針を述べさせていただきます。昨年

１２月８日に閣議決定された国の「平成３０年度予算編成の基本方針」は、「経済再生なくして財

政健全化なし」を基本として、アベノミクス「新・三本の矢」、１「戦後最大の名目ＧＤＰ６００

兆円」、２「希望出生率１．８」、３「介護離職ゼロ」に沿った施策を推進するとしています。し

かし、国・地方の債務残高がＧＤＰの２倍程度に膨らみ、なおも更なる累積が見込まれ、また、

国債費が毎年度の一般会計歳出総額の２割以上を占めるなど、我が国の財政は引き続き厳しい状

況にあります。平成３０年度においても、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進す

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

内子町におきましても、普通交付税においては、平成２７年度から３１年度にかけて合併特例措

置の段階的な縮減が始まっており、平成２９年度は前年度と比較して、約２億２，０００万円の

減少となっています。そのような中で、平成３０年度一般会計予算につきましては、事務事業の

検証・評価・見直しの徹底や、経常経費のさらなる削減により効率化を図っています。その一方

で、「第２期内子町総合計画」及び「内子町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」

に基づいた事業については、投資と位置づけ重点的に予算を配分するなど、メリハリを意識した

予算編成としております。その結果、平成３０年度内子町一般会計当初予算（案）は、歳入歳出
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それぞれ、８７億５，７００万円となり、今年度当初予算と比較して、７億６，３００万円、８％

の減額となっております。一般会計当初予算に充当致します財源は、国庫・県支出金１１億４，

６３９万２，０００円。地方債１億２，１００万円。その他特定財源５億５，８６２万１，００

０円。一般財源６９億３，０９８万７，０００円でございます。なお、現時点で国・県の内示が

出ていない事業については当初予算には計上せず、今後の補正予算で計上していく予定でござい

ます。さて、今年の冬は、昭和３８年の豪雪以来ではないかという大雪に見舞われました。新聞

等でも報道されましたとおり、１月の大雪の際には停電が発生し、３日間も電気のない暮らしを

余儀なくされた地区もございます。また、気温も例年になく低く、水道施設の破損も相次ぎまし

た。雪による倒木も多く、除雪作業にも多くの労力を費やしました。今回の大雪で必要となった

経費については、緊急的に予備費を充用させていただき対応致しております。今後につきまして

は、今回の経験を活かし、災害への備えを一層進めてまいりたいと思います。平成３０年度は、

安全・安心なまちづくりをさらに推進致します。まず、防災拠点であります自治会館や消防詰所

の整備を進めます。具体的には、立川自治会館の耐震補強工事や、五十崎中央自治会館新築工事

の設計委託を行います。また、吉野川自治会館や南山自治会館の新築につきましても、今後の補

正予算で対応していきたいと考えているところでございます。消防詰所につきましては、五十崎

３部詰所の新築工事を行います。防災拠点の整備は、今後も最優先の課題として、可能なかぎり

対応していきたいと考えているところでございます。 

次に、公共交通網の整備についてですが、今年２月、福祉バス５路線のうち、長田線、大久保

線をデマンドバスに移行致しました。残りの３路線につきましても順次移行し、平成３０年度中

にすべての路線をデマンドバスに移行することを目指します。既存の路線につきましても見直し

を進め、より利便性の高い公共交通網を整備してまいります。 

次に、住環境の整備についてですが、平成３０年度も引き続き、内子町上水道第７次拡張工事、

満穂地区を進めます。満穂地区のうち論田・河内地区につきましては、平成２９年度に整備を完

了し、順次給水を開始致します。また、石畳地区につきましては、現在、県営中山間地域総合整

備事業と上水道拡張事業の合同事業で整備しております。上水道拡張事業につきましては、平成

２９年度に石畳東地区の整備をほぼ完了し、平成３０年度からは、古橋地区、霜戸地区、元袋口

地区へと管路を整備していく予定でございます。なお、県営事業につきましては、平成３０年度

から平成３１年度にかけて、浄水場・水源地の施設整備に予定されています。この整備が完了次

第、順次、給水を開始する予定でございます。なお、地区全体の事業完了は、平成３２年度を予

定しております。この他、平成２９年度には、町内全域への光ファイバーの敷設も完了いたしま

した。上水道の拡張も含め、全域で定住のためのインフラ整備が進んでおります。今年１月には、

総務課に新たに定住促進係を配置致しました。今後もハード・ソフト両面の整備を進め、移住・

定住の促進に努めて参りたいと考えております。 

次に、社会保障の分野ですが、国民健康保険の改革と国民健康保険税率の改正についてご報告

致します。国民健康保険事業につきましては、現在、市町村が個別に事業運営を行っております

が、被保険者が少なく、加入する年齢構成等により医療費水準が高いなどの理由から、脆弱な財

政運営を強いられています。それらの解消のため、平成３０年度から、都道府県が財政運営の責

任主体となり、国保運営の中心的な役割を担い、制度を安定化させるための改革がスタートいた
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します。制度を改革するにあたり、国費を投入し、保険税の急激な増加を抑制する措置が講じら

れたことから、内子町の保険料は現在の額よりも下がる見込みでございます。今後は広域化が進

められますが、地域における細かな事業は、引き続き市町村がその責務を担うこととなっており

ます。お気軽に、担当窓口でご相談いただきたいと思います。 

次に、学校教育の分野ですが、平成３０年度は内子中学校及び天神小学校へのエアコン設置工

事を予定しております。このうち、天神小学校につきましては、補正予算で対応する予定でござ

います。また、五十崎中学校、内子小学校の設計委託も予定しております。今後も、順次整備を

進め、できるかぎり早い時期に全小中学校へのエアコン設置を完了致したいと考えております。

また、英語教育の分野では、今年度から開始いたしました中学生を対象とした、英語検定試験へ

の助成を引き続き行います。また、青少年海外派遣事業参加者の負担軽減を図るため、町からの

補助金を交付致します。さらに、先進的な英語教育を行うため、教員等海外研修制度を創設し助

成を行います。これらを通して、内子で育つ子どもたちの英語力の向上と国際性の涵養に寄与し

たいと考えています。 

次に、内子運動公園の整備につきましては、国体で使用したプールを譲り受け、現在、改修工

事を進めています。こちらにつきましては、平成３０年７月に開業する予定でございます。プー

ル開きにあたりましては、オリンピックに出場した選手を招き、講演や水泳教室等を行っていた

だく予定でございます。新たなプールが町民に愛され、多くの方にご活用いただき、スポーツの

振興と町民の体力増進に寄与することを期待しています。 

次に、産業振興の分野ですが、平成３０年度も引き続き町産品の販路開拓に取り組みます。こ

れまで、豊島区をはじめ首都圏等における観光物産展を４０回以上実施してまいりました。この

ことにより、特に豊島区とは、観光物産展交流都市と防災協定都市のご縁ができており、新たな

取り組みの展開も見えてきております。また、町内事業者におかれましても、国内のみならず海

外の物産展や商談会にも積極的に参加されており、その売上高は平成２８年度の調査で約１億２，

１００万円にのぼっております。今後におきましても、事業者の皆さまと連携し、町産品の販売

拡大に努めてまいります。また、平成３０年度におきましては、姉妹都市ローテンブルク市の協

力により、現地でのパン職人養成研修を計画しております。これは、ローテンブルク市からの「職

人の技術交流のような具体的で深まりのある、ＷＩＮＷＩＮの効果をもたらす関係を構築したい」

との提言に基づくもので、現地のパン屋で働きながら職業学校に通い、ドイツの国家資格取得を

目指す者を公募し、必要な経費について助成するものでございます。内子フレッシュパークから

りで活躍するハム・ソーセージ職人に次ぐ新たな職人の育成を企図するもので、研修終了後は町

内で就業することを条件といたします。内子の新たな魅力の創出につながることを期待していま

す。 

最後に、内子町まちづくり応援大使についてご報告致します。内子町まちづくり応援大使は、

平成２６年度に様々な分野で活躍している方を通して、内子町の魅力を発信し観光振興を図るた

めに制度を設け、平成２７年２月に女優の竹下景子さん、写真家の関口照生さんご夫妻に３カ年

という期間で委嘱いたしました。この間、竹下景子さんには、内子座文楽公演２０周年の記念イ

ベントや朗読会に出演していただいたほか、町産品を記念品に使用していただいたり、テレビ等

で内子町の紹介をしていただくなど内子町の発信にご尽力いただきました。また、関口照生さん
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には、「内子フォトコンテスト」の特別審査員になっていただき、その選考と講評を通して、内子

町の情報発信に寄与していただきました。今回、任期が終了することに伴い、引き続き内子町の

魅力を発信していただきたく更新を打診いたしましたところ、快諾していただきましたので、新

たに３年間の委嘱を行いました。今後も内子町に関わっていただき、その発信力を活かし、町の

発展に寄与していただくことを期待しております。 

以上、平成３０年度の施政方針について述べさせていただきました。これらは、来年度計画し

ている事業の一端でございますが、いずれも予算を伴うものでございます。議員各位のご理解と

ご協力をお願いいたします。 

続きまして、当面する事務事業等についてご報告いたします。ご報告いたします内容は、内子

町情報通信基盤整備事業について、内子町デジタル防災行政無線整備工事について、内子町防災

士連絡会の発足について、第１３回内子町駅伝競走大会について、県市町広報コンクール「広報

うちこ」６年連続特選についてでございます。 

はじめに、内子町情報通信基盤整備事業についてご報告致します。光ファイバー網を町内全域

に構築する情報通信基盤整備事業につきましては、平成２８年度から整備を進めてまいりました

が、昨年１２月末をもちまして工事を完了いたしました。これにより、大きな課題であった情報

通信の分野における地域間格差が解消され、情報通信速度の向上が図られました。今後は、移住・

定住の促進や企業誘致などにつながることを期待しています。 

次に、内子町デジタル防災行政無線整備工事についてご報告いたします。防災行政無線につき

ましては、アナログ方式からデジタル方式に切り替えるため、平成２６年度から計画的に整備を

進めてまいりましたが、昨年末に機器の設置が完了し、全町でデジタル方式に切り替えました。

今後は、デジタル方式の利点を生かしながら有効的な活用を図っていきたいと考えています。 

 次に、内子町防災士連絡会の発足についてご報告いたします。昨年１２月に町内の防災士から

なる内子町防災士連絡会が発足いたしました。この連絡会は、防災士の活動を推進することによ

り、防災に関する知識の普及、情報の提供、また、防災士相互の連携強化による地域防災力の向

上を図ることを目的と致しております。今後は、消防団や自主防災組織など地域防災関係機関の

連携強化により、地域防災力の向上に努めてまいりたいと思います。 

 次に、第１３回内子町駅伝競走大会についてご報告いたします。今年で１３回目となりました

内子町駅伝競走大会が１月２１日に開催され、８２チームが健脚を競いました。大会には、内子

町出身の米田吉盛氏が設立した神奈川大学から、元箱根駅伝のランナーであった岩原正樹さんに

ゲストランナーとして参加していただき、大会を盛り上げていただきました。岩原さんは、神奈

川大学が箱根駅伝で２連覇をしたときの選手で、現在は事務職として大学にお勤めでございます。

昨年、地域の実行委員会が「米田吉盛展」を開催したことをきっかけに、内子町と大学との交流

が深まり、今回の派遣が実現したものです。当日は、箱根駅伝で着用されたユニホーム姿で内子

路を駆け抜けていただき、多くの方に沿道からご声援をいただきました。今後も、機会をとらえ

て神奈川大学との交流を深めていきたいと考えています。 

 最後に、「広報うちこ」愛媛県広報コンクール特選についてご報告いたします。「広報うちこ」

は、昨年の全国広報コンクール広報紙部門（町村部）で入選２席となりましたが、その前段とな

る愛媛県広報コンクール広報紙部門（町部）におきまして、今年も特選に選ばれました。これは、
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６年連続となる快挙でございます。今後は、全国広報コンクールでのさらなる評価を期待してい

るところでございます。 

 以上、５件の事柄についてご報告申し上げました。平成３０年度も「町並み、村並み、山並み

が美しい 持続的に発展するまち」を目指して、事業・施策を展開してまいりたいと考えており

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、「召集あいさつ及び平成３０年度施政方針」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。質問は、通告により、一括質問、一

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

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

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

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５日におこないます。それでは受付順に、質問を許します。 

 最初に、寺岡保議員の発言を許します。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） １４番、寺岡です。 

〔寺岡保議員登壇〕 

○１４番（寺岡保君） ３月議会にあたり、町政の諸問題について一般質問致します。まず、最

初に私、お断りをしとったらと思うんですが、昨年８月に病気を致しまして、今現在、舌もつれ

がちょっとする時があるんですが、もしお聞き苦しい点がございましたら、お許しをいただきま

すように先ずもって先にお断りをさせていただきます。よろしくお願い致します。それでは、今

回、４項目について通告に従ってお伺いを致します。まず、最初の２項目は地域住民、町民の皆

さんから強い希望に基づいてのお願いでございますので、そこらあたりをしっかりと一般質問で

やっていきたいと思います。よろしくお願いをしたらと思います。 

 一番目、重松地区の通学道路沿いに危険な状態の空き家があります。空き家は、全国的な問題

であり、国も平成２７年２月に空き家等の判断基準が示され、その対策ができるようになりまし

た。しかし、強制執行が可能となったとはいえ、費用の問題もあり速やかに取り壊しが進むとい

う状況にはなっていません。危険な状態にある空き家の近くの住民は大きな不安を抱えたまま生

活をしております。法律ができたからもうこれで空き家対策は十分という状況ではありません。

町長は空き家対策の推進に関する特別措置法をどのように評価し、条件や要綱の必要性をどのよ

うにお考えか。また、今後その適用にあたっては強制執行等も積極的に運用しようとお考えか。

それともこれまで通り所有者の責任を第一に慎重に対応するお考えかお伺いを致します。 

２番目、五十崎の商店街の危険な空き家では屋根の瓦が現在落ちています。空き家の近くには

開業医と郵便局、また上岡美平さんのアトリエがあります。また、通学路でもあり、多くの方が
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通行しています。あの空き家の瓦がいつ落ちるのか、近くの住民は危険にさらされて過ごしてい

ます。地域住民が安心して通行できるよう、緊急処置して瓦落下防止の保護ネットを張って、地

域住民が少しでも安心して通行できるような対策をとる考えはないかお伺いをします。 

 次に人事異動についてであります。現在、内子町職員の中に休職者がいますが、休職に至った

理由など聞き取り調査は致しましたか。異動までは仕事に不満なし、まじめに勤務に励んでいた

が、異動になった異動先でしたことない仕事をさせられ何にもわからないからおもしろくなく、

やる気をなくした。だから出勤をしない。単純に考えたら誰でもそう思います。職員に休まれて

いる課は大変。みんなで仕事を分け合い、こなしている。魅力あるまちづくりは地域がそれぞれ

独自に課題を設定し、それにみあった政策を展開していかなければなりません。つまり、自治体

の政策能力、住民と職員が共同しなければ地域間の格差が増大するといわれております。それだ

けに自治体職員の役割は大きいと考えます。監査委員の役割の一つに行政監査があります。その

着眼点に人事管理や組織管理があります。現在の役場の職員体制や、人事管理についてどのよう

な考えをもっておられるか、監査委員にお伺いをします。あわせて休職している職員に対して、

どのような対応をしているのか、理事者に伺います。 

 二つ目、これからの地方自治体は住民に身近なところでそれぞれの地域にふさわしい独自の政

策や行政サービスを提供しなければなりません。そのためには福祉、環境、安全、安心、まちづ

くり、産業振興、内部管理、情報、財務会計、監査等、多種多彩な専門の職員が必要になります。

これらの各分野に共通した問題や地域の独自の対策を設計し、構築する法的能力を備えた専門職

も不可欠です。その中の一つである、現在役場職員で対応しきれない設計監理委託業務を役場職

員でおこなえるよう、専門職の雇用をお伺いいたします。以上で、一般質問と致しますが、簡潔

で誠意ある答弁を求め、私の一般質問と致します。 

○議長（山本徹君） 寺岡保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、空き家等対策関連についてご説明

をしたらと思います。まず、初めの「空き家等対策の推進に関する特別措置法関連」についてで

ございます。「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことによりまして、適切に

管理されていない空き家の所有者に対して、｢助言・指導｣、「勧告」、「命令」、「行政代執行」を行

えることなどから、老朽危険空き家の削減及び発生抑制につながるものと評価しております。町

における空き家対策の方針は、現在作成中の「空き家等対策計画」の中に、具体的には方針を規

定することとしており、その計画に基づき空き家対策を推進していくこととしております。空き

家等の管理は、法第３条に規定されているように、第一義的には空き家の所有者が自らの責任に

より適切に管理することが前提となっておりますが、法による特定空き家等に該当すれば、規定

によりまして、｢助言・指導｣、「勧告」、「命令」、「行政代執行」の順を追って措置を講ずることが

可能となります。町と致しましては、空き家につきましては、個人財産であるため、所有者等に

改善を求め、空き家等の措置に係る必要性や責務を十分に説明し、自らの意志で対応するよう意

識啓発をすることが重要と考えております。しかしながら、既に老朽化が進行し危険な状態にな
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っているものにつきましては、倒壊時に避難路等を閉鎖する恐れがあり、有事に地域住民の避難

や救助等に支障をきたすおそれがあることから、手続き等は踏まえる必要がございますが、「行政

代執行」も念頭に置きながら「勧告」、「命令」の措置を行う必要があると考えております。 

続きまして、空き家に対する緊急安全措置についてでございます。空き家に対する緊急安全措

置につきましては、法においては緊急安全措置に関する規定はなく、法に基づく措置は行えませ

ん。しかし、全国の他の自治体の中には、独自の条例等によりまして、緊急安全措置を可能とし

ている自治体もあるようでございます。内子町においても、今後、緊急安全措置が必要な空き家

の動向等を踏まえまして、条例等の整備につきましては、検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（山本徹君） 傍聴者の方、電話をやめてください。 

○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。 

〔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、私の方から空き家、廃家対策のご質問の中で、通学路

の部分について説明をさせていただきます。議員ご指摘の重松地区については、天神小学校及び

五十崎中学校に注意喚起の通知を出しております。五十崎商店街につきましては、五十崎小学校

において危険な場所を通らないよう、通学ルートを変更し、児童・生徒の安全を確保しておりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○代表監査員（片岡安男君） 議長。 

○議長（山本徹君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君）それでは、監査委員に対する質問で、「職員体制や人事管理」につ

きまして、私の考え方を申し上げたいと思います。 

監査委員には、監査、審査、検査と多くの役割があり、行政監査もその一つでありまして、メ

インとなる決算審査や定例監査、行政監査を取り入れて実施しておりますことは、ご案内のとお

りでございます。ご質問の「職員体制や人事管理について」でありますが、結論から申し上げま

して内子町は、次の理由などから良好であると私自身は評価しております。まず、理由の一つと

してはですね、まず、職員体制でありますが、町の規模に見合った通常業務と政策実現のため、

定数条例を制定し、職員が配置されております。配置された職員体制につきましては、毎年度「広

報うちこ」に掲載するなど、町民に分かりやすく公表、つまり可視化されております。また昨年

の国体あるいは、日頃の業務を見ても、各課の連携が伺えます。業務面では、関係課が連携し、

色々な発注の時には一括発注による事務の効率化、あるいは、工事請負による工事の発注施工で

は、合議や工程表などによって建設デザイン課との適時適切な業務の連携が定着していると思う

わけでございます。それから退職職員についても、町職員として長年にわたり培われた経験を生

かし、再任用・再雇用職員として、あるいは臨時職員等を加えた総合的な職員体制となっており

ます。町並みや自然豊かな環境を次代に残したい、繋げたい、との内子町の姿勢が随所に見受け

られ、例えば「建設デザイン課」のデザインの名称、あるいは、合併後の機構改革により新設さ

れました「環境政策室」の環境など、中・長期視点での組織運営や運営に取組まれておることが
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よく分かります。 

次に、「人事管理について」でありますが、行政の仕事は、多種多様で多岐であります。従いま

して、そこには職員の適材適所の配置と、将来の内子町を担う人材育成が求められ、そのために

は、色々な業務を経験させる、勉強させる等の視点で、人事異動等が行われております。仕事は、

組織で行うものであると私は思っております。このことを考えますと、人事異動は、後々の職員

間の意思疎通、業務の相互理解・連携に繋がるものであります。また職員の成長を通じ、町業務

の効率をあげるため、人事評価制度が導入され実施されております。これは給与面での格差はつ

きますけれども、職員の成果、あるいは熱意、あるいは積極性に繋がり、結果として必要で公平

な制度であると私は思っております。それから各課との職員との事務分掌は、主査と副査がされ、

安心した事務体制となっており、また職階制の中で専決区分表により権限と責任が明確にされて

おります。主査というのは主査が担当者で副査が何かあった時には代わりにするというようなこ

とでありますし、それからもう一つ、先ほど言った専決区分というのは、それぞれの役職によっ

てなんぼまではあなたの決済というようなことを、これは判をつく以上は責任が伴うわけですか

らそのことを言ったわけでございます。また職員にはそれぞれパソコンが与えられ、自治体とし

て先駆け「電子決裁」を取り入れるなど、職員の事務負担の軽減と事務処理の迅速化が図られて

おります。特に電子決済につきましては監査委員に入りまして私もびっくりしたところでござい

ます。また、長期欠勤者ついては、適時適切に主治医と連携し、早期の職場復帰に努められてお

られます。監査委員としては、先の議会でこのようなことに触れられた議員さんがおられました

ので、定例監査において、ケースにもよりますが、まずは病気の原因把握に努め、主治医や同居

家族と緊密な連携により、欠勤職員の早期の職場復帰に繋げられたいと指導したところでござい

ます。私も昔、こういう病気の方と接したこともありますのでそのことなども含めて適切に自分

としては指導したつもりでございます。以上が、監査委員としての客観的な考え方でございます。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） 私の方からは休職している職員への対応と専門職の雇用についてお

答えを致します。 

まず、休職している職員に対しての対応についてお答えを致します。人事異動につきましては、

職員が町政全般に精通し、住民サービスを向上させるためには必要不可欠であると考えておりま

す。特に若い職員については、様々な部署の事務を経験することにより、自信と各課や職員間の

連携などにも役立つものと思っております。また現在、内子町には３名の休職者がおりますが、

所属長等が定期的に面談し、状況の把握等に努めております。また、職員のメンタルヘルスを目

的に１年に１度ストレスチェックを実施するなど、早期発見にも努めているところでございます。

休職者のいる所属課では、事務を職員で分け合い行っているところではありますが、負担が過度

にならないよう、必要に応じて臨時職員を雇用するなどの対応もしているところでございます。

休職している職員に対しては、定期的に面談を実施し状況把握に努めるとともに、必要に応じて

主治医や家族との面談、また、内子町職員の試し勤務に関する実施要綱を制定し、復職に向けて

の支援等を行っているところでございます。 
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次に専門職の雇用についてでございますが、議員ご指摘のように、これまで、またこれからも

私たち地方自治体に求められるものは、様々な行政課題に対して柔軟かつ臨機応変に対応できる

職員の確保と育成であります。住民の負託に応えるためには、最少の経費で最大の効果を生むこ

とができる政策立案や事業の執行管理を行える職員の確保が非常に重要であると考えております。

職員採用については、職員の定員管理計画に沿い、ある年齢層に偏ることなく、年齢構成なども

考慮しながら、中長期的な立場で計画的に行う必要があります。また、これまでも専門職の採用

は定期的に行って参りました。今回、寺岡議員からは、具体的な事例として「設計監理委託業務

を役場職員で行えるように専門職の雇用を」とのご質問でございますが、現在、多くの設計業務

が数名の専門職に集中している中で、現在の職員体制では時間的に対応できないもの、また職員

の個々の能力・技術では力及ばない高度かつ専門性の高い設計業務等については、民間事業者に

委託しているのが現状であります。特に今後は、安全・安心が求められる自治会館や消防詰所等

の公共施設の改築新築等が増えて参ります。財政厳しい中において、自前で設計監理ができると

いうことは非常に有効的な手段であり、即戦力となる経験者の採用も視野に入れながら、専門職

の確保については、今後もあらゆる面を考慮しながら検討して参りたいと思っております。それ

と共に、様々な研修等を通して職員育成を図り、ひいては設計監理業務も出来る職員を育成して

参ることも大切なことではないかなと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいた

します。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 一番目の空き家対策についてでありますが、空き家というのは、実は近

所の方も誰のものやら分からない、家の人も誰のものやら分からない、そこで悩んでおられて、

その話を聞いて私、担当課の方に何回か足を運んで調べていただきましたら持ち主も分かりまし

た。一応、強制執行ということを考えておったんですが、そういう無理なことはせずに、持ち主

が分かりましたので、私の方に連絡があったのは役場の担当課と調整を致しまして、自分たちの

方で処理をするという連絡をいただいておりますので、１番についてはこれで終わりとよろしく

お願いをしたいということでございます。 

 ２番目、皆さんご存知でしょう、管理職の方。あれが安全と思えますか。あれも町民の方がや

っぱり郵便局とか通学路でもありますし、町長部局でできないのであれば、教育委員会の方でや

れるんじゃないかなと。通学路でありますから。私が以前、一般質問いじめの時にしたときに町

長部局と教育委員会とは別物であると。そして教育長が決めたら済むことであるということを言

われましたので私はそのように考えてはおるんですが、もしどうしても町長部局の方で直ぐには

できないということでありましたら、教育委員会の方であれが子どもの通学道路でありますので、

子どもに危害を加えないように応急処置だけでもできるのではないかと。そこらあたり教育長は

どういうお考えを持っておられるか。今、現在、内子町で子どもの通学路に対してあれ線引きが

してあるからいけないと思うんですよね。３キロまでは集団登下校、３キロ以上はスクールバス

ということで、こないだもいろいろと言われました。なぜ３キロという線引きをするのぞと。あ

の大雪の中で、大雨の中で、小学生が重たい荷物をかるって歩いていきよると。現在、その管理

職の方、何人かの方は内子から本庁舎まで歩いて出勤をされておられる方が何人かおられますけ
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ど、だいたいどのくらい時間がかかるかわかると思うんですが、できるだけ私は子どもたちが安

心安全で通えるような方策をとっていただきたい。あれは昔、坂本九の歌ではありませんが、今

は上を向いて歩こうと。危ないから。そういう時代になっている。足元はきれいに整備されてお

りますので、下向いて歩く必要はあまりないと。１０円も落ちておりませんから。上の瓦が空き

家になった場合には落ちてくるから危ないと。上を向いて歩こうというような歌の文句にかわり

かけとるんじゃないかなと私は現在、感じております。そこらあたり、今現在、３キロ未満で集

団下校をしながら歩いて来る、また歩いて帰る子どもたちがどの程度の危険度がある数を把握さ

れておるのか。そこを教えていただきたい。 

○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） 通学路の関係なんですけれど、通学路の安全確保に関する取り組みの

方針ということで、平成２７年３月に教育委員会に内子町通学路交通安全プログラムというのを

作成させていただいております。そういったところで、もしそういう事案が出てきた場合には、

内子町通学路安全対策協議会会議という南予地方局、大洲土木事務所ですとか大洲警察署、校長

会の代表者とか、建設課とか総務課の危機管理、それと教育委員会の学校教育というところのメ

ンバーがその協議会のメンバーになっているんですけど、そういったところで実際に安全なのか

安全じゃないのかというところを調査をしながら、対応させていただいておるのが実情でござい

ます。この議員のお尋ねのこの通学路につきましては２番目のところの五十崎の商店街の危険な

場所につきましては、建設の方との協議も進めながらとりあえず新しい通学路のルートというこ

とで変更をさせていただいて、今、取り組んでおるような状況でございます。あと３キロ未満の

生徒数の状況ですとかいう分については通告にございませんので、手持ち資料がございませんの

でご理解をいただいとったらというふうに思います。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 私がお尋ねしたのは、通学生の生徒の数じゃないんですよ。通学路の危

険な場所は何カ所あるんですかと。それは何カ所あるんですかと。それは把握されておるんです

かということをお尋ねしたんです。生徒数を聞いたんではありません。勘違いのないように。 

 私が調べたところでは、生徒数やあれの危険な場所ではないんですが、平成２９年２月に制定

された特定空き家の判断基準にしたがって、略式代執行により、強制撤去が認められる子どもの

通学路沿いの特定空き家などの処理をどのようにされるのか。私はそれを聞きたい。２７年のや

つは古いやつですよ。２９年に新しく国が策定しとるんですよね。その分について私はお尋ねを

しておるんです。再質問でお尋ねをしたい。どのように考えておられるか。 

○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） 空き家の崩壊等によります通学路に関してのことなんですけど、現在

国からもいろんな通達等も来ております。通学路の安全、交通安全の確保の徹底ですとかいうの

が３０年の２月の１６日にも来ておりますけれどもそういったところは含めまして平成２７年の

３月、先ほど申しました内子町におけますそういったプログラムを参考にしながら現在、取り組
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んでおるというようなことですので、ご理解をいただいとったらと思います。 

○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） 私の方からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。寺岡議員ご指

摘の物件は、私もあそこ通りますからよくわかります。おっしゃるように上を見て通らないとい

けないなと。よくわかってます。今、担当課の方で所有者の方と協議を進めております。どうい

う形で安全対策ができるか、協議を進めておりますのでその推移をしばらく見守っていきたいと

いう風に思っておりますので、いずれにしてもあのままでいいというつもりは、私は思っており

ません。何らかの形で対応していかなくちゃいけないという風に思ってますから、しばらく推移

をみていただきたいという風に思います。以上でございます。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 教育長にお尋ねをします。教育委員会の会合を開いたときなんかには、

危険な場所なんかの話はひとつもでないんですか。一回も聞いたことがないんですが。私もけっ

こう長く町会議員をやらせてもらっているつもりなんですが、一回も聞いた話がないんですが、

そういう会合の時にあそこは危ないけん、どうのこうのいう話は出ないんですか、出るんですか。 

○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） ただいまのご質問でございますが、保護者等や学校等からの危険

なところがあるよということが出て参りましたら、それを取りまとめて先ほど教育長が申し上げ

ました合同の点検を秋が中心だと思いますが、そこで合同で点検をするようにしております。通

学路が危険な状態ではあるが、すぐに改善が見込めないもの、先程ご説明した通り、そういった

ものについては学校を通じて児童生徒に通知をするとか周知を図るとかしておりますので、ご理

解願ったらと思います。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 私が聞きたいのは、教育長、これ六法全書のコピーなんですが、これに

書いてある。教育長はすべての会議に出席をすることと。会議に出られてないけん、わからんの

じゃないですか。会議に出ておられるんじゃったら皆さんから出た話が私はわかると思うんです

よ。言われる前に、私らが言われる前に先にその方向性を決めてちゃんとそれなりにすると。私

はそれが筋道じゃと思うんですよ。これ書いてあるんじゃけん間違いないと思うんですよ。六法

全書ですから。教育法のところに書いてある。教育長の仕事のところに。これどうなんですか。 

○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） 議員の一般質問の通告は空き家及び廃家対策についてというところで

通告をいただいているという風に認識をさせていただいております。今、ご質問いただいている

のは、教育委員会の通学路についてのお尋ねではないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） そういうことじゃないんて。通学路何カ所ありますかって聞いて、その

話は会議の時に出ないんですかっていいよる。私は間違ってないと思うんですが。 

○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） 教育関係の非常に多くの会議等もございます。その中で会議に参

加された方とか保護者等のそういった危険なところもあるよということがございましたら、先程

申しましたとおり、取りまとめて合同点検にもっていくということでございます。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） それじゃったら、最初からそう言ってもらったらいいのに。会議では話

は出ませんと。あんたら勘違いした答弁の仕方をするけんいけんのよ。前のいじめの時もそうじ

ゃったでしょうが。いじめはないないいうて。実際にはありましたというて。３人が全国版の新

聞に出とるんですよ、こがいに、頭下げとる。嘘を言わないようにしてほしいんです、正直に。

それなりに正直にさえ言ってもらったら私らも納得するんですよ。正直に言わないから、嘘をつ

けばつくほど、最後には頭下げないけんようになる。何カ所ありますかというじゃけん、何カ所

ありますというとったらいい。また、それはどうするか、検討中でありますとか、いろんな考え

方あると思うんですが。いろいろ言うたって時間が経ちますので、簡潔にということであります

ので、このへんでやめますけど、もうちょっと勉強して調べるくらいは調べてもろとった方が、

今後。万が一の時に私はいいんじゃないかと思うんですが。どうするんですか。 

○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） 通学路等につきましては、順次調査をしながら安全点検に努めてまい

りたいというふうに思ってますので、ご理解いただいたらと思います。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時１５分から再開します。 

 

午前１１時０６分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、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） 例年になく大雪に見舞われた冬でしたが、伊予路に春を呼ぶといわれる

椿さんも終わり、ようやく春の息吹を感じるようになりました。すると、花粉症で大変苦しむよ

うな季節にもなるわけですが、そんな中、開催されます３月議会に当たり通告に従い質問を致し
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ます。 

 さて、昨年２月の臨時議会において、稲本町政３期目のスタートに当たり、町長が示された所

信表明と３月議会での平成２９年度施政方針を改めて読んでみました。そこには、まず、生徒の

英語力の向上と国際的な視野が広がることを期待して「英語教育」の推進、二番目に、２期目に

引き続き、「地場産品の販路拡大」と農家の担い手確保に取り組み、多様な雇用を創出していきた

いとして、東京や大阪など大都市圏での販促活動を行うとともに、台湾をはじめ「海外への販路

拡大」にも意欲を示されています。さらに、「林業の六次産業化」、「内子商店街の無電柱化」、「町

内滞在型の舞台・芸術の誘致」、そして、「安全・安心のまち」への取り組みが示されています。

私は、町長が示されたこれらの施策に対し、異を唱えるものではありません。むしろ、これらの

取り組みをさらに加速し、目に見える形で結果を出すべきと考えています。これらの施策のこの

１年の進捗状況、成果について順次質問を致します。 

まず、「英語教育」について伺います。子どもたちの「英語教育」は今の社会で生きていくうえ

で必要なものと考えます。内子町では、中学生を対象に英語検定料補助金交付制度が新設されま

したが、この成果を伺います。また、小田高校とシリコンバレー日本大学との遠隔授業について、

引き続き実施したいとのことでしたが、実施されたのか伺います。 

次に、「地場産品の販路拡大」について伺います。平成２９年度も、東京フラフェスタをはじめ、

首都圏において町産品の販路開拓や、さらなる内子ファン獲得のためのイベントに参加されてい

ますが、その成果はどうであったのか。台湾など「海外への販路拡大」にも意欲を示されていま

したが、その成果も併せて伺います。また、町産品販路開拓支援事業補助金が予算化されていま

したが、活用状況と成果についても伺います。 

次に、「林業の六次産業化」「内子商店街の無電柱化」「町内滞在型の舞台・芸術の誘致」につい

て、それぞれの進捗状況を伺います。 

次に、「安全・安心のまち」の取り組みについて、老朽空き家除去事業補助金・木造住宅耐震改

修事業補助金の利用状況を伺います。空き家対策の推進に関する特別措置法でいう「特定空き家」

の認定はされたのか伺います。 

次に、防災行政無線デジタル化事業について伺います。豪雨や台風等の自然災害の発生が予測

される場合や災害発生時において、的確な情報をいち早く町民の皆さんに伝達することは、町民

の生命、身体及び財産を災害から保護するために極めて重要であり、災害対策基本法において、

災害に関する予報又は警報の伝達は市区町村長の責務とされています。各市区町村は、この災害

対策基本法の規定を踏まえ、災害時における住民への情報伝達を的確に行うため、地域の実情に

応じ、多重的な情報伝達体制を整備しています。その一つが防災行政無線です。これは、災害時

だけでなくイベントなどの開催や、行政からのお知らせなどにも使われており、町民の皆さんに

とっては、大事な情報源でもあります。平成２８年６月議会において、「防災行政無線デジタル化

事業」として、８億５６８万円が補正予算案として上程、可決され、入札の結果、落札金額は、

７億５，８４０万円。今年度２月末完成で、これまでに試験放送などが実施されていると理解し

ています。議会での説明では、現在の機器の老朽化しており、その更新時にデジタル化すること

で機器トラブルの軽減、情報伝達の確実性の確保が挙げられ、さらに、文字や写真などの情報発

信、受信者との双方向通信、屋内での聞き取りやすさの向上などの効果があるとのことでありま
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した。この防災行政無線ですが、これまでにも地域によっては聞き取りにくい状況があり、これ

がデジタル化により改善されるものと思っておりましたが、最近、以前よりも聞き取りにくい、

聞こえないといった町民の皆さんの声をよく耳にします。私自身もデジタル化したことにより改

善されたとは感じておりません。先ほども言いましたが、内子町にとっては約８億円もの税金を

投入した大事業です。聞き取りにくいという状況を早急に改善するべきと考えます。我々議会に

も議決した責任があります。内子町議会基本条例第２条では議会は意思決定機関としての議決責

任を自覚し、町民の意思を反映し、最良の意思決定を行うこと。議会は町民に対し、積極的な情

報公開に努め、説明責任を果たすことが明記されています。私は今回のことを通して、いち議員

として改めて、議員の役割、議会の役割、議決責任の重さというものを痛切に感じています。そ

こで何点か伺います。この防災行政デジタル化事業は完成し業者からの引き渡しはすでに終了し

ているのか。聞こえない、聞き取りにくいといった町民の声は、把握されているのか。エリア的

にはどの範囲がそのような状況か。本庁、分庁に設置している長距離スピーカーに問題はないの

か。当初想定されていた状況と違うのは、どこに責任があるのか。今後この状況をどう改善され

るのか伺います。 

次に、自治会や区によっては、地区内での行事のお知らせなどコミュニティ放送がなされてい

ます。この放送はデジタル化されたことによってどうなるのか伺います。今後の取り組みについ

て２点伺います。高齢者の方々など災害弱者の方により細かく災害情報をいきわたらせるうえで

有効な防災行政無線の個別受信機の普及促進策の検討が必要と考えますが、個別受信機の設置に

ついての取り組みの予定はどうなのか。２点目に、デジタル化によって可能になるといわれる文

字や写真などの情報発信、受信者との双方向通信などの今後の取り組みの考え、メールの活用に

ついて、伺います。以上で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。 

○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、英語教育についてご説明を申し上げます。 

まず、一つ目でございますが、英語検定料補助金交付制度の成果についてでございます。内子

町では、内子町教育大綱の社会貢献を実現する人材を養成するという施策の中で、英語教育の推

進を掲げています。その具体的な取組みの一つとして、「生徒の英語力及び学習意欲の向上を図

る」ことを目的として、今年度から英語検定に対して補助金を交付しています。中学校４校の受

験者数でございますが、昨年度の７３名から２０８名に、受験率は１５％から４５％へと伸びる

予定でございます。中学１・２年生では、英検５級４級の受験が多く、中学３年生になると３級

の受験が中心となりますが、中には高校生が多く受験をする準２級を受ける生徒が出るなど、英

検に対する積極的な姿勢がみえます。 

二つ目の小田高校とシリコンバレー日本大学との遠隔授業についてでございます。この遠隔授

業につきましては、平成２８年９月に小田地区出身者の大学生がコーディネーターとなり、小田

高校の魅力化事業の一つとして、スバルとアメリカ・シリコンバレー日本大学をインターネット

で結び、小田高２年生を対象に行なわれました。授業の内容は「起業家精神」で、シリコンバレ
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ー日本大学の学長から直接、講義を受け、技術革新最先端のシリコンバレーで活躍する人々のチ

ャレンジ精神に触れた授業をおこなっております。今年度は３月１３日に計画されており、小田

高１年生を対象に、シリコンバレーについての授業と「内子町の物産を国際販売していくには」

とのをテーマをもって、グローカルな視点で地域活性化を考えるグループワークを検討されてお

ります。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） それでは私からは地場産品の販路拡大についてと、林業の六次

産業化についてのご質問にお答えを致します。 

最初に首都圏での町産品の販路開拓やさらなる内子ファン獲得のためのイベントの成果につい

てお答えします。内子ファンの拡大と町産品の販路開拓においては、豊島区のイベントはじめ首

都圏における観光物産展を実施しており、特に豊島区とは、観光物産展交流都市と防災協定都市

とのつながりができていることから、豊島区のイベントへ２回、新橋にある愛媛のアンテナショ

ップ「せとうち旬彩館」、神奈川県川崎市の「グランツリー武蔵小杉店」、大阪の「阪急うめだ本

店」「ダイキなんば店」、３月１日から３日まで「としまものづくりメッセ」に出店しております。

イベントでの販売額は、平成２８年度は約４８０万円で、今年度は約５００万円を見込んでおり

ます。新たな取り組みとして、２９年度は、豊島区の後援を頂いて、区内の生涯学習施設におい

て、７月、９月、１１月、３月の４回、区民を対象に、内子の食文化等を通じたカルチャースク

ールを開催しております。これは、これまでの不特定多数の方から区民へターゲットを絞り、「よ

り顔の見える関係性」を築き、さらなる内子ファンの獲得を行うことを目的とし、内子町を訪れ

たくなるような、またもうひとつのふるさとに感じてもらえるような講座を実施し、内子町に目

を向けていただく契機になることを期待しているものでございます。来年度は、「豊島区小学生」

をターゲットに「伝統工芸関係の出前講座」も計画しております。また、新たな販路先として飲

食店への継続的な取引を更なる内子ファンの獲得を図るため、内子町産品を使った料理等の提供

する「まるごと内子フェア」を銀座と築地の飲食店で３回開催し、お客様からも高評価をいただ

きました。これらの飲食店とは、農産物や加工品、地酒等の取引が続いており、イベントや観光

物産展などに出店した事業者の首都圏での売上高は、平成２８年度は、約７，３００万円で、今

年度は約９，０００万円を見込んでおります。観光物産展の売上は年々増加しておりますが、更

にターゲットを明確にし「内子町の食」の魅力を発信するセミナーや、イベントを通じて内子フ

ァンの獲得と販路拡大に努めて参ります。 

次に、町産品販路開拓支援事業助成金の活用状況についてお答えいたします。町内で、生み出

された優れた産品の販売を通じて町の活性化を図るため、町産品の販路開拓に要する経費の一部

を補助する制度を、平成２７年度に創設し、平成２７年度は５事業者、２８年度は１０事業者、

２９年度は１０事業者からの申請がありました。主な活用は、国内はもとより、海外にも広がり、

国内では東京、大阪、名古屋の三大都市圏、海外では、台湾、フランス、東南アジア、などでの

物産展や商談会への参加を実施されており、その際の出展料や旅費等の実費の２分の１以内を補

助しております。助成金としましては、平成２７年度は５業者の助成対象事業費、２１２万４，
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７６５円に対し、１００万円を。２８年度は１０事業者の助成対象事業費、５３６万４，１７７

円に対し、２４９万９，０００円を助成金として、交付しており、今年度は１０事業者の助成対

象事業費、７２５万６，８２０円に対し、３５１万５，０００円を助成金として交付することを

予定としております。この助成金を活用された事業者は、物産展や商談会を契機に販路開拓が進

んでおりますので、引き続き町内の事業者等に対し、本事業の活用を呼び掛けて参りたいと考え

ております。 

次に海外への販路拡大の成果についてお答えいたします。海外への販路拡大においては、台湾・

台北市において、平成２７年６月に開催された「新・日本旅遊節」という観光物産展に、町内の

３事業者が初出店をいたしました。これは、愛媛県が台湾との交流拡大を図るため、航空会社と

の連携により開催されたもので、観光ＰＲに合わせて、特産品の展示・販売がおこなわれ、４日

間の開催で６万人もの来場者がありました。このイベントで、出店事業者の加工食品の売上げが

好評であったことから、台湾のバイヤーの目にとまり、現在までに１２回の大口注文を受けてお

り、その売上高は年間売上の１５％に相当するものと聞いております。また、このイベントをき

っかけに、現在町内４事業者は、台湾はじめフランス、東南アジア、マレーシア、シンガポール

など海外輸出を積極的に行っており、平成２８年度の海外での売上高は、約２，３００万円で、

今年度は約３，０００万円を見込んでおります。海外への販路開拓では、加工食品や地酒や先行

しておりますが、富有柿等の農産物の販路開拓を含め引き続き支援して参りたいと考えておりま

す。なお、台湾からの訪日観光客が増加していることから、インバウンド観光の誘客についても

物産展等を通じて、積極的にＰＲして参ります。 

次に林業六次化の進捗状況についてお答えいたします。内子町の面積の約８割を森林が占め、

豊富な森林資源を有しておりますが、近年の木材価格の低迷から林業経営は厳しい状況にありま

す。そのため町では、これら森林を今後どう守り育て、木材に付加価値をつけ林業関係者に還元

できる仕組みづくりを行うため、一次産業の素材生産事業、二次産業の木材加工と住宅建築事業、

三次産業の販売いわゆるマーケティング事業を一体化する「林業の六次産業化」に取り組んでお

ります。素材生産においては、小田原木市場の木材取扱量が、平成２７年度の約２万４，０００

㎥から、２８年は約２万８，０００㎥、２９年は約３万２，０００㎥と林業認定事業体への支援

等により増加しております。加工においては、一般建築材に適した材は製材業者へ、建築に向か

ない低質材は、木質ペレットにされており、合わせて今年の秋頃には木質バイオマス発電所が稼

働することから、原料となる間伐材の搬出作業も進んでおり、低質材の価格引き上げも行われて

おります。販売においても町産材の品質を消費者に認知してもらい利用促進は図れるよう関係機

関と連携し、事業者との協議を進めております。なお、林業六次産業化を進めていくなかで、基

軸となる「内子版地域商社」の設立については、「株式会社小田森林ログハウジング」が林業六次

産業化にむけた事業拡充を図る方向で進んでおります。同社では、昨年１１月末に新たな経営体

制ができており、現在、基本計画を基に新体制の中で、六次産業化に向けた事業計画を検討され

ておられます。町では、町産材の普及振興を図るため、町産材利用住宅への補助や未利用資源を

活用した新たな商品開発等、地域商社や関係団体等と連携を図りながら林業の六次産業化にむけ

て取り組んで参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 
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○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、無電柱化の進捗状況、及び安全安

心まちの取り組みについてご答弁をさせていただきます。まず、内子町商店街の無電柱化の進捗

状況でございますが、先般、国土交通省が全国１，４００㎞の道路を無電柱化するという「無電

柱化推進計画（案）」が示され現在パブリックコメントが実施されております。これは「平成２８

年１２月に「無電柱化の推進に関する法律」が施行され、この法律に基づいた「無電柱化推進計

画」、つまり今後、全国で無電柱化を進めるガイドライン的なものを定めようとするものでござい

ます。その「無電柱化推進計画（案）」ですが、どこをどう無電柱化を進めるかについては具体的

な地域は示されておりません。今後、まだ不明な点もございますが、「無電柱化推進法」に基づき、

県の「無電柱化推進計画」等を策定する中で、具体的な地域が示されることが予想されます。現

在、本計画に基づく具体的な整備箇所の候補として、人口が密集しており、観光客の通行も多い

ことから、防災性能の向上、通行空間の安全性・快適性の確保、良好な景観形成の確保の観点か

ら「内子町商店街」をリストアップさせていただいております。また、現在策定中の「歴史的風

致維持向上計画」の中の関連事業のひとつとして位置づける予定であり、今後の国や県の動向を

見守りながら連携を図っていきたいと思います。さらに、今後は、「無電柱化推進法」にもありま

すように、住民の方々に対して、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深める広報・啓発活動

にも努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、安心安全のまちの取り組みについてでございます。まず、老朽危険空き家等除却

事業補助金の利用状況でございますが、平成２８年度８件、平成２９年度は２月末で９件となっ

ております。また、木造住宅耐震改修事業補助金の利用状況につきましては、平成２８年度は、

耐震診断が１１件、耐震設計５件、耐震改修工事・工事管理共に、１件、また、平成２９年度は、

２月末で診断が、５件、設計が、０件、工事・管理が２件となっております。「特定空き家等」の

把握についてでございますが、平成２７年度の空き家実態調査により、町内に外観目視により危

険と判断された「老朽危険空き家」を７２件確認しております。この空き家が、すべて特定空き

家等に該当することはございませんが、町におきましては、愛媛県より示された「県内における

「特定空き家等」と判断するための判定基準（案）」を参考に現在作成中の｢空き家等対策計画｣

に特定空き家等と判断するための判定基準を設け、来年度以降、協議会に諮りながら「特定空き

家等」の判断をしていくこととしています。以上でございます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 私の方からは、町内滞在型の舞台芸術の誘致の進捗状況

についてお答えさせていただきます。２０１５年に俳優の森山未來さんが内子町に約１ヶ月滞在

し、共演者と共に創作活動や稽古、ワークショップを行い、そして公演をするという、いわゆる

アーティスト・イン・レジデンスをしていただきました。その後も四国学院大学演劇部や愛媛県

出身の演出家、鴻上尚史さんが主宰する「虚構の劇団」なども滞在期間は短かったですが、アー
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ティスト・イン・レジデンスをしていただきました。平成２９年度は、落語家、立川志の輔さん

のお弟子さん、立川志の春さんが、１週間内子に滞在して、落語講座や内子小学校や内子高校、

老健施設での落語会などのアウトリーチをしていただきながら、最終日に講座に参加された方々

の成果発表を兼ねた落語会を開催していただきました。引き続き、継続的に開催したいというお

話もいただいていますし、昨年ご公演いただきました立川談春さんからもお弟子さんによる滞在

型の公演をという話もいただいております。他にも「虚構の劇団」の劇団員と地元劇団「オーガ

ンス」との創作活動公演、また森山未來さんによるアーティスト・イン・レジデンスの再演など

も計画しております。また、数年前から取り組んでいます狂言の事業も、内子のオリジナルの狂

言を書き下ろしていただき、演じられているということを踏まえますと、これも含まれると思い

ます。今年度は、茂山千三郎さんらに数回、内子町に滞在いただき、子どもたちと稽古をし、国

体のお成りにおいては、秋篠宮眞子さまにオリジナルの狂言「かみあそび」をご披露して、眞子

様からは「内子への想いの詰まった素晴らしい作品ですね」というお言葉もいただきました。ま

た、舞台芸術だけでなく、上岡美平さんのアトリエ、棚田の宿、石畳の宿の活用した美術関係の

合宿などの誘致も行っています。具体的には、京都にあります「京都造形芸術大学」に伺い、芸

術学科の学生さんの研修、合宿などのお話をさせていただきました。担当の先生もクレヨンが木

蠟からも出来ることから、たいへん興味を持っていただいており、ご検討いただいているところ

でございます。今後においても関係各課、住民の皆様とも連携を取りながら、いろいろな取り組

みを進め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。 

○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） それでは、私の方から防災行政無線のデジタル化事業につきましてご

答弁をさせていただきます。まず、一つ目、この防災行政無線のデジタル化事業は完成し、業者

からの引き渡しは終了しているのかというご質問です。工期は２月末となっており、工事は完了

致しておりますが、今月上旬に一応予定をしております、完成検査をもって引き渡しということ

になろうと思います。 

次の聞こえない、聞き取りにくいといった町民の声は、把握されているのか。というご質問で

ございます。役場本庁、分庁の屋上に今回新たに整備しました、長距離スピーカーや従来の方法

で更新しました、屋外拡声子局などの機器の整備につきましては、昨年１１月上旬から順次整備

し、１２月末をもって全てデジタル化移行し、機器の調整作業をしてきたところでございます。

自治会長さんあてに地域での聞こえ方の確認をいただきたく、整備後に周知のため文書を出させ

ていただきました。また、広く意見を求めるために、１月には全戸に回覧にてお願いしてきたと

ころでございます。実際に、１２月末から放送を聞いていただいているところですが、以前と比

べ音が小さくなった。音の反響などで放送内容が聞き取りづらい。また、現在運用しております、

入力した文字を音に変える、音声合成での放送が聞き取りづらいなど自治会や区、住民の皆様か

らご指摘を受けているところでございます。エリア的にはどの範囲がそのような状況か。本庁・

分庁に設置している長距離スピーカーに問題はなかったのかというご質問でございます。エリア

的には細かく言いますと、中心市街地エリア、郊外エリア共に調整中には多くのご指摘はござい
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ましたが、内子地区と五十崎地区の町の中心部で採用いたしました、長距離スピーカーで音達を

カバーするエリアについて特に多くのご指摘を受けているところでございます。長距離スピーカ

ーについてですが、実施設計時において費用を軽減できることや防災の観点からなるべく柱を減

らすことなどを考慮したなかで、その音達エリアにつきましては、数値判断の目安として、安全

策をとり実施設計業者による過去における長距離スピーカーの採用実績や文献を参考にしながら、

一般的に届くだろうという音達エリアを客観的に判断し想定をしたところでございます。しかし

ながら、今まで家のそばの屋外拡声子局からの放送に慣れていらっしゃる方からすれば、広範囲

に放送をカバーする方法に変わった事による聞こえ方には歴然たる差があり、聞こえ方が悪くな

ったと感じる事は否定できない事実でございます。また、実際に設計と実際の音達範囲が異なる

地域も存在しており、伝達音が極端に小さな場所においては従来のアナログ局を暫定的に運用さ

せていただいております。その理由として、放送する場所の地形、高い建物など遮へい物の影響、

日中の騒音が設計時の想定より高かった事などが大きな要因だと推測しております。 

次の当初、想定されていた状況と違うのはどこに責任があるのかということでございます。あ

らゆる条件を考慮した中での設計でございましたが、屋外のスピーカーからの音につきましては、

基本的な考え方としては、窓を開けて聞く、外で聞こえるのが本来の防災無線の考え方であろう

かと考えておりますが、今まで家の付近に屋外拡声子局がある場合、放送が家の中まで余裕をも

って聞こえる場所からしますと、繰り返しになりますが聞こえ方が変わった事は事実でございま

す。また、予測を超える諸条件の影響により、結果的に音達エリアが当初想定していたものと異

なる結果にはなりましたが、それらについては設計段階では予測できなかった事態であると受け

止めており、発注者、設計業者共に責任が全くないとは言えないにしましても、設計時において

重要な瑕疵があったとは言い難いと考えてございます。 

次に今後この状況をどう改善されていくのかというご質問です。その対策と致しまして、ボリ

ュームにつきましては、当初設定時から徐々に上げており、現在は最大での運用をおこなってお

ります。自治会長、区の代表者、住民の皆様からの申し出のあった聞き取りにくい場所や、独自

でモニタリングした場所など、施工業者と連携し、テスト放送を行うなど個別に調整を行いまし

た。調整方法はスピーカーの方向調整や追加などで対応しており、改善に向け出来るだけの対応

はしてきたところでございます。また、音声合成につきましては、聞きなれないのも原因の一つ

かと思いますけれども、文章の区切り方、間の取り方など今後とも工夫しながら、聞き取りやす

くなるよう、精度をあげて運用したいと考えております。 

次に、自治会や区によっては、地域内の行事などのお知らせなどコミュニティ放送がなされて

おりました。この放送は、デジタル化されたことによってどうなるのかというご質問でございま

す。デジタル化することによって放送方法が変更になりますが、引き続き利用いただける機能と

して継続をしております。この機能は、今回の整備から内子町すべての自治会や区で利用いただ

けることとなります。自治会や区の代表者などが電話機を音声ガイダンスに沿って操作すること

により、地域での放送が地域での放送が出来るシステムとなります。先月２月１６日から２３日

かけ、各自治センター単位で説明会を開催いたしました。この時には操作の手順、それから方法

など実際に電話機を操作しての詳しい説明をさせていただきました。また、あとからご説明申し

上げます、双方向通信機能につきましても併せて説明させていただきました。なお、本庁・分庁
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周辺では長距離スピーカーを採用しております都合上、今までよりは広いコミュニティでの放送

となりますますことご理解いただけたらと思います。 

最後に戸別受信機の設置によっての取り組みの予定はということと、デジタル化によって可能

になる文字や写真などの情報発信、受信者との双方向通信などの今後の取り組みについてのお考

え、メールの活用についてはどうかというご質問です。 

現在、可能な限りの調整をさせていただきましたが、どうしても屋外においても音が聞こえな

い、聞き取りにくいなどの難聴地域が存在を致します。その様な地域の方におきましては更なる

対策をとる必要があります。対策の一つとして、まず、現在アナログで運用しております戸別受

信機のデジタル化でございます。戸別受信機につきましては、元々、屋外拡声子局を設置する事

が困難な地域、どうしても屋外拡声子局ではカバーできないエリアや、周辺の地形の影響により、

難聴地域も存在しております。そのような地域に対して確実に情報を伝達する方法として、戸別

受信機で対応する事を想定しております。難聴地域について整備するのはもちろんですが、平成

３０年度には各戸に意向調査を実施し、必要な世帯に対し、平成３１年度には整備をしたいと考

えてございます。２つ目として、今回整備した防災行政無線のデジタル化のメリットを生かし、

防災行政無線の放送内容をメールで配信するシステムの構築でございます。このメール配信でご

ざいますが、この議会の３月補正予算でお認めを頂いてからのお話にはなりますが、平成３０年

４月運用開始を考えてございます。システムの利用につきましては、各個人で登録していただく

必要はございますが、通常行っております定時放送など、合成音声で放送しております文字情報

をメールにて配信するシステムとなります。また、随時行っております定時放送以外、最近です

とバスの運休、気象警報発令による臨時休校など、その時々に応じて役場管理人等が放送をおこ

なっているものにつきましては、その音声を聞く事ができると言うシステムとなります。これら

の配信システムは防災行政無線と自動で連携し、配信する事が可能でございます。まずは、メー

ル配信を実施させていただき、一定期間利用いただいた上で、次のステップとして戸別受信機の

整備につなげていきたいと考えております。防災無線のデジタル化により、可能な限りオペレー

ションの簡略化、それから難聴地域のケア、発信方法の多様化を図り、確実に情報を伝達するシ

ステムの構築を目指したいと考えております。また、写真等の画像情報の発信につきましてです

が、防災行政無線の運用については、まず確実に言葉の情報を伝えることが重要であると考えて

おりまして、今後の拡張機能として考えてまいりたいと思っております。双方向通信機能につき

ましては、一部の屋外拡声子局につきまして、役場の放送設備と直接通話が可能となります。こ

の機能は、大規模災害時において停電や電話線の断線などにおいて、地域における通信手段がま

ったく途絶えた場合などを想定し利用をしていただく事となります。屋外拡声子局にはバッテリ

ーを搭載しておりますので、屋外拡声子局に被害が無ければ停電時でも利用可能ということにな

ろうかと思います。以上、私の方からの答弁とさせていただきます。 

○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） 今回私も項目的には多くの項目の質問をしたわけですが、最初の部分の

英語教育とか地場産品の販路拡大うんぬんについてはですね、町長が総括質問の時に言いました

ように町長が示されたことについての２９年度じゃあどうだったのかということをお聞きをした
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つもりでございます。その中でですね、最初の英語教育、英語検定料補助金交付制度が新設され

てその利用状況、またその結果も着実に出ているように感じておりますのでさらに進めていただ

きたいと思います。また、直接英語教育に関係はないんですけど、あえて小田高校とシリコンバ

レー日本大学との遠隔事業についてお聞きしたのは、今後ですね。教育長、ＩＣＴを活用した授

業。例えば町内の小規模小学校と他の小学校との遠隔授業とかですね、いろんなことができると

思うんです。それと、英語教育に関して言えば時差の関係もあろうかと思うんですけど、例えば

ローテンブルクとの英語教育に関するそういったＩＣＴを活用した遠隔授業とかですね、いろん

なことができるんだろうと思うんですが、先日の新聞では西条市あたりがこのＩＣＴを教育現場

で採用していろんな成果が出ているというようなことも出ておりました。今後、このＩＣＴを教

育現場でどのように活用していかれるか。もし具体的なことがあればお聞きしたいと思います。 

○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） シリコンバレーのことなんですけど、小田高校についても内子町がロ

ーテンブルクとの姉妹都市を結んでいるということもありまして、そういったところも検討した

んですけど、先ほど議員言われました時差の関係でなかなか今回は取り組めないだろうというこ

とで見送って引き続きアメリカのシリコンバレーとの遠隔授業に取り組んだという報告は受けて

おります。また内子町の学校教育におきまして、ＩＣＴ国の補助制度もありますので、そういっ

たところをにらみながら、積極的に今後検討していきたいというふうに考えておるところです。 

○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） 続いて、地場産品の販路拡大について。いろんな成果が上がっておると

いう答弁でありました。その中でですね、これまでも質問したんですが、当初私が議員になった

当初から１万人の内子ファンの獲得ということを言われてきましたが、その１万人の内子ファン

の獲得は現在、どのような状況になっておるのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

○産業振興課長（山本真二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山本産業振興課長。 

○産業振興課長（山本真二君） お答えいたします。まず、平成２２年から巣鴨を中心として物

産展をやってございました。それがいろんな事情で会場が使えないということがありましてです

ね、形を変えながら豊島区のつながりの中でイベント、また観光物産展を通じてそれを契機とし

て取引ができるようにということで以前まではお知らせとかですね、メールとかのアドレスをお

聞きしながら、連絡をとってございました。ただしなかなかですね、件数的には十分成果として

上がってなかったということがあって、より住民の方に身近に内子町を理解していただこうとい

うことで今年度はカルチャースクールといいましょうかですね、実際に町民の方とか事業者の方

が出て行って区民の方とふれあいまた紹介するという機会を設けております。より濃密な関係を

作りながら１万人を目標にしたいということ、合わせて飲食店での今回やったんですがまるごと

内子フェアも３回実施しました。そこで飲食店のお客様とまた飲食店とも今後お付き合いができ

ておりますので、その中でですね、内子ファンの獲得をより１万人に近づけるような形で進めて

いけるように努力をしていきたいと考えております。 
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○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） １万人の内子ファンの獲得も私大事だと思うんですよ。私民間的な発想

からすればですね、内子ファンになっていただいた方に例えば割引特典、例えばお知らせの中に

内子ファンの方に対してはどこそこでイベントやりますと、そんな中で買い物していただければ、

５％引きにしますとか、からりに直接ファックスなりネットで注文があれば３％なり５％くらい

な割引をしますといったような特典もつけてやられると私は１万人すぐ達成しますし、もっとも

っと内子ファンが増えてくるんだろうと思いますが、そのこともぜひ検討をしていただきたいと

私は思います。それと町長にお聞きするんですが、昨年ですかね、内子まるごとフェアというこ

とで東京銀座や築地のレストランでフェアをやられました。町長も出席されていると思うんです

が、感想とですね、それを後にどうつなげるかというようなもしご所見があればお聞きしたいと

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） 私も参加してですね、営業をやりました。非常に好評でございまして反

応はよかったというふうに受け止めております。内子にこういうものがあるのか、こういうふう

に使ってみたい。特定のお客様でございましたんで、非常にいいものをもっていったということ

で。それを契機にそれぞれの町内の会社の皆様、そして農家の皆様つながっておりましてですね、

取引はすでに始まっているということでございます。これが拡大していければいいなというふう

に町としても応援していきたいというふうに思っております。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） それとですね、内子商店街の無電柱化についてお聞きしたいと思うんで

すが、先ほど課長の方から説明があって、状況は把握できたんですけど、無電柱化するのは景観

を阻害するとか、防災上の問題というのがあると思うんです。国の施策にもよるんでしょうけれ

ども、防災上の問題ということであれば、やはり町内全域を優先順位をつけて計画的にやってい

こうというようなことが必要だろうと思うんですが、その辺の計画的なものはあるんでしょうか。 

○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） 答弁の中でも申し上げましたように、なぜ内子商店街かと

いうことは、人口が密集しておるということと観光客も多いことから、いざ有事には電柱が倒れ

てどうこうなるということでそこらをリストアップさせておりますが、議員おっしゃるとおり町

内全域もどうかということもありますので、まずは中心部の商店街が終わってから今後計画して

いくということでございますので、ご理解をいただいたらと思います。 

○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） 町内滞在型の舞台芸術の誘致、いわゆるアーティスト・イン・レジデン

スということでありますが、一般的に私がネットで検索して調べてみますとですね、アーティス
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ト・イン・レジデンスとは、簡潔に表現するならば、アーティストの滞在型創作活動、またはそ

の活動を支援する制度ということであり、アーティストが国境や文化の違いを超えて、非日常の

空間に身を置き、異なる文化や歴史の中での暮らしや、現地の人々との交流を通して刺激やアイ

ディア、インスピレーションを得、新たな創作の糧としていく活動に対し、その創作に専念する

ための時間と奨学金などを提供し情報や人的ネットワークを広げることを支援するというのが、

いわゆる一般的なアーティスト・イン・レジデンスの考え方だろうと思うんです。今まで森山未

來さんはじめ、いろんな方が来られて内子に滞在してというこれもアーティスト・イン・レジデ

ンスにつながろうかと思うんですけれども、町長が言われておりますように、このこういったこ

とを通して、世界に向けて情報発信をしていきたいと、そして、内子座文楽を超えてですね、日

本だけじゃなく、世界から大勢のお客さんが来てくれるようにしたいというようなお考えもある

ようですので、私はできればもっとアーティスト・イン・レジデンス、近隣でも徳島の神山町だ

とかいろんなところでやっています。そういったことを参考にしながらですね、そういった世界

とつながるようにするような制度、いろんな支援の形というものを具体的に作っていろいろと

徐々ではあるにしてもそういった世界から人が集まってそういった芸術家が集まってくる、そし

て、そこで大勢の方が内子にきていただくことによって、そこではじめて世界とつながるんだろ

うというふうに思いますので、ぜひそういった制度として、私は取り組んでいただきたいと思い

ますが、課長どうですか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議員さんおっしゃられるように公募型のですね、アーテ

ィスト・イン・レジデンスというものは代表的なものとしてはですね、兵庫県のですね、豊岡市

の城崎国際アートセンターで実施されているものが代表的なものが代表的なものなんですけど、

内子町にはですね、これだけの施設っていうのがまだありませんので町内の文化施設などを利用

しながら広報なども検討して内子町文化創造事業実行委員会というのも立ち上げていますから、

この中で予算なども伴ってきますので、様々なことを検討しながら検討していきたいと考えてお

ります。ワークショップですとか、アーティスト・イン・レジデンスなど地域住民の皆様や観光

客との交流の中でさまざまな芸術体験を共有できる活動をコーディネートして内子で出会った

人々が芸術を通してこれまでと少し違った見方を発見できる環境づくりっていうものを目指して

いき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） ぜひですね、町長言われるように内子で東京を目指さなくても世界と出

会えるようなイベントに成長するように頑張っていただきたいと思います。ここで英語というの

が出てくるんですけど、最初に町長が言われる子どもたちの英語教育、大変にこれも重要なこと

です。それと合わせて大勢の外国人が内子を訪れるということになれば、子どもたちだけではな

くて、やはり役場の職員の皆さんももちろんですけれども、我々も含めて町民の多くの方がです

ね、英会話ということができるということも必要になってこようかと思うんですけれども、町長、

そういった一般町民の方、大人ですね、子どもとは別に大人の英会話ということにどういうよう
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な方針で臨まれるんですか、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） 今、自治会館等でですね、ドイツ語講座、英会話講座やっておりますか

ら、積極的に手を挙げて参加していただきたいというふうに期待をしております。 

○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） それでは最後の質問で防災行政無線のデジタル化について何点か質問を

致しました。あえてですね、細かく質問をしたのはなるべく再質問しないようにというというよ

うな思いもあってしたんですけれども、実際に私の耳にはですね、以前よりも聞き取りにくいと

いった声が実際にありました。そして、私どもの地区、旧五十崎の上町という区なんですけど、

そこからも聞こえないということで、総務課の方へいっていろんなお話をさせていただきました。

それで、今、暫定的に本庁周辺で言えば、十何カ所ですかね、本庁周辺では１１カ所のスピーカ

ーを撤去するということで事業が始まったわけですけど、実際にはそのうち３カ所で聞きずらい

ということで既存の電柱、スピーカーが残されています。私どもの上町地区も残っているので、

今朝の本会議のお知らせなんかもですね、本庁からの放送は聞こえなかったです。そしてそのあ

とすぐ、上町の近いものですから鮮明に家の中で聞こえました。分庁周辺でも１６カ所のスピー

カーを撤去してということですが、そのうち６カ所で聞きずらいということ。これも課長言われ

るようにいろんな条件等があろうかと思います。ただ、これだけの事業をするにあたってですね、

設計会社としてコンサルがですね、もう少しそういったことの調査ができなかったのか。私もい

ろいろ調べるとこういった音達問題の解決のためのですね、コンピューターによる音響シミレー

ションなんかも実際にあるんですよね。それで、３Ｄで障害物があればここからは聞こえないと

いったこともパソコンの中で見えるというようなことも私あるんだろうと思うんですけれども、

そういったこととかですね、ある地域では今の周辺以外の郊外の部分でこれまで４方向に向いて

いたスピーカーが設計で２方向になっていたと。そうすると今までのこっちの部分が２方向が聞

こえないということで、本来、古くなって老朽化して、撤去してデジタルで新しくなったスピー

カーその撤去したスピーカーをつけてですね、聞こえるようにしたとかあるんですけれども、そ

ういったことを考えるとやはり私は、設計にも少しは問題があったんだろうと思うんです。その

辺いかがでしょうかね。そういう現状があるということは設計に問題があったとしか私は思えな

いんですが、もう一回。 

○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） 答弁の中のご説明でもさせていただきましたように実際にシミュレー

ションというのがなかなかできない中で机上での設計ということになりました。スピーカー４つ

あったのが例えば２つになったというそういう理由につきましては、例えば、以前アナログ時に

設置していた時よりも家屋の減少でありますとかそういったことが考えられて集落的に全域に音

達できるシステム設計ということで、設計はされたんだろうと思いますし、私たちもそれで確認

はしてございます。ただ、何度も重ねてになりますが、実際に鳴らしてみるとですね、いろいろ
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な条件によって聞こえ方が悪いということにつきましてはご指摘のとおり、おそらく森永議員が

聞かれている以上に私たちはたくさんの声を聞いてまいりました。その中でも７６件ものですね、

問い合わせに対しては一つ一つ丁寧に対処してまいりました。例えば言われたように、スピーカ

ーの数が足らない部分につきましては、使っていたもの、まだ十分使用できるものもありますの

で、そういったものを使用させていただいたり、できる限りの対応はさせていただいたつもりで

ございます。それから役場周辺、分庁周辺のものにつきましては、長距離スピーカーをしようし

たことによりまして屋外子局の数が２７から９ということで減ってございます。全部撤去という

ことになればよかったのですが、やはり運用していく中で聞こえが悪いということにつきまして

は９つの子局につきまして暫定的に運用をさせていただいております。こちらも現在、アナログ

とデジタルを併用して運用しておりますので、その暫定的に使用している子局につきましても、

放送は可能ということになっておりますけれども、いずれにしても平成３４年１１月以降は、ア

ナログの電波そのものが更新できなくなるということでございますので、それからの対応につき

ましてはですね、先ほど申し上げましたようにまずは、新たな機能、メール配信システム、それ

から、個別受信機の導入、こちらの方で順次対応して参りたい。それでも、どうしてもカバーで

きないということであれば、残しております子局のデジタル化ということも将来的には考えてい

かないといけないだろうというふうに考えてございます。 

○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） そこでですね、私もいろいろとこのこと考えてわからない点があるんで

す。というのが、今申しましたように、４方向あったものが２方向に設計があった。でもそれで

は聞こえないので、撤去した。本来処分されるべき使えないということで撤去する、撤去したス

ピーカーをまたつけるという箇所が何カ所あるんです。９か所くらいあるように聞いたんですが。 

○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） 申し訳ございません。数についてはですね、今手持ち資料ございます

ので、それを拾えば数につきましては、把握はできております。そういうところもございました

し、数だけではなくて向き、それから高さについてもですね、非常に調整が当初はできてなかっ

た部分がございましたので、実際に鳴らしてみて、山の反響でありますとか地形の具合によって

多少ラッパの向きを左右、上下に振り分けてみたりですね、そういったものもちっちゃな調整も

加えさせていただきながら、より聞こえるような状態にもってきたというようなところでござい

ます。数については今、抑えていますので、この後ほど答弁させて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） その数についてですけれども、今言いました、もう使えなくなって古く

なって対応年数も過ぎたから撤去して処分するというものを付けたという箇所が何カ所かあると

いうことと、合わせて、今いう撤去したスピーカーを予備のために何十か何百か知りませんけれ

ども、ストックしとくというような話も聞くんですが、そういったこともあるんですか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） スピーカーにつきましてはですね、対応年数が過ぎて使えないという

ものではなくて、今後修理をしていく中でアナログ機器についてはどうしても部品というものが

足らない、製造されておりませんので、そういうのがつかえなくなるという現状はありますけれ

ども、スピーカーにつきましてはですね、十分、まだ対応年数的にも使用に耐えうるというもの

を利用しておりますのでですね、これから運用してもですね、すぐに使えなくなるというもので

ございません。ただ、やはりこれまでアナログの運用をしてきましたけれども、年々劣化してい

くものでございますので、修理は必要になってくると思います。今後もデジタル化した新しいラ

ッパにつきましてもですね、当然、劣化をしていくものだろうと思いますのでその都度、更新は

必要ということになってきます。ただ、いずれにしましてもアナログで使っていたラッパにつき

ましては十分使用ができるというものにつきまして、再度使用しているというような部分でござ

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） 私思うのは本庁周辺、分庁周辺も経費節減にもなったというようなこと

が言われました。ということは私、思うのは今言われたように、アナログの時代に使っていたス

ピーカーがまだ使えるのであれば、それは使った方がより経費節減につながったのではないかな

と。もう撤去したものを聞こえないからというんでそれを持ってきてつけてということは私ちょ

っと腑に落ちないというか、それなら最初から使っておけばいいのになと思うんですよね。それ

と私がなぜ、設計に問題があったんじゃないのかということは今いうような長距離スピーカーが

想定したほど威力は発揮していないということと、今いう４方向あったものを２方向にして、そ

れでやっぱり聞こえないので４方向にしたとかいうことを考えると、やはり設計にも少しは問題

があったのかなと。普通思いますよね。それと分庁の上の長距離スピーカーみても私はちょっと

低すぎるんかなと。いろんな理由があるでしょうけれども、私、素人ですから詳しいことはわか

りませんが、本庁と比べると分庁のスピーカーの高さはもう少し高くすればもっと聞こえるんじ

ゃないのかなとかですね、いろいろ思うわけですよ。こういうふうに最初申しましたように８億

円ものかけての大事業ですから、やってみたけどやってみんとわからんかったでは、私はすまな

いと思う。それだけの慎重なことを設計ということの段階で慎重であるべきだと思いますし、う

がった見方すれば、私がこれだけの事業を設計を受注した場合に、まず今の現状でどうなのかと

いうことを事前に調査すると思うんですけど、そういったことはこの業者、ＩＣＴですか、され

たうえでの基本設計、実施設計なのか。その辺、お伺いします。 

○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） ちょっとお答えする前に先ほどのスピーカーを追加した場所につきま

しては、２３カ所ございますので、よろしくお願いします。それから長距離スピーカーに設計に

問題があったのではということございますが、アナログ機器とデジタル機器とのいわゆる聞こえ

方の差というのはですね、実際に機器を取り付けてみないとわからない部分もございますので、

アナログの時代にどういうふうに音達をされていたのかという調査につきましてはですね、非常
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に調査をしても無駄な部分もたぶんあるんだろうというふうに解釈はするんですが、そのことに

つきましては、業者に確認したところ、十分な調査はしていないというふうなところでございま

す。机上の設計でおこないましたということです。それから、長距離スピーカーにつきましても

ですね、実際につけてみないとわからない部分はあるんだろうと思います。ただ、設計の段階で

伝達範囲は半径８９０メートルの範囲でおおむね６６デシベルで発信すれば聞こえるだろうとい

う音達想定をされて設計をされております。こちらにつきましても、繰り返しになりますが、こ

れまで長距離スピーカーを採用した他の自治体、先進事例、それから音響システムに関する専門

的な書物等、文献を用いて設計をされてございますので、我々としてはそれを受け止めたという

ところでございます。 

○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） ２３カ所もあるわけですよ。設計では２方向だけれども、これではいか

んので追加してそれも一回処分して撤去して処分するスピーカーを付けた箇所が２３カ所ある。

私はその辺がどうしても理解できないし、やってみなければわからないで町民の皆さん納得され

るんでしょうか。そのために今まで全国で相当な事例があるわけですよね。それでやってみなけ

ればわからないようなコンサルを内子町は採用したのかということになりますよ。私はやはりス

ピーカーのメーカーのホームページも見ました。それは５０ｍ、１００ｍ、３００ｍでどれだけ

音達するかというような画像もでてます。その画像をみてもですね、何もない広っぱでやってい

るんですよ。それをうのみにして音達距離、１キロのところ８９０ｍで６０デシベルか６５デシ

ベルが聞こえるというような判断をされたんでしょうけれども私はその辺から設計に問題がった

というようなにしか言いようがないですよね。ホームページみられたと思いますが、見られまし

たでしょうかね、課長。 

○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） 拝見させていただきました。ただ、スピーカーの音達エリアもですね、

シミレーション出ておりましたし、すべてではないですけど、このデシベルならこれくらいとい

うようなそういう一つの事例なども出ておりました。今回、２３カ所変えたスピーカーという説

明しましたけれども、スピーカーも何種類かありましてそのスピーカーごとにどれだけ届くか、

音達範囲、それから伝達範囲というのも標準的な使用としてでておりますので、それに基づいて

設計をしているというようなところでございます。重ね重ねですが、設計に問題があったのか、

それを見抜けなかったのが行政ならば、行政の責任ではないかと言われてもまったくなかったと

いえばそうでもないかもしれませんが、なかなか状況判断が難しい状況であったということにつ

きましては私たちもそうかなというふうには考えているところでございます。 

○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） これは総務課長、町長、議会にも責任があるんですよ。議決をしたとい

う責任があるんで、町民の皆さん方もですね、どういうことぞと、8 億もかけてどういうことぞ

と、お前らにも責任があるんじゃないかということを言われるわけです。ですが、私総括質問の



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

‐ 30 ‐ 

時にも言いましたけれども、やはり改めてこの議決責任の重さというものを痛切に感じておりま

す。そういった意味でですね、ちょっと厳しいような質問をするわけです。その辺ご理解いただ

きたいと思います。ようは、一日も早くせっかくこれだけの整備をしたわけですから、しっかり

と完成検査をされてその後は町民の皆さんからよくなったねと言われるような結果を出していた

だきたいということをお願い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３０分から再開します。 

 

午後 ０時２８分 休憩 

 

午後 １時３０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、久保美博議員の発言を許します。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） ４番、久保です。 

〔久保美博登壇〕 

○４番（久保美博君） ３月定例議会に当たり通告書に従い質問をいたします。今年に入り、寒

波襲来で３度の積雪があり、積雪により農業施設ビニールハウス等の倒壊等がありました。思わ

ぬ雪に困惑した１月２月でした。季節の移り変わりは早いもので、梅の花が咲きほころんで春は

もうすぐであります。 

さて我が町の人口は減少しており、団塊の世代が６５歳を迎えて、高齢者数は増加し、高齢者

率は３７．９％に達した状況であります。そんな中、年少人口０歳から１４歳も減少しており、

総人口比１０．５％これは、平成２９年１１月現在の数であります。そうなれば学校の規模、配

置に対する基本的な考え方の見直しが必要になると思います。平成２１年３月２７日付で内子町

教育委員会より内子町教育改革懇談会で内子町立幼稚園、小中学校の統廃合について諮問され平

成２２年３月３０日付で諮問にかかる答申があり、一つ、内子小学校と石畳小学校を統合し、石

畳小学校の児童は、内子小学校へ通学する。二つ、天神小学校と御祓学校統廃合し、御祓小学校

の児童は天神小学校へ通学する。三つ、小田小学校と参川小学校及び田渡小学校を統合し参川小

学校と田渡小学校の児童は小田小学校へ通学する。四つ、小田幼稚園と参川幼稚園を統合し、参

川幼稚園の園児は、小田幼稚園へ通園するとあり、統廃合の実施時期は平成２６年３月末までに

行うものとすると答申を受けております。答申のとおり、平成２６年３月末までに統廃合に向け

進んだが、まだ石畳小学校は統廃合に至っておりません。それぞれの学校で統廃合して、５年目

となるが、石畳小学校において児童数も現在７名、次年度は６名と少人数となります。人数の多

い学校、少ない学校の良いところ悪いところはあると思います。少ない学校の利点はアットホー

ム、先生の目が届きやすい。悪いところは競争心が育たない。噂話が届きやすい。大きな学校の

利点は競争心が芽生える。様々な子がいるので、良くも悪くも学びが多く集団生活によって自分

と違う考えを持った児童もいることに気づき、他の者を認めるようになると思います。刺激が多
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いと思います。悪いところは先生の目が行き届かないことが多い。付き合いも淡白になりやすい

とあると思います。答申を受けた通り、統廃合に向けた地域保護者等との取り組みはどうなって

いるいるのかお伺いいたします。 

次に移住定住促進対策についてであります。先に述べたように、人口減少が進み、少子化も続

いております。現代社会は、過去に比べて格段に裕福になっており、それなのになぜ少子化が起

こっておるのだろうか。確実なのは、社会が裕福になるにつれ、子どもを育てるために必要な教

育費が増えたことだと思います。この人口減少に歯止めをかけるには、転入者が転出者を上回る 

社会増だと思います。 我が町でも中学生まで医療無料化を実施し、子育て支援の充実を図ってお

り、支援は欠かせないと思います。そこで子育て世代に狙いを絞り、住みたい田舎、住んでよか

った内子となるよう、住環境の整備も必要と思います。町では定住を条件に分譲宅地取得者に補

助金を交付しているが、持ち家奨励策として自宅建築する者に補助金の上限を設定して移住定住

促進事業に取り組むことについて考えをお伺いして私の質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

〔井上淳一教育長登壇〕 

○教育長（井上淳一君） 私の方からは学校統廃合について、お答えをさせていただいたらと思

います。議員ご指摘のとおり参川及び田渡小学校と御祓小学校は統合していただきましたが、石

畳小学校は、ＰＴＡや自治会の強い存続の要望により、統合に至っておりません。平成２６年６

月の定例議会において、大木議員の石畳小学校の統合問題についてご質問がありまして、学校の

設置者であります町長が、「内子町教育改革懇談会の答申を尊重すること。学校は、社会に出る登

竜門であり、学力をつけることはもちろんであるが、集団生活の中で、集団教育を通して人間関

係を形成していく場所であること。違った価値観を受け入れながら切磋琢磨して子どもたちが育

っていく場所であることを考えれば、統合することが児童にとっての教育環境を整える一番良い

方法と判断していること。」を答弁されておられます。教育委員会といたしましても、町長の答弁

や懇談会からいただきました答申を尊重して、定例の教育委員会で協議をしております。石畳は

少人数ですので、議員の言われましたメリットデメリットもありますが、児童同士の競い合う練

りあうという集団での中での教育をすることや、意見を交わしたり、競い合ったりすることに先

生方は苦労されているようです。また、中学校での中１ギャップとならないよう、立川小学校で

すとか内子小学校での交流事業なども行っているというふうに聞いております。こういった状況

ですので、まずは保護者の理解が必要だということで、現保護者や将来保護者でなろうと思われ

る方との意見交換を昨年は２回、今年も２回開催し、統合への理解をお願いしているところでご

ざいます。今後におきましても関係者の理解が得られるよう、粘り強く努力して参りたいと思っ

ておりますので、ご理解をいただいとったらと思います。よろしくお願いいたします。 

○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） 私の方からは２番目の移住定住促進対策についてご答弁を申し上げた
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らと思います。ご質問の件、現在、自宅を建築する者への補助金と致しまして、うちこんかい定

住促進住宅補助金がございますが、こちらは対象が分譲宅地取得者に限られております。移住者

が空き家を改修するための補助制度も設けておりますが、こちらも対象は町外からの移住者が空

き家を活用する場合に限られております。それ以外の補助金と致しましては、内子町産材利用木

造住宅の建築促進事業補助金がございます。こちらは条件がございますが、町産材を使用して住

宅を新築する者に対して、７０万円を限度に補助をするものでございます。こちらにつきまして

は、町内に住宅を取得する者で一定の要件を満たすものであれば、対象となります。議員ご提案

の定住促進のための補助金につきましては、移住者に限らず、現に町内に居住する者も対象とす

るものだと推察致しますが、同様のものは一部の自治体で制度化されてございます。しかし、そ

の対象者や補助の条件、補助額は自治体ごとに様々でありまして、一定の基準は見受けられませ

ん。近隣で申しますと、大洲市が子育て世帯を対象とした市内在住者であれば、最大で２５万円

の補助制度を設けております。こちらも一つの参考事例になるかなというふうに考えております。

今後、先進事例についてその効果等も調査しながら、財政上の負担も考慮しつつ検討したいと考

えてございます。以上で、答弁とさせていただきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） ただいまの統廃合については、地域及び保護者の理解が得られないで統

廃合に至ってないというのはよくわかりました。また教育委員会としてもその後、地域、保護者

の理解を得るための話し合いを十分実施しておられると思います。答申をして統廃合した重みは

あると思います。要は、子どもが心身ともに成長する。子どもにとってどうか、子どもが犠牲に

なってはいけないと思います。統廃合した保護者、子どもにもいろいろと話を聞きました。最初

は反対の立場だったが、今は統廃合してよかった。また、子どものためにはよかったと思う意見

が多く聞かれました。また、子どもにも直接聞いたら統廃合してよかった。友達も多くできて、

楽しいと言っておられました。そうした話を聞くと教育委員会としても統廃合に向けて、合意形

成ができるように、一歩も二歩も踏み込んでやはり取り組んでいただきたいと思います。これは

答申のとおりやっぱり町長も言っておるように合意形成に向けた方法で進むという事で、今以上

の取り組みをお願いしたいと思います。 

今の持ち家の奨励策についてであります。柔軟性をもって対応することが移住定住につながる

と思います。今の町で定住を条件に分譲宅地取得者に補助金をだしておりますが、考え方によっ

たら分譲宅地を早く処分したい、負の財産とならないよう早く処分したいがための補助金ともい

えるんですが、その辺はどうでしょうか。 

○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） 議員のご質問のように、分譲地に限っての補助金でございます。もち

ろん、その目的につきましては、分譲地の早期売却という目的ももちろんございますが、やはり

一番には若者がこの内子町に住んで生活をしていただく、そういったような目的、移住定住の促

進に向けたもの、目的であろうというふうに推察をさせていただいております。それから、先ほ

どご説明申し上げました町産材利用補助金につきましても、利用しやすい形にですね、２８年度
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からは多少、要件の方も緩和しつつ利用をしやすい形でですね、利用をいただいているというと

ころもございます。いずれにしましても、住環境の整備というのは、移住定住の促進に向けては、

大きなウエイトを締めるものだろうと考えておりますので、今後も引き続いて検討させていただ

きたいというふうに考えてございます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の町外からの転入者を増やすために、結局内子のどこでも良いから住

宅を建築する場合に今の定年退職者が転入してきても人口増には繋がると思うんですが、活性化

には繋がらない。また高齢化率を高めることになると思います。あそこで、例えば年齢制限をし

てそういった新しく町外からの転入者に対しての住宅建設に対して、限度は設けてといったそう

いった補助金の制度をと思っておるんですが、そこで年齢制限等もすることも必要だと思うんで

すが、その点どうでしょうか。 

○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） 他の多くの自治体の事例を見てみますと、やはり子育て世代に重きを

置いて、子育て世代、若い世代のご夫婦については手厚い補助制度、補助率になっているようで

ございます。内子町も移住者が空き家を改修するために補助金を準備をしておりますけれども、

こちらも働き世代、それから子育て世代については、より手厚い補助金内容になっておりますの

で、その辺メリハリをつけた補助制度を作るならば、作るんであればメリハリをつけた補助金制

度にしないといけないなっていうふうな考えは持ってございます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） もう一つ、町外から転入者を増やそうとするわけですから、内子、最低

でも何年か離れておって、じゃあ内子へ帰ってきて住宅を建設するということになった者に対し

て、補助を付けるといった取り組みにする場合には、その辺の確認も必要かなと。結局、内子を

離れて、最低５年間でも内子を離れておって、若い子育て世代のものが中心となって家を建てる

というような確認を取る必要があったと思うんですが、その確認の方法は、戸籍の付票というの

があると思うんですが、それらを取れば、今の何年離れておったと言うのが確認できると思うん

ですが、その辺の確認の方法ですね、それらも必要かと思うんですがその点どうでしょうか。 

○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） 制度設計をしていくうえでそういうところも考慮しないといけないと

は思います。Ｕターン・Ｉターンに限らず補助を出すのか、それともそこで少し差をつけていく

のか、もちろん先ほどおっしゃいました、年齢等につきましても、ある程度補助金、補助率の段

階を設けていくのか。その辺りも総合的に研究しながら、制度設計をする必要があると思います。

いずれにしてもこの制度、始めますと恒久的に財政の負担ももちろん必要になってくるものでも

ございます。限定でおこなうような施策でもなかろうかと考えておりますので、その辺、慎重に

行ってきたいいうふうに思います。 



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

‐ 34 ‐ 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 町長にお伺いをしたいと思います。ぜひこの若者移住、定住に向けた助

成金を出せるようなこの考えをぜひ土俵の上に上げていただいて、検討していただきたいと思う

んですが、その考えを伺いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○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） 若い人たちはこの町に来てくださるのはとても大切なことでこれは住宅

政策だけではなくて、教育であったり、福祉であったり、また雇用の場であったりですね、総合

的なものがからみあってくるんだろうというふうに思ってます。今、久保議員のご質問にもござ

いました、住宅の支援等々も含めてですね、全体的に何が足りないのか、どうしたらいいのか、

制度設計を検討していきたいと思います。 

○議長（山本徹君） 次に、中田厚寬議員の発言を許します。 

○１５番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中田厚寬議員。 

○１５番（中田厚寬君） １５番、中田です。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１５番（中田厚寬君） 私は３月議会にあたり、今年１月から２月にかけての大雪の被害につ

いて何点かお伺いします。まず、大瀬大久保地区についてお伺いします。１月１１日から１３日

までの３日間程停電になり、住民の方々は寒さと明かりのない生活に戸惑いと怒りの日々を過ご

されたと聞きました。区長さんは、四国電力や土木事務所・役場などにと連絡をとったけど、四

国電力にせよ、役所にせよ、安心できる回答ではなかったため、地区の住民と少しの倒木や除雪

をしたのが精いっぱいの対応だったと聞きました。大久保地区は、戸数３４、５戸程度の部落で

すが、独居老人の家庭もあり今の電気社会の生活の中で急に電気が止まった場合の生活というの

は、考えられないくらいつらいものがあったと思います。話に聞くと、ご飯を炊く時にも炊飯器

は使えず鍋をガスにかけて炊き、真っ暗な中、何をすることもできず、夜も早くから床について

寝ていたと聞きました。電気がついたのは、３日目の夕方、四国電力に手配をされた電源車が来

てようやく明かりがつき電線が復旧したのは１４日の昼前だったそうです。今回のように気温が

低く長い間大雪に見舞われることも少ないかとは思いますが、現在電線が通っているところは急

な山の中を通っており、雪などで倒木し電線を切断したり不具合があっても管理ができる状態で

はないのは誰が考えてもわかることです。今後、冬になれば寒波到来で大雪になり同じようなこ

とが起きるとも限りません。一日も早く管理のしやすい道路沿いに電柱を立て配線いただき、二

度と今度のような３日間に及ぶ停電などにはならないよう町として町民の生命財産を守る意味か

らも四国電力に働きかけていただきたいと思いお伺いをした次第です。町の対応についてお伺い

をいたします。 

 次に、大雪によって町が出費した費用や被害についてお尋ね致します。大雪により町道に倒木

があったり雪の除雪がかなりあったと思いますが、倒木処理や除雪にかかった費用はいくらくら

いになったのかお伺い致します。大雪による農林業の被害もかなりな額になると思われますが、
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農産物と林産物に分けてその被害額はいくらくらいとお考えかお伺いをします。次に近年、まれ

にみる低温による上水道の破損などにより、町職員の方々や業者の方々には復旧修理で大変だっ

たと思いますが、町が把握している修理の件数とおよその被害金額はいくらくらいかお尋ねいた

します。その中で町のポンプ室とか水源箇所での大きなトラブルや被害はなかったかお伺いしま

す。総理大臣賞をいただき、活気に満ちていたからりについてお尋ね致します。大雪や寒波によ

り何度となく開店できず農産物の出荷も少なく、お客さんもまばらだった何日かがありましたが、

からりにとっても大損害だったと思いますが、大雪による被害額はおよそいくらくらいだったか

お伺い致します。次に町として倒木処理や除雪費用に多大な出費があったと思いますが、その財

源について前に緊急災害用にと１億円の基金をしましたが、その一部を費用として出費したのか、

または他の財源で対応されたのかお伺いを致します。以上です。 

○議長（山本徹君） 中田厚寬議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○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） 今年に入り、非常に強い寒気の影響で近年まれにみる大雪となりまし

た。内子町においても新聞報道にもありましたように、山間部の一部におきまして、雪の重みで

山の木が倒れた事による断線により停電が断続的に続き、地域の皆様にはご不安とご不便をおか

けしたところです。四国電力におかれましても、関連する会社と一丸となって、復旧作業を最優

先で取り組んでいただいたところですが、復旧に時間を要したのは、連続して発生した倒木や積

雪で車両が通行できなかったため、作業員が現場に入れなかったことが大きな原因であり、山の

中だから復旧が道路沿いに比べて著しく遅れたということではないとの事でございました。電柱

等の配電線設備につきましては、今すぐに電柱を移設し、電線の引き換えるということは非常に

難しいと考えてございますが、町と致しましてもそういう中にありまして、出来る事に対しては

協力をしていきたいと考えております。また、四国電力からの提案で、今回の状況を踏まえ同様

の事案等災害発生時における対応についての協議の場を持つ事と致しました。４月ごろには、開

催できるかなというふうに考えてございます。いずれにしましても、今回のことを大きな教訓と

致しまして、今後は、緊急時のみならず、定期的にも四国電力や関係機関と連携体制をとり、と

りわけ停電関連情報につきましては、地元の方に安心していただけるような可能な限り地域の皆

さんに、速やかに情報提供していきたいと考えてございますので、引き続きよろしくお願い致し

ます。 

続いて、２番目の最後の質問にございました、大雪で町が出費した費用の部分で１億円の基金

を当てたのか、どうなのかというご質問だったと思います。それについての対応をさせていただ

きます。この度の豪雪による緊急的な倒木処理、除雪費用につきましては、緊急的に予備費から

８００万円を充用し対処致しました。なお、安全・安心のまちづくりを目指して、災害の復旧に

要する経費、その他災害に関連する経費の財源に充てるために、平成２７年３月に設置致しまし

た「内子町災害対策基金」の運用に関しては、人命に関わる大規模災害時において、特に緊急を

要する事態に即刻対応するための経費に充てることとしておりますのでご理解いただきますよう、

お願いいたします。以上で、私の方からの答弁とさせていただきます。 
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○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、大雪による町道及び水道施設被害

についてお答えをしたいと思います。まず、大雪による倒木及び除雪に大した費用でございます

が、全ての件数及び費用は正確にはまとまっておりません。現段階で把握しているものでお答え

を致します。倒木処理件数は、１月１０日の大雪が主なものでございます。約５０件で、費用つ

きましては、約３３０万円となっております。また、除雪につきましては、３回の大雪で述べ３

２０路線、費用につきましては、１，０５６万円となっております。 

続きまして、水道施設でございますが、今回の度重なる大雪及び寒波によりまして、水道施設

においても、水道管の破損など被害が発生致しました。町の管理しているおります水道施設、浄

水場でありますとか、本管などでございますが、これにおきましては、管の破損やパッキンの破

損など２４件で被害額につきましては、８９万円となっております。また、宅内などの個人管理

の施設につきましては、水道業者へ聞き取りになりますが、被害額についてはちょっと不明でご

ざいますけれども、被害件数につきましては、約８８０件というふうになっております。以上、

答弁とさせていただきます。 

○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、私の方からは、農産物と林産物の被害額についてと、

からりの営業への影響について、お答えいたします。このたびの大雪による農林業の被害につい

て、農協や農業共済組合、森林組合等とともに調査しましたところ、ビニールハウス等の農業施

設に被害が出ております。イチゴの育苗ハウスの倒壊が３件、ぶどう棚の倒壊が１件、合計４件

で、被害金額が２４１万６，０００円となっております。農産物の大きな被害はないものの低温

による生育や果樹の剪定等の農作業が遅れております。 

次に、林業における雪害についてですが、森林保険に加入している山林の被害については森林

組合において現在集計中とのことでございます。まだ取りまとめができておりません。なお、町

で対応した倒木被害の処理件数と費用は先程建設デザイン課から報告がありましたが、森林組合

へ個人等から依頼があった倒木被害の処理件数は現在のところ４件で、処理費用に係る経費が約

２０万円と聞いております。 

次に「内子フレッシュパークからり」の大雪の影響についてお答えします。１月、２月の大雪

により来場者の減少や職員が雪のため通勤できないという状況から直売所やレストラン、パン工

房等が時間短縮や休業を行ったのは６日間になります。直売所では、農産物の出荷者数が１日５

人程度と非常に少ない状況であったことにより、４日間、午後休業しております。これら休業に

より、前年時期と比較するとお客様が約３，０００人、売上額で約３９０万円の減少になると聞

いております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１５番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中田厚寬議員。 
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○１５番（中田厚寬君） 今の四国電力さんの答弁ですけれども、四国電力さんには昔から電気

を届けていただき、感謝しておりますが、今は電力さんの勧めもあり、新築したリフォームした

家などは電化住宅にする家が多いのですが、今度のようなことがたびたび重なるようなことがあ

れば、電化住宅の勧めもできず、独居老人や体の弱い人などは命に関わるような事が起きないと

は言えません。聞くところによれば、家事代行などの生活サポートサービス事業に参入すると発

表がありましたが、専門業者のベリーコーポレーション愛知県とフランチャイズ契約を締結し、

４月に高松市で 1 号店を出店する電力小売全面自由化で新電力との競争が進む中、県庁所在地な

ど四国全域の主要都市での展開も目指し、収益源の多角化を図る、四国電力社長の佐伯勇人社長

は高齢化の進展や共働き世帯の増加を踏まえ、潜在ニーズはあると思うと説明され、２年程度で

高松エリアに３店舗ほど出し、採算性を見極める考えを示しておられます。１号店は、便利四電

栗林店、高松周辺でハウスクリーニングやエアコンクリーニング、買い物代行、草刈、害虫駆除

などのサービスを提供する。四電によると便利コーポレーションは、全国で約２３０店舗展開と

発表されております。そういったサービス業も大切だと思いますが、電力自由化といっても内子

の山間部などに住む住民は、四国電力さんを唯一の頼りにしてるもんですから、今回のような原

因停電にだけは絶対に二度とないように。聞くところによると、冷蔵庫の食品なども腐ってすべ

て処分したという人が沢山おられました。大変な被害だと思います。そういったサービス事業に

参入されるのも大変いいことではあるかと思いますけれども、まずは電気を供給している地域の

住民に迷惑をかけない、それができて初めて今言ったようなサービス事業に進出すべきだと思い

ます。ラニーニャ現象といって東太平洋の海水温が異常に低下する、そういったことがことが気

象変化が起きて、今回のようなことは二度と起きないとは限りませんので、今後、町と電力さん

との話し合いの中でも、私はやはり山の急なところを通っている線などが一番に影響したという

ように感じるわけですけども、その点について再度、交渉される時に、どのような態度で臨まれ

るのかもう一度お伺いを致します。 

○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） インフラの設置の在り方につきましては、これから南海沖の大地震が

想定される中で、やはり今一度見直さなければならない部分もできてこようかと思います。そう

いったようなことも踏まえながら、四国電力さんとの協議の中ではですね、そういうことも併せ

てテーマにしながら話をしていきたいというふうに考えてますございます。それから、四国電力

さんからの情報につきましてもですね、住民の方に不安を与えないような方法、回答あたりもあ

ったのではないかなというところも私自身も見受けられるところがありましたので、そのあたり

のことについても十分話し合いを進めてまいりたいというふうに考えております。 

○１５番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中田厚寬議員。 

○１５番（中田厚寬君） 今回の事は、予想もしていない昭和３８年以来の大雪だろうかと言わ

れているような状態でございましたので、なかなか行政にしても電力にしても対応ができなかっ

たんだというように思いますけども。体の弱い人とか独居老人などがおられたら私も４時頃から

７時頃まで夕食の時間だったんですけど、たまたま停電になって、電気が全然通らないという生



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

‐ 38 ‐ 

活のいうのを身に染みて思いました。ご飯を食べんといけんのに、ご飯がないということで炊く

予定だったんだっていうことで言っておりましたけども。仕方ないので餅をガスで出して焼いて

食べましたけども、電気がないほど辛いという思いをしたのは、今回、近年にない状態でしたの

で、町の行政としてもそういった自由化になっても四国電力さんにたちまち内子の方は頼む以外

ないので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。四国電力の方だけでは対応できんので、

今治とか新居浜とか宇和島の方からも手配をしてがんばっておるんですよということを言われて

おりましたので四国電力さんも一生懸命やっていただいたのはわかりますけども、断線をしたと

いうか、電気の線が山を通っていって、管理ができなかってそこで不具合があったというのは紛

れもない事実ですので、管理のしやすい方法を今後とも考えていただくように町としてもぜひお

取りつぎをいただきたいというように思っております。また、大雪による倒木の被害とか除雪作

業などについての金額もかなりの額になっておるようですけれども、町の対応も早くしていただ

いてできるだけ間町民に少しでも迷惑のかからないように配慮していただいた点はよかったんか

なというように思っております。大久保地区の電気のこともですけども、結婚式があって稲本町

長も懇親会もありましたけれども、懇親会どころではないそれの対応が一番だったというような

気はして感謝をしてるわけですけども。また、からりの質問もしたわけですけども、本当に私も

閉店続きだった明けにからりに行ってみますとお客さんが２、３人きて、品物は出荷しておるよ

うなものはもうほとんどありませんでした。加工食品だけが展示をされていたので、売店の受付

の子にも出店がないので大変ですねという事を言って帰ったんですけども。このようなことが起

きるというのは予想もしてないことで、本当にからりとしても大変だったなという感じを受けて

帰りました。また町の財源ですけど、予備費から８００万円ほど出費したということでございま

すが、１億円の基金には手を付けずに今回の災害については収まったという事ではありますけど

も。こういった雪のために余分な出費がかかって町も大変だったと思いますけども。あの町とし

ても対応していただいたということに対してはありがたかったなというように感謝をしておりま

す。以上、それでは答弁はいりません。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後２時２５分から再開します。 

 

午後２時１３分 休憩 

 

午後２時２５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○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） ３月定例会初日の最後の質問となります。一生懸命、取り組みますの

で、よろしくお願い致します。稲本町長、また井上教育長、職員幹部の皆さん、議員の皆さん、
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もう１０年以上も前の話にはなるのですが、２００６年に映画にもなった桂望実の小説、「県庁の

星」を覚えておられるでしょうか。典型的な「お役人」と言われる公務員の主人公が民間会社へ

派遣されて考え方を変えていく姿を描いた本であります。一般質問において不適切な事かも知れ

ませんが、少々お時間をいただいて簡単なストーリーを議長、言わせていただいたらと思います。

県庁の産業振興課に勤める県庁の星、野村聡は、職員人事交流研修会で民間のスーパーに派遣さ

れます。県庁のキャリアまで登りつめた彼にとって「挫折」など全く無縁でしたが、派遣された

のはパートさんがほとんどをしめる従業員数７０名あまりの３流スーパーマーケットでした。派

遣当初、組織図や業務マニュアルがないことに驚いたり、スーパーの従業員を見下した態度をと

ったり、倉庫の仕事に対して「もっと自分を有効に使うように」と不平不満をもらし、浮きまく

る主人公の姿が滑稽なものとして描かれています。そのスーパーでは、役人の常識は全く通用せ

ず、主人公はお荷物とされてしまい、食物の調理部にまわされます。そこでの不衛生で法外な行

為を指摘したことにより、主人公率いる適正素材を使い高級弁当を作るチームと、現状維持の弁

当を作るチームとに分かれて勝負することになりました。しかし、主人公野村が率いるチームの

高級弁当はほとんど売れない結果となり、また、交際をしていた婚約も破棄されて不幸が続きま

す。そんな野村を救ってくれたのがパートタイマーの教育係、二宮でした。二宮の誘いでデパー

トの地下でマーケティング調査をすると、データでは知れなかった女性の性質に気づかされ、デ

ータでしか物事をとらえようとしない視野の狭い野村であったが、気づかなかったことを次々と

気づき、改善し、野村率いるＡチームの弁当売り上げが最終的にＢチームに勝利したのでした。

そして、研修を終え県庁に戻った野村は、自らの希望で生活福祉課に異動し、自身の出世より県

民の生活を重視した提案をするようになりました。また、営業差し止めの危機に立ったスーパー

は、野村と二宮が作成したマニュアルのおかげで窮地を乗り切ると言ったハッピーエンドで終了

するストーリーでありますが、意識改革をした主人公に知事や同僚職員からは白い目で見られる

という面も最後にありました。 

さて、今回の一般質問は、この映画の様に「内子町の星は誰だ」という質問ではありません。

職員の皆さんの取り組む姿勢により、住民の福祉やサービスがアップする場合もあれば、ダウン

する場合もあるのではというのが今回の質問であります。と申しますのは、議員も定例議会で一

般質問をするだけが議員の仕事ではありません。いくら自治会制度が充実してきたといえ、地域

の要望は自治会長を通してくださいと言われても、議員は選挙で選ばれ町長同様に４年に１度は

町民から洗礼を受けますが、また反面、多額の報酬をいただいている立場でもあります。住民の

皆さんの意見や要望を聞き、その都度、担当職員に相談をして対応が出来ないか協議を重ねて、

住民の思いが実現・実行出来るよう取り組むのも大切な議員の仕事であると思っています。そん

な中、定例議会の一般質問だけでなく、平時の職員の対応において、私が望む答弁と食い違いが

みられることがあります。それは、職員の考え方にあると思うのですが、どの課がどうで、どの

職員がどうだ、と言うことではありません。一般的な公務員のあるべき姿という姿勢についての

質問であります。私としての考えは、議員は住民や区や自治会やある時は各種団体等の要望を代

弁していると思うのですが、直ぐに「やってみましょう」「調べてみます」と前向きな答弁をされ

る職員もいれば、「いや、難しいですね」「時間掛かるでしょうね」と、最初から全く前向きでな

い答弁を聞く時があります。確かに法律で縛られている場合や、条例の変更や関係機関との協議
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に時間が掛かる場合もあり、内容によるとは思いますが、「やってみます」「取り組んでみます」

「何らか出来る方法を考えてみましょう」といった前向きな姿勢や意気込みを望むのであります

が、頭から「自分の判断では」とか「内子町だけの問題でなく、県・国の管轄になるから」とか、

悪く言えば「いらん仕事はしたくない」、「携わりたくない」といった感じにとれる時があります。

いくら公務員と言え人間ですから、夫婦喧嘩や親子喧嘩をして出勤している時もあるでしょうし、

風邪気味で体調が悪い時もあるでしょうから、返事が重たい時もわかりますが、前向きに取り組

もうと考えていないのではと思える時があります。公務員の仕事は、利益を生むのが目的・仕事

ではありません。仕事全てが法律と条例に縛られているといっても過言では無いと思います。ま

た、対象者により対応が違えば、公平と公正さが保たれなくなります。よって前例踏襲主義にな

らざるをえないのもわかります。今までの前例を変えようとしないと言うことは、新しい取り組

みをしようとしない、変革を望まない、提案を受け入れようとしない習慣がついてしまうのでは

ないでしょうか。悪く言えば、「事なかれ主義」、「変えようとしない為の理由を見つける」。もっ

と悪く言えば「出来る方法を考えるのではなく、出来ないという為の理由を考えるのが仕事」と

捉えているのではと思える様な発言の時があります。お客さんの要望に対して、どうすればこの

商品は売れるか、どうすれば喜んでもらえてお金を払って頂けるかとか、常にお客さんの事を１

番に優先して考える民間では考えられない事であります。マニュアルが重視され、前例踏襲主義

が強く押し出され「形」ばかりにこだわって、「実」のある仕事をしない「実」のある仕事をしよ

うとしない公務員像が継承される事になれば、住民サービスどころか内子町行政、稲本丸は荒海

に沈没してしまいます。稲本町長は今年の年頭の挨拶のなかで、「自分の自治体や自分の業務だけ

ではなく、常に周りの状況を見ること。世界の状況を見ること。その中で、自分の町が持ついい

ところや強みとなるものは何か、財産は何か、そういったものを磨いていかなければなりません。

日ごろからそういった姿勢を大切にして、今年一年頑張ってください。さまざまな研修制度もあ

ります。いろんなことに挑戦してください。手を挙げて、自ら研修の機会をつくってください。」

と述べられておられます。毎年、職員の自主研究やグループ研修の制度も取り入れておられるの

ですが、住民サービス向上に向けて前向きに取り組もうとする職員の姿勢について、どの様に捉

えて指導されておられるのか、３期２年目を迎えての稲本町長の考えと、井上教育長のそれぞれ

の立場での考えを伺います。 

続いての質問に入ります。認知症者の徘徊・高齢者迷子等の対策についてでありますが、この

質問は、２０１１年９月議会にて私が一般質問をしたものですが、厚生労働省によりますと、２

０２５年にはその認知症患者が約７００万人に増加し、６５歳以上の約５人に１人まで達すると

の予測もされております。家の中で徘徊が起こる場合、安全対策を取るなどである程度対応がで

きます。しかし、外に出ての徘徊は、事故や行方不明という事態になる可能性も出てきます。警

視庁によりますと、平成２８年における「認知症または認知症の疑い」による行方不明者数は１

万５，４３２人と言われています。地域住民や警察に保護されたとしても、認知症が進んでいた

場合、自分の名前や住所などが的確に答えられないことも多いため、どこの誰なのかを突き止め

るのが難しくなっていると言われています。認知症患者の徘徊に、ＩＴを活用する自治体が増え

ているわけですが、私が７年前の２０１１年に一般質問をした時の課長答弁では、「介護保険認定

者のうち認知症の症状があり歩行可能な方が５１名と把握している。平成２２年度に地域包括セ
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ンターに徘徊で相談があった方は２名であった。認知症の方の捜索件数は２１年で７件、消防団

員の出動経費が７１万５，０００円、２２年が１件で１１万３，０００万円だった。当時、防災

無線でこういった徘徊の事があり、度々捜索要請が出ていたと思います。徘徊をする高齢者を介

護する家族の負担は大きく、対象者の安全確保の面からも認知症対策は進めていく必要があると

考えている。ＧＰＳ装置については、電波の届かない地域や装置を忘れたり拒否したりする場合

もあり今後効果を検証したい。」と当時の課長さんは答弁されておられます。あれから７年が経過

したわけですが、この内子町でも先ほどの町長からの演説の中でもありましたが、インターネッ

トや光回線、すべてに網羅されましたし、各電話会社の電波も状況がまた変わってきて、良く受

信できるようになってきたのではないかと思うんですけれども、今後、高齢者が行方不明になっ

た場合に、消防や警察、役場、社会福祉協議会、民政員、地域包括支援センター、自治会などと

地域ぐるみで捜索や保護しようとする連携体勢を取り、ネットワークを構築しておけば、少しで

も早く発見ができ、安全に自宅へ帰すことが出来るのではないかと再度質問を致します。徘徊高

齢者をＧＰＳ装置で探し出すシステムを利用されている自治体も施設も増えております。群馬県

の高崎市ですか、こうしたＧＰＳの貸し出しや、検索などをすべて無料で行なっています。現在

は徘徊のある高齢者に端末機が内蔵された靴やベルトやお守り袋もあり、ＧＰＳの電波を利用し

２４時間体制で検索、位置情報を得ることが出来ます。また、自治体によれば、認知症などのた

め行方不明になるおそれがある高齢者の名前や、住所などを事前に登録しておき、道に迷ったり、

事故に遭ったりした時、発見者が役所に連絡すれば、迅速に身元が判明する仕組みとしてキーホ

ルダーを配布する事業を展開されている自治体があります。高齢者本人や家族等が申請して自ら

日常的に携行し万が一の時に備えるということです。そこで、この内子町での認知症者の徘徊・

高齢者の迷子等の対策について、近年での内子町での認知症や高齢者の実態についてどの様に把

握されているか、質問します。また、認知症者の徘徊・高齢者迷子等の対策について、答弁から

７年経ちましたけれども、そのように取り組まれるつもりか質問をします。今回の質問で認知症

者の方や高齢者のご家族の肉体的、また精神的な負担軽減に繋がる事を祈りまして総括質問を終

わります。 

○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） 職員の資質能力の向上という点につきまして、私にご質問いただきまし

たので、最初に私の方からお答えをさせていただきたいと思います。職員がやっております仕事

は議員ご指摘のように、法律や条例規則に基づく執行でございます。行政の執行です。執行でご

ざいますから、慎重に判断をしないといけないものもあったり、これはやれると思っても、少し

時間をかけて相談をしながら協議しながらゴーサインを出すということもございます。時間をか

けて検討したけどやっぱりこれはだめだったなということもございます。ですから慎重の上にも

慎重な判断するというのは、公務員としてこれはすっと私達先輩からもですね、そういうふうに

して育てられてきたという一面があります。このことは町民に対して行政に対する安心感を受け

てもらうということにもつながるかもしれませんけれども、逆にスピード感がないなというふう
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に思われるかもしれません。これは今公務員という仕事の持つある面ではそういう性格がある仕

事だというふうに理解をしていただきたいというふうにも思うわけでございます。ただこれだけ

世の中が大きく変化しようということの中で、それだけでいいのかということがあります。やは

り新しい政策を作り上げて、そして住民の皆さん方と合意形成を計りながら新しい時代を築いて

いく、突破していく力も職員にはとても大切だというふうに思ってます。そういう観点で、今ま

であらゆる機会を通じて、研修に行きましょうと、参加しましょうと、自主グループも作って勉

強しましょうという呼びかけをして参りました。これはどんな町長さんがなられても、どんな議

員さんがおられても多分思いは一緒だと。つまり町の大きな発展を考えたときに職員の持つ力と

いうのはすごく大きいものがあります。期待するものがあるわけでございますから、これからも

どうぞ町民の皆さん方にしっかりと奉仕していく、いい町を作っていく一員だというプライドを

持ってがんばってほしいという気持ちでこれからも職員を育てていきたいというふうに思ってお

りますから、議員の皆さん方も温かい目とそして厳しい目でぜひ叱咤激励もしていただきたいと

いう思いでございます。私の方からは以上でございます。 

○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） 私の方にも質問されていますので、教育行政を預かる私として答弁を

させていただきたいと思います。公務員は、全体の奉仕者として住民福祉の増進に努めることが

一番というふうに考えておりますし、職員がそのことは十分わかっているというふうに思ってお

ります。そういったことを含めまして、町長が先ほど答弁されましたようなことを念頭に私の方

も職員の方には指導をさせていただいております。がしかし、先ほど議員からのご質問がありま

したように、町民に不快感や不信感を与えているような事案が出てきているんではないかなとい

うふうに思っております。教育委員会の部局の中に自治会制度の推進をするような部署もござい

ますので地域づくり担当職員も含めまして、住民目線、住民に寄り添った取り組みをしていきた

いと言うふうなことを合わせまして、町長部局と連携をしながら機会あるごとに職員の方の指導

徹底をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。以上、答弁とさしていただ

きます。 

○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） 私の方からは認知症高齢者の徘徊、高齢者迷子等の対策につ

いてお答えをさせていただきます。認知症高齢者の実態につきましては、介護保険認定者のうち

認知症の症状があり歩行可能な方３４人を把握しております。平成２８年度中に地域包括支援セ

ンターに寄せられた徘徊などについての相談件数は１件、物忘れが最近多くなった、認知症では

ないか等の相談が１８件ございました。高齢者の行方不明による捜索件数につきましては、平成

２５年、２６年度それぞれ３件、２７年度１件、２８年度１件でございます。２９年度につきま

しては今のところございません。続いて、認知症高齢者の徘徊・高齢者迷子等の対策についてで

ございます。議員からも先ほど言われましたとおり、平成２３年９月議会では、ＧＰＳ端末の利

用や、事前登録番号を記入したステッカーを靴に貼り、身元の確認が容易に行うことができる取
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組みなどについて、実施市町の状況も参考にし、効果検証を行うと答弁させていただいておると

ころでございます。その後、現在までに高齢者の徘徊対策として開始致しました事業は、２事業

ございます。一つ目は、徘徊見守り情報提供体制構築事業でございます。この事業は平成２６年

９月より実施しておりまして、認知症による徘徊で行方不明になる心配のある高齢者の家族の同

意をもとに、大洲警察署に写真付の書面にて徘徊見守り情報を提供、情報の共有を行っており、

愛媛県警にも同様に情報の共有をおこなっております。二つ目の事業につきましては、高齢者見

守りネットワーク事業を開始をいたしました。この事業は内子町内の金融機関や郵便局、スーパ

ーや商店の方々と協定を結ばせていただいて、普段の業務のなかで高齢者の気になる行動などを

見かけた場合、地域包括支援センターに情報をご提供いただくという事業でございます。こちら

は平成２７年度から実施をしておる事業でございます。ＧＰＳ発信機を使う事業につきましては、

端末を常に持ち歩くことがなかなか困難ではないかということ。通信会社との契約が必要である

ことなど、一定程度の維持費が必要であること、バッテリーの充電などを適切に行うことができ

るかなどの問題がどうもあるようでございます。そういったことから、現在のところは、そうい

った通信機器を活用した事業を導入する計画はございません。先ほどご説明いたしました、２つ

の事業を軸にした事業を今後も継続・充実させていきたいというふうに考えておるところでござ

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） 職員のやる気が見えるような姿勢に対してなんですけど、町長、教育

長、それぞれに答弁いただきましたが、町長言われるように、私も質問の中でも言ったように、

やたらとですね、みだりに制度をころころと変えていたら、たしかに住民も何が本当のことだろ

うかというふうに条例が１年ごとに２年ごとに度々変わっていたんではいけないというふうなこ

とは理解できます。ただ、先ほど同僚議員も言ってましたけど、これからは人口減少の社会にな

ってきますので、先ほどの総務課長の答弁で隣の大洲市ではこういった取り組みがしていますと

いうふうなことがあったと思うんですけれども、やはり人口減少になっていく中、医療費の無料

化などもこの前も質問の中で、町長にも言ったんですけど、そういう内子町も先例としていい取

り組みを若者が定住するためにはいいことをしているので、そういったことをする自治体の方に

これから家を建てて住もうかなという若い方は、生活もしやすい、子育てもしやすい、そういう

インフラ整備ができたとこ、そういうようなものが優先してどこに家を建てようかな、これから

なんだけどな、結婚するんだけどなという人はどうせならそういったよく住民の話が聞いてもら

える自治体がいいなというふうになってくるんではないかと思っております。そうすることは新

たな改革いうものはどうしても必要だと思うんですけれども。もう一度、この点に答えていただ

きたいのともう一つ、教育長も言われました、自治会制度の取り組みを地域懇談会とか。そこで

私一つ今、教育長も出ましたので、気になることがあるんですけれども、地域づくり懇談会を各

内子全体で地域に分けてやられるわけですけれども、これは五十崎の場合だけだとは思うんです

けれども、たぶん５、６年前くらいからなんですけど、目的は理事者側の方、課長を含め町長、

教育長、課長、それから一般住民の方で自治会の役員の方らで懇談会をしましょうという形で話

されよるんですけれども、五十崎の場合は議員にも特別に案内がきます。それで目的としては車
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座になって少しでも打ち解けて少しでもざっくばらんに話がしたいというのが連絡協議会の会長

さんの考えではないかとは思うんですけれども、これが６、７年くらい前からそういう形になっ

たんですけれども、そしたらそこの中でですね、自治会長さんが前にざっと並ばれて各１１の自

治会長さんが並ばれて、そこの会長さんの会長が議事運営をされてそこで、それまでに出されと

ったまちづくりに対する質問事項を各担当の課長さんが答弁されて、町長が答弁されて。他ござ

いませんかとなったら、今日せっかく来て来られている議員さん、議員さんから理事者側に質問

とか何か質問はありませんかとかいうわけです。促されるわけです。我々は議員なのに、議員な

のにということはおかしいかもしれないけど、そこの場で議会でもないのに、その場で町長、私

はこれに対してこう思うんですけど、自治連絡協議会の会長さんの許可をもって質問するように

なるんですよね。これっていかがなものかなというふうに私ずっと思っておりました。これらも

提案はしますけどなかなかこのやり方が変わらないので私も地域懇談会で嫌われたくはないので

やり方おかしいんじゃないですかというのもいいにくいわけでございます。でもそこに来られて

いる会に残念なのは一般住民の方はみなさんご存知だと思うんですけど、少ないですよね。ほと

んど自治会の会長は前におるけどあとは事務局長さんとあとは区長さん、あとは地元の職員、若

い職員の人もこられております。若い職員、この自治会制度が取り入れられて旧内子は１５年で

すかね。五十崎が１２、３年ですけど、そうするとそういう運営の仕方を若い人見ていたら、議

員さんは自治会長に促されて質問したりしよるけど、自治会制度は自治会長のハンコを座らんか

ったら要望は出してはいけないというのがまかり通ってきておる時代になっておるので、そう考

えると若い職員の人らも議員さんのいうことと、自治会長さんの言うことが立場はどうなんでし

ょうかねというふうに予算や条例に対する可決、否決いう議決権は議会ですから議員じゃないと

できませんよね。ですけど、この自治会制度というのが取り入れたことによってそのように誤解

をされる若い方もおられるんじゃないかというふうに私とられるんですけれども、その点につい

て教育長、町長思っておられるか質問致します。 

○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） 最初のご質問ですけども、重なるかもしれませんけれども、やっぱりこ

れだけスピード感のある時代ですから、求められてる時代ですから、やっぱりあのいろんな情報

アンテナを高くして収集していく。そしてそれも今の条例や法律と照らし合わしてみる、という

作業も当然必要だと思います。その中ではこれはこういう風にやって条例改正した方がいいよね、

法律がもし合わないんだったら、国に対してこういう風に法律改正を求めることだって必要なん

だよねという様な、共有といいますか、職員としての資質能力を高めていくっていうのが、これ

からやっていかなくちゃいけない、時代の要請でもあると私は思っておるところです。それから

もう一点、自治会の懇談会の在り方については、私も２０ヶ所ぐらいあの時期回りますから分か

るんですが、基本はですね、私たちが始めた頃の本当のねらいは地域づくり懇談会はそれぞれ地

域に１０年計画、地域振興をやっていこうと１０年計画があると思うんです。この振興計画に基

づいて、地域がどれだけ上手くいったのか、課題としてはどんなことが残っているのか、そして

ここは町がやるべきことだよね、ここは県や国と一緒にやらないと無理だよね、いやいやそうじ

ゃないここは自分たちの汗をかく部分だというようなことが明確になっておるはずですから、そ
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このところのみんなで役所を交えて意見交換しましょうというのが、実は本当のねらいだという

風に私は理解しております。ただ地域によっては、いやいやそうじゃない、うちはこれが中心な

んだということでですね、そういうことはみんな共有しているから分かっている。今日はこの懇

談会は講演を中心にやるんだということでですね、講演で大半の時間を割いて、あとその他で意

見交換する場もございます。或いはそれはもう分かっているから膝込みで一升瓶をドンと前に据

えて、胸襟開いて懇談したいということで要請が来るところもあります。それが実態だという風

に思っていますから、本来あるべき姿を忘れないようにしないといけないということが、私は大

切だという風に思っています。 

○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） 地域づくり懇談会の考え方というか狙いは、今、町長が言われた通り

であります。年に１回、大体秋から冬にかけて、各自治会を回らせていただいているんですけど

も、それぞれの自治会によって持ち方等は異なっております。五十崎や小田の自治会においては、

合同でやられる場合もございますし、小さな池田等におきましては、単独で、これは隔年でやっ

たりとかそれぞれ自治会で出て工夫をしながら取り組んでおられるようです。その中に議員さん

ともをお招きをされている自治会等もあります。そういったところでそれぞれ自治会がお考えに

なって取り組んでおられるということでございます。因みに内子町の町づくりなんですけども、

１９７０年代から町並保存というのを取り組み始めました。これはやっぱり内子町の羅針盤であ

ります総合計画に位置付けて、町民と行政が一体になって取り組みを始めました。この時には、

やっぱり町並み保存って何とかいうご質問もあって、慣例や前例主義とかそういうのではなかな

か取り組めなかった新たな改革ではなかったかなという風に思っておりますよ。その当時の職員

が関わってきておりましたけれど、その当時の職員というのがやっぱりへ住民福祉の増進という

ところを一番に考えて取り組み始めたことではないかなと、そういうことを狙いながら国や県と

の交渉を始め、時には条例改正条例制定など行いながら取り組んでいって、今でこそ全国で一定

の評価をいただけるような町になったというベースではないかなと思っております。そういった

ところを自治会制度に生かしておりますので、職員の入れ替わりまたは平成の合併等々もありま

したので、そういったところを睨みながら、色んな機会を通じて原点である内子町の町づくりと

いうところを職員の皆さん方に教えながら取り組んでまいりたいと思っておるところです。 

○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） ここにおられる幹部の皆さんは、そいうった昔のことからずっと携わ

られておられるので、十分お分かりだとは思うんですけども、私が質問で言っているのは、若い

方の取り組もうとする姿勢が、今日の議会でもあります様に、検討します、検討しますというの

はやりませんということでしょうかね。そういう風に取れるので、やれないものは私らも法律が

あって縛られていたら無理だということは理解できるんですけども、議員も住民からこのような

ことをしてくれ、私らにとってサービスが良くなるからと言われるんで、それなりの言葉を返さ

ないといけないのに、取り合ってもらえませんでしたとか、検討しますで終わりましたというこ

とをそのまま持って帰って、検討しますのでということでしたでは、貴方は何のために町議会議
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員に出ているんですかという風になるんですよ。やはり、具体的にここまでやってこうなったけ

どその結果がこうなりましたので、なかなか時間がかかりますとかそう言ったものが欲しいわけ

なんですけど、何もなく、これは難しいから時間がかかりますので終わってしまうのは、何ヶ月

も経ってあれどんなですかと又言うと、あれですね、まだ検討中ですとなってくると、未だ取り

組んでなかったのかなという風にしか取れないわけなんですよ。そこらをですねもっとしっかり

と、今日の質問の中で、町長も教育長も答弁していただいたと思いますし、又、こういう質問が

出たということで職員の皆さんも帰ってその課で話されることになると思うので、またこれから

も頑張ってこういう質問をしたいと思います。高知県の大川村が議員のなり手がないのでどうし

ようかというのが、全国放送にもなりましたけども、村民総会が出来たら議会が要らないわけで

ございます。自治会制度は素晴らしくなりましたけれど、議員なしで自治会制度をその代わりに

出来るのかというと、例えば出来たとしたら、自治会長さんで決めるとなったら、その自治会長

をするために選挙をせんといけんとなると思うんですよ。結局同じことになるんではないかと思

いますので、そこらも正しい自治会制度の在り方というものを、先ほど教育長が言われていった、

また稲本町長の考えというのも、もう一度、自治会連絡協議会の中で十二分に検討していただい

たらと思います。その制度の考え方について、最後にお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 反問なんですけども、自治会制度の考え方ですか。 

○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） 自治会制度の在り方について、そういうやっていることが、若い職員

の皆さんが見て勘違いするんではないかという風に思いますので、そういういったの無いような

取り組み考え方についてご質問します。 

○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） 再度、研修機会等を通じてですね、若い職員にも徹底して、それを今度

自治会の役員の皆さん方にも広げてまいりたいという風に思っております。以上です。 

○議長（山本徹君） 以上で５名の一般質問が終了しました。本日の一般質問は終わります。関

根議員、向井議員２名の一般質問は、５日に行います。 

 

日程第６ 平成２９年請願受理第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） 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 平成２９年請願受理第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。この請願は１２月定例会において、総務文教常任委員会に付託し、引

き続き閉会中の継続審査となっていたものであります。総務文教常任委員長から、審査結果の報

告をお願いします。菊地幸雄委員長、ご登壇願います。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 
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○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。平成２９年請願受理第１号「給付

型奨学金制度改善に関する請願書」については、平成２９年９月議会において付託され継続審査

となり、１１月１７日に意見討論を交わしましたが、国が新しい給付型奨学金制度を検討してい

る状況であり、もう少し時間をかけて審議したいということで、平成２９年１２月６日、閉会中

の当委員会に付託されました。２月１６日に再度当委員会を開催し審査を行いましたので、審査

の結果について、ご報告申し上げます。 

審査経過、並びに審査結果につきましては、請願審査報告書のとおりであります。本請願事項

は、生活保護や住民税非課税世帯、ひとり親世帯のみならず一定の所得のある世帯も対象にした

給付型奨学金制度に早急に改善し、誰もが受けられる制度に改善することや自治体独自の給付型

奨学金を創設するよう意見書を提出することを求めています。委員から、請願へ反対意見として、

「給付型奨学金については、恒久的な財源が必要であり、今後国において検討されていくと思わ

れるので、推移を見守りたい。」また、「奨学金だけではなく、授業料の問題など大学で学ぶ環境

を総合的に考えていくべきで、請願書を出す時期ではない。」との意見がありました。採決の結果、

この平成２９年請願受理第１号は、「不採択とすべきもの」と決定しましたので、ここにご報告申

し上げ委員長の報告を終わります。 

○議長（山本徹君） ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 菊地委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論に入ります。この請願に対する委員長報告は不採択です。 

よって、請願に賛成者の発言を許します。 

〔「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、委員長報告のあった「平成２９年請願受理第１号 給付型奨学金制度改善に関する

請願書」の採択に入ります。この請願に対する委員長報告は、不採択です。請願受理第１号を採

択することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立少数であります。したがって、請願受理第１号は、不採択とすること

に決定しました。 

 

日程第７ 平成２９年請願受理第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（総務文教常任委員会付託のもの） 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 平成２９年請願受理第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。この請願は１２月定例会において、総務文教常任委       

員会に付託し、引き続き閉会中の継続審査となっていたものであります。総務文教常任委員長か

ら、審査結果の報告をお願いします。菊地幸雄委員長、ご登壇願います。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 
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○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。平成２９年１２月１３日、閉会中

の当委員会に付託されました、平成２９年請願受理第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」について、２月１６日に当委員会を開催し審査を行いましたので、審査

の結果について、ご報告申し上げます。審査経過、並びに審査結果につきましては、請願審査報

告書のとおりであります。本請願事項は、伊方原発３号機が新規制基準に適合しても安全性が確

保されるとは思えない。安全対策の実効性が確認されるまで再稼働をしないよう国などに意見書

を提出することを求めています。委員から、請願へ反対意見として、「国も自然エネルギーや再生

可能エネルギーに転換を図っており、ＣＯ２の問題や経済的なことも含め、今すぐ稼働を廃止す

るのは時期尚早だと考える。」また、「廃炉には相当のお金が必要であり、国と電力会社がしっか

りと詰めていくことが必要である。」との意見がありました。賛成意見として、「人間の英知では

防ぎきれない原発をなくすことは、我々の世代の責任である。」との意見がありました。採決の結

果、この平成２９年請願受理第２号の採択に賛成する委員は少数であり、「不採択とすべきもの」 

と決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長の報告を終わります。 

○議長（山本徹君） ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 菊地委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論に入ります。この請願に対する委員長報告は不採択です。よって、請願に賛成

者の発言を許します。 

〔「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、委員長報告のあった、「平成２９年 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」の採決に入ります。この請願に対する委員長報告は不採択です。

請願受理第２号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立少数であります。 

 したがって、請願受理第２号は不採択とすることに決定しました。 

 

 日程第８ 平成２９年請願受理第３号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願書

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 平成２９年請願受理第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。この請願は１２月定例会において、産業建設厚生常任委

員会に付託し、引き続き閉会中の継続審査となっていたものであります。産業建設厚生常任委員

長から、審査結果の報告をお願いします。寺岡保委員長、ご登壇願います。 

○産業建設厚生委員長（寺岡保君） 委員長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

○産業建設厚生委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。平成２９年１２月１３日、閉会中の

当委員会に付託されました、平成２９年請願受理第３号「農業者戸別所得補償制度」の復活を求
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める請願書につきましては、１月１９日に当委員会を開催し審査を行いましたので、審査結果に

ついて、ご報告申し上げます。審査経過、並びに審査結果につきましては、請願審査報告書のと

おりであります。本請願事項は、「欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立

することが必要だという観点から、当面、生産費を償う「農業者戸別所得補償制度」を復活させ

て、国民の食料と地域経済、環境と国土を守ること。」を、議会決議をもって政府に働きかけるよ

う求めるものです。委員から、請願へ反対意見として、「政府が取り組んでいる、農家を守るため

の収入保険制度が整備されようとしており、今の政策による経営安定を図るべきで、農業者戸別

所得補償制度の復活は考えなくてもよいのではないか。」。請願へ賛成意見として、「食料需給率の

向上など食料安全保障の観点からもこの制度が必要である。」と意見がありました。他にも、「零

細米農家のために、飼料用米に補助金を出しており、そういう制度のほうが良いと考える。」との

意見もありました。採決の結果、この請願の採択に賛成の委員は少数であり、よって、平成２９

年請願受理第３号は「不採択とすべきもの」と決定いたしましたので、ここにご報告申し上げ委

員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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、討論に入ります。この請願に対する委員長報告は不採択です。よって、請願に賛成

者の発言を許します。 

〔「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、委員長報告のあった、平成２９年請願受理第３号「農業者戸別所得補償制度」の復

活を求める請願書」の採決に入ります。この請願に対する委員長報告は、不採択です。請願受理

第３号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立少数であります。 

 したがって、請願受理第３号は不採択とすることに決定しました。 

 

○議長(山本徹君)  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

５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２０分 散会 
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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３０年３月第９５回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成３０年３月２日（金） 

○開会年月日   平成３０年３月５日（月） 

○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  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２号） 

平成３０年３月５日（月）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 
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日程第 ４ 議案第 １号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第 ２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ６ 議案第 ３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ７ 議案第 ４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ５号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第 ６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第 ７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１１ 議案第 ８号 内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第 ９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１３号 内子町都市公園条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１４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１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２０ 議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第２１号 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 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について 

日程第２７ 議案第２４号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 

日程第２９ 議案第２６号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 
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日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度内子町水道事業会計予算について 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度内子町下水道事業会計予算について 

日程第３４ 議案第３１号 内子町監査委員の選任について 

日程第３５ 議案第３２号 第 147号 平成 29年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事に係る工事

請負契約について 

日程第３６ 議案第３３号 第 151 号 29 災国補第 3179 号町道岡つづら谷線道路災害復旧工事

に係る工事請負契約について 

 

○本日会議に付した事件 

日程第１から日程第３６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、１２番、林 博議員。１３番、山崎 正史議員

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２号のとおりであります。 

 

〇議長（山本徹君） ２日の森永和夫議員の防災行政無線デジタル化の一般質問に対する答弁を

訂正したい旨の申出がありました。これを許可し、理事者の再答弁を求めます。  

○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） 失礼いたします。３月２日の本議会における森永和夫議員の一般質問

中、一問一答の中で、屋外子局の拡声器について、廃棄処分する予定だったスピーカーを２３個

も使用したことについては、設計ミスではなかったのかというご質問に対しまして、私の答弁、

やってみなければわからなかったという様な答弁をさせていただいておりましたが、改めて行政

を預かる立場の者として、非常に不適切な答弁であったと思ってございます。よって、本ご質問

の答弁といたしまして、実施設計段階では、スピーカーの音達性能を考慮して足り得る数量と判

断しておりましたが、設置後において予測不可能だった想定外の諸事情により追加を余儀なくな

れたものであった、と訂正をさせていただきたく、ご理解を頂けたらと存じます。誠に申し訳ご

ざいませんでした。  

○議長（山本徹君） ただ今の答弁に対し、森永和夫議員の再質問を許します。 

○５番（森永和夫君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） もう質問はしませんが、住民の生命、財産を保全する観点から、防災情

報を迅速確実に伝えることが重要なことだと思っております。そのためには、情報を伝える手段

を複数確保することも必要だと思います。最小の予算で最大の効果が発揮できる情報伝達のシス

テムの構築がなされることを求めて終わります。 

○議長（山本徹君） 続いて、２日の寺岡保議員の通学路に関する一般質問に対する答弁を訂正

したい旨の申出がありました。これを許可し、理事者の再答弁を求めます。  

○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） ３月２日の寺岡保議員の空き家廃家対策についての通学路に関する一

問一答のご質問に対しまして、私の答弁の中に、通告外ではないかという様な答弁をさせていた

だきましたけれど、これは私の解釈が誤っておりました。訂正してお詫び申し上げたいと思いま

す。なお、ご質問の町内における危険な場所等につきましては、調査して後日ご報告をさせてい

ただいたらと思います。よろしくお願いいたします。  

○議長（山本徹君） ただ今の答弁に対し、寺岡保議員の再質問を許します。  

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 誠に、私も一生懸命、福祉の向上とより良い町づくり推進のために、町

民の方からお願いをされた以上、命を懸けて理事者に対しお願いをし、一緒になって頑張ってい

きたいとこのように考えておるところであります。今後ともよろしくお願いいたしまして、出来

るだけ昨年は台風とか大雪で大変忙しい時期であったと思うんですが、そのために私は２月５日

に調べる余地があるだろうとの考えで出させていただきましたが、今後とも出来るだけ、質問書

を出した以上は目を通していただいて誤りのない様お願いをしたらと思います。以上です。 

 

日程第３ 一般質問 

○議長（山本徹君） 日程第３ ２日に続き、一般質問を行います。本日の質問者は２人です。 

 関根律之議員の発言を許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ２番、関根律之です。それでは、通告にしたがいまして、私から一般質

問をします。  

 先月閉幕した平昌オリンピックでは、日本勢は冬季大会で過去最高となる１３個のメダルを獲

得し、その活躍に連日、私達はわくわくし、楽しませていただきました。韓国で開催された本大

会には、その直前で北朝鮮も参加することが決まり、アイスホッケー女子では韓国と北朝鮮の合

同チームが発足したことが話題になりました。同時に、北朝鮮は政府高官を大会に送り、アメリ

カとの対話の糸口を探る動きがあり、アメリカも徐々にこれに応じる兆しを見せ始めています。

日本政府もこれまでの圧力一辺倒の姿勢を転換せざるを得ない状況に変わってきています。多く
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の国民が、対話による解決を望んでいます。１、核兵器禁止条約について。核兵器の使用を違法

化する核兵器禁止条約の国連会議は、昨年７月同条約を国連加盟１９３カ国の６３％にあたる１

２２カ国の賛成で採択された。同条約の批准を各国政府に働きかける国際ＮＧОの核兵器廃絶国

際キャンペーン、略称ＩＣＡＮはその功績と平和への取り組みが称えられ、ノーベル平和賞を受

賞しました。 日本政府は条約交渉の冒頭から参加は困難とし、核保有国、非保有国の対立を深め

るとして一貫して条約反対の立場を表明していますが、広島・長崎の被爆者をはじめ多くの国民

は条約参加を求めています。１月の新聞報道によると、日本政府に条約への署名や批准を求める

意見書が少なくとも１１３の地方議会で可決され衆参両院に提出・受理されました。非核平和の

町を宣言している内子町としても、この条約への参加を日本政府に対して要請していくべきもの

と考えるますが、町長のご所見を伺います。  

次に生活保護についてです。今年は、５年に一度の生活扶助額の見直しの年となっていますが、

安倍政権は、最大５％、平均で１．８％の生活扶助基準引き下げの方針を決めました。生活保護

の問題は、制度を利用している人だけの問題ではありません。今日の日本で、貧困は特別の事情

ではなく、倒産、失業、病気、親や家族の介護で職を失うなどして、誰もが貧困に陥ってもおか

しくない状態に置かれています。 また、生活扶助基準の引き下げは、住民税、保育料、介護保険

料、就学援助、最低賃金などに連動し、私たちの生活にも影響を与えることになります。憲法２

５条に明記された、誰もが健康で文化的な生活を送る権利、生存権を保障する最後のセーフティ

ネットである生活保護の在り方は、全ての国民の権利にかかわる問題です。そこで、内子町の生

活保護の利用実態についてお尋ねします。 （１）内子町の生活保護利用世帯の数は。平成２９年

度の住民税非課税世帯の数は。総世帯数に対する割合は。（２）生活保護の利用に関する問い合わ

せ窓口はどこでしょうか。平成２９年の生活保護を含めて受けた生活相談の件数は。相談件数に

対して、新たに生活保護制度を利用した世帯数は。町内の１８歳未満の子どもを養育している母

子父子世帯の世帯数は。うち、生活保護の利用世帯数は。  

次に国民健康保険税についてです。今年度から都道府県が国保の財政運営の主体となり、市町

村ごとに国保事業費納付金額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払うこ

とになりました。都道府県は各市町村が収める納付金額に必要な標準保険税率を示し、これをも

とに各市町村が保険料率を決定し、賦課・徴収を行うこととされました。これに伴い、本議会に

提出される予定の平成３０年度の国民健康保険税の改正案では、医療保険分、後期高齢者医療保

険支援分、介護保険分併せて、１世帯あたり平均で１万８９２５円が減額される見込みとなって

います。１番、改正案によるモデル世帯での平成３０年度の国保税の試算では、Ａ世帯、夫婦と

も５０歳、子供２人の４人世帯、農業所得２５０万円、固定資産税５万円では、平成２９年度と

比較して４７万９，７００円から３９万９，３００円に、マイナス８万４００円、マイナス１６．

８％と下げ幅が大きいが、一方でＢ世帯、夫婦とも７０歳の２人世帯、所得５０万円、固定資産

税額５万円、５割軽減）では、８万２，５００円から７万３，８００円、マイナス８，７００円、

マイナス１０．５％と下げ幅は小さい。そもそも所得５０万円にしかならない低所得世帯に対し、

所得の約１．５割にもなる７万円を超える税負担はかなりのものと推測される。低所得者の場合、

固定資産の多くは居住する家屋と推測されるが、居住に必要な家屋であり利益を生まないにもか

かわらず、資産割として２万円近くがかかることになる。低所得者に対してより一層の軽減策が
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必要ではないでしょうか。  

２番、内子町には国保税の減免取り扱い基準が定められていますが、その内容は実質的に災害

による被害を受けた者に限定され、細かな減免制度を規定している他市町に比べて極めて限定的

なものであります。松山市では、疾病等や突発的な事情、倒産等により著しい収入減少を対象に

した減免規定があります。平成２８年度の町独自の減免制度を利用した世帯数は。 

３番、国が定めた減免規定には、雇用保険に加入している非自発的失業者で、一定の条件を満

たせば、当該年度に発生した保険税が減額される制度があります。平成２８年度に利用した世帯

数は。また、国保加入者で雇用保険に加入している世帯数は。 

次に中学校の部活動についてです。昨今、全国的に中学校の部活動の活動時間がかつてより長

くなり、さまざまな弊害が指摘されています。学期中の平日は、放課後練習だけでなく朝練や昼

練が行われることも珍しくなく、土日祝日も試合や練習が設定され、夏休みでも猛暑の中、連日

練習が行われることが当たり前のようになっていると聞きます。教師、生徒ともに長時間の活動

から逃れられないことに加え、指導と称して暴言や暴行が行われて生徒の心のトラウマを抱える

こともあり、こうした実態を反映して、ブラック企業ならぬ、ブラック部活動などといわれるこ

ともあります。こうした部活動の過熱化がもたらす教師の長時間労働をはじめとする様々な弊害

に対処するため、文科省は活動日数や時間の制限を行うよう勧告を行ってきましたが、去る１月

には傘下のスポーツ庁が、あらたに中学校部活動に関する骨子案を発表しました。それによると、

休養日を最低週２日以上設けること、活動時間は平日２時間以内、土日は３時間以内とされ、外

部のスポーツ専門家の導入を含めて、各自治体の教育委員会等で具体策を講じるよう勧告してい

ます。１番、町内４つの中学校で、部活動の顧問を担える可能性のある教員（校長や養護教諭、

講師などは除く）は、いずれかの部活動の顧問を担当しなければならないことになっているか。 

２番、町内４つの中学校の学期中の１日当たり平均の活動時間は。朝練習は含んでいるか。３番、

町内４つの中学校の長期休暇、夏休みの各平均活動日数は。 

 ４番、小中学校の教員の勤務時間が長くなっている問題が指摘され、中学校においては部活動

の過熱化がその一因であるとも言われている。教員が平日の時間外労働や休日の部活動指導をす

る際に支払われる手当の基準はどのようになっているか。  

 ５番、町内中学校において、生徒は何らかの部活動に所属しなければならない理由は。また、

部活動が運動部に偏っていることに対する現状に対する考えは。  

 ６番、中学校で学期中の平日に出される宿題、予習復習として家庭での勉強時間はどの程度が

必要とされているか。  

 ７番、部活動の終了時間に合わせて通学バスは運行されているか。最も通学時間が長い生徒の

時間はどの程度か。今後、内子町内の中学校での部活動の数や、活動時間を見直す考えは。 

 以上で一括質問を終わります。  

〇議長（山本徹君） 関根律之議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

〇町長（稲本隆壽君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

〇町長（稲本隆壽君） 関根議員にお答えいたします。私の方からは核兵器禁止条約への参加の
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要請をすべきではないかというご質問について答弁させて頂きます。ご案内のように、日本を取

り巻く状況は、北朝鮮の核、ミサイル開発を始めとして大変厳しい環境にあるという風に認識し

ております。確かに唯一の被爆国ということからしても何とももどかしい感じはいたしますけど

も、現状を動かす核廃絶という政策目標とそこに到達するまでの手段は混同すべきではないので

はないかと、一気にはそこまで行かないんではないかというのが私の認識でございます。当時の

岸田外相が核兵器禁止条約への参加を否定された際に、核兵器国と非核兵器国の対立を一層深め

るという意味で逆効果にもなりかねないという事を表明されております。私も、もしかしたらそ

うかもしれないなってそういうになるかもしれないなという個人的な考え方を持っております。

そういう風なことからしまして、今後のその動き方推移を注視して行きたいという風に思ってい

るところでございます。従って、現段階で条約への参加を国に対して要請するという考えはござ

いません。以上でございます。 

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡保健福祉課長登壇〕 

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは生活保護についてのお答えをさし上げます。生

活保護を実施する機関は県又は市でございまして、市においては福祉事務所が行うこととなって

おります。内子町を所管しているのは愛媛県南予地方局八幡浜支局福祉室でございまして、現在、

内子町で生活保護を受けられている方は、１０５世帯でございます。平成２９年６月１日現在の

住民税非課税世帯は２，７２３ 世帯です。全体に占める割合についてですけれども、およそ３７％

でございます。続いて、相談窓口はどこか、相談件数についてのご質問です。生活保護の相談に

つきましては、役場本庁、分庁総合窓口センター、小田支所のそれぞれの窓口で受付を行ってお

ります。申請はご本人の申請によって行い、内子町で申請を受け付け、八幡浜支局福祉室に進達、

保護の決定については県が行うということでございます。平成２９ 年度の現在までの相談件数は

２２ 件、そのうち保護申請されたのは１５ 件、全て保護が決定しております。続いて、母子父

子家庭の状況でございます。母子家庭父子家庭などに対して支給される児童扶養手当の台帳の登

録世帯でお答えいたします。台帳世帯数１５４世帯でございます。その内、母子家庭父子家庭で

生活保護を受けられている世帯は４世帯でございます。以上でございます。  

〇税務課長（入海孝君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

〇税務課長（入海孝君） それでは、私の方から国民健康保険税についてお答えをさせて頂いた

らと思います。先ず、一つ目のご質問でございます。３０年度の国保税改正案におきまして、Ｂ

世帯は引き下げ幅が少なく、資産割として２万円近くかかり、一層の軽減策が必要ではないのか

というご質問でございますが、国保税率等の決定におきましては、内子町国民健康保険運営協議

会に諮問し、ご審議いただいた結果を、町長へ答申をいただくこととしております。今回答申頂

きました内容は、国保税の賦課方式を現行と同じく支払能力に応じました、応能割と呼ばれる所

得割、資産割、給付を受けられる方への応益割と呼ばれます被保者均等割、世帯平等割の４方式

を維持し、税率を改正するというものでございます。その結果、税率は現行と比べまして、平均
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で１世帯あたり１８，９２５円、率で約１２．７％の引き下げとなりました。４方式の割合は、

先ほどの応能割それから応益割の比率を、おおよそ５０対５０という風にしております。更にこ

の応能割の割合を、所得割を４０％、それから資産割を１０％とする割合にしております。その

ため、資産割を採用しないとした場合には、所得割のみで５０％を賄うとこが必要となります。

所得の高い世帯により一層負担を求めるか、又は、比率を改めまして、応益割の割合を引き上げ

るということが必要となり税率が高くなることが予想されます。国保税の算定において、資産割

を用いるかどうかについては、議論があるところでございます。県下の動向も注視いたしまして、

協議会にお諮りしたいと考えております。今回の改正では、Ｂ世帯は１０．５％と下げ幅が小さ

いとの指摘でございますが、ご夫婦の年齢の関係で、課税区分のである介護保険分が課税されな

いということになります。そのために、減率・減額の適用を満額受けることができないというこ

とでございます。そのためＡ世帯に比べ、下げ幅が小さくなったというものでございます。同様

な理由によりまして、ご指摘の資産割は全体で、５８．９０％から４８．８０％の１０．１０％

の引き下げとなりますが、Ｂ世帯は、率で４．１０％の引き下げしか適用されておりません。し

かし、現行に比べまして、２，０５０円の減額となっております。又、算定過程におきましては、

Ａ世帯と同じように引き下げの適用を受けておりますことをご理解賜りたいという風に思います。

又、低所得者に対しまして、より一層の軽減策でございます。各世帯の所得状況等によりまして、

所得等の少ない方につきましては、所得基準によりまして、応益割を７割、５割、２割を軽減す

る法定措置が講じられていますことから、一定の軽減は図られているものと考えております。ご

理解を賜りたいと思います。  

 次に二つ目の町独自の減免制度、２８年度の利用世帯数でございます。国民健康保険税の減免

については、地方税法の定めによりまして、条例で定めることによって減免することができると

されています。その関係で条例で該当する事案を定めているところでございます。ご質問のあり

ます平成２８年度におきます、内子町独自の減免制度を適用した世帯数は２世帯でございます。 

 次に三つ目の非自発的失業者の軽減条件を満たし、保険税を軽減した２８年度におけます世帯

数のご質問でございます。世帯数は３６世帯でございます。 

 次に、雇用保険への加入世帯数でございますが、国民健康保険は、中小企業などの協会けんぽ、

大企業の健保協会、公務員、教員などが加入します共済組合に加入されていない、自営業、農林

業などの方が加入する保険でございます。国民健康保険に加入される個人自営業などの方は、ご

家族を事業専従者として経営されている場合が多く、家族以外の従業員を雇用する法人格の会社

などとは違い、雇用保険に加入されることはあまりないと推測されます。また、国民健康保険の

加入申込においても、社会保険等からの離脱を確認すると致しておりまして、ご質問があります

雇用保険の加入というということについては、調査するということにはしておりません。そのた

めに加入世帯数につきましては把握はできないということで、ご理解を賜りたいと思います。以

上答弁とさせていただきます。 

〇学校教育課長（稲葉勉君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 稲葉学校教育課長。 

〔稲葉勉学校教育課長登壇〕 

〇学校教育課長（稲葉勉君） 私の方からは、中学校の部活動に対するご質問７点ございました
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が、これについてお答えさせていただきます。  

 先ず、一問目でございます。部活動の顧問を担える可能性のある教員は、いずれかの部活動の

顧問を担当しなければならないか、ということでございますが、これにつきましては、強制や義

務ではありませんが、任意で部活動の顧問を担当していただいております。 

 二つ目でございます。１日当たり平均の活動時間は。又、朝練習は含んでいるかというご質問

でございます。これにつきましては、日没時間により変わりますが、夏季は２時間、冬季は１時

間程度になります。朝練でございますが、内子中学校のバレー女子、バスケ男子、吹奏楽部で朝

２０分程度実施しております。それ以外につきましては、大会の直前など特別な場合以外は実施

をしておりません。 

三つ目でございます。長期休暇、夏休みの各平均活動日数はというご質問でございます。これ

につきましては、３０日の部活動もございますが、平均２５日から２７日程度です。 

 四点目、教員が平日の時間外労働や休日の部活動指導をする際に支払われる手当の基準はとい

う質問でございます。これにつきましては、県の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に

よりまして、休日の部活動手当てといたしまして、１日４時間以上指導した場合は３，０００円

が支給されます。なお、平日の時間外については支給されておりません。 

 ５点目でございます。生徒は何らかの部活動に所属しなければならない理由は。また、部活動

が運動部に偏っていることに対する現状に対する考えは、というご質問でございます。これにつ

きましては、学習指導要領では、生徒の自主的・自発的な参加により行なわれる部活動について

は、スポーツや文化に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に資するものであり、

学校教育の一環として、教育課程との関連を図ることと謳われております。内子町におきまして

は、生活指導面における規律や規則を身に付けたり、身体的・精神的に強い意思のある人間育成

や礼儀正しい人間育成ができるなど、普段の教材指導では体験できない側面を持っていること、

また子どもたちの体力向上、仲間との連帯感、社会性を身に付けさせるなどの大きな役割がある

ことなどから、校長が学校経営の一つとして部活動に取り組んでおります。なお、中学校４校と

も運動部に偏っている現状を教育委員会は承知しているところです。 

 ６つ目でございます。平日に出される宿題、予習復習として家庭での勉強時間はどの程度かと

いうご質問であります。これにつきましては、１時間３０分から２時間程度必要としております。 

 最後７番目のご質問であります。３点ございます。先ず、一つ目ですが、部活動の終了時間に

合わせてスクールバスは運行されているか。これにつきましては、いづれの中学校も部活動の終

了時間に合わせてスクールバスを運行しております。 

 ２問目でございます。最も通学時間が長い生徒の時間はどの程度かというご質問でございます。

これにつきましては最も遠い生徒の通学時間は、４０分程度とお聞きしております。 

 最後でございますが、部活動の数や、活動時間を見直す考えはというご質問でございます。こ

れにつきましては、生徒数の減少など部活動を取り巻く環境も大きく変化していますので、従前

同様の部活数の維持は難しいと学校では判断しています。現在文科省が、運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドラインの作成に取組んでいるようですので、それらも含めて部活の数や活

動の時間など、今後学校と一緒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。 
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○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） それでは、再質問させていただきます。一番の核兵器禁止条約に関連し

まして、日本政府に、核の傘に依存する安全保障政策を転換する兆しは全く見えません。唯一の

戦争被爆国であり、核兵器廃絶を希求する国として、これでいいのでしょうか。核兵器禁止条約

採択や核兵器廃絶国際キャンペーンＩＣＡＮのノーベル平和賞受賞など、世界には新しい潮流が

生まれ始めています。今後も日本政府が被爆の実相を訴え、核廃絶を外交の柱としていくつもり

があるのだとしたら、今こそ、この核抑止依存の安全保障政策を転換するべきです。禁止条約は

核兵器の非人道性への懸念を理念の柱としており、これまで被爆者や日本政府が被爆の実相を知

ってほしいと訴えてきた声にも呼応するものとなっています。一方、署名・批准については、安

全保障環境なども考慮して今から検討を始める、との声明を出すことで、核保有国と非核保有国

の橋渡し役を務めることも可能になるのではないでしょうか。北朝鮮は、これまで原発への核攻

撃について言及しています。伊方原発から距離が近い内子町の住民の安全と安心のためにも、北

朝鮮との戦争を煽るのではなく、対話を促すよう日本政府に要請していくことが大切ではないで

しょうか。このことを訴えまして、次に移ります。  

 生活保護についてです。全世帯に占める生活保護を利用している世帯の割合は、全国平均では

約１．６９％、県平均では２．１％ですので、内子町は１０５世帯ですと、６，４４９世帯とす

ると、１．６２８％となります。全国平均、県平均よりやや低い数字となっている訳ですが、研

究者の調査によると生活保護の対象となる低所得世帯のうち、利用している世帯の割合、利用率

は、３割程度とみられ、国際的にみても低い水準にあるといわれています。これには、３つの原

因が指摘されております。第一に、スティグマといわれる生活保護は恥だという意識や、あいつ

らは楽して得をしているというような生活保護に対するバッシングから、生活保護を申請するこ

とをためらってしまう。第二は、自分が生活保護を利用できることを知らない方が多い。年金が

あったらダメ、働いていたらダメ、持ち家があったらダメなどと誤解している方が多い。これは

制度の周知不足が招いていることです。第三に、勇気をもって役所の窓口に行っても、間違った

説明で追い返される。いわゆる水際作戦が依然として横行していることです。 こういったことを

象徴する、今後の生活保護行政を考えるうえで、大切な視点が含まれていると思われますので、

神奈川県小田原市の生活保護ジャンパーとその後の対応について紹介します。  

○議長（山本徹君） 関根議員に申し上げます。自分の主張だけでなく、理事者の答弁に対して

の質問をしてください。  

○２番（関根律之君） 全体的に主張も含めまして、その様な方向になっていると思います。  

○議長（山本徹君） 質問をしてください。  

○２番（関根律之君） 先程、生活保護の窓口について３か所、本庁、分庁、小田支所と窓口が

３カ所あるというお答えがありました。生活保護の窓口は、そこで断られたら命を落としてしま

う可能性がある最後の命の砦であり、命を守る尊い仕事として認識し、申請を待つだけでなく、

住民に対する制度の周知や民生委員等とも連携して、生活に困窮している方々を早期に発見し、

相談にあたっていただけますよう求めたいと思います。制度の周知について、内子町のホームペ

ージでは、生活保護制度や窓口に対する記載が見当たりません。先ずは、住民に制度をよく知っ
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ていただくためにも、相談窓口をとともに、制度の概要や申請から受給までの流れなどをホーム

ページや広報紙などに掲載するのが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。  

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） ホームページや広報によって、しっかりと周知させていただ

くことは、大変重要なことだと考えております。又、議員さんも言われました様に、民生委員さ

んへの相談であるとかいったことも、しっかりさせていただいておるところでございます。ご理

解いただいたらと思います。窓口についても、言われたように水際で申請を断るという様なこと

は一切ございません。説明をさせていただいて、ご本人が申請をするとご希望の場合は、受付さ

せていただいております。そのうえで、県に進達させていただいているという状況をご理解いた

だいたらと思います。  

○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） 先程、母子世帯の世帯数１５４世帯、うち生活保護の利用世帯は４世帯

というお答えがありました。子どもの貧困化や貧困の連鎖を断ち切るという観点からも、母子家

庭への目配りは優先事項になると思われます。手紙などで母子家庭に対して、生活相談窓口を案

内するなどアプローチすることは検討できないでしょうか。  

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

〇議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（曽根岡伸也君） こちらの方から、現在アプローチをかけるということにつき

ましては、様々な機関からの相談を受けた中で行うことはございますが、こちらから家庭にとい

うことは今のところ行っておりません。が、状況に応じてでございますので、必要であればそう

いったことも検討して参りたいと思います。  

○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） 母子世帯は、一般的に所得がそう高くない低所得者になる方が多く、生

活保護の利用率もそれなりにあるのではないかということも推測される訳ですが、どうしてもや

っぱり先程申し上げました様に、スティグマ、恥の意識ですとか、役所に勇気をもって行っても、

断られてしまうのではないかとか、生活保護制度そのものに知識が無いという方も多いのではな

いかということで、行政としても申請を待つだけではなく積極的なアプローチを、これは母子家

庭だけではないですけども、先ずは母子家庭から初めては如何かという観点で要望をさせて頂き

ました。 

 次に移ります。国民健康保険についてです。町独自の減免制度の利用世帯が２という答えがあ

りました。それに対して非自発的失業者での、これは国の制度ですけども、この減免規定の利用

世帯が３６世帯ということで、町独自の利用世帯は２と実質的には殆ど利用実績が無いというこ

とですけれども、これでは現に保険税負担が大きくて困っている人への救済措置にはなっていな

いということだと思います。国保に比べて、所得に対する保険料負担が低い他の公的健康保険か

ら国保に移行するときには、国による減免制度がありながら、所得が低い人が多い国保加入者が
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失業や病気等で収入が大幅にダウンしても、一度発生したその年度の保険料は全額納めなければ

なりません。保険料負担だけでなく、減免制度でも国保加入者は他の公的保険加入者に比べて、

保険料が高いという冷たい扱いを受けていると思います。国保加入者でも、せめて失業や病気、

ケガなどで前年度並みの収入の見込みが立たなくなったときは、発生した保険料を減額する制度

を内子町でも実施できないでしょうか。これは、国民健康保険に加入する多くの人たちの願いで

もあると思います。県内でも疾病や失業、急激な収入減少、恒常的な低所得に対して、国保税の

減免規定をしている自治体に、松山市のほか、四国中央市、新居浜市、砥部町、松前町、八幡浜

市、宇和島市、伊方町があります。内子町でこの制度を創設した場合の費用を試算したことはあ

りますでしょうか。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 収入減、疾病に関する独自の減免制度でございますが、これについて

は、取扱基準を定めております。ただ、他市町と比べまして、具体的に事案を収入減というもの

に対しては記載をしておりませんが、この収入減というものを事案として捉えていないというも

のではございませんので、そういう事案がもしあるようでございましたら窓口でご相談を頂けれ

ばという風に思います。  

○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） 今、収入減があった場合、取扱基準に記載はしていませんが、いないが、

減免を検討して、することがあるということだと思うんですけども、これは考えてみましたら、

町民にとってみたら不公平ではないかと思います。一緒に行った人とか、その人の地位とか、色

んなことでさじ加減が変わってしまうのではないかとか、もしそういう収入減少に対して減免制

度を町として設けて頂けるということであれば、やはり基準として明記して、問い合わせがあっ

たときに、きちんとこの様な規定で基準になっていますということが説明できるようにすべきだ

と思いますが如何でしょうか。  

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 町の取扱基準をご承知だろうと思います。その中で減免の意義という

風なことで記載をしています。減免ということにつきましては、国民健康保険税の納税義務者の

担税力、税を払う能力によって、その他納税義務者の個々の事情を考慮して一旦発生した納税を

減免するという風なことといたしております。一律にどれだけ下がれば適用するというのではな

くて、その個々の家庭の状況を判断して、減免を判断するということで、具体的なものについて

は記載をしていないというところでございます。  

○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） 基準については私も拝見させて頂きましたけれども、担税能力、税を支

払う能力に応じて判断する必要があるという、町としての立場も分かりますが、先に私が言いま

したように、元々国保加入者は保険料が高い訳です。他の公的保険に比べましてね。その国保加
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入者が病気や失業で収入減少があったときに、何らかの救済があるべきではないかということで、

他の市町村でもその様な独自規定を設けている自治体がある訳で、その自治体も何らかの基準を

示していると思いますよ。具体的に書くとなかなか都合が悪いということもあるのかもしれませ

んが、減免するということがあるのであればそのことを周知するということが、公平性の観点か

ら必要だと思いますので、是非ご検討をして頂ければと思います。 

 次に中学校の部活動ですけれども、最初の質問で、部活動の顧問を担える可能性のある教員は

いづれかの部活動の顧問を担当しなければならないことになっているかという質問に対して、強

制ではなく任意というお答えがありました。確かに、制度上は強制することが出来ないことにな

っているんですね、法的には。しかし、現実にはもう部活の顧問をせざるを得ないということが

全国的にその様な実態が分かっています。２０１６年度のスポーツ庁による調査で教員全員によ

る指導体制が取られている学校は８７．５％です。教員は部活動の指導をするしか選択の余地が

ない、ほとんどないというのが実情だと思います。また、部活動において超過した勤務時間に対

する平日の残業代にあたる手当は支払われないということでした。それから、土日祝日に出勤し

た場合、４だともわだと３，０００円ですか、３，０００円というと交通費やお弁当代とかも考

えると、４時間で最低賃金以下、気持ち程度のものでしかないと思います、教員の所定労働時間

は７時間４５分ということになっているそうです。労働基準法によれば、６時間を超えているの

で少なくとも４５分の休憩時間をとらなくてはなりません。東京都教職員組合のウェブサイトに

よると、教員の勤務時間の例として８時１５分に勤務が始まり、１５時４５分まで勤務が続く。

そこから４５分の休憩時間があり、１６時３０分から勤務を再開し、１５分だけ働いて退勤とい

う割り振りが例示されています。多くの労働者は昼食時が休憩時間に相当しますが、教員の多く

は昼食時には給食指導であり、その後の昼休みも指導や相談、校務で時間を費やすため、労働基

準法上の休憩時間をまとまって４５分間取ろうとすると、どうしても１６時頃からとならざるを

得ない事情があるようです。しかし、実際には１６時頃には多くの場合、部活が始まる時間であ

り教員は休憩時間をとることなく、部活の指導にあたっていることになります。学校教育課から

いただいた部活実態調査表によると、冬季で１７時半頃まで夏期では１８時半頃まで部活動の活

動時間になっており、先程の答弁と少し違いますが、休養日の水曜日を除けば部活動だけで平日

は１時間半から２時間半のサービス残業ということになるのではないでしょうか。土日祝日は、

内子町教育委員会からの通知によれば、月に２日以上を休養日に充てることとされていますが、

基本的には活動日に充てられており、多くは午前中４時間程度が活動時間とされています。 

２０１６年度に１０年ぶりに実施された文科省の教員勤務実態調査によれば、勤務時間が週６

０時間、月に換算して８０時間残業をしているのは、小学校で３３．５％、中学校で５７．７％

に達し、月１００時間超の残業は小学校で１７．１％、中学校で４０．７％にのぼります。多く

の教員が、労災認定でのいわゆる「過労死ライン」といわれる月８０時間、月１００時間を超え

て働いています。 

 ここで、教育長、教員の過重労働の観点から内子町の中学校部活動の現状をどのようにお考え

になるか。再度、お尋ねいたします。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

‐ 64 ‐ 

○教育長（井上淳一君） 今、議員がご指摘されましたように、先生方大変重労働の勤務条件と

なっています。そこで、教育委員会といたしましては、昨年の６月１日付けで、少しでも先生の

過重労働の負担を軽減したいということで、運動部活動休養日の設定ということで通知を出させ

ていただいております。先程、議員も言われましたけれど、スポーツ庁が見直しのガイドライン

を設けておりますので、今後のこの辺の動向を見ながら、再度検討して参りたいという風に考え

ているところでございます。  

○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） 次に生徒にとってはどうでしょうか。部活動が運動部に偏っており文化

部が少ないというのは、学校教育課も認識はしているということですが、特にお考えの答弁はあ

りませんでした。少し気なるところではありますが、教員の数の問題もありますし、文化部は教

員が指導できる技能によるところも大きいのかとも考えると、ある程度致し方ないのかもしれま

せん。長浜高校水族館部のようなことを望むのはなかなか難しいですが、教員に特技などがあり、

指導できるものがある場合には柔軟に考えていただきたいと思います。家庭学習の時間に関して

は、基本的には中学校においては平日に家庭での学習時間がなくても授業がある程度成立するよ

うにするのが好ましいと考える立場ですが、先程平日で１時間半から２時間の家庭学習が必要だ

という答弁がありました。毎日夏場は６時７時まで部活をやって、家に帰って食事をして８時９

時になってから勉強も必要というのでは相当に生徒たちも疲れがたまるのではないかという風に

心配いたします。平日の部活動の終了時間に合わせたバスの運行に関しては、運行しているとい

うことで安心いたしました。  

 部活動の活動時間や活動日が多いことが問題だということを申し上げてきましたが、多くの人

にとって、辛かった面もあるけれど、部活動はやってよかったと思っているし、学校生活の中で

も一番良い思い出になっているというような声もよく聞きます。実際、クラスメートよりも部活

動仲間との方が、濃密な時間を過ごすことが多いのも事実ですし、学校の授業よりも楽しさや、

やりがい、生きがいを感じている生徒も多いと思います。土日を惜しんで、みんなで一生懸命練

習して試合に勝った時の喜びは何事にも代えがたいものになるでしょう。保護者でも自分の子ど

もが一生懸命に打ち込んでいるのを応援したいという気持ちや、中には厳しくても子どもをしっ

かりと教育してほしいと部活動を肯定的にとらえている方も多いと聞きます。一方で、生徒にと

って部活動が重荷に感じられても、部活動をなかなか辞められないという問題があるようです。

生徒同士の繋がりが絶たれる恐れや、学校での居場所を失う不安だけでなく、今では中学生でも

スマホが急速に普及し、ＬＩＮＥなどによって、脱落者、逃げた、ずるい、といったいじめに合

う、目に見えない同調圧力や束縛でも生徒を苦しめることもあるようです。名古屋大学大学院教

授で教育社会学が内田良 氏は、部活動問題でも。 

○議長（山本徹君） 関根議員、質問は要点をまとめて。質問はありませんか。  

○２番（関根律之君） 質問をするために必要な情報だと思いますので、申し上げている訳なん

ですけれど。  

○議長（山本徹君） 要点をまとめてください。  

○２番（関根律之君） 今の中学生を見ていると、あまりにも忙しそうで気の毒に思うことがあ
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ります。社会で生きていく力を身に付けるのを教育の目的とするならば、もっと生徒自身に自由

に考え、決めさせる機会を与えるべきではないでしょうか。それは、教員も同様です。教員も休

日は家族を大切にして、地域活動に参加したり、自分の趣味に時間を使ったりと、文化やスポー

ツを楽しむ余裕があってほしいと思います。そうした余裕があってはじめて、人に対する思いや

りや社会性を養う教育が可能になるのではないでしょうか。最後になりますが、先に紹介したス

ポーツ庁による部活動の骨子案では、活動時間を平日２時間以内、休日３時間以内、休養日を週

２日以上とする内容が発表され、今後、具体策を各自治体の教育委員会などで検討するものとさ

れています。私は、教員の働き改革を含めて、今後の部活動の在り方を考えるうえで、今の教育

委員会だけでなく、より幅広く町外の教育関係の専門家や保護者の代表、教員も交えた有識者会

議を町長の強いリーダーシップで招集し、検討していただきたいと思います。この点につきまし

て町長のご所見をお伺いします。  

○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） 学校の先生の勤務状況等々につきましてはですね、色んな県の条例等々

の中で、整備されているんだろうと思いますし、町の教育委員会の関わりの中でですね、しっか

りと子どもたちに向き合うような制度設計の中で対応されているという風に思っています。併せ

て、今、関根議員がご質問にありましたように、ＰＴＡでありますとか保護者でありますとかで

すね、みんなの知恵を出して、良い学校、良い子どもたちが育つような環境を作っていったらい

いと私は考えているところです。以上でございます。  

○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） 静岡市はですね、先程私が申しあげた様な、保護者の代表や教育関係の

専門家なども交えた有識者会議で検討を重ねて独自の部活動の骨子案を決めて発表されています。

ぜひ内子町でもですね、自分たちの学校の部活動の在り方というのを、幅広くですね、保護者も

交えて議論する機会を作っていただきたいという風に願いまして、私の一般質問を終わります。  

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午前１１時２０分から再開します。  

 

午前１１時０７分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

○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、向井一富です。通告書に沿って質問させていただきます。まず、

防災関係からご質問させていただきます。今年の冬は記録的な大雪で全国的に大変な思いをされ
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ました。内子町でも３回の大雪でいろいろと苦労された人が沢山おられます。積雪、倒木、停電、

凍結による水道管破裂による漏水断水等々、その中で道路の除雪の件をお尋ねします。県道は十

分とは思いませんが、遅ればせながらでも除雪が何とかされたようですけども、町道はいつまで

経ってもそのままで、住民がたまりかねて手持ちのスコップ、機械で除雪している状態でした。

全国的にも業者が足りなくて除雪が思うように進まないとか、予算がなくて出来ないとか良く聞

きます。除雪等に業者が使えないのであれば、自主防災組織に予算を付けてお願いすることは出

来ないものなのか感じているところです。ということで、自主防災組織の発動要件をどの程度の

災害を想定しておられるのかお尋ねいたします。防災の観点から積雪も災害のひとつと考えるが

認識をお伺います。防災計画書にも自主防災組織よる避難道の確保が謳われております。特に避

難ということではございませんけれども雪が積もると、身体に異常をきたす人等、リスクは普段

より数倍高くなります。寒さによる体調不良、転倒、交通事故等々緊急を要することが多くなる

のは間違いありません。その危機感を考えておられた地域の方は自発的に手持ちの機械等で除雪

をし、やっていただいとる現状があります。本当に感謝しかありません。町としてもそのことに

少しは配慮されて何か金銭的な措置を取られるつもりはないかお尋ねいたします。自主防災組織

とは読んで字のごとく、自分たちが主になって防災を行う組織ということだとは思いますが。町

にも指導監督する責任があると思うがお考えをお聞かせ頂きたい。それに地元の防災組織では、

避難所の対応等の訓練が中心になっていて、どのような災害で避難しているか、はっきり具体的

な災害を想定した訓練になってない気がします。その意味でも、自主防災組織の発動要件を明確

にし、また、組織のスキルアップ、意識の統一性のためにも、情報交換、研修の場を設ける必要

があると考えるがいかがお考えかお尋ねます。 

続きまして、２０１５年の９月に国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能

な開発目標、ＳＤＧs についてお尋ねいたします。これは、環境問題とか、貧困問題等を２０３

０年までに無くして行こうとすることを目的にする取り組みで、大きく１７の目標と、それを細

分化した１６９の項目に沿って地球規模でやっていこうとする取り組みでございます。当町の「エ

コロジータウン内子」の取り組みはまさにこの考えに重なると思いますが、このＳＤＧs に対す

る町長の見解をお聞かせください。また、総合計画の中の「プロジェクト１０」も、このＳＤＧs

に沿った計画に仕上がっているように思います。そこで、この度、昨年１２月２６日に、総理大

臣官邸で、ジャパンＳＤＧs アワードの表彰式がありました。第一回目となるこの度は、全国で

２８２団体企業の応募があり、１２団体、企業が受賞されました。自治体では、北海道の下川町

が最優秀賞の内閣総理大臣賞を受賞されました。その他、お茶の伊藤園、お笑いの吉本興業等々、

１１の団体が選ばれました。因みに北海道の下川町の取り組みは、①森林総合産業の構築、②エ

ネルギー自給と低炭素化、③超高齢化社会への対応、の３つ柱の取り組みで受賞されました。そ

こでＬＡＳ－Ｅの取り組み、生ゴミのたい肥化、バイオマス発電、デマンドバス、子ども医療費

の無料化、上下水道の整備、子育て支援、生活困窮者自立支援等々優れた取り組みをしている内

子町は、受賞の対象になり得ると思われるが、これに応募されたか伺います。また、その表彰式

の時に、同時にＳＤＧs アクションプラン２０１８も発表されたが、そのことに関する認識と内

容が分かれば教えて頂きたい。また、その中の重点８項目に予算が付けられているようでござい

ます。その中でも再生可能なエネルギーの開発に多くの予算がついていると見たわけですが、予
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算が付いているのであれば、それに手を挙げて導入するべきだと考えるところです。 

そこで、プロジェクト１０に計画されていた小水力発電は、水量が足らないので断念したかに

聞いておるのですが、その代わりに、浄化センターによるメタンガス発電を取り組んではと考え

るがご意見を伺いたい。また、毎日出ているゴミ焼却場の熱、何か利用出来ないか提案したいと

思いますが、お考えをお聞かせ願いたい。これは、ＳＤＧs 目標の７番に「エネルギーをみんな

に、そしてクリーンに」と１３番の気候変動に具体的な対策に通じると思います。先般も伊方原

発３号機の再々稼働反対の請願書が出ましたが、原発が止まっている間にも石炭火力発電がどん

どん増えて二酸化炭素を排出しております。もっとスピード感を持って再生可能エネルギーの開

発が急がれるところです。 

また、先日まで繰り広げられた平昌オリンピックの日本選手の活躍にはほんとに勇気と感動を

頂きました。メダリストの皆様には、心よりお祝い申し上げますと共に次の東京オリンピックに

は、大きな期待が膨らんできます。そこで、全国の自治体でも取り組んでおられます、「都市鉱山

から作る、みんなのメダルプロジェクトと」言う運動がありますけれど、その取り組みを当町で

も実施するつもりはないか伺います。みんながいろんな形で進んで参加することで、オリンピッ

クが更に身近になり感動も一層強いものになると思うし、これもまさにＳＤＧs の考えに当ては

まる取り組みと思いますので、ご所見を伺います。 

次に、前回も質問させて頂きました引きこもり対策の件ですが、昨年９月に実数確認調査をし

て頂きました。大変にありがとうございました。２２名の該当者が確認されたとの報告でしたが、

実際はもう少しおられると考えております。現に、知り合いの民生委員さんに確認致しましたと

ころ、明らかに引きこもり状態にある方を２名確認はしているが、報告はゼロで出しました、と

のことでした。その理由は、その人の人権等に配慮したからと言われておりました。自分もその

気持ちはよくわかります、触れられたくたくないとのご家族の思いを察しての事だと思います。

逆に正直に報告された民生委員さんの勇気に感謝申し上げます。また、同時に、その配慮が見て

見ぬふりになり、このことについて何も前進しないような気がします。先ずは、その方たちの状

況、実態、調査をして把握して対策を打つ事が大事じゃないかと思われます。ともあれ２２人は

確認されたわけですから何とか前進しようではありませんか。本人、家族は長い間に色々悩み、

その結果、社会と孤立していったものと考えられます。一筋縄では解決しないと思いますが、「誰

一人取り残さない」というＳＤＧs 精神に則り、是非アウトリーチで１歩前へ進もうではありま

せんか。再度お考えを聞かせてください。早くしないと手遅れになる場合があります。既に手遅

れになっている感もあります。今、８０５０問題と言われて、親が８０歳、子どもが５０歳、と

いうことで、現況は親の蓄え、年金で何とか暮らせて行けるが、親亡き後の問題が指摘されてお

ります。個々に難しい問題もはらんでいると思われますが、専門家も交えてしっかりと対応して

もらいたいと考えるところです。その中でも、この度、内閣府でもその緊急性を踏まえて、５年

ごとの調査を前倒しで、今年、２０００万円の予算を付けて年齢４０歳から５９歳の、実態調査

をする事になりました。過去２０１０年と２０１５年に１５歳から３９歳を対象に調査しており

ますが、その結果全国に５４万人の対象者が存在していることが判明いたしました。この数は、

国益からしても凄くもったいない数字だと考えます。今回の調査ではその上の年齢ですから、ざ

っと考えてもそのような状態の対象者は、倍くらいの数字になると思います。この調査に絡めな
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がら本気で内子町でもそのことに取り組んでもらいたいと思います。まずは孤立させないことが

大事なことだと感じます。 

 最後に、ＳＤＧs目標の４番に「質の高い教育をみんなに」、とありますが、内子町の小中学校

の外国語教育についてお尋ねいたします。日本をとりまく状況は、少子高齢化、人口減少の一途

をたどっております。経済、福祉政策にも増々かじ取りが難しくなってくると思います。ＳＤＧs

１７番にあるように「パートナーシップで目標達成を」とあるように、外国との協働でなければ

日本もやっていけない時代に入って来ると思います。それには、語学の壁は低くしないといけな

いと思います。そのためには語学教育はとても重要だと考えます。まさにグローバルの時代が更

に進化しております。過去４年間の安倍政権の中で農産物の輸出も６，０００億円から８，００

０億円に増え、１兆円にもう手が届くところまで来ています。また、訪日外国人も８７０万人か

ら２，８００万人に、その消費額も１．１兆円から３．８兆円と急激に増加しています。日本経

済も外国人に頼らないと成長の兆しが見えてこない状態が進んでおります。その意味ではグロー

バルな人材育成は急務です。語学の勉強は早いほどいいと考えます。学校の指導要領もかわるよ

うですが、現在の小中学校の外国語教育の状況をお尋ね致します。以上です。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。 

○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） それでは先ず私の方から、防災減災についての自主防災組織の部分に

つきましてお答えをさせていただきます。（１）内子町の自主防災組織の発動要件を問う。（２）

内子町の町道除雪は、自主防災組織の発動要件に入らないか問うというご質問でございますが、

結論から申し上げますと、自主防災組織は地域の自主的な組織でございますので、行政として発

動要件を定めてはございません。自主防災組織は、防災に関する住民の責務を全うするため、地

域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する

組織でございます。平成７年１月に発生した「阪神・淡路大震災」では、大規模災害時における

公的な消防防災体制の機能の限界を示す災害でございました。大規模災害になればなるほど公的

機関の機能は低下するという事でございます。このことから、発災直後の人命救助や初期の消火

活動などは、自助・共助が基本となり、近隣住民の協力が大きな役割を果たす事となります。災

害発生時には、自主防災組織で自ら判断し行動していただき、場合によっては消防団や防災関係

機関とも連携しながら活動いただくことが重要になってきます。地域住民にとって、防災はそれ

ぞれの生命、身体、財産を守る上で最も基本的な問題です。「住みよい地域をつくろう」というコ

ミュニティ活動の基本から、「自分たちの地域は自分たちで守ろう」という地域防災のための住民

の皆さんの活動は、さまざまなコニュニティ活動の核となるべきものと考えてございます。 

続いて、内子町の各自主防災組織間の情報交換と研鑽の機会を問うというご質問でございます。

災害規模が大きいほど公的な支援の到着が遅れるという現実に対応するためにも、町内全ての自

主防災組織に対し、防災士をバランスよく確保いただけるよう、自主防災組織の皆さんに対して

受講の呼び掛けをしております。また、昨年末「内子町防災士連絡会」を発足しました。今後に

おきましては、自主防災組織、防災士連絡会、消防署はじめ関係団体と連携し、各防災組織の情
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報連携や研修など、共に防災意識を高め合う場として「内子町防災関係者合同研修会を開催した

いと考えております。防災関係者が一堂に会した研修会を開催することで、それぞれの役割を再

認識し、情報交換を行いながら工夫を凝らした地域防災力の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

続きまして、二つ目のＳＤＧｓの取り組みについて私の方からは、１つ目、２つ目、３つ目の

質問までご答弁も申し上げます。先ず、ＳＤＧｓの取り組みに関する町長の所見を問うというこ

とでございますが、ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）

は議員ご指摘の様に、２０１５年９月に国連総会特別サミットで採択された開発目標で、日本語

では「持続可能な開発目標」と訳されております。１７の目標と１６９のターゲットから構成さ

れ、国連加盟１９３ヵ国が２０１５年から２０３０年までに達成すべき目標です。内子町では、

２０１５年１１月にいち早く「ローカルＳＤＧｓ ｉｎ 内子町」と題するフォーラムを開催いた

しました。また、翌２０１６年１１月には、役場職員を対象とした「ＳＤＧｓを内子町で考える」

を開催いたしました。さらに、２０１７年９月には内子町で「四国版ローカルＳＤＧｓをつくろ

う～」と題したワークショップが、国連生物多様性の１０年市民ネットワーク四国地域グループ

と内子町の共催で開催されました。これらの動きは、２０１６年、自治体国際化協会が発刊する

機関誌「自治体国際化フォーラム」や、平成２９年度の「環境白書」及び日本政府の「国連ハイ

レベル政治フォーラム報告書」で紹介され、内子町は日本におけるＳＤＧｓの先進自治体として

認識されてございます。「環境白書」では、内子町が自治会ごとに「地域づくり計画書」を策定し、

町の総合計画の基礎としていることや、木質ペレットの普及を図っていることが紹介され、その

取組がＳＤＧｓのゴールに合致しているとされています。さらに、内子町が「エコロジータウン

うちこ」をまちづくりのキャッチフレーズに掲げ、自然にやさしい、生活にやさしい環境政策に

取り組んできたことが紹介され、内子町が目指すまちづくりの先には、ＳＤＧｓが掲げる目標が

見えてきますと結ばれています。また、「国連ハイレベル政治フォーラム報告書」では、内子町が

「町並み・村並み・山並みが美しい、持続的に発展するまち」を町の将来像に据え、少子高齢化

による人口の急減や農林業の衰退など、深刻な課題を抱えつつも、時代の変化に対応しながら、

いつまでも住み続けられる町を目指して各種施策に精力的に取り組んでいることが紹介され、Ｓ

ＤＧｓの取り組みが自治体の施策に深く関わっていることを物語る事例として紹介されています。

ＳＤＧｓは、持続可能な世界をつくるためにすべての国で実現すべき目標です。内子町のまちづ

くりとも親和性が高く、町としても積極的に取り組むべきと考えてございます。 

２つ目の、内子町は第１回ジャパンＳＤＧｓアワードに応募されたか尋ねるというご質問です

が、平成２９年度「ジャパンＳＤＧｓアワード」は、国の持続可能な開発目標推進本部が平成２

９年９月から１１月にかけて公募したものでございます。町の施策として、ＳＤＧｓを前面に打

ち出しに取り組んでいる状況ではございませんでしたので、応募はしてございません。 

３つ目の「ＳＤＧｓ ジャパンアクション２０１８」について問うというご質問です。議員ご質

問の「ＳＤＧｓ ジャパンアクション２０１８」とは国の持続可能な開発目標推進本部が策定した

「ＳＤＧｓ アクションプラン２０１８」のことと推察します。これは、ＳＤＧｓ達成に向けた政

府の行動計画でございます。その副題には「～２０１９年に日本の「ＳＤＧｓモデル」の発信を

目指して～」とあり、２０１６年１２月に策定された「ＳＤＧｓ実施指針」について、２０１９
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年までを目途に最初のフォローアップを実施することとしています。２０１８年においては、こ

のアクションプランに基づいて、主要な取組を実施しつつ、更に具体化・拡充し、日本の「ＳＤ

Ｇｓモデル」を構築するとしており、今後様々な施策が展開されるものと理解しています。内子

町としても国の方針に沿った対応を行い、ＳＤＧｓ達成に努力したいと考えてございます。なお、

その一環として、現在、内閣府において、ＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業の募

集が行われてございます。内子町として応募するかどうかは、総務課を中心に検討しているとこ

ろです。以上で、私の答弁とさせていただきます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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、除雪の費用助成と浄化槽発電に

ついてお答えいたします。先ず、除雪の費用助成でございますが、今回３度の大雪で、町内各全

域の県道及び町道で、それぞれの地域で、多く町民の方々に、除雪をしていただきました。この

ことについて心からお礼を申し上げたいと思います。今回の大雪に際して、多くの方から町道の

除雪の要請がありました。しかしながら、国道・県道を優先しその後、町道等の除雪を対応する

ことや、除雪作業の業者等の不足等から、全ての要請に対し早急に対応することができませんで

した。そのような中で、住民の皆さんにご協力いただき、町道等の除雪作業が進められ、大変ご

苦労をおかけいたしました。現在、除雪に対する補助制度はございませんが、今後、少子高齢化

の進行や業者等の増加が見込めないなど、住民負担の増大が予想されることから、今後の積雪の

動向などを十分勘案しながら、様々な角度から検討をしてまいりたいと思っとります。 

 続きまして、浄化槽発電でございます。内子町浄化センターで発生した汚泥を利用し、メタン

発酵させ、その過程で発生したメタンガスを発電や給湯などのエネルギーとして活用し、さらに

発酵後の消化液は、有機肥料として地域の農地において循環利用することは、循環型社会の構築

としては、一つの方法であるとは思いますが、今の処理施設に新たに、メタン発酵発電設備の新

設が必要となり、規模にもよりますが、数億円から十数億円建設費が必要となります。汚泥につ

いては、現在も堆肥として再利用されており、費用対効果を勘案すると現状では導入の考えはご

ざいません。以上答弁とさせていただきます。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは、ごみ焼却場の熱利用とメダルプロジェクトの取

り組みについて答弁をさせていただきます。先ず、ごみ焼却場の熱利用についてのご質問でござ

いますが、内子町クリーンセンターは、准連続燃焼式ストーカ炉で１日１６時間の稼働で２１ｔ

の処理能力を有しております。施設の稼働によって発生する熱量は年間で３万８，９００ギガジ

ュールになり、熱利用においては、白煙防止用空気予熱器、並びに燃焼用空気予熱器の中に燃焼

によって発生した高温の排気ガスを循環させ、煙突からの白煙防止や、焼却炉の安定的な燃焼を

行う設計となっており、施設内の給湯設備の一部についてもこの排熱を利用する構造になってお

ります。議員ご提案のクリーンセンターの熱利用については、焼却炉の安定的な燃焼を行うため
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設計上組み込まれているもので余剰分はございませんので、現状以上の熱利用は難しいと考えま

す。将来的に設備更新の際には、当然、熱利用設備も含め総合的な検討が必要だと考えておりま

す。 

次に、メダルプロジェクトの取り組みについてでございますが、これは財団法人東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会組織委員会が、大会で使用するメダルについて、使用済み携帯電

話等の小型家電から製作しようとするもので、このプロジェクトと通じて、金銀銅合わせて約５，

０００個のメダルを作ろうと予定しているものでございます。内子町では本プロジェクトに平成

２９年６月１４日付けをもって賛同し、昨年の広報うちこ１０月号でも掲載しておりますように

「携帯電話専用・小型簡易型回収ボックス」を、役場本庁１階の環境政策室の入口に設けており

ます。この回収ボックスは、自治体又は認定事業者が公共施設や商業施設等、全国約７，０００

箇所に設置しているものであります。町リサイクルセンターにおいては、平成２９年１０月から

回収及び直接持ち込みされた全ての小型家電をメダルプロジェクトに活用しており、このプロジ

ェクトの趣旨に沿って、従来は粗大ごみ収集でしか回収していなかったパソコンやプリンターな

どの周辺機器についても、今年１月より直接持ち込まれる場合に限って、回収を受け付けており

ます。また、イベント型回収も行っており、先般、２月１４日に開催した、環境子ども会議の体

験型学習会の分科会において、本プロジェクトの四国地区における認定業者を招いて、「夢のある

金属リサイクル」と題し、本プロジェクトの取り組みを始め、金属リサイクルの仕組みを学ぶと

共に、参加者する小・中学生には、事前に不要になった小型家電の持ち寄りを呼びかけ、携帯電

話、パソコンを始め小型家電、計２６点、重量にして５８kgを回収しております。町としては５

Ｒ運動の推進をはじめ、循環型社会の仕組みづくりにより、持続可能な社会を目指しております

ので、今回のプロジェクトを契機に小型家電リサイクル制度に関しての関心を高めてもらい定着

できるよう、様々な機会を捉え推進してまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただ

きます。 

○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） 私の方からは、内子町のひきこもりへのアウトリーチの取り

組みについてお答えをしたいと思います。 

まず最初に、１２月議会で、民生委員さんを通じて行った実態調査ですけれども、２２名とお

答えしておりましたが、その後追加でアンケートの提出がありまして、合計で２３名の方を確認

しているところでございます。内子町におけるひきこもりのアウトリーチについてですけれども、

前回と重なるお答えもありますが、お答えしたいと思います。ひきこもりのアウトリーチにつき

ましては、大洲市、内子町内の障がい者相談支援事業３事業者、具体的に言いますと、障がい者

地域活動支援センターかいと、大洲育成園、大洲ホーム、この３事業者に事業を委託をしており

まして、相談支援事業を行っているところです。平成２８年度の支援は３３８件、うち就労に関

する相談は４３件でございました。この相談事業を通じ、就労に至った人数はこの３年間で１５

人、前回もその様にお答えしております。地域活動支援センターかいとで対応した相談支援で、

在宅から施設や福祉サービスを利用開始した人数はこの３年間で７人になりました。１２月議会
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では６人とお答えいたしましたが、それ以降１名増えております。保健センターが精神保健に関

する相談対応を行った件数は、訪問相談３５件、延べ４７回。電話相談５件、延べ１３０回。来

所相談が５件、延べ１８回です。ケース検討会を実施した回数は７回です。その相談の中にはひ

きこもり状態を伴っているケースもございましたが、直接ひきこもりに関する相談としてではな

く、その多くは精神疾患に関する相談が中心でございました。そういったことから、積極的なひ

きこもり支援につなげることが困難な事例がございました。ひきこもり関連ケースとしての認識

を持ちながら、そういったケースについては継続的なかかわりを持つ中で、アウトリーチ支援へ

のタイミングよく行うことができるよう、関係機関との情報交換や、連絡会を定期的に実施して

いるところです。あわせて、愛媛県では今年度中にひきこもり調査がされていない市町で同様の

調査を行うことが決まっております。他市町の状況が明らかになることで、ひきこもりに対する

対応方針が県からも示されるのではないかと思っているところでございますが、内子町において

は保健センターや障がい者地域活動支援センターの存在を普段から住民に向けて広く周知をして

いくための広報活動、それから家庭への支援を行うアウトリーチ型の支援をタイミングよく行う

ことができるよう関係機関との情報交換、そして家族がひきこもりの本人が相談しやすくなるよ

うなアドバイスであるとか支援を継続することが重要だという考えております。あわせて、地域

の支え合い体制などにも取り組む必要があるのではという風に考えておるところです。以上です。 

○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、私の方から外国語教育についてお答えさせていただき

ます。教育委員会では、教育大綱の「社会貢献を実現する人材の養成」で掲げている通り、英語

力の向上をはじめとした英語教育の推進に取り組んでいるところでございます。主な取組みは次

のとおりでございます。先ず小学校の関係でございます。1 つ目ですが、小学校外国語活動推進

校指定・研究事業でございます。この事業は、平成２１年から子どもたちが楽しく外国語に関わ

ることができるよう研究事業として進めております。今年度は２月に内子小学校を会場に研究発

表大会を開催し、町内の小中学校の教員も参加して研究を重ねているところでございます。２つ

目でございます。教員対象の研修会でございます。平成３２年度からスタートする次期学習指導

要領では、小学校５・６年生が、外国語を年間７０時間、小学校３・４年生が外国語活動を年間

３５時間実施することになります。そのため、本年度から特に小学校の教員を対象として次の研

修を実施しております。１つ目が、小学校英語教育全体研修会でございます。２つ目が、小学校

英語教育リーダー研修会でございます。３つ目の事業でございます。小学校教員海外研修事業で

ございます。この事業は、平成３０年度予算要求している事業でございまして、本議会でお認め

いただければ、実施させていただくものでございます。内容につきましては、議員全員協議会で

説明させていただいたとおりですが、小学校教員の外国語指導力アップのための、ドイツ・ロー

テンブルク市の小学校・高校で研修するという事業でございます。続きまして中学校関係でござ

います。中学校におきましては、平成１４年度から中学校英語弁論大会を実施しております。本

大会は、今年度で１６回目を迎えました。中学生の英語力、国際感覚の向上を目指した大会とし

ております。また、今年後から取り組んでおります英語検定料補助金交付事業につきましては、
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森永議員への答弁のとおりです。その他といたしまして、英語教育推進のために、平成２８年度

からＡＬＴ（外国語指導助手）を１名増員しております。幼稚園・保育園をはじめ、小学校の１

年生から４年生に対しても英語に触れる機会を創出しているところでございます。現在の学習指

導要領にはない内子町独自の取組であり、小学校４年生以下に対する英語教育を積極的に進めて

いるところでございます。以上答弁とさせていただきます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） お昼にもなりましたので、短めに再質問させていただきます。 

 １点目は自主防災の関係。大半が前向きな答弁を頂きました。ありがとうございます。１点で

すね、各自主防災組織の形態なんですが、新たに自主防災組織を作ったんだろうと思うんですけ

ども、その中でも自治会がそのまま自主防災組織になっているのか、独自になっているのか、現

状が分かれば教えていただいたらと思います。 

○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） 殆どが自治会単位で結成されているのが自主防災組織でございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） その中で役員、自主防災会の会長さんが自治会長さんと兼務されとると

ころもありますか。 

○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） ございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 自主防災組織の関係で、同僚議員が質問されました大久保の雪の害で停

電が３日続いたということ、これについては自主防災組織ということではないんですけど、避難

をする状況であったような気もするんですけども、そこら辺の認識をお聞かせください。 

○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） 今回の大雪被害に限らず、災害につきましては、先ず自分の身の安全

を守るということが最大の基本であろうと思います。逆に非難をすることによって、危険にさら

される場合もございますし、今回の様に大雪のために身動きが取れないような場合は、特に高齢

者の方につきましてはですね、自宅でじっと待機をするというようなことがまずは大切ではない

かなと考えてはございます。ただ、自主防災組織、それから消防団、色々な地域の組織ございま

すので、そういった組織が地域で上手く連携しあいながら、自主防災組織の中で連携とっていた

だきながら自主的に動いていただくことによって、被害を最小限に食い止めることができるので

はないかという様な認識がございます。非難については繰り返しになりますが、ケースバイケー

ス、その状況に応じて行動してもらうということが一番何よりかなとという風に考えております。 
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〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 水道管の破裂でかなりのところが被害にあったと思うんですけども、役

場の水道課の職員でしょうか、夜中の１１時、１２時頃に駅前の方で検針をされとった様な状況

がありました。これをですね、自主防災組織のようなところで調査して回ってもらうような要請

はできなかったのかお尋ねいたします。 

○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） 消火栓、メーター等のですね確認をしながら、破損個所の調査をして

いくということなので、ある程度職員でないと位置関係とかも十分把握できていない部分があり

ます。それから、職員間で夜間に実施することによってスムーズに効率的に行うことも必要でご

ざいましたので、今回は職員で対応したところでございますが、ただ、今回の様に水道施設、ど

こが破損しているか分からない場合は、当然、地元の方の協力も必要だろうと思います。それに

つきましては、それぞれの家、地域地域の施設等の漏水の確認、こちらの方は勿論、地域、自主

防災組織の協力も必要ではないかないう風に考えてございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 続きましては、ＳＤＧｓの関係ですけども、浄化センターの発電、２億

３億のお金が要るということで、なかなか前向きには検討しにくいということも言われたんです

けども、先ほども言いました、ジャパンアクション２０１８の中に、再生可能エネルギーに関す

る予算が５００幾億円か予算化されとるようでございますけども、そういうのも利用しながらや

っていくという考えはいかがでしょうか。 

○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） 浄化センターで発生した汚泥の関係でございますけども、

先程の答弁で費用対効果の面から現在は考えていないということでございます。今の補助金等も

確かにございますけれども、自主財源等も必要でございますので、それと、今、汚泥については

再利用されているということもございますから、現状ではですね、導入の予定はないということ

でご理解をいただいたらと思います。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） ＳＤＧｓアワード、昨年第１回が行われました。第２回今年もあると思

うんですけども、こういう内子町の素晴らしい取り組みは世界的にもアピールする必要があると

思うんですけれども、第２回に応募する心意気みたいなところ少しお聞かせいただいたらと思い

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） 内子町の町づくりは、非常にＳＤＧｓの開発目標と親和性が高いとい
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うことは、先程答弁で申し上げました。一昨年職員対象に実施しましたＳＤＧｓの研修会につき

ましては、どの内子町の事業が、どのＳＤＧｓの開発目標、ターゲットになっているんだろうと、

マッピングを行ってもございます。そのマッピングに照らし合わせて、これから例えばプロジェ

クト１０等で力を入れていかなければならない事業につきましては、ＳＤＧｓのどの部分が当て

はまるのだろうと、きちっと把握もさせていただきながら、今後、とりわけ推進が必要は施策に

ついては、ＳＤＧｓとの関連性も考え、また繋げながら、チャンスがあれば応募をしてみたいと

いう風に考えてございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 最後に教育の関係なんですけども、ドイツに子どもたちを派遣されとる

事業があると思いますが、私の知人の子どもさんがドイツに行かれてドイツに憧れて外国語大学

に行かれまして日本のドイツ系の企業に入られまして、その会社でも日本一の売り上げを残すほ

どの実績があります。そういう意味では費用対効果、素晴らしいものがあると思います。この度、

小学校の先生をドイツに行かせて、そういう現場を見てこようという事業が行われております。

先ず現場を、百聞は一見に如かずではございませんけども、現場を見ることが非常に大事になっ

てくると思いますので、前を向いて進めていただきたいと思うんですけども、その費用対効果の

部分で、ドイツの派遣事業で行かれた方の実績みたいなところが、私が知っている範囲ではそれ

だけなんですけども、何かあればお聞かせいただいたらと思います。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 昨年の３月から４月にかけて、今まで派遣で行かれた方にそ

の後の効果を探るためにアンケートをお取りいたしました。アンケートで返ってきたのが、２割

ちょっとではございますが、その中ではですね、外国への興味が強くなったとか、海外の魅力も

強くなったとかいうのがございます。また、ドイツ等の訪問地が好きになったという回答もござ

います。進路とか就職関係でございますが、現在英語教員として勤務をされている方もございま

すし、大学等で外国語や外国文化を学ぶきっかけにもなったという様なアンケートの結果をいた

だいておるところです。以上でございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 先ほども申しましたように、世の中グローバル化になっております。今

までの様な、私たちが習ったような英語の授業ではなかなかグローバルに対応ができないのかな

と思います。そういった意味では、今、アクティブラーニングという授業方法がございます。そ

ういう授業も取り入れられているのかどうかお尋ねいたします。 

○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） アクティブラーニングというのは、先生の一方的な授業でなくっ

て、生徒自らということで、会話等もアクティブラーニングで行っている状況でございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） とにかく、生徒の成長というのは先生の実力に比例するところがあると

思います。オリンピックでも日本人の選手が、優勝、準優勝、入賞と大活躍をされましたけれど、

その方々には優秀な指導者がおられて、またその優秀な指導者のところには、優秀な選手が集ま

るという形になっとろうと思います。是非ですね、先生に力をつけていただくように、このドイ

ツの研修をですね、皮切りにしっかりと対応していってもらいたいと思うんですけども、教育長、

最後にもう一度心意気をお願いいたします。 

○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） 英語に力を入れるというのは、町長の３期目の公約でもありますので、

しっかりと教育委員会の中で、今、議員が言われました子どもたちを含めて先生方の力アップ、

レベルアップというところも言われておりますので、対応をしていきたいという風に考えている

ところでございます。 

〇３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〇３番（向井一富君） 最後になりましたけれど、３月２日の一般質問の中で同僚議員が言われ

ておりました行政のサービスの関係ですけれども、それぞれの事業に関しましては、条例とか法

律でなかなか前に進まないところはあるかもしれませんけれども、自ずと対応とか笑顔とかいう

ところは、しっかりと、条例にも書き込まれていないと思うんで、出来ると思うんです。そうい

った意味では、役場に来る、相談に来るっていうのは、本当に危機感が迫っていることだろうと

思いますよ。自分でできることは自分でやってもらうと思います、町民の方。そういった時にで

すね、本当にその人に寄り添っているんだというところを職員が見せていただいたらですね、内

子町は良かった、良い町だなということで、新たに内子町に来られる方もですね、内子に住んで

みたいなということがるかもしれません。町長挨拶はいつも、最初にあったときの挨拶は本当に

爽やかで笑顔で、爽やかな挨拶を皆さん見習ってしっかりと町民の負託に応える町行政にしてい

ただきたいなと思いまして、最後に駄弁にはなりましたけれど、申し上げまして質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 以上で、一般質問を終わります。 

午前中の議事はここまでとし、休憩します。午後１時１５分から再開します。 

 

午後０時１４分 休憩 

 

午後１時１５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 これから、議事日程にしたがって、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第４ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 
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日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第１ 内子町職員の給与に関する条例の一部改正につい

て」「日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について」「日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について」、以上３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１号、内子町職員の給与に関する条例の一部改正について、議案

第２号、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議

案第３号、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につきましては、

いずれも平成２９年８月８日付け人事院勧告に伴い、条例の一部を改正することについて、議会

の議決を求めるものでございます。 

 その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（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） それでは、議案書１の６ページをお開き下さい。まず、議案第１号「内

子町職員の給与に関する条例の一部改正について」でございます。平成２９年８月８日付け人事

院勧告に伴い、内子町職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

議案書１の７ページから１２ページにかけて改正条文を、また議案等説明資料の１ページから

６ページにかけて新旧対照表を掲載しております。改正内容の説明の前に、本年度の人事院勧告

の概要をご説明申し上げます。国においては、平成２９年４月分の給与において、国家公務員給

与と民間給与との格差６３１円、０．１５％を埋めるために俸給表の水準を引き上げるとともに、

ボーナスにおいても、民間の支給割合と比較し０．１２月分下回っていることから、勤勉手当に

おいて０．１月分を引き上げることとしており、月例給、特別給、ともに４年連続の引き上げと

なってございます。月例給につきましては、初任給・若年層で１，０００円、その他４００円の

引き上げを基本とし、実施時期を平成２９年４月１日として、給料表の見直しが行われておりま

す。特別給では、一般職については勤勉手当の支給割合を、平成２９年１２月期で０．１０月分

引き上げ、平成３０年度以降は年間で０．１月分引き上げる内容となっております。再任用職員

は、０．０５月分を一般職の内容と同様に引き上げます。また、特別職については、期末手当の

支給割合を、平成２９年１２月期で０．０５月分引き上げ、平成３０年度以降は年間で０．０５
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月分引き上げる内容となっております。内子町では、この勧告内容に準じて条例の改正案を上程

させて頂いてございます。その結果、内子町における一般行政職の平均給与月額は、現行が３４

万６，４３４円、改定後が３４万６，８３２円、増減、すなわち改定額が３９８円、改定率０．

１１％でございます。改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明させて頂きます。 

議案等説明資料１ページをお開きください。今回の内子町職員の給与に関する条例の一部改正

につきましては、第１条関係と第２条関係に分かれております。まず、第１条関係改正でござい

ます。第２０条（勤勉手当）では、第２項第１号において、一般職の勤勉手当の支給割合を「１

００分の８５」を「１００分の９５」に０．１月、第２項第２号において、再任用職員の勤勉手

当の支給割合を、「１００分の４０」を「１００分の４５」に０．０５月分、それぞれ引き上げる

改正内容でございます。続いて、附則第１４の改正では、附則第１１項に規定する特定職員、い

わゆる５５歳以上で行政職給料表６級の適用を受ける職員にかかる勤勉手当の減額措置を規定し

ており、記載のとおり減額率を改正するものでございます。以上、第２０条及び附則第１４の改

正は、平成２９年１２月１日からの適用となります。続いて、別表第１（第３条関係）行政職給

料表（一）を、１ページから５ページかけて掲載している内容で改正します。適用は、平成２９

年４月１日からでございます。 

議案等説明資料５ページをお開きください。第２条改正関係でございます。第４条の２、第１

９条、第１９条第４項、第２０条、第２０条第２項第１号中、附則第１１項各号の記載について

は、附則第１１項に規定する、先ほど説明しました、特定職員にかかる給与の減額規定が、平成

３０年３月３１日で終了するため、各条文から削除するものでございます。 

議案等説明資料６ページ、第２０条第２項第１号、第２号の改正につきましては、平成３０年

４月１日から適用されるもので、一般職の勤勉手当の支給率を、６月、１２月それぞれ「１００

分の９５」から「１００分の９０」に、再任用職員については、「１００分の４５」を「１００分

の４２．５」にそれぞれ改正するものでございます。第１条改正関係で、平成２９年１２月１日

から適用する前の支給率と比較すれば、冒頭で説明しましたように、一般職は０．１月分、再任

用職員は、０．０５月分引き上げとなります。 

続きまして、議案書１の１３ページをお開きください。議案第２号「内子町特別職の職員で常

勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について」でございます。こちらも、平成２９

年８月８日付け人事院勧告に伴い、内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正するもので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

１４ページに改正条文を、また議案等説明資料７ページに新旧対照表を掲載しております。改

正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明させて頂きます。 

議案等説明資料７ページをお開きください。第 1 条関係改正、第２条関係改正、ともに、内子

町特別職の職員で常勤のものの期末手当の支給率を改正するものです。第１条の改正では、平成

２９年１２月１日において、１２月に支給する場合の支給率を「１００分の１７０」から「１０

０分の１７５」に０．０５月分引き上げるもので、平成２９年１２月１日から適用するものです。

第２条の改正では、平成３０年４月１日において、６月に支給する場合においては支給率を「１

００分の１５５．５」から「１００分の１５７．５」に、１２月に支給する場合においては支給
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率を、「１００分の１７５．０」から「１００分の１７２．５」にそれぞれ改正する内容でござい

まして、平成３０年４月 1 日から適用するものです。平成２９年１２月１日改正適用以前の支給

率と比較すると、平成３０年度は６月期で０．０２５月分、１２月期で０．０２５月分、合計で

年０．０５ヶ月分の引き上げとなります。 

最後に、議案書１の１５ページをおひらき下さい。議案第３号「内子町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正について」でございます。特別職の期末手当が改訂される

ことに伴い、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正するもので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１６ページに改正条文を、また議案等説明資料８ページに新旧対照表を掲載してございます。

改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明させて頂きます。 

議案等説明資料８ページをお開きください。第１条関係改正、第２条関係改正、ともに、議長、

副議長及び議員の期末手当に支給に関する支給率の改正でございます。改正の内容は、議案第２

号「内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について」と同様

の内容でございます。以上、説明とさせて頂きます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○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） これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。議案第１号から議案第３号までの３議案は、総務文教常任委員会に付託するこ

とにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号から議案第３号までの３議案は、総務文教常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

日程第７ 議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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４号、内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきま

しては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、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、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。 



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

‐ 80 ‐ 

○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） それでは、議案書１の１７ページをお開きください。議案第４号「内

子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」でございます。地方公務員の育児休業

等に関する法律の一部改正に伴い、内子町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもの

でございます。改正条例案は、１８ページから１９ページ、議案説明資料は、９ページから１１

ページにかけまして、新旧対照表を掲載しております。それでは、この度の改正ポイントととも

に、新旧対照表によりご説明申し上げます。 

議案説明資料の９ページをお開きください。改正のポイント、一つ目は、育児休業を取得でき

る非常勤職員、いわゆる地方公務員法第１７条の規定によって任用された非常勤の職員のことを

さします。の育児休業取得可能期間について、「子が１歳６ヶ月に達する日まで」を「子が２歳に

達する日まで」とすることでございます。現行制度では、非常勤職員の育児休業は、原則として

子が１歳に達する日まで取得することができますが、保育所に入れない等の場合には、例外的に

子が「１歳６ヶ月に達する日まで」取得することができます。改正後は、子が１歳６ヶ月に達し

た時点で、なお保育所に入れない等の場合には、再度申出することにより、育児休業を「２歳に

達する日まで」取得することができることとなります。このことにつきましては、新旧対照表９

ページの下段、第２条の４として「育児休業法第２条第１項の条例で定める場合」の規定を新た

に設けるとともに、第２条第４号のア、（イ）において、「第２条の４の規定に該当する場合にあ

っては、２歳に達する日」を追加することにより整備を致すものでございます。 

改正のポイント、二つ目は、育児休業の期間の再度の延長等ができる特別の事情として定めら

れる、育児休業の終了時に予測できなかった事実が生じたことの例示、すなわち、「①配偶者の負

傷又は疾病による入院、②配偶者との別居」に加え、「③保育所等における保育の利用を希望し、

申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を明文化するものでございます。この

ことにつきましては、新旧対照表１０ページの中程、「育児休業法第２条第１項ただし書きの条例

で定める特別の事情」を規定する第３条第６号において、１行目の後半「配偶者と別居したこと」

の次に「育児休業に係る子について児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第６項に規定する認定こども

園又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申

込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追記すること。同じく１０ページの中

程より下、「育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情」を定めている第４条において、２

行目の中程から「配偶者と別居したこと」の次に「育児休業に係る子について保育所等における

保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追記すること、

また１０ページの下段から１１ページの上段にかけて、「育児短時間」勤務の終了の日の翌日から

起算して１年を経過しない場合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情を定める、第

１１条７号において、１行目の最後、「配偶者と別居したこと」の次に「育児短時間勤務に係る子

について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われ

ないこと」を追記することで整備を図っております。なお、改正後の条例は公布の日から施行し
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ます。以上、議案第４号「内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」の説明と

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。 

〔「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４号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第８ 議案第５号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第５号 内子町後期高齢者医療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５号、内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまし

ては、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、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、住民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。 

○住民課長（亀岡弘君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀岡住民課長。 

〔亀岡弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡弘君） それでは、議案書１の２０ページをお開き下さい。議案第５号「内子

町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」でございます。 

 議案書１の２０ページから２１ページにかけましては改正条文を、また議案等説明資料６の１

２ページから１３ページにかけましては新旧対照表を掲載しております。 

 今回ご提案申し上げる条例の一部改正は「高齢者の医療の確保に関する法律」の一部改正に伴

い、「内子町後期高齢者医療に関する条例」第３条の「保険料を徴収すべき被保険者」について改

正する必要があることから改正するものでございます。その根拠となる「高齢者の医療の確保に

関する法律」の一部改正ですが、町条例に影響するのは新設された第５５条の２で、住所地特例

に関する内容でございます。概略は国民健康保険において国民健康保険法第１１６条の２の規定

により住所地特例の適用を受けて、転出前住所地の国保被保険者となっている者が７５歳年齢到

達または障害認定等により国保から後期高齢者医療に加入する場合、従来は住所地特例は引き継

がず施設所在地市町村が属する後期高齢者医療広域連合の被保険者となっていましたが、改正に
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より住所地特例を引き継ぎ、転出前住所地が属する後期高齢者医療広域連合の被保険者となるも

のです。具体的に例を挙げますと、内子町の国保被保険者が高知県高知市の介護施設に入所して

住民票を移した場合、住所地特例が適用されてそのまま内子町の国保被保険者となります。さら

にそのまま高知市で７５歳になり、後期高齢者医療に加入する場合、従来は高知県の広域連合の

被保険者となっていましたが、改正により引き続いて内子町が属する愛媛県の広域連合の被保険

者となるよう改められたものです。なお、内子町において、現時点で該当者はおりませんが、将

来的に該当者が出てくる可能性はあると考えております。条例の改正内容について、説明資料を

基にご説明申し上げます。 

議案等説明資料６の１２ページをお開き下さい。改正の主は、第３条に第５号を新設して国保

の住所地特例を受けていた被保険者を「保険料を徴収すべき被保険者」として新たに加えるもの

です。第３条第２号から第４号については、根拠法となる「高齢者の医療の確保に関する法律」

の改正内容に合わせて文言を追加したものであり、内容に変更はございません。続いて、附則第

２条でございますが、これは後期高齢者医療制度の開始直後にのみ適用された保険料徴収の特例

であり、今後は不要となるため全文を削除するものでございます。それに伴い、附則第３条を第

２条へ繰り上げるものでございます。この一部改正は、平成３０年４月１日から施行適応するも

のでございます。以上、議案第５号「内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」

ご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定たまわ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。 

〔「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５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５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９ 議案第６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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６号、内子町国民健康保険税条例の一部改正につきましては、国

民健康保険制度の改革に伴い、内子町国民健康保険運営協議会から保険税率等の改定答申を受け

たこと、並びに「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」が施行されることに

伴い、条例の一部を改正することについて、議会の議決を求めるものでございます。 
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 その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは私の方から、議案第６号、「内子町国民健康保険税条例の一部

改正について」をご説明させていただきます。まずは、２月１６日開催の全員協議会におきまし

て、法律の施行に伴います条文の改正については、省令が精査中のため、追加議案と致したいい

う旨を説明させていただいておりましたが、その後、改正例が送付され、条文の精査が間に合い

ましたので、本改正条例中に条文の改正も含んで、提案させていただいておりますことをまずも

ってご報告させていただいたらというふうに思います。 

議案書２２ページをご覧ください。国民健康保険事業の広域化につきましては、「持続可能な医

療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が、平成２７年５月２７

日成立。国保事業に対します国からの財政支援を拡充することによりまして、財政基盤を強化、

都道府県が財政主体の中心的な役割を担うことにより、安定的な運営や効率的な事業を確保する

として、法律が本年４月１日より施行されるということになっております。施行によりまして、

財政主体は愛媛県が、資格管理や保険給付などは、引き続いて内子町が担い、国保事業は県と町

が共同保険者として運営されることになります。今回、新制度への移行にあたりまして、改正点

が２つございます。まず、１つ目には、広域化に伴います、保険税率等の改正でございます。そ

れから２つ目には、広域化に伴います、国保税の徴収目的の改正を行うものでございます。まず、

１つ目の保険税率等の改正でございます。愛媛県では、確保すべき保険税総額を算定するために、

国が示した係数に基づきまして、各市町の納付金額を試算、通知をいたしておるところでござい

ます。町では、この結果をもとに、３０年度の具体的な税率の決定につきまして、１月２９日に

開催されました、第２回内子町国民健康保険運営協議会にお諮りをし、同会でご審議頂いた結果

につきまして、２月１日付けで、答申を受けましたことから、税率等の改正を行うものでござい

ます。それでは、具体的な改正内容について、ご説明させていただきます。 

説明資料の６、１４ページをご覧いただきたいと思います。左側の表になります。国民健康保

険税改正案の比較表でございます。表の横の列の３列目、「平成２９年度」の欄には現行税率を、

その右、４列目でございますが、「平成３０年度」の欄が改正案でございます。県からは、納付総

額に加えまして、課税額を構成します「医療保険分」など区分ごとの額が示されております。そ

のため、区分の額を確保するということが必要となります。表の項目の上、「医療保険分」でござ

います。納付額が現行に比べて増えますことから、税率等を引き上げる必要が生じましたが、２

段目の「後期高齢者支援金分」、それから３段目の「介護保険分」につきましては、逆に引き下げ

が可能ということになりました。合計では、４段目、「合計」のところの「増減」の列に記載して

おりますとおり、所得割は、「２９年度」１２．２９％から１０．１％、資産割は、５８．９％か

ら４８．８％。均等割は、４万３，７００円から３万６，１００円に。世帯別平等割は、３万２，

０００円から２万６，２００円にそれぞれ、減率・減額とするものでございます。この改正によ

ります、年間の国保税でございますが、１４ページの右側、２の改正案によります、世帯及び１
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人あたりの税額比較表の中ほどでございます。②の改正税率での試算値のとおり、１人あたり７

万６，４９９円、世帯当たりにしますと、１２万９，７４８円となり、現行と比べますと、下段

の③の差引増減のとおり、1人あたり１万１，１５８円、世帯当たりで１万８，９２５円、率に

しますと、１２．７％の引き下げというふうになります。この改正によります保険税減免後の試

算総額でございますが、総額３億６，０３０万９，０００円となり、改正前に比べますと、５，

２５６万円の税収の減収というふうになる見込みでございます。今回の改正案の検討につきまし

ては、県からの額の提示に加えまして、額を確保するための指標と致しまして、内子町の現行税

率に準じました、市町村の算定基準に基づく標準税率が、左側の表の右端、参考算定基準税率と

いう欄に示しております。基本的には、県が示すその率を用いることと致しておりますが、軽減

等を行う場合の円未満の端数処理の関係で、税率は小数点第１位まで、金額は１００円単位まで

に調整したものを改正（案）とさせていただいたものでございます。今回の税率改正によりまし

て、世帯でどのような影響があるのか、具体的に３つの世帯で試算を致しております。右側の表

の中ほどでございます。３、モデル世帯での税額比較表をご覧いただきたいと思います。まず、

Ａ世帯は、４人家族の世帯で農業所得２５０万円、固定資産税を年間５万払っている場合の試算

例でございます。税額を、下段の世帯ごとの国民健康保険税額の表に記載しておりますが、現行

税率では、年額４７万９，７００円のところ、改定案では３９万９，３００円、額と致しては、

８万４００円、率で約１６．８％の引き下げというふうになります。 

次に、Ｂ世帯でございます。Ｂ世帯の場合、７０歳夫婦の世帯で所得５０万円、固定資産税を

年間５万払っている場合の試算でございます。この世帯の場合、世帯の所得合計額が、軽減判定

に用いられます所得の基準に該当するために被保者均等割、それから世帯平等割をそれぞれ、５

割軽減措置を行いまして、現行税率では年額８万２，５００円のところ、改定案では７万３，８

００円、８，７００円、率で約１０．５％の引き下げというふうになります。 

次にＣ世帯でございます。Ｃ世帯は、７０歳単身の方の世帯で所得がなく、固定資産税も非課

税の場合の試算でございます。Ｂ世帯と同様、軽減判定所得基準に該当致しますので、先ほどの

応益割を７割軽減措置を行いまして、現行税率では年間１万７，３００円のところ、改定案では

１万５，３００円、額で２，０００円、約１１．６％の引き下げとなります。以上が１点目の税

率後の改正でございます。 

次に、２つ目の広域化に伴います、国保税の徴収目的の変更でございます。広域化に伴う国民

健康保険法等の改正に伴いまして、保険税の徴収根拠を定めます、「地方税法及び航空機燃料譲与

税法の一部を改正する法律」が、平成２９年３月２７日成立。本年４月１日より、法律を適用す

るというふうにされております。改正の内容と致しましては、国保事業に要します費用に充てる

ために、町が国民保険税を課すというふうにしておりましたが、財政運営の主体が愛媛県となっ

たことから、県から市町に納付金が賦課されることになります。そのため、この納付金の納付に

要する費用に充てるために、国民健康保険税を徴収するよう条文を改めるものでございます。そ

れでは、具体的に改正内容をご説明させていただいたらと思います。 

説明資料６の１５ページの新旧対照表をご覧いただいたらと思います。１５ページ第２条課税

額では、国保税総額の算定方法については、改正ございませんが、（１）の第１号では、課税をす

る基準課税額、医療費分でございます、を国民健康保険に要する費用から町の国保特別会計にお
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いて負担する国民健康保険事業に要する費用というふうに。それから（２）の第２号「後期高齢

者支援金等課税額」、それから（３）の第３号介護納付金課税額につきましては、この費用につい

ては、県が納付することになりますので、町が納付するために要する費用から、県の国保特別会

計において負担する納付金の納付に充てるための費用にというふうに、国保税の賦課目的を改め

るものでございます。 

 その他、１５ページ下段の第２条第２項から、１６ページ第３項から第４条の２の改正につき

ましては、第２条が改正されたことに伴いまして、号の追加並びに条文を削除するものでござい

ます。改正点の１つ目でご説明致しました、税率等の改正箇所についても、１６ページから１８

の２にかけまして記載をしておりますので、あわせて、お目通しをいただきますようお願い申し

上げます。なお、この条例につきましては、平成３０年４月１日から施行し、平成２９年度まで

の国民健康保険税については、従前の例によるものでございます。以上で、議案第６号、内子町

国民健康保険税条例の一部改正についての説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） あまり難しすぎて分かりにくいんですが、滞納者のことはどうなるんで

すかね。町から県に移るということになると滞納者の分はどうなるんですか。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 財政主体は県になるということで、先ほど申し上げましたように、審

査であったり納付であったりということは引き続いて町がその責務を担うということになります

ので、今の滞納額については引き続き町の方で管理をするということになります。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 滞納額じゃなしに滞納をされている方の処遇はどうなるんでしょうかと

いうこと。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 滞納者については今まで同様ということで町の方で未納の分について

は、徴収をさせていただくという形になります。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第６号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 
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日程第１０ 議案第７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１０ 議案第７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７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、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正す

るとともに、「障害者」「障害」の「害」の表記をひらがな表記に改めることについて、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、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いたします。 

○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２５ページをお開きください。あわせて、議案説

明資料の１９ページもお開きをいただいたらと思います。 

 議案第７号、内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正をするものでございます。提案の

理由でございますが、国民健康保険法および高齢者の医療の確保に関する法律の改正等に伴い、

内子町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正するとともに、条例中の漢字表記の「障害者」

の「害」をひらがなの「がい」に改めるものでございます。 

 議案１の２６ページをお開きください。第２条第４号イの中の「身体の障害」の「害」の字を

ひらがなの「がい」に改めます。同号ウ、「知的障害者と判定された者」の「害」の字を同様にひ

らがな表記に改めます。次に第３条でございますが、こちらは平成３０年４月１日施行分の「国

民健康保険法」改正並びに同じく平成３０年４月１日施行分の「高齢者の医療を確保に関する法

律」の改正のより、第３条を変更するものでございます。国民健康保険法改正では、市町村に加

え都道府県も国民健康保険の共同被保険者となることから、その国民健康保険法第１１６条の２

の住所地特例を定める条文の表記、「他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」を「他の

市町村の区域内に住所を有するものとみなす」と改正されました。「高齢者の医療を確保に関する

法律」の改正では第５５条の２が追加規定され、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の取り

扱いが変更されました。本条例では後期高齢者医療の被保険者の住所地特例の定めは設けており

ませんでしたが、愛媛県が定める交付要綱に沿い、法律改正にあわせて今回その規定を追加する

ものでございます。国保・後期高齢者医療の適用は住所地で行うことを原則としていますけれど

も、施設等に入所し、住所が移った者については、従前の住所地の広域連合が保険者となる特例

を設けております。しかし、国保加入者が住所地特例で、施設入所中に７５歳に到達した場合は、

入所前ではなく施設所在の広域連合が保険者となることとなっており、施設所在の広域連合の財

政負担が過大となってしまうという問題が発生しておりました。今回の「後期高齢者の医療の確
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保に関する法律」の改正では、国保の住所地特例を受けている被保険者が７５歳に到達した場合、

その入所等が継続する間、前の住所地の広域連合が保険者となるよう変更されました。 

 議案の２６ページの第３条でございます。第３条を次のように改めるものでございます。２行

目のカッコ書きから５行目にかけまして、住所地特例で適用除外される者について定めておりま

す。続いて、６行目の中ほどからは、住所地特例で本町の地域内に住所を有するとみなされた者、

又は被保険者とされた者について、それぞれ法律改正にあわせて改正するものでございます。住

所地特例について追加規定した後期高齢者医療の被保険者で、ひとり親家庭医療費助成事業の対

象者、具体的には祖父母が監護しているひとり親家庭に順ずる対象者は、現在のところはいらし

ゃいません。以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（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７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７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８号 内子町重度心身障害者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１１ 議案第８号 内子町重度心身障害者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８号、内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につきま

しては、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正

するとともに、「障害者」「障害」の「害」の表記をひらがな表記に改めることについて、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、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１の２７ページ、議案説明資料の２１ページをお開きく

ださい。議案第８号、内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正するものでございます。

提案の理由でございますが、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正等に伴
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い、内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正するとともに、「障害者」「障害」の漢字

の「害」の表記をひらがなの「がい」に改めるものでございます。 

議案１の２８ページ、あわせて説明資料の２１ページをお開きください。まず、条例の題名を

「内子町重度心身障がい者医療費助成条例」へ漢字の「害」をひらがなの「がい」に改めます。

次に第１条、ならびに第２条第１項中の漢字表記の障害の「害」を同様にひらがなの「がい」に

改めます。第５条についても同様に改めるものでございます。次に平成３０年４月１日施行分の

「国民健康保険法」並びに同じく平成３０年４月１日施行分の「高齢者の医療の確保に関する法

律」の改正のより、第３条の一部を改正するものでございます。第３条中、国民健康保険法第１

１６条の２を引用している受給資格者の住所地特例で適用除外又は適用する表記を、「他の市町村

内に住所を有するとみなされた者」と改正し、「高齢者の医療の確保に関する法律」において、第

５５条の２が追加規定され、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の取り扱いが変更されたこ

とによる条文改正も行うこととしております。受給資格者の住所地特例で除外又は適用に関する

表記に、「及び第５５条の２」を加えるものでございます。これらの改正にあわせて、第３条、説

明資料２１ページ旧条例の一番下の行、「同条」とありますが、その表記を「国民健康保険法第１

１６条の２」と改正します。「同条」は、直前に引用された条文と同じ条文をさしますけれども、

旧条例では正しく「国民健康保険法第１１６条の２」をさしていないことから、あわせて今回改

正するものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（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８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８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１２ 議案第９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 議案第９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○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９号、内子町子ども医療費助成条例の一部改正につきましては、

国民健康保険法の改正に伴い、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、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。 
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○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２９ページ、議案説明資料の２３ページをお開き

ください。議案第９号、内子町子ども医療費助成条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

提案の理由でございますが、国民健康保険法の改正等に伴い、内子町子ども医療費助成条例の一

部を改正するものでございます。 

 議案書 1の３０ページをお開きください。今回改正され、平成３０年４月１日に施行される国

民健康保険法では、市町村に加え、都道府県も国民健康保険の共同保険者となることから、その

第１１６条の２の表記が「他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」を「他の市町村の

区域内に住所を有するものとみなす」と改正されました。あわせて、愛媛県乳幼児医療費助成事

業補助金交付要綱についても同様に改正されることとなります。これらの改正により、内子町子

ども医療費助成事業条例の第２条第１項中で国民健康保険法第１１６条の２を引用している受給

資格者の住所地特例で適用除外とする者の表記を、「他の市町村の区域内に住所を有するものとみ

なされた者を除く」と改正するものです。また、この改正に併せて「又は同条の規定により内子

町の区域内に住所を有するとみなされた者」を住所地特例として追加するものです。現在の条例

では、子ども医療の対象者は内子町に住所を有する方で、他市町村の国保の被保険者でないもの、

または社会保険などの被保険者であるもので、１５歳の年度末までとなっております。国保被保

険者で、就学等により他の市町村の区域内に住所を有する者が、対象から外れていたことから、

今回、追加・拡充するものでございます。現在のところ、この定めがないことで対象外となって

いる被保険者はいらっしゃいません。以上でございます。よろしくご審議の上ご決定賜りますよ

うお願い致します。 

○議長（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９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９号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後２時２５分から再開します。 

 

午後２時１５分 休憩 

 

午後２時２５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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日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険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１０号、内子町介護保険条例の一部改正につきましては、介護保

険第７期事業計画策定に伴い、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、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３１ページ、議案説明資料２４ページお開きくだ

さい。議案第１０号、内子町介護保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。提案の理由

でございますが、第７期介護保険事業計画策定に伴い、本条例の介護保険料に関する改正を行う

ものです。この件に関しましては、内子町総合福祉計画策定委員会及び、第７期介護保険事業計

画委員会において審議を重ねていただき、ご決定いただいたものでございます。介護保険法は平

成３０年４月１日施行分の改正により、第１号被保険者の負担割合が２２％から２３％に変更さ

れることとなっております。併せて今回の介護報酬の見直しにより平均０．５４％の増額改定が

行われましたことや、今後しばらくは高齢者人口が増加傾向にあることなどにより、介護サービ

スの給付費は、今後も増加すると見込み、第７期計画期間の平成３０年から３２年度の介護保険

料の年額の基準額を７万１，９００円から７万５，０００円に。月額で言いますと、５，９９５

円から６，２５０円に改定をするものでございます。 

説明資料２４ページをご覧ください。第６条保険料率の設定年度を平成３０年度から平成３２

年度とし、各年度の保険料を第１号で基準額に調整率０．５を乗じた額、３万７，５００円とし、

第２号から段階的に調整率をあげ、第９号では調整率１．７、１２万７，５００円とするもので

すございます。また、第３条に第２項を追加し、消費税８％となった際に設けられた第１段階の

保険料率０．５を０．４５に減額する規定を設けるものでございます。現在の条例では第６条第

１号の保険料率を０．４５の料率をかけて算定しておりますものを、別立てで規定をし、減額付

加であることを明記するものでございます。今回の保険料改訂により、町民の民様にはそれぞれ

負担増をお願いすることとなりますけれども、内子町の介護保険制度の健全維持・継続のためで

あることをご理解いただきますようお願いいたします。以上、簡単ではございますが、説明と致

します。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。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○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１０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１０号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関

し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定

について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○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１１号、内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項

並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして

は、介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援事業者の指定権限が市町へ委譲されることに伴い、

人員及び運営に関する基準等を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、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いたします。 

○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３３ページをお開きください。議案第１１号、内

子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例の制定についてご説明申し上げます。提案の理由でございます

が、平成３０年４月１日施行分の介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者の指定等の

事務は、同日以降、市町村が実施することとされます。これに伴い、指定居宅介護支援事業の基

準等、現在都道府県の条例で定められている事項を、市町村で定める必要があることから、今回、

その条例を制定するものでございます。ご存知のとおり指定居宅介護支援事業者とは、居宅サー

ビス計画、いわゆるケアプランでございますが、その計画の作成などの支援をおこなうことがで

きる事業者のことでございます。 

３４ページをご覧ください。第１章総則でございます。総則で指定居宅介護支援事業者の指定、

指定居宅介護支援事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準をこの条例

で定めるとしております。その下、第２章では指定居宅介護支援事業者の指定について定めてお
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り、第２条では指定居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、法人でなければならないとし

ております。続いて、第３章でございます。３章では、要介護状態になった場合、利用者が可能

な限りその居宅で自立した日常生活を営むよう配慮することなどの基本方針を定めております。 

３５ページをお開きください。第４章では、事業の人員に関する基準を定めております。従業

者は事業所ごとに介護支援専門員、これはケアマネでございますが、支援専門員を置き、その専

門員１名が担当できる利用者数は３５人と定めております。事業者は事業所ごとに常勤の管理者

を置き、その管理者は主任介護支援専門員、主任ケアマネと言われておりますが、その主任ケア

マネでなければならないと定めております。 

３５ページ下段から第５章になります。事業の運営に関する基準でございます。第６条、指定

居宅介護支援の提供に際し、利用者や家族にサービスの選択に関する重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、同意を得なければならないとしております。 

３７ページの下段、第１０条では、指定居宅介護支援事業者は被保険者の要介護認定に掛かる

申請について、必要な協力を行わなければなりません。 

３９ページをご覧ください。３９ページの上段、第１５条では、指定居宅介護支援の具体的取

り扱いについて定めており、介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たり、継続的計画

的に指定居宅サービスが利用できるようにしなければならないことなど、具体的な支援の取り扱

いが定められております。 

４４ページでございます。４４ページ第２０条以降で、指定居宅介護支援事業者の運営規定、

設備及び備品、４５ページで秘密保持や苦情処理、４６ページで事故時の対応についてその基準

を定めております。 

４７ページをお開きください。４７ページ第６章は、基準該当居宅介護支援の事業に関する基

準でございます。基準該当居宅介護支援の事業とは要介護認定を受けずに、緊急その他やむをえ

ない理由によりサービスを受ける際に、その居宅介護支援を行う事業でございまして、前３章の

規定を準用するというものでございます。附則２項では、第５条で管理者は主任介護支援専門員

でなければならないとしていますが、経過措置として平成３３年３月３１日までの間は、介護支

援専門員を管理者とすることができるという規定を設けております。附則第３項では、この条例

の制定により根拠条例の変更が必要な関連条例の一部を改正することとしております。以上、簡

単ではございますが、内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についての説明と致します。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。 

○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） ４８ページと議案説明資料２５ページのところに黒丸があるんですけど、

この黒丸はどういう意味合いをもつのか。 

○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） ４８ページの真ん中どころの黒丸でございますけれども、こ
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れについてはこの議会でお認めいただきましたら、ここに番号が入るということでございます。 

○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） これちょっと十分に分からんのですが、利用者にとってデメリット、

メリットというのは簡単に言えば。 

○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） メリットと致しましては、都道府県から市町村にその指定の

許認可が移りますので、町の意向をお伝えしやすくなる。指導がしやすくなる。町の方で指導す

るようになりますので、そういったメリットがあろうと思います。デメリットはないと思います。 

○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） 行政の方から見れば市町村に権利が譲与されるからいいという話でし

たね。僕が聞きたいのは、利用者がどうメリットがあるのか。利用するのは、保険を適応される

利用者ですから、その利用者がどういうメリットがあってどういうデメリットが出てくるのかと

いうところをちょっと。 

○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） 介護サービスを利用されるご本人やご家族にとって、変わる

ものは何もございません。 

○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１１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１１号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定め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１２号、内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
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営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、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、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

りますようお願いいたします。 

○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４９ページ、それから議案説明資料の２６ページ

をお開きください。議案第１２号、内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正についてご説明申し上げます。提案の理由でございますが、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律整備に関する法律の施

行により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されたこ

とに伴い、その基準を根拠とする本条例の一部を改正するものでございます。改正いたしますの

は、第１５条第１項第２号の「同条第９項」を「同条第１１項」に改めるというものでございま

す。今回、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務・権限が、都道府県から

指定都市等へ移譲がされることとなり、これによる条項の追加があったことから番号の繰り下が

りが生じたため、条例の一部改正が必要となったものでございます。この条例の改正に伴い内子

町に影響のある事業、施設についてはございません。以上、簡単でございますが、ご説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願いを致します。 

○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１２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１２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１６ 議案第１３号 内子町都市公園条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第１３号 内子町都市公園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１３号、内子町都市公園条例の一部改正につきましては、都市緑

地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正することについて、議会の議決を
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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いたします。 

○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１３号内子町都市公園条例の一部改正に

ついてご説明申し上げます。 

議案書５１ページから、議案説明資料２７ページをお開き下さい。内子町都市公園条例の一部

を改正する条例を別紙のよう定めることにつき、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。提案理由といたしましては、都市緑地法等の一部を改正

する法律の施行に伴い、内子町都市公園条例の一部を改正するものでございます。この法律の改

正は、公園、緑地等のオープンスペースを、民間の知恵や活力をできるかぎり活用しながら保全・

活用していくための関係法律を一括して改正するものです。一括改正する法律は、都市緑地法、

都市公園法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法等がございますが、当町条例に、関係のある

条文について、今回改正いたします。 

詳しくは、説明資料の２７ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表でございます。

第１１条の監督処分において、今回の改正によりまして、創設された公募管理制度による公募設

置計画の認定が追加されたことによりまして、許可の次に、若しくは認定を加えるものでござい

ます。第１２条においても同様でございます。続きまして、別表１でございますが、２の龍王公

園及び内子運動公園の使用料の欄でございます。（２）の都市公園を占有する場合の表中、２８ペ

ージでございますが、法第７条第１号を法第７条第１項第１号に、法第７条第２号を法第７条第

１項第２号に、法第７条第６号を法第７条第１項第６号にそれぞれ改正するものですが、これは、

今回の法改正により専用物件の追加に伴い、条番号の引用している箇所の整理を行ったものでご

ざいます。本改正によります、当町への影響は現時点ではないと思われます。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。 

〔「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１３号は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１３号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第１７ 議案第１４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１７ 議案第１４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。 
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 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１４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、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴い、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１４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５３ページ。議案説明資料２９ページをお開きください。提案理由でござ

いますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴い、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。このた

びの改正の内容は、第３条第２項中「あったときは」を「された場合には、当該審査請求が不適

法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを裁決」を「諮問した上、当該審査請求に対

する裁決を」に改め、同条第３項中「諮問があった」を「規定による諮問を受けた」に改め、同

条に「第４項 町長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、

その旨を町議会に報告しなければならない。」とする１項を加えるものでございます。 

条例の第３条では、町営土地改良事業の経費の賦課に対する審査請求について定めているもので

すが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律で地方自治法が「当該審査請求が不適法で却下する場合は、議会への諮問手続きを行わず、

その旨を議会に報告するよう」一部改正が行われたことによる条例の今回の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致します。 

○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１４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１４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１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 
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日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２０ 議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予

算（第２号）について 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第２４ 議案第２１号 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 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

６号）について」「日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）について」「日程第２０ 議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第２号）について」「日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度内子町

介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」「日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度

内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第２３ 議案第２０号  

平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」「日程第２４ 議案第２１号

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」「日程第２５ 議案第２２号 平

成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）について」、以上８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１５号「平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）につい

て」議案第１６号「平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について」 

議案第１７号「平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」議案第１８号「平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」議

案第１９号「平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」 

議案第２０号「平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」議案第２１

号「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」議案第２２号「平成２９年

度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）について」、以上８件につきましては、一括してご説

明申し上げます。 

議案書２「補正予算関係」をご覧ください。まず、議案第１５号、平成２９年度内子町一般会

計補正予算（第６号）についてご説明致します。水色の仕切りをめくって、１ページをお開きく
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ださい。平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）は、歳入歳出それぞれ４億６，８３８

万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１０４億９，５６３万５，０００円と致してお

ります。前年度の３月補正後予算と比較して、５億５，０７２万９，０００円、５．０％の減額

となっております。 

１４ページをお開きください。一般会計補正予算（第６号）の財源内訳につきましては、国県

支出金１億４，５６３万４，０００円の減額。地方債が５，３２０万円の減額。その他特定財源

が１億２，０９７万８，０００円の減額。一般財源が１億４，８５７万２，０００円の減額とな

っております。主な歳出をご説明致します。 

２９ページをお開きください。上段、２款、総務費、１項、総務管理費、９目、企画費、１９

節、負担金、補助金及び交付金の補助金でございます。移住者住宅改修支援事業費補助、定住促

進事業補助の利用者減により、５４０万円の減額。 

３０ページから３１ページの上段にかけて、２款、総務費、４項、選挙費でございます。衆議

院議員選挙及び町議会議員選挙の実績にともない、５５２万６，０００円の減額でございます。 

３３ページでございます。３款、民生費、１項、社会福祉費、５目、心身障がい者福祉費でご

ざいます。障がい者を支援するための福祉サービス増により、１，０２８万８，０００円の増額。 

３４ページでございます。中段でございます。民生費、２項、児童福祉費、１目、児童福祉総

務費でざいます。子ども医療費、児童手当、愛顔っ子育て応援事業などの実績にともない、１，

０１９万２，０００円の減額でございます。 

３６ページでございます。４款、衛生費、１項、保健衛生費、４目、環境衛生費でございます。

合併処理浄化槽設置補助などの実績によりまして、１，４２６万円の減額。 

３７ページの中段でございます。４款、衛生費、２項、清掃費、２目、し尿処理費でございま

す。大洲喜多衛生事務組合し尿処理施設の基幹的設備改良工事負担金確定によりまして、１，６

００万円の減額でございます。 

３９ページをご覧ください。中段でございます。６款、農林水産業費、２項、林業費、２目、

林業振興費、１９節、負担金、補助金及び交付金の補助金でございます。森林組合関連補助、有

害鳥獣捕獲奨励金交付事業など事業実績にともない、１，３９３万４，０００円の減額でござい

ます。 

４２ページをお開きください。下段でございます。８款、土木費、３項、河川費、１目、河川

及び防災費、１５節、工事請負費でございます。佛谷地区など７地区のがけ崩れ防災事業の実績

にともない、１，２０２万１，０００円の減額でございます。 

４３ページをご覧ください。上段でございます。８款、土木費、７項、都市計画費、１目、都

市計画総務費、１９節、負担金、補助金及び交付金の補助金でございます。木造住宅耐震改修診

断事業など利用者の減により、５６８万６，０００円の減額でございます。 

４４ページの中段でございます。９款、消防費、１項、消防費、１目、常備消防費でございま

す。大洲地区広域消防事務組合負担金の確定に伴い、３，６３１万５，０００円の減額でござい

ます。 

５３ページをお開きください。上段でございます。１０款、教育費、６項、保健体育費、５目、

国民体育大会費、１５節、工事請負費でございます。「愛顔つなぐえひめ国体」が終了し特設ライ
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フル射撃場の解体撤去工事及び城の台公園グランド復旧工事の入札減少等により、４８７万４，

０００円の減額でございます。 

５３ページでございます。中段から下段にかけての１１款、災害復旧費につきましては、台風

１８号等の復旧費として査定額の確定等により、農業施設、林業施設、公共土木施設災害復旧費、

あわせて１億８，８１７万６，０００円の減額となっております。 

続きまして、オレンジの仕切りでございます。議案第１６号、平成２９年度内子町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。 

１ページをお開きください。平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、介護納付金の確定に伴いまして、歳入歳出

それぞれ１億７，２２４万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２６億２，５１１万５，

０００円と致しております。前年度の３月補正後予算と比較して、１億１，７２５万２，０００

円、４．３％の減額となっております。 

続きまして紫色の仕切りでございます。議案第１７号、平成２９年度内子町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。１ページをお開き下さい。平

成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、後期高

齢者医療広域連合納付金の増などによりまして、歳入歳出それぞれ２４８万６，０００円増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億３，３２６万６，０００円と致しております。 

続きましてピンクの仕切りでございます。議案第１８号、平成２９年度内子町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）につきましてご説明致します。１ページをお開き下さい。地域密着型

介護サービス給付費の増などによりまして、歳入歳出それぞれ３０５万３，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を２６億１４０万円と致しております。 

続きまして同じくピンクの仕切りでございます。議案第１９号、平成２９年度内子町介護保険

サービス事業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明致します。１ページをお開き下さ

い。人事院勧告にともなう人件費の増によりまして、歳入歳出それぞれ１３万４，０００円を増

額し、歳入歳出予算の総額を１，７８０万１，０００円と致しております。 

続きましてオレンジの仕切りでございます。議案第２０号、平成２９年度内子町小田高校寄宿

舎特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明を致します。１ページをお開き下さい。平成

２９年度における小田高校寄宿舎事業につきましては、入寮者数の確定にともない、歳入歳出そ

れぞれ３５２万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を９６８万３，０００円と致してお

ります。 

続きまして浅黄色の仕切りでございます。議案第２１号、平成２９年度内子町水道事業会計補

正予算（第３号）でございます。１２ページをお開きください。収益的収入及び支出でございま

す。収入は、営業外収益において大瀬簡易水道組合の寄附により５５０万円の増、借入利息の確

定に伴い、一般会計繰入金１３５万円の減などによりまして、営業外収益は、３９１万１，００

０円の増額を見込んでおります。 

１４ページをお開きください。資本的収入及び支出におきましては、上水道拡張工事、石畳地

区水道整備事業等の入札減少などにより、収入は１，１６５万７，０００円、支出は４，１００

万円の減額を見込んでおります。 
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同じく浅黄色の仕切りでございます。議案第２２号、平成２９年度内子町下水道事業会計補正

予算（第３号）でございます。１２ページをお開き下さい。収益的収入及び支出でございます。 

収入は、営業外収益において企業会計への移行仕訳の見直しにより、長期前受金戻入益２３０万

３，０００円の増、一般会計繰入金７７万３，０００円の増などにより、３１３万円の増額を見

込んでおります。 

１３ページをご覧下さい。支出は、営業費用において、移行仕訳の見直しにより、減価償却費

が３１５万５，０００円の増、管渠費における動力費の支出見込減による５０万円の減などによ

り、２３３万円の増額を見込んでおります。 

１４ページをお開きください。資本的収入及び支出でございます。収入は、農地転用等による

猶予解除予定地の減により、４２万５，０００円の減額、支出は、事業費減により６万４，００

０円の減額を見込んでおります。以上、議案第１５号「平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

６号）について」から、議案第２２号「平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）

について」までの８件について、一括してご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○議長（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１５号から議案第２２号までの補正予算８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１５号から議案第２２号までの補正予算８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。 

 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後３時２５分から再開します。 

 

午後３時１５分 休憩 

 

午後３時２５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２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について  

日程第２７ 議案第２４号  平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について  

日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて  

日程第２９ 議案第２６号  平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について  

日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい
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て  

日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について  

日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度内子町水道事業会計予算について 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度内子町下水道事業会計予算について  

○議長（山本徹君） 「日程第２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について」

「日程第２７ 議案第２４号  平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」「日

程第２８ 議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について」

「日程第２９ 議案第２６号  平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について」「日程第

３０ 議案第２７号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について」「日程第

３１ 議案第２８号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」「日程第３２ 議案第

２９号 平成３０年度内子町水道事業会計予算について」「日程第３３ 議案第３０号 平成３０

年度内子町下水道事業会計予算について」以上８議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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２３号「平成３０年度内子町一般会計予算について」、議案第２４

号「平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について」、議案第２５号「平成３０年度

内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について」、議案第２６号「平成３０年度内子町介護

保険事業特別会計予算について」、議案第２７号「平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別

会計予算について」、議案第２８号「平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について」、議案

第２９号「平成３０年度内子町水道事業会計予算について」、議案第３０号「平成３０年度内子町

下水道事業会計予算について」この８件につきまして、一括してご説明申し上げます。 

議案書３をご覧ください。議案第２３号、平成３０年度内子町一般会計予算でございます。平

成３０年度の予算編成方針につきましては、内子町総合計画に掲げた町づくりの戦略である「プ

ロジェクト１０」の推進、また「内子町まち・ひと・しごと総合戦略」に沿った事業の確実な推

進を図っていけるよう、緊急性の高いもの等に重点を置きました。これらの施策展開に対応する

弾力的な財政体質を確立するため、事業の検証・評価・見直しや徹底、選択と集中、健全財政を

維持していくこと等を考慮し、内子らしい町づくりに取り組んでいくための予算と致しました。

なお、現時点で国、県の事業内示がきていないものにつきましては、今後の補正予算で提案させ

ていただきたいと考えているところでございます。 

１ページをお開きください。平成３０年度内子町一般会計当初予算案は、歳入歳出それぞれ８

７億５，７００万円、予算規模は、今年度当初予算と比較して７億６，３００万円、８．０％の

減額となっております。 

１４ページをお開き下さい。財源内訳でございますが、一般会計当初予算に充当致します財源

は、国県支出金が１１億４，６３９万２，０００円。特定財源としての地方債が１億２，１００

万円。その他特定財源が５億５，８６２万１，０００円。臨時財政対策債を含む一般財源が６９

億３，０９８万７，０００円となっております。主な歳出をご説明致します。 
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４５ページでございます。２款、総務費、４項、選挙費でございます。平成３０年１１月３０

日任期満了に伴う愛媛県知事選挙として、１，４２７万６，０００円。 

６０ページでございます。４款、衛生費、１項、保健衛生費、４目、環境衛生費、１３節、委

託料として、２，０２６万６，０００円を計上しております。その内訳は、今後発生が予想され

る南海トラフ地震等の大規模災害に備え、災害発生時における災害廃棄物を迅速かつ適正に処理

することにより、生活環境の保全と円滑な復旧･復興を図ることを目的に実施する災害廃棄物処理

基本計画策定業務として４２５万円。地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行計画の策

定をおこなうカーボンマネジメント強化事業計画策定として９９８万円等でございます。 

６２ページをお開きください。下段でございます。４款、衛生費、２項、清掃費、１目、塵芥

処理費、１９節、負担金、補助金及び交付金でございます。久万高原町環境衛生センター撤去に

伴う負担金として、２４７万７，０００円。 

６３ページの上段でございます。４款、衛生費、２項、清掃費、２目、し尿処理費、１９節、

負担金、補助金及び交付金でございます。大洲喜多衛生事務組合における、し尿処理施設の基幹

的設備改良工事に伴う負担金として、１億３，５８４万円。 

７４ページでございます。７款、商工費、１項、商工費、１目、商工総務費、１９節、負担金、

補助金及び交付金でございます。内子町観光協会における旅行事業部設立に伴う育成補助金、３

８０万６，０００円など、補助金として２，５７６万７，０００円。 

７６ページでございます。７款、商工費、１項、商工費、３目、観光施設費でございます。１

３節の委託料、１，３９７万４，０００円のうち、小田深山の自然を活かした新深山荘の建設に

伴う、新深山荘基本設計策定業務委託として、７２３万６，０００円。また、１５節の工事請負

費に、旧深山荘施設等解体工事として、１，０５３万円。 

８７ページの下段でございます。１０款、教育費、１項、教育総務費、３目、教育諸費、１３

節、委託料でございます。五十崎中学校、内子小学校エアコン設置工事設計委託費、２３６万５，

０００円を含む、委託料２６３万４，０００円。 

また、次の８８ページでございます。１５節、工事請負費でございますが、４，８２５万５，

０００円を計上しております。その内訳は、平成２８年度に大瀬小学校、平成２９年度に大瀬保

育園が完成したことに伴う大瀬小学校の外構の整備工事として、２，３３０万７，０００円。夏

の教育環境の改善を図るための内子中学校エアコン設置工事として、２，４９４万８，０００円。

同じく８８ページでございます。１９節、負担金、補助金及び交付金でございます。補助金４８

７万３，０００円のうち、平成３２年度から本格実施される次期学習指導要領での小学校英語の

教科化に向けた、小学校教諭の英語教育スキル向上のための海外研修事業費補助金として、１７

８万円。 

９５ページでございます。１０款、教育費、５項、社会教育費、１目、社会教育総務費、１９

節、負担金、補助金及び交付金でございます。補助金、１，３２８万円のうち、国際感覚豊かな

人材を育成することを目的として、青少年海外派遣事業の参加費について予算の範囲内で補助金

を交付する青少年海外派遣事業補助として１３０万円。姉妹都市ローテンブルク市で職業研修を

受講し、活力あるまちづくり及び、ローテンブルク市との交流の深化充実を促進する職業研修費

補助金として、４３万６，０００円。 
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９７ページでございます。１０款、教育費、５項、社会教育費、３目、自治センター費、１３

節の委託料でございます。避難所にもなっている自治会館の整備は、安全・安心のまちづくりを

考える上で早急に整備をする必要があり、今年度は五十崎中央自治会館新築工事設計委託として、

４７２万円を含む１，８９１万７，０００円などを計上しております。 

最後に元に戻っていただきまして、９ページをご覧下さい。平成３１年からの新たな債務負担

行為につきましては、学校情報教育等基盤整備として校務用・小学生児童用情報機器リース料、

８，５００万円でございます。 

続きまして、議案書４をご用意ください。議案第２４号「平成３０年度内子町国民健康保険事

業特別会計予算について」から、議案第２８号「平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算につ

いて」の５件でございます。まず、オレンジ色の仕切りでございます。議案第２４号、平成３０

年度内子町国民健康保険事業特別会計予算につきましてご説明致します。 

１ページをお開きください。国民健康保険事業は、今年度から制度改革がおこなわれ、国民健

康保険の財政運営主体が内子町から愛媛県となり、より安定的な財政運営や効率的な事業の確保

等が図られます。今後、被保険者数は人口減少に伴い減少すると見込まれますが、１人当たり医

療費は高額療養費等において増加傾向となる予想です。平成３０年度の当初予算につきましては、

前年度対比５億７，９８４万２，０００円の減額予算編成となり、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２１億８，３６０万円と致しております。 

 ７ページをお開きください。国民健康保険税を３億４，８５５万円を見込み、８ページですが、

保険給付費を１６億８，０８１万３，０００円、新たに国民健康保険事業費納付金、４億８，３

３０万円を計上するものでございます。 

続きまして紫色の仕切り、議案第２５号、平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計予算につきましてご説明を申し上げます。 

１ページをお開きください。後期高齢者医療保険事業は７５歳以上の人が安心して医療を受け

られるよう、県後期高齢者医療広域連合と連携して、適正な運営に努めておるところでございま

す。保険料につきましては、２年毎に見直しがおこなわれ、平成３０年度に改定がおこなわれる

予定です。１人当たりの給付費の増加、被保険者数の増加などの状況を踏まえると保険料は徐々

に上昇しております。平成３０年度の当初予算につきましては、前年度対比、２，４５８万円の

増額予算の編成となっておりまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億４，６６０万円と致し

ております。 

続きましてピンクの仕切りでございます。議案第２６号、平成３０年度内子町介護保険事業特

別会計予算につきましてご説明を致します。 

１ページをお開きください。平成３０年度の介護保険事業は、介護保険第７期計画の１年目に

位置づけされます。第７期計画で保険料の見直しをおこない、第６期計画に引き続き低所得者の

負担軽減対策もおこないます。高齢者の増加による新規認定者や認定者の重度化等による給付費

の増加が見込まれ、平成３０年度の当初予算につきましては、前年度比、２，７７０万円の増額

予算編成となっておりまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億５，２７０万円と致してお

ります。 

続きましてピンクの仕切りでございます。議案第２７号、平成３０年度内子町介護保険サービ
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ス事業特別会計予算につきましてご説明を致します。 

１ページをお開きください。介護保険サービス事業につきましては、要支援１・２の認定者に

対する介護予防プランの作成にかかる予算として、前年度の当初予算と同額程度の予算編成とな

っており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，７９９万６，０００円と致しておるところでござ

います。 

続きましてオレンジの仕切りでございます。議案第２８号、平成３０年度小田高校寄宿舎特別

会計予算につきましてご説明を致します。 

１ページをお開きください。平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算につきましては、寄宿

舎管理運営等事業の経費でございます。平成３０年度は寄宿舎生２１名を見込み、歳入歳出予算

の総額は、それぞれ１，３０５万１，０００円と致しております。 

続きまして、議案資料５をご用意ください。議案第２９号「平成３０年度内子町水道事業会計

予算について」議案第３０号「平成３０年度内子町下水道事業会計予算について」でございます。

まず、浅黄色の仕切り、議案第２９号、平成３０年度内子町水道事業会計予算につきましてご説

明を致します。 

１ページをお開きください。平成３０年度の業務予定量につきましては、給水戸数６，６５５

戸、年間給水量１６６万８，０００㎥。一日平均給水量４，５７０㎥を見込んでおります。主な

建設改良事業といたしまして、平成２６年度から事業実施しております、石畳地区の水道拡張事

業等がございます。 

２ページをお開きください。収益的収入及び支出でございます。収入は、営業収益の２億７，

５２７万３，０００円、営業外収益では１億７，２８５万１，０００円と、水道事業収益では４

億４，８１２万６，０００円を見込んでおり、昨年度と比較しまして３．５％の減額となってお

ります。支出は、減価償却費も含めた営業費用が、３億７，４３７万８，０００円と昨年度と比

較して３．３％の減額となっております。企業債償還利息等の営業外費用が、５，３２９万６，

０００円で、総額４億２，９７２万４，０００円を計上致しております。 

次に、資本的収入及び支出でございます。収入は、石畳地区の水道拡張工事に伴い、企業債、

工事負担金及び、補助金等の総額３０億７０３万１，０００円を予定しております。また、支出

におきましては、主な建設改良事業として、石畳地区水道整備事業、富長地区水道配水管布設替

え工事、宿茂地区配水管布設替え工事、論田浄水場膜モジュール取替工事などを予定しており、

前年度より３億４，７８２万５，０００円の減額となる、２億８，３３２万４，０００円を予定

しておるところでございます。資本的支出につきましては、対前年度４８．８％減の総額４億６，

６５５万９，０００円を見込んでいるところでございます。 

続きまして、同じく浅黄色の仕切りでございます。議案第３０号、平成３０年度内子町下水道

事業会計予算につきましてご説明を致します。 

１ページをお開きください。平成３０年度の業務予定量につきましては、接続戸数１，７６８

戸、年間総排水量５５万９，２９０㎥、一日排水量１，５３２㎥を見込んでおります。 

２ページをお開きください。収益的収入及び支出でございます。収入は、下水道使用料等から

なる営業収益が７，７３８万円。企業債利息等支払金にかかる他会計補助金、償却資産の減価償

却費にかかる長期前受金戻入益などを含む営業外収益が２億８５９万円。収益的収入の総額とし



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

- 105 - 

て２億８，５９８万円を予定しておるところでございます。支出は、営業費用、営業外費用等を

あわせた２億８，５９８万円を予定しております。 

次に、資本的収入及び支出でございます。収入は、一般会計からの出資金等などを含め８，０

９２万８，０００円。支出は、地方公営企業金融機構等の償還金を含む、１億４，１２８万８，

０００円を見込んでおるところでございます。以上、議案第１５号「平成２９年度内子町一般会

計補正予算（第６号）について」から、議案第２２号「平成２９年度内子町下水道事業会計補正

予算（第３号）について」までの８件につきまして、一括してご説明申し上げました。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 一つだけ分からんことを教えていただきたいんですけど、６２ページ、

一般会計予算書の６２ページなんですけど、１９節、負担金補助金で久万高原町環境衛生センタ

ー撤去負担金と、これいつまで払わないかんのですか。あと何年くらい払わないけんのですか。

これ毎年出とると思うんですよ。ちょっとこれ合点がいかんので。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） この１９節、久万高原町の負担金につきましては、今回計上さ

せていただくのは初めてでございます。平成３０年度から３か年間、し尿処理施設を除きますご

み処理施設と資源ごみ処理施設の撤去に関する費用でですね、国の交付金を控除した額から内子

町の負担割、１８．５０８％を３０年、３１年、３２年というふうに支出させていただくんです

けど、そのうち、３１年度につきましては、実施設計の関係で予算組まさせていただいておりま

す。３２年度につきましては、解体の設計の経費でございます。３か年の合計で５，１７０万４，

０００円と今の概算見積ではありますけれども、計上させていただいておりまして、平成３０年

度については、２４０万７，７００円の事前調査の経費を計上させていただいておるということ

でございます。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） すみません。久万高原町の解体か何かするのにお金をずっと払っていた

と思うんですが、あれとは別なんですかねこれ。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君）久万高原町の施設につきましては、小田地区が平成２３年度まで

利用していた関係上、撤去に関する覚書書を久万高原町と取り交わしております。その覚書によ

りましてですね、今回３２年度に解体を行いたいということでお話をいただきまして、計画的に

３か年支出が発生するということでございます。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

〔「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。 
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お諮りします。議案第２３号から議案第３０号までの８議案は、予算決算常任委員会に付託し

て審査することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号から議案第３０号までの８議案は、予算決算常任委員会に付託すること

に決定しました。 

 

日程第３４ 議案第３１号 内子町監査委員の選任について 

○議長（山本徹君） 「日程第３４ 議案第３１号 内子町監査委員の選任について」を議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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３１号 「内子町監査委員の選任について」でございます。内子

町監査委員である片岡安男氏が、平成３０年３月３１日任期満了となるため、その後任として、

赤穂英一氏を選任するものでございます。赤穂氏は、昭和３２年１月５日のお生まれで、内子町

城廻８１１番地４１にお住まいでございます。昭和５０年４月、高松国税局に採用後、国税庁、

松山税務署、中村税務署で勤務され、平成２４年７月より高松国税局課税部消費税課長、平成２

５年７月より同局個人課税課長、平成２６年７月より国税庁高松派遣監督評価官室長、平成２７

年７月より松山税務署長、平成２８年７月より高松国税局徴収部長を歴任され、平成２９年７月

９日付けをもって定年退職をされました。人格・識見ともに内子町監査委員に適任であると存じ

ますので、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） 本案に対する、質疑を許します。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。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、ただちに採決に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり、これに同意することに、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、翻案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。 

 

日程第３５ 議案第３２号 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事に

係る工事請負契約について 
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○議長（山本徹君） 「日程第３５ 議案第３２号 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面

谷線災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ケ谷面谷線災害復旧工事に係る工事

請負契約についてでございます。本案につきましては、３月１日入札を執行し、仮契約を締結し

た第１４７号、平成２９年災 林道蔵ケ谷面谷線災害復旧工事に係る工事請負契約を締結するこ

とにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、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いたします。 

○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３２号、第１４７号 平成２９年災 林

道蔵ケ谷面谷線災害復旧工事に係る工事請負契約についてご説明申し上げます。資料につきまし

ては、議案資料１の２－１ページ、また説明資料６－２の１ページでございます。よろしくお願

いいたします。 

それでは、議案書１－２の１ページをお願いします。この契約は、地方自治法第９６条第１項第

５号並びに、内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定によりまして議会の議決を求めるものでございます。契約の目的につきましては、第１４７号 

平成２９年災 林道蔵ケ谷面谷線災害復旧工事に係る工事請負でございます。契約の方法は、一

般競争入札、簡易型総合評価落札方式でございます。契約金額は５，３３５万２，０００円でご

ざいます。契約の相手方は、喜多郡内子町中川３９４５番地、中川建設株式会社、代表取締役、

中田富恵でございます。落札率といたしましては、９４．９％でございまして、工期に関しまし

ては、議会の議決の翌日から平成３０年３月３１日でございますが、事業の繰り越しを予定して

おります。入札参加要件といたしましては、内子町に本店支店のある土木一式工事Ａランクの業

者でございまして、入札参加の公告をした結果、落札業者の他、大久保建設株式会の２社から申

し込みがあり、２社での入札を執行いたしました。 

工事概要について説明いたします。説明資料６－２の１ページをお願い致します。林道蔵ケ谷

面谷線の災害復旧工事でございますが、概要を資料右上に記載しております。台風１８号による

被災でございまして、被災箇所につきましては、内子町中川でございます。復旧延長は３６ｍと

なっております。工法と致しましては、本災害は地すべり的な災害でございまして、移動土塊を

受圧版及び鉄筋挿入工で止め、排水ボーリングによりまして、地下水位を下げることが主な復旧

工法でございます。工事概要は 鉄筋挿入工 ２３２本、受圧板工 ２３２枚、植生基材吹付工 

１２１８㎡、排水ボーリング工 ６本を予定しております。以上簡単ではございますが、提案理

由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げま

す。 
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○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。 

お諮ります。議案第３２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３２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３６ 議案第３３号 第１５１号 ２９災国補第３１７９号町道岡つづら谷線道路災

害復旧工事に係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第３６ 議案第３３号 第１５１号 ２９災国補第３１７９号町道

岡つづら谷線道路災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 第１５１号 ２９災国補第３１７９号町道岡つづら谷線道路災害復旧工

事に係る工事請負契約についてでございます。本案につきましては、３月１日入札を執行し、仮

契約を締結した「第１５１号 ２９災国補第３１７９号 町道岡つづら谷線道路災害復旧工事」に

係る工事請負契約を締結することにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。その内

容につきましては、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３３号 第１５１号 ２９災 国補第３１７９号町

道岡つづら谷線道路災害復旧工事に係る工事請負契約についてご説明申し上げます。資料につき

ましては、議案資料１－２の２ページ、また説明資料６－２の２ページでございます。よろしく

お願いいたします。 

それでは、議案書１－２の２ページをお願いします。この契約は、地方自治法第９６条第１項

第５号並びに、内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。契約の目的につきましては、第１５１

号 ２９災 国補第３１７９号町道岡つづら谷線道路災害復旧工事に係る工事請負でございます。

契約の方法は、指名競争入札でございます。契約金額は５，３４６万円でございます。契約の相

手方は、喜多郡内子町五十崎甲９１８番地、久保興業株式会社、代表取締役、尾崎浩二でござい

ます。落札率といたしましては、９３．１％でございまして、工期に関しましては、議会の議決

の翌日から平成３０年３月３１日でございますが、事業の繰り越しを予定しております。本工事
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でございますが、法面工が主な工事でございまして、内子町近隣のとび・土工・コンクリート工

事Ａランクの業者で現場吹付法枠工事の実績のある会社４社を指名させて入札を執行いたしまし

た。 

工事概要について説明いたします。説明資料６－２の２ページをお開きください。町道岡つづ

ら谷線の災害復旧工事でございますが、資料の右上に概要を記載しております。台風２１号によ

る被災でございます。場所につきましては、内子町上川でございます。復旧延長は４６．１ｍと

なっております。本災害は山側法面の崩壊でございます。対策工といたしましては、崩土の除去

を行い、法切り部分に法枠工、鉄筋挿入工を施工し法面の安定を図りながら、切土法尻にかご枠

工を施工して法面全体の安定を図るものでございます。主な工種といたしましては、現場吹付法

枠工５７３㎡、鉄筋挿入口工１１４本、かご枠工３３２ｍ、Ｕ型側溝４５ｍ、ガードレール設置・

撤去１１ｍ、アスファルト舗装２４㎡などを予定しております。以上簡単ではございますが、提

案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（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） ちょっと一点だけ。これ町道ということは、家があるんで、現状はこ

の図面か見ると通行で来ない状況になるんですか。それともある程度、乗用車程度が通れるよう

な形にしているのか。災害復旧いうたらわりといろったらいかんとかいう話があるんでそこらち

ょっと。 

○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） この現場につきましては、ちょうど平面図で申しますとち

ょうど上部になるんですけど、住んでおられる家がございまして、この方はですね、緊急的に町

営住宅の方に入っていただいて、今は通行ができる状態ではございませんので、住宅の方で過ご

していただいているという状況でございます。 

○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） 時間的に言うと３０年３月末で完成ですけど、最初から繰越というの

は決定というか、間に合わないというのが分かりますので、繰越した場合に、いつ頃復旧ができ

るのか。その点だけ聞かせていただいたら。 

○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） 標準工期で予定しているのは、秋ごろを予定しております。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

〔「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３３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
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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３３号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日、各常任委員会及び

予算決算常任委員会に付託しました、議案の審査報告については、会期末３月１６日の本会議で

お願いします。次の本会議は、３月１６日、午後２時に開会します。 

 本日はこれをもって散会致します。 

午後４時１１分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 



平成３０年３月第９５回内子町議会定例会 

- 111 - 

平成３０年 ３月第９５回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成３０年 ３月  ２日（金） 

○開会年月日   平成３０年 ３月 １６日（金） 

○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 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３号） 

平成３０年３月１６日（金）午後２時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

の訂正の件 

日程第 ４ 議案第 １号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第 ２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第 ６ 議案第 ３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

日程第 ７ 議案第 ４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ５号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第 ６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第 ７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１１ 議案第 ８号 内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第 ９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１３号 内子町都市公園条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１４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１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２０ 議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第２１号 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 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について 

日程第２７ 議案第２４号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について 
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日程第２９ 議案第２６号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算について 

日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度内子町水道事業会計予算について 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度内子町下水道事業会計予算について 

日程第３４ 議案第３２号 第 147号 平成 29年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事に係る工事

請負契約について 
 

日程第３５ 議案第３３号 第 151 号 29 災国補第 3179 号町道岡つづら谷線道路災害復旧工事

に係る工事請負契約について 
 

日程第３６ 受理第 １号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 
 

日程第３７ 受理第 ２号 生活保護基準引き下げ中止について国へ「意見書」提出を求める請

願書 
 

 

日程第３８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第３９ 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３９まで 

 

午後２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、１４番、寺岡保議員、１５番、中田厚寬議員を

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３号のとおりであります。 

 まず、２日の寺岡保議員の「通学路に関する」一般質問に対する答弁で、一部説明不足があり、

補足説明したいとの申し出がありました。これを許可し、理事者の再答弁を求めます。 

○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） ３月２日の寺岡議員の空き家崩壊についての通学路に関するご質問に

対しまして、調査をして報告する旨の答弁をさしていただいておりましたが、調査を行いました

ので、ご報告をさせていただきます。なお、調査した事項につきましては、本日配布しておりま

す資料になっておりますので、ご参照いただきたいと思っております。各学校からの報告により
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ますと、通学ルートは徒歩通学と自転車通学があり、小学校が５６ルート、すべて徒歩ルートで

ございます。中学校が徒歩ルートが２０、自転車ルートが１９ルートで小中学校合わせまして、

９５ルートでした。そのルートの中で空き家等による危険個所について３月の１２日、校長等と

一緒に現地調査をおこないました。現地調査を行ってみますと、小中学校が把握している空き家

の中に重複する空き家が２件ありまして、危険個所としては７カ所というふうになっております。

この危険個所の通学につきましては、すでに通学ルートを変更したり、空き家等で危険な方でな

い反対側を注意して通学するよう、指導しております。今後におきましてもＰＴＡや建設デザイ

ン課などの関係機関と連携しながら、子どもたちの安全を最優先に取り組んで参りたいと考えて

いるところでございます。この件に関しまして大変ご迷惑をかけたことをお詫び申し上げ、ご報

告とさせていただきます。よろしくお願い致します。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対し、寺岡保議員の再質問を許します。 

○１４番（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡保議員。 

○１４番（寺岡保君） 危険な場所は大変多いようでありますが、いけないところからできるだ

け早急に対応していただきますようにお願いして終わりにします。 

○議長（山本徹君） 以上で終わります。 

 これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

日程第３ 議案第１号 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な

事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の制定についての訂正の件 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついての訂正の件」を議題とします。 

 ここで暫時休憩をします。 

 

午後２時５分 休憩 

 

午後２時１５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 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） 平成３０年３月２日に提出致しました、議案第１１号、内子町指定居宅

介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の制定についてでございますが、提案いたしておりました議案の内容に誤り
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があったため内子町議会会議規則第２０条の規定により訂正することについて議会の許可を求め

るものでございます。誠に申し訳ございませんでした。深くお詫びを申し上げます。 

 訂正の内容につきましては、保健福祉課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご

決定たまわ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） 平成３０年３月２日に提出を致しました、議案第１１号、内

子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例の制定について議案に誤りがございました。誠に申し訳ござい

ませんでした。深くお詫びを申し上げます。つきましては、会議規則第２０条の規定により訂正

をお願いするものでございます。訂正箇所についてご説明を申し上げます。議案書１の３４ペー

ジをお開きください。最上段、提案条例の題名に誤りがございました。本日お配りを致しており

ます議案の訂正についての２ページ目をご覧ください。正誤表でございます。正誤表の右、題名

のアンダーラインの部分を削除し、内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し、必要な事項並

びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び、運営に関する基準を定める条例へと訂正させていた

だくものでございます。今後このようなことがないよう、改善策を講じ、正確を期した議案の提

出をおこなって参る所存でございます。ご審議の上、ご決定たまわりますよう、お願いを申し上

げます。 

○議長（山本徹君） お諮りします。ただいま議題となっております「議案第１１号 内子町指

定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の制定についての訂正の件」を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号 内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についての訂正の件」

を許可することに決定しました。 

 お諮りします。議案第１１号は、産業建設厚生常任委員会に再付託することにしたいと思いま

す。 

〔「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１１号は、産業建設厚生常任委員会に再付託することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。 

 

午後２時２５分 休憩 

 

午後２時３７分 再開 
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○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第４ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について 

日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第１号 内子町職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて」「日程第５ 議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正について」「日程第６ 議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正について」以上３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。菊地総務文教常任委員長、登壇願い

ます。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る３月５日の本会議において、

開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第１号「内子町職員の給与に関する条例の

一部改正について」、議案第２号「内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正について」、議案第３号「内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について」の３議案について、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきまし

ては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、議案第１号、議案

第２号、議案第３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。本議案は、平成２９年８月８日付

け人事院勧告に伴い、内子町職員の給与等、また町長以下特別職の期末手当の一部改正、併せて、

内子町議会議員の期末手当の改正を行うものです。その主な内容は、職員の給与改定額は、月例

給は、初任給・若年層１０００円、その他４００円の引き上げを基本に見直しが行われておりま

す。特別給では、一般職については勤勉手当の支給割合を、平成２９年１２月期で０．１０月分

引き上げ、平成３０年度以降は年間で０．１０月分引き上げられています。また特別職並びに議

員については期末手当の支給割合を、それぞれ平成２９年１２月期で０．０５月分引き上げ、平

成３０年度以降は年間で０．０５月分引き上げられています。委員の質疑においては、「人事院勧

告の調査対象となった５０人以上の事業所は、内子町にあるのか。」との質問に対し、「内子町独

自では、調査を実施していない。愛媛県人事委員会も同様の調査を実施しており、個別の事業所

名まではわからないが、愛媛県に準じた条例改正を行いたい。」との答弁でありました。採決の結

果、議案第１号、議案第２号、議案第３号は、「原案のとおり可決すべきもの」と決定いたしまし

た。 

 以上で、委員長報告を終わります。 
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○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。 

 菊地委員長、席にお戻りください。 

これより、討論、採決は議案ごとにおこないます。 

まずは、「議案第１号 内子町職員の給与に関する条例の一部改正について」の討論を行います。

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１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について」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２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て」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３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第７ 議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
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○議長（山本徹君） 「日程第７  議案第４号 内子町職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。菊地

総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る３月５日の本会議において、

開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第４号「内子町職員の育児休業等に関する

条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果について、議案第４号は

「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、内子町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正するものであります。委員の質疑においては、「今回の改正による対象者

は、内子町職員にいるのか。」との質問に対し、「現在該当者はいないが、制度として整備をして

いく。」との答弁でありました。採決の結果、議案第４号は、「原案のとおり可決すべきもの」と

決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○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。菊地委員長、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４号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第４

号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第４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５号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第５号 内子町後期高齢者医療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。 

○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３月５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５号「内子町後期高齢者医療に関する条例の

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
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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５号は「原案のとおり可決

すべきもの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、

「国民健康保険については、住所地が変わっても保険が継続されていたのか。」との質疑に対し、

「国民健康保険法に基づく住所地特例があったのだが、今回の法改正で、後期高齢者医療の被保

険者にも、住所地特例が適応されるようになった。」との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第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５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第５号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５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６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第６号 内子町国民健康保険税条例の一部改正について」

を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

菊地 総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る３月５日の本会議において、

開会中の総務文教常任委員会に付託されました、議案第６号「内子町国民健康保険税条例の一部

改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果について、議案第６号は「原案のと

おり可決すべきもの」とするものです。 

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。本議案は、国民

健康保険制度の改革に伴い、内子町国民健康保険運営協議会から保険税率等の改定答申を受けた

こと、並びに「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」が施行されることに伴

い、条例の一部を改正するものでございます。委員の質疑においては、「所得が無いのに、持ち家

などのために資産割を払わなければならず、そのために滞納が増えるということもあるので、税
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率の変更は町単独でできないのか。」との質問に対し、「今回の条例改正は、内子町国民健康保険

運営協議会から保険税率等の改定答申を受けて実施している。しかし、国民健康保険制度の改革

に伴い、将来的には愛媛県統一の保険料の方向性も出てくると考えられるので、それらも含めて、

今後の課題として慎重に検討していきたい。」との答弁でありました。採決の結果、議案第６号は、

「原案のとおり可決すべきもの」と決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（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。 

菊地委員長、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６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第６号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第７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１０ 議案第７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。審査結果について、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） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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７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、審査結果については、

議案第７号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

今回の改正は、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、条例の一部

を改正するとともに、「障害者」「障害」の「害」の表記をひらがな表記に改めるため、条例の一

部を改正するものです。 

委員から、特に質疑はなく、採決の結果、議案第７号は、全会一致により、原案のとおり可決す

べきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

議長（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。 
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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７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第７号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１１ 議案第８号 内子町重度心身障害者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１１ 議案第８号 内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部

改正について」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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８号「内子

町重度心身障害者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、審査結果については、

議案第８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、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、条例の一部

を改正するとともに、「障害者」「障害」の「害」の表記をひらがな表記に改めるため、条例の一

部を改正するものです。委員から、「法律にはまだ漢字の害を表記しているものがあるが、整合性

がないのではないか。」との質疑に対し、「今回の条例の改正は、障がい者差別解消法の施行に合

わせて改正するもので、法律名は国の改正を待たなければならない。」との答弁がありました。採

決の結果、議案第８号は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（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８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第８号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１２ 議案第９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 議案第９号 内子町子ども医療費助成条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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９号「内子

町子ども医療費助成条例の一部改正について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、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９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、国民健康保険法の

改正に伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、「国民健康保険の住所地特例を子ども医

療費については、適用していなかったのか。」との質疑に対し、「今回の改正で、適用除外だった

子ども医療費についても、対象者に追加するものである。」との答弁がありました。 

採決の結果、議案第９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９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第９号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 議案第１０号 内子町介護保険条例の一部改正について」

を議題とします。審査結果について委員長報告を求めます。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。 
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○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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１０号「内子町介護保険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１０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、介護保険第７

期事業計画策定に伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結

果、議案第１０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１０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第１０

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

               を定める条例の制定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１４ 議案第１１号 内子町指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。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） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。 

本日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に再付託されました、議案第１１号「内子町指

定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の制定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につ

きましては、配付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１

１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、介護保険法の改正に伴い、居宅

介護支援事業者の指定権限が市町へ委譲されることに伴い、人員及び運営に関する基準等を定め
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るため、条例の一部を改正するものです。委員から、「内子町のような山間部では、居宅介護は現

実的には難しいと考えるが、町としてどのような対応を考えているのか。」との質疑に対し、「住

み慣れた自宅で生活するための環境づくりが大事であり、訪問介護やデイサービスなど、様々な

サービスを組み合わせて、居宅介護に取り組みたい。」との答弁がありました。採決の結果、議案

第１１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１１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第１１

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 議案第１２号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。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） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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１２号「内子町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定め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１２号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議

案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備関する法律の施行に

伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結果、議案第１２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〕 
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○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１２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第１２

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１６ 議案第１３号 内子町都市公園条例の一部改正について 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第１３号 内子町都市公園条例の一部改正について」

を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。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） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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１３号「内

子町都市公園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１３号

は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容

並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、都市緑地法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結果、議案

第１３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１３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。「議案第１３

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第１３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第１７ 議案第１４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１７ 議案第１４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。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡産業建設厚生常任委員長。 

○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３月５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１４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」、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１４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、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する

ものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結果、議案第１４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１４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１４

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１４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後３時３５分より再開します。 

 

午後 時 分 休憩 

 

午後３時３５分 再開 
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○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）について 

  日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第２０ 議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算 

（第２号）について 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第２１号 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 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）につい 

           て 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第

６号）について」から「日程第２５ 議案第２２号 平成２９年度内子町下水道事業会計補正予

算（第３号）について」までの補正予算８議案を一括議案とします。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３月５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、平成２９年度補正予算８件について、平成３０年度当初予

算８件とともに、３月７日、８日、９日の３日間、委員１５名出席のもと、各課長等からの説明

を受け、質疑、討論をし、慎重な審査を行いました。 

議案第１５号平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）から議案第２２号平成２９年度

内子町下水道事業会計補正予算（第３号）までの８議案について、審査の結果をご報告申し上げ

ます。審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、補正予算８議案

は「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主な質疑

等についてご報告を致します。議案第１５号、平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）

につきましては、４億６，８３８万４，０００円を減額し、歳入歳出予算を１０４億９，５６３

万５，０００円とするものです。前年同期と比較し５％の減額となっています。 

歳入予算については、国県支出金１億４，５６３万４，０００円の減額、地方債５，３２０万

円の減額、その他特定財源１億２，０９７万８，０００円の減額、一般財源１億４，８５７万２，

０００円の減額となっています。 
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続いて、主な歳出予算は、２款総務費においては、「職員研修費について、職員の資質向上のた

めの研修にもかかわらず、不用額が多い。人材育成のために、積極的に取り組んでほしい。」との

意見がありました。 

４款衛生費においては、「保育士不足が全国的にあるのだが、社会福祉協議会においては、人材

の確保はやっているのか。」との質疑に対し、「大学等に精力的に回ったり、再就職のための補助

を活用したりしているが、保育士確保は、内子町でも大きな課題である。」との答弁でありました。 

６款農林水産費においては、「町産材利用木造住宅建築促進補助は、要件が緩和されたにもかか

わらず、申請件数が増えていないのはなぜか。」との質疑に対し、「住宅着工件数が横ばいの状況

が続いているのが原因だと考えるが、住宅メーカーへの流れを止めるために、オール内子で取り

組んでいきたい。」との答弁でありました。 

７款商工費においては、「凧博物館入館料の増は、上岡美平さんの関係によるものか。」との質

疑に対し、「そうである。」との答弁でありました。 

８款土木費においては、町営住宅解体工事において、工事請負費の１，０６２万１，０００円

の減額の報告がありました。委員の質疑において、「予定入札価格の検討が必要ではなかったのか。」

との質問に対し、「県や国の歩掛を使用して積算しており、設計金額に問題はない。また、解体工

事については、調査基準価格工事には該当しない取り決めをしている。」との答弁でありました。 

９款消防費においては、大洲地区広域消防事務組合負担金の確定に伴い、３，６３１万５，０

００円の減額の報告がありました。委員の質疑において、「減額する金額が大きいが、その理由は。」

との質問に、「車両機器の購入に伴う入札減少金や人件費の減少によるものである。」との答弁が

ありました。「事務組合の議会において、原因について正してほしい。」との意見がありました。 

１０款教育費においては、「長期休暇中のスクールバスの運行について。」との質疑に対し、「来

年度から中学校４校で運行する。」との答弁でありました。以上、議案第１５号、内子町一般会計

補正予算（第６号）については、多くの質疑がなされました。採決の結果、全会一致で可決すべ

きものと決定いたしました。 

次に、特別会計５件及び事業会計２件の補正予算ですが、まず、議案第１６号、平成２９年度

内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）については、歳入歳出それぞれ１億７，２

２４万６，０００円を減額し、２６億２，５１１万５，０００円とするものです。補正内容は、

前期高齢者交付金、後期高齢者支援金等の事業実績等による補正であります。委員の質疑におい

て、「ジェネリック医薬品利用通知委託はどのようにして行われているのか。」との質問に、「ジェ

ネリック医薬品を使用した場合との利用額の差額をお知らせしている。あくまでも参考であり、

ジェネリック医薬品の使用については、基本は主治医と相談していただくのが一番である。」との

答弁がありました。採決の結果、全会一致により可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第１７号、平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）

については、歳入歳出それぞれ２４８万６，０００円を増額し、２億３，３２６万６，０００円

とするものです。補正内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の増などによる補正であります。 

特に質疑はなく、採決の結果、全会一致により可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第１８号、平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出それぞれ３０５万３，０００円を増額し、２６億１４０万とするものです。補正内
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容は、地域密着型介護サービス給付費等の増などによる補正であります。採決の結果、全会一致

で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第１９号、平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

については、歳入歳出それぞれ１３万４，０００円を増額し、１，７８０万１，０００円とする

ものです。補正内容は人事院勧告のともなう人件費の増による補正であります。委員から特に質

疑はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第２０号、平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）については、

歳入歳出それぞれ３５２万６，０００円を減額し、９６８万３，０００円とするものです。補正

内容は、寄宿舎入寮者数の確定にともなう補正予算であります。委員から特に質疑はなく、採決

の結果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第２１号、平成２９年度内子町水道事業特別会計補正予算（第３号）については、

収入は、営業外収益において大瀬簡易水道組合の寄附により５５０万円の増、借入利息の確定に

伴い、一般会計繰入金１３５万円の減などにより、営業外収益は、３９１万１，０００円の増額

するものです。資本的収入及び支出におきましては、上水道拡張工事、石畳地区水道整備事業等

の入札減少などにより、収入は１，１６５万７，０００円、支出は４，１００万円の減額となっ

ています。委員から、「大瀬簡易水道組合からの寄付の経緯について。」の質問があり、「将来の支

出に備えて蓄えていたものから、組合員に分配して残った金額を寄付していただいた。」との答弁

がありました。 

また、「寒波による漏水で水道料金が高額になる人もあるようだが、減免措置はできないのか。」

の質問があり、「漏水による水道料金は、予期できないものについては減免対象となるが、今回は

該当しないと考えている。」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

定いたしました。 

 最後に、議案第２２号、平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３号）については、

収入は、営業外収益において企業会計への移行仕訳の見直しにより、長期前受金戻入益２３０万

３，０００円の増、一般会計繰入金７７万３，０００円の増などにより、３１３万円の増額する

ものです。支出は、営業費用において、移行仕訳の見直しにより、減価償却費が３１５万５，０

００円の増、管渠費における動力費の支出見込減による５０万円の減などにより、２３３万円の

増額するものです。資本的収入及び支出ですが、収入は、農地転用等による猶予解除予定地の減

により、４２万５，０００円の減額、支出は、事業費減により６万４，０００円の減額となって

います。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。 

以上、平成２９年度補正予算８議案について、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、採決は議案ごとにおこないます。 

まず、「議案第１５号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６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１５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第１６号 平成２９年内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」の討論を行います。 

 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１６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第１７号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２

号）について」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１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第１８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」の討論を行います。 

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１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第１９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について」の討論を行います。 
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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１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第２０号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第 1号）について」の

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２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第２１号 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」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２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第２２号 平成２９年度 内子町下水道事業会計補正予算（第３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２２号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について 

  日程第２７ 議案第２４号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算につ

いて 

  日程第２９ 議案第２６号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について 

  日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算につい

て 

  日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

  日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度内子町水道事業会計予算について 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度内子町下水道事業会計予算について 

○議長（山本徹君） 「日程第２６ 議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について」

から「日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度内子町下水道事業会計予算について」までの当

初予算８件を一括議題とします。 

を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る３月５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、平成３０年度当初予算８件について、３月７日、８日、

９日の９日間、委員１５名出席のもと、各課長等からの説明を受け、質疑、討論をし、慎重な審

査を行いました。議案第２３号平成３０年度内子町一般会計予算から議案第３０号平成３０年度

内子町下水道事業会計予算までの８議案について、審査の結果をご報告申し上げます。審査の結

果については、当初予算８議案は「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主な質疑等についてご報告をいたします。まず委員会の冒頭において委員

から、「今回の予算決算常任委員会は、来年度の予算を審査する重要な委員会である。来年度から

最高責任者である町長の出席を求めたい。」との強い要望がありました。 

議案第２３号、平成３０年度内子町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算を８７億５，

７００万円とするもので、前年度比 7億６，３００万円、８．０％の減額であります。現時点で

国、県の内示が出ていない事業については、当初予算に計上せず、今後の補正予算で計上してい

くとのことであります。 

 それでは、まず歳入について、でございますが、一般会計当初予算に充当します財源は、国県

支出金、１１億４，６３９万２，０００円、特定財源としての地方債、１億２，１００万円、そ

の他特定財源、５億５，８６２万１，０００円、臨時財政対策債を含む一般財源、６９億３，０

９８万７，０００円となっております。 

続いて、歳出について報告致します。２款総務費においては、「地域おこし協力隊について、今

後の取り組みは。」との質疑に対し、「地域おこし協力隊の卒業生には、内子町に定住し起業され

ている方もあり、地域の活性化に繋がっているが、協力隊の在り方も多様化し、専門的になって
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きている。今後は、協力隊の勤務形態などの見直しを図り、さらなる定住を促進していきたい。」

との答弁がありました。「デマンドバス運行業務委託料について、運行区域が広がっているのに、

昨年度より委託料が減額されているのはどういうことか。他の自治体では、撤退の話も聞く。委

託料の見直しは考えていないのか。」との質疑に対し、「委託料については、運用便数が減ったた

め、減額となった。運転手の確保など難しい状況にあるのは理解しており、委託料の見直しにつ

いても検討していきたい。」との答弁がありました。 

次に、３款民生費においては、委員から、「一時保育がくるみ保育園の一園だけになるが、利用

者にとって非常に不便だと思われるので、こばと保育園でも一時保育ができないのか。」との質疑

に対し、「一時保育を行うには専用の保育室が必要となるが、こばと保育園には余裕教室が無いた

め、対応ができない。」との答弁がありました。 

次に、４款衛生費においては、委員から、「環境自治体会議への参加自治体が減少傾向にあるの

では。」との質疑に対し、「自治体が取り組む課題の多様化などにより減ってきているのは事実で

はあるが、環境政策推進のため、内子町がリーダーシップをとりながら、全国にネットワークを

広げていきたい。」との答弁がありました。 

次に、６款農林水産業費においては、委員から、「東京における観光物産展の取り組みについて、

物産フェアーを開催するだけではなく、販路開拓につながる取り組みをしてほしい。」との意見に

対し、「関東圏域での販売が伸びている企業もあり、継続していくことが大事だと考える。」との

答弁がありました。 

次に、７款商工費においては、委員から、「総合観光パンフレットの印刷製本費が毎年度予算化

されているが、どのような利用をしているのか。」との質疑に対し、「町内はもちろん、県内の有

名な観光施設やホテル、旅館などに置き、誘客のための魅力的な情報発信として活用している。」

との答弁がありました。また、内子町観光協会育成のために補助金として、３８０万６，０００

円が組まれています。「補助金の内訳として、大部分が人件費であり、目的がおかしいのではない

か。」という意見や、「観光協会は、内子町の観光の中心を担う組織であり、将来的には自ら収益

を上げていけるような組織に育成していくための補助金として、取り組んでもらいたい。」という

意見もありました。 

次に、１０款教育費においては、委員から、「学校のエアコン整備計画について。」との質疑に

対し、「平成３０年度からの４年間で、普通教室すべてを整備する予定である。」の答弁がありま

した。以上、議案第２３号、平成３０年度内子町一般会計予算については、多くの質疑がなされ

ました。採決の結果、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計５件、事業会計２件についてですが、議案第２４号、平成３０年度内子町国民

健康保険事業特別会計予算については、歳入歳出予算を２１億８，３６０万円とするもので、前

年度比５億７，９８４万２，０００円の減額予算編成です。特に質疑はなく、採決の結果、議案

第２４号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 次に、議案第２５号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算については、

歳入歳出予算を２億４，６６０万円とするもので、前年度比２，４５８万円の増額予算です。委

員の質疑において、「国民健康保険税は引き下げの説明があったが、後期高齢者医療の保険料はど
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うなるのか。」との質疑に対し、「愛媛県全体で１．７３％上がる。」との答弁がありました。採決

の結果、議案第２５号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

 次に、議案第２６号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算については、歳入歳出予

算を２５億５，２７０万円とするもので、対前年度比２，７７０万円の増額予算です。特に質疑

はなく、採決の結果、議案第２６号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致し

ました。 

 次に、議案第２７号、平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算については、歳

入歳出予算を１，７９９万６，０００円とするもので、前年度と同額程度の予算編成です。委員

から、「ケアマネジメント外部委託はどの程度やっているのか。」との質疑に対し、「予防プランで

７８％、総合事業プランで８３％外部委託しており、委託先は、町内７事業所、町外１１事業所

となっている。」との答弁がありました。採決の結果、議案第２７号は、全会一致により原案のと

おり可決すべきものと決定致しました。 

 次に、議案第２８号、平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算については、小田高校の存続

においても重要な予算であり、寄宿舎生を２１人と見込み、歳入歳出予算を１，３０５万１，０

００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案第２８号は、賛成多数により原案の

とおり可決すべきものと決定致しました。 

 次に、議案第２９号、平成３０年度内子町水道事業会計予算については、水道事業収益を４億

４，８１２万６，０００円、費用を４億２，９７２万４，０００円とするもので、貸借対照表に

よる当年度未処分利益剰余金を９４０万８，０００円と見込んでいます。給水戸数が６，６５５

戸、1日平均給水量は４，５７０㎥を予定しています。３０年度の主な工事は、石畳地区水道整

備事業、富長地区配水管布設替工事、宿茂地区配水管布設工事、論田浄水場膜モジュール取替工

事など合わせて２億８，３３２万４，０００円の予算で行います。委員から、「営農飲雑用水事業

と上水道の違いについて。」との質疑に対し、「営農飲雑用水事業は、農林水産省所管の補助事業

で、飲用水と農業用水の両方を整備していく。」との答弁がありました。採決の結果、議案第２９

号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 

最後に、議案第３０号、平成３０年度内子町下水道事業会計予算については、下水道事業収益

を２億８，５９８万円、下水道事業費用を２億８，５９８万円とし、貸借対照表による当年度未

処分利益剰余金を２８万７，０００円と見込んでいます。接続戸数が１，７６８戸、1日平均排

水量は１，５３２㎥を予定しています。事業予算としては浄化センターの維持管理費用、企業債

の償還が主なものであります。採決の結果、議案第３０号は、全会一致により原案のとおり可決

すべきものと決定致しました。なお、３日間にわたる予算審議を通じて、細かな質疑等もいたし

ましたが、的確な答弁が返ってこないことも見受けられました。また、補足資料が無いために、

説明がわかりにくい場面や、ただ予算書を読み上げるだけの説明もありました。今後は、「わが町

の予算書」を中心に、特に新規事業や重点事業については、統一した別資料をもちいて、工夫を

こらし、わかりやすい説明をしてもらうよう強く要望いたします。以上で、委員長報告を終わり

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。 

久保委員長、席にお戻りください。 
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討論、採決については、議案ごとにおこないます。 

まず、「議案第２３号 平成３０年度内子町一般会計予算について」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。 

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２３号、平成３０年度内子町一般会計予算は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

次に、「議案第２４号 平成３０年度 内子町国民健康保険事業特別会計予算について」討論を

行います。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２４号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は「可決」です。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２４号」、平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長報告

のとおり可決されました。 

 続きまして、 議案第２５号 平成３０年度 内子町後期高齢者医療保険事業 特別会計予算につ

いて」討論を行います。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２５号」の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は「可決」です。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２５号、平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 続きまして、 議案第２６号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算について討論を行

います。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２６号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報告の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、議案第２６号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算は、委員長報告のとお

り可決されました。 

○議長（山本徹君） 続きまして、 議案第２７号、平成３０年度 内子町介護保険サービス事業

特別会計予算について、討論を行います。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２７号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、議案第２７号、平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算は、委員長報

告のとおり可決されました。 

続きまして、 議案第２８号、平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について、討論を行い

ます。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２８号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、議案第２８号、平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算は、委員長報告のとおり可

決されました。 

続きまして、議案第２９号、平成３０年度内子町水道事業会計予算について、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２９号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、議案第２９号、平成３０年度内子町水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

最後に、 議案第３０号、平成３０年度内子町下水道事業会計予算について、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。 
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 「議案第３０号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長

報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、平成３０年度 内子町下水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第３４ 議案第３２号 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事に

係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第３４ 議案第３３号 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面

谷線災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。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３月５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３２号「第１４７号 平成２９年災 林道蔵

ヶ谷面谷線災害復旧工事に係る工事請負契約について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査

経過等につきましては、配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３２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。本議案は、３月１日入札を執行し、仮

契約を締結した「第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事」に係る工事請負契

約を締結することについて、議会の議決を求めるものです。委員から、「土木一式工事となる説明

を。」との質疑に対し、「一般的に主たる工事がどの業種であるかで判断基準を設けており、業者

を選択している。」との答弁がありました。採決の結果、議案第３２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３２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３２

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３２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第３５ 議案第３３号 第１５１号 ２９災国補第３１７９号町道岡つづら谷線道路災

害復旧工事に係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第３５ 議案第３３号 第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面

谷線災害復旧工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。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３月５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３３号「第１５１号 ２９災国補第３１７９

号 町道岡つづら谷線道路災害復旧工事に係る工事請負契約について」、審査の結果をご報告申し

上げます。審査経過等につきましては、配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３３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。本議案は、３月１日

入札を執行し、仮契約を締結した「第１５１号 ２９災国補第３１７９号 町道岡つづら谷線道路

災害復旧工事」に係る工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものです。委

員から、「災害により町営住宅に入居されている方の家賃などはどうなっているのか。」との質疑

に対し、「災害という事情もあり、家賃については免除している。」との答弁がありました。採決

の結果、議案第３３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３３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３３

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３３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第３６ 受理第１号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 

○議長（山本徹君） 「日程第３６ 請願受理第１号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める請

願書」を議題とします。 

請願の内容については、配布しております「請願の写し」のとおりであります。 
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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１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３７ 受理第２号 生活保護基準引き下げ中止について国へ「意見書」提出を求める

請願書 

○議長（山本徹君） 「日程第３７ 請願受理第２号 生活保護基準引き下げ中止について国へ

「意見書」提出を求める請願書」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２号は、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

 

日程第３８ 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３８ 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３９ 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３９ 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。 
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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。 

議事を閉じましたので、ここで３月末をもって任期満了となります片岡安男監査委員さん、同

じくご退職されます亀岡弘住民課長さん、４月末をもってご退職されます山本真二産業振興課長

さん、以上３名の方々より、ごあいさつを受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

まず、片岡監査委員さんお願いします。 

〔片岡安男代表監査員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、退任のあいさつを申し上げます。思えば８年前、監

査委員の仕事は疲れるような仕事ではありませんがとそういうような就任のあいさつをして８年、

やっぱり長かった、これが私の印象でございます。８年前就任にあたりましては、本当に監査業

務が自分でできるんだろうかとか、多くの行政用語、それから財政用語、さらには土木用語、大

丈夫かな、そういうような思いがありました。それ以外にも複式簿記はどうか。議会への報告、

質問は答えられるか、一番心配しておりました。という不安はありましたが、この度、任期満了

を迎えまして、これまでの８年間を自分なりに検証してみますと胸に秘めていた目標とか思いと

かいうものはほぼ自分では達成できたのではないかと思っております。改めまして、この８年間

を振り返りますと、常に客観的視点で法令順守、それから公正性、経済性、効率性を主の目的と

しまして、監査に取り組む中、条例の制定、規定の乖離性、滞納とか基金とかなどなど気のつい

たことを申し上げました。また一方で議会での理事者とのやり取りなどを目の当たりにしまして、

私自身も学ぶことが多くありました。先の一般質問で寺岡議員から職員体制、それから人事管理

の質問がございましたが、これは監査員に対する質問かというようなことを思われた方もおられ

るかもしれませんが、そういう人もおったんではないかと私は思っておりますけれども、これは

行政監査の中でも特に大切な監査項目であり、私にとりましてはよい質問だったと思っておりま

す。このような８年間のいろいろな思いでの中でこの年までの心身共につまり頭の中も体の方も

心身共に健康で職責を全うすることができましたのも皆様方のご支援、ご協力によるものであり、

心から感謝、御礼を申し上げます。これからは孫が０歳児から大学生までと６人おりますので、

まごまごしないよう、保育所の真似事でもしながら頑張ってまいりたいと思っております。終わ

りに南予地域でも先進自治体と言えるこの内子町のさらなる進展として皆様方のご健勝を心から

ご祈念申し上げまして、退任のあいさつと致します。お世話になりました。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（山本徹君） 続いて、亀岡住民課長さん、お願いします。 

〔亀岡弘住民課長登壇〕 

○住民課長（亀岡弘君） それでは一言、ご挨拶申し上げます。私は役場に入りましたのは昭和

５１年４月でこの度、退職の運びとなりました。在職中には議員の皆様には大変、お世話になり

ました。誠にありがとうございました。内子町議会に置かれましては、私と議会とのつながりで

ございますが、総務課危機管理班２年、そして住民課３年、計５年間でございます。議会におか

れましては近年、議会だよりをはじめ、議会基本条例の制定など議会改革に精力的に取り組まれ

まして、心より敬意を表する次第でございます。どうぞ、これからも開かれた建設的な議会を目
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指していただきたいと思います。結びに内子町議会の今後のますますのご発展と議員各位のご健

康とご活躍、そして、ご多幸を心よりお祈りを申し上げまして私のあいさつとさせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 続いて、山本産業振興課長さん、お願いします。 

○産業振興課長（山本真二君） それでは、退職にあたり、御礼を申し上げます。私は４月で６

０歳になるため、気力、体力があるうちに新たなことに取り組みたい、４月末日をもって定年退

職させていただくことになりました。３７年あまりの役場勤めのうち、主に産業、建設畑を歩ん

で参りました。その中で内子フレッシュパークからりや、龍王再開発など大きな事業にも携わる

ことができ、さまざまなことを学ばさせていただきました。大過なく勤めが終わることは議員の

皆様をはじめ、多くの方々の支えがあったものと深く感謝しております。私は若いころから自己

啓発として資格の学習をしており、国家資格など２５個ほどですね、取得ができました。その中

で土地家屋調査士の資格を生かし、司法書士の息子とともに町内で開業したいと考えております。

退職後はしばらくは実務研修等を受けますが、いち町民としても内子町のまちづくりに協力でき

たらと思っております。議員の皆様とは班長と課長の３年間と短い間でありましたが大変お世話

になりました。熱く御礼申し上げます。あわせてこれからもどうぞよろしくお願いをしたいと思

います。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） ありがとうございました。議会としましても長年にわたり、大変お世話に

なりました。ここで感謝の気持ちを込めまして、議員会より花束を贈りたいと思います。贈呈は、

議員会長、中田議員、副会長、下野議員、副会長、泉議員よろしくお願いを致します。片岡監査

員さん、亀岡課長さん、山本課長さん前の方にお願いします。 

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３０年３月、内子町議会定例会、閉会にあたりまして、一言、御礼

を申し上げたいと思います。長期間にわたりまして慎重審議していただきました。全議案お認め

をいただきました。心からお礼を申し上げたいと思います。その趣旨、目的に沿って適切に執行

してまいりたいと思います。今、現在、県あるいは国と協議中の案件も控えております。今後、

国、県の内示、指示が来次第、また今後の補正の中で肉付けをさせていただきたいと、予算を組

ませていただきたいというふうに思っておりますので、引き続きましてどうぞよろしくご指導賜

りますようにお願いを申し上げたいと思います。いよいよ春本番でございます。とは申せ、朝晩

まだまだ肌寒い日も続いております。議員の皆さんに置かれましてはどうぞ体調管理、十分気を

付けていただきまして、春でございますからそれぞれの地域でさまざまなイベントが行われます。

どうぞ出かけて行っていただきまして、地域の皆さん方を激励してあげていただきたいというふ

うに思っております。これからもどうぞよろしくお願いを申し上げましてお礼のあいさつと致し

ます。長い間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３０年３月第９５回内子町議会定例会を閉会します。 
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午後４時４０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９５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 

議案 

１ 
内子町職員の給与に関する条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２ 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

３ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

４ 

内子町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

５ 

内子町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につ

いて 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

６ 
内子町国民健康保険税条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

７ 

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 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

８ 

内子町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に

ついて 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

９ 
内子町子ども医療費助成条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１０ 
内子町介護保険条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１１ 

内子町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な

事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例の制定について 

平成 

30. 3. 2 
平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１２ 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

平成 

30. 3. 2 
平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１３ 
内子町都市公園条例の一部改正について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 
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議案 

１４ 

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 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１５ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第６号）に

ついて 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１６ 

平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１７ 

平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第２号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１８ 

平成２９年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

１９ 

平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計

補正予算（第１号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２０ 

平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計補正予算（第

１号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２１ 

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 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２２ 

平成２９年度内子町下水道事業会計補正予算（第３

号）について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２３ 
平成３０年度内子町一般会計予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２４ 

平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計予算

について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２５ 

平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２６ 

平成３０年度内子町介護保険事業特別会計予算につ

いて 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２７ 

平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計

予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２８ 
平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

２９ 
平成３０年度内子町水道事業会計予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

３０ 
平成３０年度内子町下水道事業会計予算について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 
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議案 

３１ 
内子町監査委員の選任について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.5 
原案可決 

議案 

３２ 

第１４７号 平成２９年災 林道蔵ヶ谷面谷線災害

復旧工事に係る工事請負契約について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

議案 

３３ 

第１５１号 ２９災国補第３１７９号町道岡つづら

谷線道路災害復旧工事に係る工事請負契約について 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 
原案可決 

 

２ 請願、陳情 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

平成 29 年 

受理 

 １ 

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） 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.5 
不採択 

平成 29 年 

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 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.5 
不採択 

平成 29 年 

受理 

３ 

「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願

書 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.5 
不採択 

受理 

１ 
核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 

閉会中 

継続審査 

受理 

２ 

生活保護基準引き下げ中止について国へ「意見書」

提出を求める請願書 

平成 

30. 3. 2 

平成 

30.3.16 

閉会中 

継続審査 

 

 

 


