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平成３０年６月第９６回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成３０年６月７日（木） 

○開会年月日   平成３０年６月７日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４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 

  １４番  寺 岡   保 君        １５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   １３番  山 崎 正 史 君 

 

○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  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  安 川   徹 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 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  入 海   孝 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  上 石 富 一 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  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 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４号） 

平成３０年６月７日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 
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日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 平成 30年請願 

受理第 1号 

核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

日程第 ７ 平成 30年請願 

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 

（産業建設厚生常任委員会付託のもの） 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第７まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が山崎正史議員から提出されて

おります。 

ただ今から、平成３０年６月第９６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。この際、本会議に説明員として、出席される監査委員、課長と新任の方々

を紹介致します。 

まず、赤穂英一代表監査委員を紹介致します。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 本年４月１日付で監査委員に選任されました、赤穂でございま

す。昨年、高松国税局の徴収部長を最後に約４０年務めて参りました国税の職は定年退職致しま

して、現在、城廻で税理士をしております。四国の各自治体に置かれましては、同様に監査委員

に税理士が選任されておる事例が多くございます。これまで税務一筋ということでありますが、

課税とか徴収のみならず、総務とか会計、人事、広報などさまざまな経験をさせていただきまし

た。２年前には、松山税務署長もさせていただいております。健全な内子町づくりということで

少しでもお役に立てますよう、微力ではありますが、これまでの経験、知識なども生かしながら、

監査委員の職務を遂行して参りたいと考えております。各種監査結果等については、議会で今後

ご報告させていただくこととなります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山本徹君） 次に、二宮善徳住民課長を紹介致します。 

○住民課長（二宮善徳君） 皆さん、おはようございます。４月１日から住民課長をしておりま

す、二宮です。前職は、４年間、みどり苑で施設長をしておりました。出身は旧五十崎町です。よ

ろしくお願いします。 

○議長（山本徹君） 次に、泉邦彦学校教育課長を紹介致します。 

○学校教育課長（泉邦彦君） この４月１日付で学校教育課長を拝命致しました。泉と申します。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本徹君） 最後に、上石富一上下水道対策班長を紹介致します。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 上下水道対策班の上石です。今後ともよろしくお願いいた

します。 
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○議長（山本徹君） 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、１番、大西 啓介議員。２番、関根 律之議員を

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５月３１日開催の議会運営委員会において協議され、本日

から１５日までの９日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から６月１５日までの９日間に決定しました。なお、本日の「議事日程」

は、お手元に配布しております、議事日程第４号のとおりであります。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

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

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

って、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

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

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○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） 皆さん、おはようございます。今議会、定例会を招集致しました。議員の

皆さん方におかれましては、大変お忙しい中、ご参集賜りまして、誠にありがとうございます。

本定例会に、町長として提出致します案件は、報告４件、議認３件、条例の一部改正５件、指定

管理者の指定が３件、補正予算４件、工事請負契約１件の合計２０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

すようお願い申し上げます。 

さて、４月には、川登の「川まつり、筏流し」や南山の「南山おんごく山菜まつり」、御祓の「内

子自然浴ツアー」など多くの催しがございました。自治会によっては、敬老会が開催されたとこ

ろもあります。５月には、恒例のいかざき大凧合戦が開かれ、晴天の中、多くの人出で賑わいま

した。街角には、観光に訪れる人たちの姿を多く見かけるようになり、ゴールデンウイークには、

飲食店の前に行列ができている光景も見受けられました。多くの人たちに内子町にお越しいただ

き、町民と交流していただけることを嬉しく思っております。また、町のあちらこちらで田植え
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の光景が見られ、河川ではホタルが飛び交う時節となりました。今年も、地域が輝きを増す季節

を迎えたことを実感しています。しかしその一方で、梅雨の時期を迎え、大雨や台風等による災

害を警戒しなければならない気候になりました。災害がないことを祈りつつ、これまでの経験を

活かし、万一のための準備を怠らないようにしたいと思います。それでは、早速当面致しており

ます事務事業等について、ご報告申し上げます。ご報告致します内容は、１、平成３０年度６月

補正予算について、２、松山自動車道・大洲道路の４車線化について、３、発達支援センターの

開設について、４、小学校教員等海外研修事業について、５、パン職人養成研修事業について、

最後に「広報うちこ」全国広報コンクール内閣総理大臣賞受賞ついてでございます。 

まず、平成３０年度６月補正予算についてでございます。平成３０年度６月補正予算につきま

しては、一般会計で、歳入歳出それぞれ９億２，７３８万９，０００円を追加し、歳入歳出総額、

９６億８，４３８万９，０００円を計上しております。これは、前年度同期の予算額と比較して、

５．６％の減額となっております。詳細につきましては、後ほどご説明致しますが、主だったも

のといたしましては、学校へのエアコン設置工事がございます。これは、教育環境改善のため、

小学校、中学校へエアコンの設置を進めるもので、今年度から順次工事を行います。すでに当初

予算において、内子中学校の工事費をご承認いただいているところですが、その後、設計が整い

ましたので、引き続き天神小学校の工事費を計上させていただいています。また、この事業に関

しましては、可能な限り前倒しして工事を実施したいと考えております。そのため、内子小学校、

五十崎中学校につきましても、今後の補正予算で対応できるよう準備を進めているところでござ

います。次年度以降も順次整備を進め、平成３３年度までには、整備を完了したいと考えており

ます。次に、安全・安心の観点から、自治会館や消防詰所の耐震化を進めておりますが、設計が

整いましたので、南山自治会館と吉野川自治会館の新築工事費を計上致しております。他の自治

会館につきましても、老朽化の進んでいるものから、順次整備を進めていく所存でございます。

その他、からり直売所の改築を行う地域連携販売力強化施設整備工事や内子運動公園野球場改修

工事、公営住宅高岡団地改修工事、町道・林道整備事業等を実施し、その財源は、国県支出金や

地方債などを充てながら、不足する部分につきましては、財政調整基金と公共施設整備基金から

６，６０３万６，０００円を取り崩して充当する予定にしております。 

 次に、松山自動車道・大洲道路の４車線化についてご報告致します。４月７日、松山自動車道

の付加車線の着工式が伊予市で開催されました。これは、伊予インターチェンジから内子五十崎

インターチェンジの一部区間、６．３ｋｍに付加車線を設置し、４車線化するもので、高速道路

の機能向上を図るものでございます。現在の暫定２車線の道路は、年末年始・大型連休などに渋

滞が発生する上、対向車線への逸脱による痛ましい事故なども起こっており、高速道路としての

機能が十分に発揮されていない状況にあります。また、今後さらなる地域経済の活性化や生産性

の向上などが求められており、切迫する南海トラフ地震や万一の原発事故等に対応する避難路と

しても、その機能の向上はますます重要になっています。今回、松山自動車道において、付加車

線着工の運びとなったことは、全線４車線化に向けて大きく前進したことになり、かねてから要

望してきた成果が出たものと嬉しく思います。今後も引き続き、松山自動車道松山インターチェ

ンジから大洲インターチェンジ間、及び国道５６号「大洲道路」の早期全線４車線化にむけて、

関係機関への働きかけを強めていく所存でございます。 
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次に、発達支援センターの開設についてご報告致します。発達支援につきましては、ライフス

テージごとに個別に対応されている状況でありましたが、これからは、関係部署が相互に連携し、

途切れることのない組織的な取り組みが重要になってまいります。そこで、当事者に対して一貫

した関わりが持てるよう、今年度から教育委員会学校教育課の中に発達支援センターを設置致し

ました。これは、昨年度まで、保健福祉課保健センターが行ってきた乳幼児を対象とした療育事

業と、学校教育課発達支援相談室が行ってきた早期支援・普及啓発・巡回相談・就労相談事業等

を統合させたものでございます。今後は、一人一人の特性を把握して、就学前から青年期までの

支援を継続し、当事者また保護者が孤立して悩むことなく、子どもたちが自分らしく安心して過

ごせる環境づくりに努めて参ります。 

次に、小学校教員等海外派遣研修についてご報告致します。教育現場におきまして今年度から

の２か年は、平成３２年度から本格実施される次期学習指導要領を目前に控えた大変重要な期間

となっております。次期学習指導要領では、小学校外国語活動・外国語教育の抜本的な改革が打

ち出されており、小学校３・４年生における年３５時間の外国語活動の必修化、小学校５・６年

生における年７０時間の英語教育の必修化及び教科化が定められております。このような背景の

もとで内子町では、特に英語専科の教員が少ない小学校教育現場での指導力向上や、スキルアッ

プを目指した取り組みが必要であると考え、これまでも各種研修の機会を提供して参りました。

今年度は、従来の研修制度に加え１名の英語専科教諭を配置し、新たに小学校教員等海外研修制

度を創設致しました。本事業では、町内小学校から７名の教職員を７月２１日から２７日の７日

間、ドイツ・ローテンブルク市に派遣し、同市の協力のもとオーバーシェッケンバッハ小学校、

ライヒスシュタット高校で、研修を受ける予定としております。ご存知のとおり、ドイツはドイ

ツ語を母国語としておりますが、第２外国語の英語教育におきましても先進地であり、派遣され

る教員の皆さまには、先進地ドイツでの特色ある英語教育や先進的な教育方法などを学んで帰っ

ていただき、研修成果を子どもたちへ還元していただくこと、また、校内研修や内子町教育研究

所での研修報告などにより、他教員と研修成果を共有し、授業方法等を広めていただくことを強

く期待するものであります。加えて、英語教育の方法というテクニカルな部分だけでなく、難民

の受入れにも尽力しているドイツの考え方も学んでいただきたいと思っております。日本は今、

人口減少という大きな課題を抱えています。近い将来、総人口が 1 億人を下回る時代が来るでし

ょう。今後は、これまで以上に農業や介護など様々な分野で労働力が不足し、外国人の力が必要

な時代になるかもしれません。その時に、いかにコミュニケーションをとるか。言語や文化が異

なる人たちを受け入れる寛容性をどう養うか。短い期間ではありますが、未来を担う子どもたち

を育成する教員の皆さまには、そのあたりをぜひ肌で感じて帰ってきていただきたいと考えてお

ります。今回の派遣研修が実り多いものになることを期待しています。 

 次に、ドイツ･ローテンブルク市でのパン職人養成研修事業についてご報告致します。ローテン

ブルク市との関係につきましては、皆さまご承知のように、姉妹都市としての交流が続いており

ます。この間、中高生の海外派遣事業を中心に様々な事業を展開してまいりましたが、先年、今

後の両市町の関係につきまして「職人の技術交流のような、具体的で深まりのある、ＷＩＮＷＩ

Ｎの効果をもたらす関係を構築したい」ということで意見が一致し、ローテンブルク市から、内

子町が推薦する人材を市内にあるパン屋でパン職人として養成しないかとの提案があったところ
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です。当町と致しましても、望むべき提案でございましたので、先の３月定例会においてパン職

人養成研修事業の補助金を予算計上し、お認めいただいたところでございます。４月に入り、研

修生の募集を行い、広報紙での周知や専門学校等に出向き説明を行ったところ、締め切りまでに

５人の応募があり、選考の結果、研修生１名を決定させていただきました。現在は、９月からの

現地研修に向けて、研修生との協議や渡航関係の手続きを進めているところでございます。３年

間という長期の研修になりますが、終了後には、習得した技術を生かして内子町の新たな食の魅

力を創出し、まちづくりの担い手になっていだけることを期待しているところでございます。 

 最後に、広報うちこの全国広報コンクール内閣総理大臣賞受賞についてご報告致します。広報

うちこは、これまでにも全国広報コンクールにおいて総務大臣賞や読売新聞社賞を受賞してまい

りましたが、平成３０年の審査におきまして、内閣総理大臣賞に選ばれました。この賞は、それ

ぞれの部門で特選に選ばれたものの中から１自治体のみ選ばれるもので、文字どおり全国の広報

紙の頂点に立つものでございます。現職の担当者はもちろん、歴代の担当職員の努力を称えると

ともに、毎号ご意見を寄せていただく広報モニターの皆さんをはじめ関係者の皆さま、取材等に

ご協力いただいた皆さまに感謝したいと思います。受賞の対象となった１２月号の特集は、石畳

地区の村並み保存運動をテーマにしたものでしたが、その活動の素晴らしさがあってこその評価

だと思います。取材にご協力いただいた石畳地区の皆さまには、重ねてお礼を申し上げたいと思

います。今後も、読みやすさや分かりやすさを追求し、町民の皆さまに親しまれる質の高い広報

紙が維持できるよう努力したいと思います。 

以上、６件の事柄についてご報告申し上げましたが、今後も地域の魅力を高め、持続的に発展

するまちづくりを町民の皆さまとともに行って参りますので、引き続き議員各位のご指導とご協

力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶と致します。 

○議長（山本徹君） 以上で、「召集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（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名は明日に行います。それでは受付順に質問を許します。 

 最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

○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） それでは、６月議会に当たり通告に従い質問をいたします。今回は、「町

民の皆さんの健康づくりをまちづくりの最重点施策に」というテーマで質問を致します。昨年１

２月議会で、「介護予防」と「予防医療」についての取り組みについて質問を致しました。答弁で
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は、「地域包括支援センターで、６５歳以上の高齢者が、介護が必要になる前から「介護予防」に

対し意識を高く持ち、地域で健康な生活が続けられるよう、介護予防運動教室や講演会、専門職

による訪問指導・相談などを実施している」。また、「医療予防」の分野では、地域医療・健康増進

センターを中心に、生活習慣病の予防及び介護予防を推進、健康づくり意識の向上を図る事を目

的に、特定検診や各種がん検診の受診率向上や、愛媛大学医学部の地域生活習慣病・内分泌学講

座の協力を得て行う地域健康教室や、糖尿病、高血圧ロコモ予防教室を継続的に実施している」

とのことでありました。また、他にも、ふれあい・いきいきサロンや自治会へ出向いて行う健康

教室、毎年開催される「健康まつり」などいろいろな取り組みがなされていることは評価をして

います。が、一方で、特定健診の受診率が低く、高血圧や糖尿病など成人病が増加傾向にあるな

ど問題もあるようです。医療費を見ても、全体では平成２８年度約１８億８，０００万円。人口

減少に伴いわずかですが減少傾向になっているようですが、一方、一人当たりの医療費を見ます

と平成２４年度が３１万９，３１９円、２８年度では３８万１，８７２円と、５年間で約１０％

伸びています。町長の答弁でも「内子町には、糖尿病を患っている方が多く、その内、人工透析

をされている方が４０人くらいおられる。人工透析になると一人当たり一年間に５００万円、全

体で２億円の医療費がかかる。これをなんとか予防しようということで、今、一生懸命、愛大に

も入ってもらってやっております。」と言われているように、医療費の抑制は、内子町にとっても

喫緊の課題です。そのためにも町民の皆さんの健康づくりをさらに推進する必要があると考えま

す。「第２次内子町健康づくり計画」が平成２９年３月に策定されました。私は、大変すばらしい

内容になっていると思います。まず、最初に、第一次計画の目標達成状況があり、次に、人口・年

齢構成、人口動態、健康状況、要介護者の状況等がグラフで分かりやすく示され、次に、具体的

な施策が項目ごとに現状と課題として書かれ、さらに、平成３８年度の目標値が示されています。

ぜひ、この目標値が達成されるよう取り組んでいただきたいと思います。この「内子町健康づく

り計画」を見ると、「内子町の健康課題」として、若い年代から、自分の健康に関心を持ち継続的

に健診を受け生活習慣病の予防に取り組み、特に高血圧、糖尿病の発症・重症化予防の必要性や、

高齢になっても、健康で生きがいを持って地域で自立した生活ができるよう、壮年期から健康増

進や体力向上の取り組みの必要性、また、健康寿命の延伸を実現するために、食生活・栄養、身

体活動・運動、歯・口腔の健康、飲酒、タバコに関する生活習慣の改善が必要と分析され、引き続

き取り組みの必要性が書かれています。さらに、基本的な方向として、「健康寿命を延ばす」「生

活習慣病の発症と重症化予防」「社会生活を営むために必要な機能の向上」「生活習慣の改善」の

４つの施策を展開していくということで、それぞれについて、一人一人の取り組み、地域ごとの

取り組み、行政の取り組みや行動目標などが示されています。私がこの計画を見てまず感じたの

は、自分の健康は自分で守る。一人ひとりが健康づくりに取り組み実践していくことが第一であ

り、そのためには、町民・地域・医療関係・議会・行政が連携して町民の健康づくりを支援してい

くことが必要だということです。ぜひ、まちづくりの一環として健康づくりの取り組みを最重点

施策として進めていただきたいと思います。国の策定した、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

でも、「急速な高齢化が進展、高齢者世帯の増加や単身化が進行する中で、住民個人による疾病・

介護予防や健康増進の取組を支援し、その結果として健康寿命を延ばし、生涯現役の社会づくり

を推進することは、今後、ますます重要となる。このため、地域の実情に応じて、地域の資源や
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関係施策を有機的に連携させながら、より多くの住民が健康で生き生きと暮らしていけるような

地域づくりに地方公共団体が取り組むことを推進する」とされ、２０２０年までに健康寿命を１

歳以上延伸し、２０２５年までに健康寿命を２歳以上延伸することが示されています。また、「健

康長寿の実現に向けた取組は、地方公共団体だけでなく、民間企業や医療機関、介護事業者等と

の連携をはじめとして、地域全体で総合的に取り組むことで、より効果的・効率的な取組となり、

観光、教育・福祉、まちづくりなど様々な分野との連携による相乗効果も期待でき、健康寿命の

延伸を通じた生涯現役の社会づくりや、地域経済の活性化、地域コミュニティの強化、賑わいの

創出といった効果も期待できる」とされ、健康寿命を延ばし、生涯現役で過ごせるまちづくりの

推進が掲げられています。私は、「健康づくり」は、個々の健康の向上に留まらず、地域の人々の

つながりを再構築し、まちの活力と魅力を高めるまちづくりそのものであると考えます。 

 そこで伺います。この計画の位置づけは、第２期総合計画を達成するために策定するとありま

すが、総合計画には健康についての記述がありません。総合計画との整合性を図るためにも「健

康づくり」を内子町の最重点施策として明記すべきと考えますが、ご所見を伺います。 

次に、この「内子町健康づくり計画」ですが、町民の皆さんへの周知はなされているのか、伺

います。内子町でも、町民・地域・医療関係・議会・行政が連携した健康づくりを支援する体制の

必要性を感じますが、そのような体制はできているのか、伺います。この健康づくり計画の冒頭

にある第１次計画の評価の中に、この計画策定時平成１９年と最終年度である平成２４年度を比

べた達成状況があります。これを見るといろんなことが見えてきます。例えば、栄養教室や健康

教室、糖尿病教室などは、さらに推進していく必要があることや、歯や口腔内のケア、学習機会

を増やすこと、また、生活習慣病予防のためには健診率を高めなければならないことなど、現状

を認識し、さらなる取り組みの必要性が見て取れます。私は、健康づくりに取り組む上で一つの

キーワードは「生活習慣」だと思います。計画の中でも、「生活習慣病の発症予防と重症化予防」

がありますが、子どもの時から正しい食生活と普段の運動が将来それらの発症を予防することに

繋がると考えます。全国では、いろいろな取り組みがあります。ウォーキングを入り口にした市

民主体の健康づくり活動の取り組み、生活習慣病重症化予防モデル事業としてイエローカードを

使った指導会参加勧奨の取り組み、「健康マイレージ」で健康促進などより具体的に住民の参加を

促す取り組みがなされています。埼玉県坂戸市では、「葉酸プロジェクト」に取り組んでおられま

す。この葉酸ですが、妊娠中に摂取することが推奨されたり、脳卒中や心筋梗塞、認知症の予防

にもなるといわれています。現在では世界８１か国が法律で穀類への葉酸添加を義務付けしてい

ます。そこで伺います。健康づくり計画を推進するためには、より具体的な取り組みが必要と考

えます。坂戸市で実践されている「葉酸プロジェクト」をぜひ研究していただき、内子町独自の

健康づくりへとつなげていただきたいと思いますが、ご所見を伺います。 

次に、昨年９月定例会で同僚議員から健康な生活向上のために「歩いて貯めよう健康ポイント

制度」の導入についての提言がありました。私も、疾病予防や健康増進の取り組みにインセンテ

ィブを付与し参加を促すことはより効果的と考えます。９月議会での答弁では、「健康ポイント制

度は有効な手段と考えられるので前期５年間の取り組みに道を付けたい」とのことでしたが、そ

の後進展はあったのか、伺います。また、健康づくりを推進するためには、町民一人ひとりが「自

分の健康は、自分でつくる」という意識を持ち、健康づくりの知識や食事、運動などの生活習慣
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を改善する積極的な取り組みを町全体で進めることが大切と考えます。少子高齢化が進む中、町

民・地域・行政が一体となり「健康づくりのまち」を目指すためにも、また、町民の皆さんに健康

に対する意識を高めていただくためにも、「健康づくり宣言」なども有効な手段と考えますが、ご

所見を伺います。 

次に、生活習慣の中にタバコについての記載があります。「禁煙で味わうおいしい空気」がスロ

ーガンとして掲げられています。私は、税収の面でも平成３０年度当初予算８，４００万円と多

大な貢献をしていただいている愛煙家を敵に回すつもりはありません。ただ、世界では、たばこ

の規制に関する世界保健機関枠組条約に示されているように、受動喫煙の健康被害は明白なもの

として、分煙ではなく全面禁煙化が進んでいます。内子町でも、公共施設での分煙化はある程度

なされていますが、建物内禁煙はまだ十分でない状況にあります。「吸う人も吸わない人もここち

よい世の中へ」これはＪＴのホームページにある文言です。健康づくり計画の中にも、受動喫煙

の害について知っている人は４３．４％、ＣＯＰＤについて知っている人は１２．３％という意

識調査の結果が出ており、これらタバコの害の認知度を高める必要があると記されています。そ

こで伺います。タバコについての啓発をさらに推進し、吸う人も吸わない人も心地よいおいしい

空気を吸うためにも、「受動喫煙防止条例」もしくは、「禁煙条例」を策定し、本庁・分庁・自治会

館など公共施設の分煙、観光施設での禁煙等をさらに徹底すべきと考えますが、ご所見を伺いま

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。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 森永議員の質問にお答えを致します。健康づくりにつきまし

ては、第１期総合計画の前期計画でプロジェクト１０の中に健康づくりプロジェクトとして掲げ、

日頃から「自分の健康は自分で守る」という自覚と実践を基本にしながら、より健康で充実した

生活を送ることができる基盤を整えることは、町政の重点施策であると明記をしておりました。

その上で自治体経営での中長期的かつ持続的施策が求められているとし、その具体的な施策は「内

子町健康づくり計画」に基づき推進することとしておりました。第１期後期計画では、内子の食

プロジェクトをプロジェクト１０に掲げ、前期施策に合わせ、食に重点を置いた事業推進を目指

し、平成２４年度に「内子町食育推進計画」を策定、食育の推進に取り組んできたところでござ

います。ご指摘のとおり、第２期前期計画にはプロジェクト１０に「健康づくり」は掲げられて

おりません。しかし、健康づくり事業は必要不可欠な重要施策であることに変わりはございませ

ん。総合計画の中で「健康づくり」をその重要施策から除外したということではなく、第１期、

前期、後期計画が示す指針を踏襲し、「健康づくり計画」でより具体的な、きめ細かい施策実現を

目指すこととしておるところでございます。内子町総合計画は前期計画の最終年度となる平成３

１年度に、計画の評価・見直しを行うこととしております。第２期総合計画が掲げる「住み続け

られる」内子町を目指すため、健康づくり・健康課題の克服に向けた中長期的な取り組み、その

方向性ついても、併せてその検討の中で行い、必要に応じ後期計画に反映させていきたいと考え

ているところでございます。次に、健康づくり計画の周知でございます。広報うちこ平成２９年
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５月号にて記事として健康づくり計画が策定されたということを掲載を致しました。計画の概要

版も各世帯に配布することも併せて告知を致しました。その後、概要版を全世帯に配布させてい

ただいておるところでございます。広報周知以外では、計画書を各自治会、小中高校の学校長、

養護教諭、医療機関、健康づくり推進協議会の委員、各自治センターへ配布を行っております。

また、小田地区では昨年の中川地区の健康まつりにて計画の概要説明をおこなっております。現

在、町が開催を致します、糖尿病予防教室や各地域で実施されているサロン、健康教室等、地域

医療・健康増進センターが実施する事業全般において、計画に基づき、生活習慣病の発症予防と

重症化予防、社会生活を営むために必要な機能の向上、生活習慣の改善につながる、健康づくり

の具体的な取り組みを推進しているところでございます。 

 健康づくりを支援する体制整備でございますが、すべての町民が健やかで心豊かに生活できる

ことをめざして、健康づくりの啓発普及、健康寿命の延伸、生活の質の向上等の方策を総合的に

審議することを目的に、内子町健康づくり推進協議会を設置しております。協議会の委員は、保

健衛生業務に従事している者、医療業務に従事している者、関係団体の代表者及び学識経験者の

うちから、町長が委嘱しており、昨年度の実績では年間２回の会議を開催をしております。健康

づくりに関する総合的な企画に関して、必要な調査や知識の啓発普及に関することについて、ご

審議いただいておるところでございます。 

 次に、葉酸プロジェクトでございます。議員言われましたように、葉酸については、妊娠を計

画している女性や、妊娠の可能性がある女性は付加的に４００マイクログラムの摂取が望まれて

いるようでございます。平成２８年度の国民健康・栄養調査によりますと、平均摂取量は２９０

マイクログラムで、目標値、１５歳以上男子では２４０マイクログラムが目標となっております

が、それを上回っているという結果も出ております。しかし、日本人の１５％は葉酸の代謝能力

が低いとの指摘もされているところです。内子町では、葉酸を多く含む食品の摂取に限らず、野

菜の摂取率全体の増加、主食・主野菜・副菜のそろったバランスのよい食事の推進を図ってまい

りたいと考えているところでございます。坂戸市がおこなう「葉酸プロジェクト」の実践活動に

つきましては、葉酸というものを軸に据え、分かりやすく、具体的で統一感のある食事や運動を

通じた総合的な取り組みとして大変興味深いものだと思っております。今後、内子町の事業とし

て取り入れられるものがあるようでしたら、参考とさせていただきたいと考えておるところです。 

 次に健康ポイント制度でございます。このポイント制度につきましては、昨年１０月１２日に

内部協議をおこない、本年の２月１日には政策会議において検討を行ったところでございますが、

現在のところ事業実施にはまだ至っていないというのが現状でございます。先進事例等を参考と

し、検診受診や健康教育への参加、家庭血圧測定などにもポイント加算を行うなど、実効性の高

いポイント制度の導入に向け、引き続き検討を行って参りたいと考えております。健康ポイント

制度とは直接連動する事業ではございませんが、運動の習慣化を図ることを目的として、今年度

末までに、内子、五十崎、小田地区それぞれを対象としたウォーキングマップを作成することと

しており、その後、ウォーキング教室や、健康教室、広報うちこ等を通じ、健康ウォーキングの

推進を図っていきたいと考えております。 

 次に、健康づくり宣言でございますが、健康づくり計画の周知であるとか意識高揚のための有

効な手段であると考えております。先に答弁申し上げました、第２期内子町総合計画の見直し検
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討の中で、一体的に検討してまいりたいと思います。 

 最後に、「受動喫煙防止条例」についてでございます。既に、議員もおっしゃいましたように、

内子町内の公共施設、役場や自治センター、観光施設等では施設内禁煙が徹底されております。

自治会館につきましても、その多くで自主的に施設内禁煙や分煙を行っていただいております。

これは受動喫煙に関する理解が相当程度浸透しているということを裏付けるものではないかと考

えているところです。町と致しましては、今しばらくは、条例制定による禁煙、分煙の徹底では

なく、第２次健康づくり計画に沿い、これまで続けてきた受動喫煙やＣＯＰＤなどのタバコの害

についての啓発を進めていくこと、喫煙者には喫煙マナーを守っていただくこと、分煙について

の意識を高めていただくことなどにより、自主的な形での全面禁煙化を目指してまいりたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 今回の質問のポイントであります、健康づくりをまちづくりの最重点施

策にということなんですけども、町長、次期総合計画の見直しの時にですね、ぜひ、最重点施策

としてですね、取り上げていただきたいというのは、町長言われるように、稼ぐ力のある内子町

を目指すためにも住み続けられる内子町を目指すためにも、町民の健康があってのこそだと思い

ます。その辺、町長からひと言、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） 議員のご指摘のように健康でこの町で住み続けられるということは、と

ても大切なことでございます。そういう意味で、今度の計画の中に議論のテーブルに乗せてです

ね、何を優先にしていくかということは、もちろんあると思いますから議論のテーブルに乗せて、

多様な意見を吸い上げて結論を導き出していきたいというふうに思っておりますから、よろしく

お願い致します。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） ２番目の内子町健康づくり計画の町民の皆さんへの周知の質問を致しま

した。内子町健康づくり計画とは別にですね、第２次内子町食育推進計画というのも素晴らしい

計画ができているんです。この辺をですね、もっと町民の皆さん方に周知をお願いしたいと思う

んです。私も実はこの計画があることも最近まで知りませんでしたし、我々議員もそうなんです

けど、町民の皆様方にもっと情報を発信していく。確かに概要版等は、概要版、ダイジェスト版

ありますけど、なかなか中身をみてもですね、具体的なことがないんですよね。私が今回の質問

でもう一つ言いたかったのは、いろんな計画を進めておられる、それは評価するんですけど、も

う一歩、具体的な、例えば葉酸プロジェクトの質問をしたのもそういった考え方があったんです

よ。例えば、塩分控えめにしなさいと言われるけれども、じゃあ塩分を控えるようなメニューを

どうするのか。野菜を食べなさいと言うけども、どういう野菜でどういうメニューにしたらいい

のかというような細かいところまでですね、示していただければ、町民の皆さん方も取り入れや

すいのかなと。熊本県でしたか、福岡県でしたか、県のホームページに細かいレシピまで載せと
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るような県も実際あるんですね。そういったことで具体的にこういったことをすればこういう効

果があるというような、何か目安を示すことで町民の皆さん方も普段の食生活の中で取り入れや

すいのかなという気がしますので、ぜひその辺のことも取り組んでいただきたいですが、いかが

でしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ご指摘のとおり、具体的な取り組みをどう示すかということ

は大変重要なことだと考えております。特に議員さんの方でご提案いただいた葉酸プロジェクト

の取り組みの手法にそのヒントがあるように思います。具体的な分かりやすい施策にできますよ

うに今後検討して参りたいと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） ３番目の質問で連携した体制というのを確かに推進協議会があるのは承

知しております。それと町長言われるように愛大との協力のもとでですね、いろんな成人病の予

防というようなことでいろんな教室開かれたりしておるんですけれども、教室に参加をする人数

も年々減っているように思うんですよ、資料見ますと。そういったことで私はせっかくこういっ

た取り組みをされるわけですから、これももう一歩進めていただいてですね、そういった結果、

じゃあ透析患者の皆さん、今、全体で２９年度で５７名、年々だいたい平成２１年が新規認定者

数が１０人、それからですね、２９年度まで７人とか６人とか８人とか６人とか年々新規に透析

をせざるを得なくなる方がいらっしゃる。それをですね、いろんな取り組みをした結果、じゃあ

今まで６人だったのが３人に減ったなと。そして、せざるを得なくなる年齢も少し伸びたなとか

そういう具体的に目に見える形での結果を出すことが私大事だと思うんです。そのためには、先

ほど最初に言いました健康づくりをまちづくりの最重点施策に掲げて、それがあって健康づくり

計画というものがさらに一歩前進をするんだろうと思います。ぜひですね、その辺のことを結果

を出す取り組みというものを具体的にしていただきたいと思います。今回のテーマは健康づくり

をまちづくりの重点施策にということで総合計画の見直しの時に考えるというご答弁をいただき

ましたので、もうこれ以上の質問は致しません。ぜひ具体的に町民の皆さんも一緒になって取り

組めるような形で進めていただきたいということを申し上げて質問を終わります。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時５分より再開します。 

 

午前１０時５３分 休憩 

 

午前１１時０５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、中田厚寬議員の発言を許します。 

○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） １５番、中田です。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１５番（中田厚寬君） ６月議会にあたり、２つのことについて、質問を致します。今年１月

から２月の大雪で倒木した木の処理について。今年１月から２月にかけての大雪により倒木した

木が電力の電線にもたれかかりその処置に電線上の木を伐採され切断された木は、そのまま川に

放置されている状態となっており、今年の梅雨には、大雨も予想されるわけですが、河川や河川

付近に放置されている木材は当然、川下に向かって流れていき、頭首工や橋にかかるものと思わ

れます。そうした場合、橋桁や手すりにかかり何倍もの水圧がかかると共に水嵩も増すと思われ

ます。今、述べたことは、私の隣の地区の河川上の事を述べましたが、小田川本流には大小さま

ざまな中小河川がたくさんあり、五月の雨の時でさえ、木材が流れてきて橋の所にかかっている

と言われていました。平成１７年７月の大雨の時に大瀬成留屋地区などは堤防を越えて家や多く

の家財が流され浸水し、大きな被害を受けました。時間雨量１００ｍなどという雨になると当然、

河川敷や中・小の谷川からも今年の雪で倒木した木は、本流に流れ、増水した水とともに橋など

に当たったり、耕作地や道路などに氾濫することは目に見えていると思われ、場合によっては人

命も失われる可能性さえないとは言えません。大きな被害になる前に四国電力や県当局と話し合

って流木の処理はできないものかお伺いをいたします。 

 ２つ目に、今年１月から２月の大雪で多くの家が停電したが話し合っての解決策について質問

を致します。３月議会でも質問致しましたが、大雪により３日間程大瀬大久保地区が停電致しま

した。電線の管理のできない急な山の中を通っているので管理のできる道路沿いにでも電柱を建

てていただければと言ったわけですが、雪が多くて電線の管理が出来なかったとの答弁があり、

急な山を電線が通っているので管理が出来なかった主の話はありませんでした。４月には、四国

電力とも今後の事があるので協議をするということでありましたが、話し合いを持たれてどのよ

うな解決策があったのかお伺いを致しまして私の質問を終わります。 

○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。 

○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） 私の方からは今年１月から２月の大雪で倒木した木の処理

についてご答弁をさせていただきます。今回の雪害によりまして、多数の倒木等がありまして、

道路・河川等に大きな被害がございました。道路の通行等緊急的な措置は行って参りましたが、

河川の倒木につきましては、適宜撤去は行っていますが、倒木が広範囲に渡っておりますことか

ら、現在も残っている箇所が多数存在しております。倒木の対応でございますが、基本的には民

地から生えている木の倒木につきましては、本来その所有者が対応するべきものと考えておりま

す。しかしながら、倒木による、下流域への被害を防ぐことも、大変重要であると認識しており

ます。そのため土木事務所の方へも要望をおこないました。県におかれましても緊急度を考慮し

ながら処理をしていると伺っております。地元住民の方々におかれましても、倒木の情報をいた

だければ、県を通じて調査し、処理をしたいと考えております。また、四国電力により処理され

た倒木につきましても四国電力と協議をおこないながら、進めてまいりたいと考えております。 
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○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 続いて私の方からは、四国電力とのその後の協議内容についてという

ことで回答をさせていただきたいと思います。議員ご質問の「雪害に対する今後の対策に関する

四国電力との協議」につきましては、まず４月１９日に、１月１０日から１３日にかけて発生致

しました、四国電力大洲営業所管内の雪害による停電状況について、四国電力大洲営業所担当者

より詳細な説明を受けたのち、総務課危機管理班とまず事務レベルの事前協議を行いました。そ

れを受けまして、５月２４日に、内子町、四国電力、ＮＴＴ三者による第１回目の協議を行いま

した。内子町側からは、小野植副町長以下、総務課長、建設デザイン課長、危機管理班長、危機管

理班防災担当係長、また積雪被害が特に大きかった小田支所長及びに主幹が出席を致しました。

その結果、１つ目としまして、平成２６年１１月１２日に内子町と四国電力が締結をしておりま

す「災害時の協力に関する協定書」、この協定書につきましては、大規模地震や台風などへの対応

について協定を結んでおりましたけれども、今回のような積雪による長時間の停電・設備等の不

具合が発生した場合も適用するということを確認を致しました。２つ目と致しまして、停電地域

の積雪情報、対応状況等について、内子町と四国電力、ＮＴＴ三者間の情報連携が十分でなかっ

たということから、今後は、緊急連絡網を共有するとともに、内子町の要請に応じまして、四国

電力、ＮＴＴから内子町へ情報連絡員を派遣することを確認を致しました。３つ目と致しまして、

生活道路近傍の倒木伐採は、基本的には内子町が対応をいたしますが、早期復旧を期すために、

三者の現場対応者と災害対策本部の連携を密にして、臨機応変に対応することを確認をいたしま

した。４つ目と致しまして、停電情報の住民への周知につきましては、この度の反省を踏まえ、

内子町に派遣する情報連絡員を通じて三者の情報連携に務めるとともに、内子町は防災無線を活

用して、除雪や停電情報の周知に努めること。以上、４点につきまして共通理解を深め、確認を

とったところでございます。なお、この三者による協議の場は、雪害の時のみならず、風水害や

土砂災害の発生が予想される梅雨期、台風期におきましても随時、状況を見ながら開催をし、対

応の検証もしながら、今後の災害対応に当たりたいと考えております。以上で、私からの答弁と

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。 

○１５番（中田厚寬君） 只今、質問した倒木の河川流出ですけれども、このことについては先

ほども申しましたけれども、私の隣部落で先の停電とも関係をするわけですけれども、川沿いに

電線が通っております。それを電線にたちまち停電しとるような関係もあったりして倒木を処理

しなければならないということでどんどんと線にもたれとる木を切断され、その木がそのまま川

に落ちておる状態になっておるわけです。それで隣部落の方も大変心配されてこれが大雨が来た

ら全部橋や頭首工にかかるんだがどがいぞ対応ならんかということで、連絡を受けました。私も

建設課長の正岡課長にも行って現場を見てくださいということで言っておったわけですが、行か

れたか、行かれないかは知りませんけれども、５月の雨にそれが第１回目の雨が降ったわけです

けど、その時にはすでに鵜川の頭首工にはたくさんの木材が流れてきて、町民の方たちが一回目
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は除けられたそうです。それはほんの一部でまだたくさんの流木が現場にいってみるとあります。

そういう意味でこれは、石畳側も大変、倒木されとるという話は聞いておりますけれども、小田

川の本流にはかなりの中小河川があります。そういう意味で木材が大雨の時にどんどん流れてく

ると、橋にたまって相当な水嵩が増して氾濫をすると思われますので、早急にこれは対応してほ

しいなと思いますけれども、もう梅雨にも入っておりますし、今年の梅雨に雨が降らないことを

望むだけでございますけれども。県が２０１８年度県水防計画を決定したということで昨年９月

の台風１８号にともなう豪雨で堤防から漏水などが確認された重信川、松山市などで水防上、特

に注意を要する重要水防箇所を１７年度の４０カ所から３９カ所へ新たに増やすなど一部を決定

した重要水防箇所のうち、護岸堤防が破損するなどした特に危険な箇所も２１カ所から２６カ所

増加した。計画によると河川と海岸をあわせた全体の重要水防箇所は３６７カ所、前年度比４０

カ所増と。特に危険な箇所は、８７カ所２５カ所増加したとなった。他、小田川、内子町を水防

警報、水位周知河川に指定した。県全体の水防計画に特別に取り上げて内子町の小田川を水防警

報、水位周知河川に指定されたということは、県が言っておられるということ自体が大雨被害に

は、小田川は切っても切れない注意のいる河川ということを県当局も認識されていることだと思

います。また、今月２４日には、大洲、西予、内子の３市町長でつくる肱川流域総合整備推進協

議会の各市町長で肱川流域の治水安全度の早期向上など計７項目を明記し、県に要望されており

ます。そういう意味でぜひともこの肱川流域の小田川というのは、平成１７年の大雨の時の怖さ

というのは私も河川に行って目の当たりに見たわけですけれども、大変心配を予想されるような

大雨でしたけれども、その上に木材が流れてくれば大変なことになるんじゃないかというように

心配をしております。今年の梅雨があまり大雨がなければいいんですけど、建設課長が言われる

ように本来であれば、個人個人の山の持ち主の木でありますけれども、ご存知のようにみんな高

齢化をしておりますし、山に関心が薄れているような状態でなかなか山の管理もできないような

現状ですので、緊急性のあるところから木材の処理的なことができるのであれば、県当局ともご

協議いただいて、今年いけなかったら来年でもいいですけれども、処理をぜひとも考えていただ

きたいというように思います。そのことについて、建設課長、どのように考えておられるか、も

う一度お願いします。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今、議員ご指摘のとおり、先ほど答弁でも申し上げました

が、川にはいっぱい流木が流れてきておるというのは十分、認識はしております。先ほども答弁

致しましたように、倒木の範囲が広範囲に渡っておりますので、なかなか県も除ける作業は行っ

ておりますが、なかなか十分に入っていないということがございます。議員ご指摘のとおり緊急

性のあるところからについてはですね、今後早急に対応したいなというふうに考えておりますの

でご理解のほどよろしくお願いします。 

○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） 特に鵜川地区の河川沿いに電線が通っておるところについては伐採を

して伐採をしなければ、問題はないわけですけれども、伐採した途中切りの木が全部裏が川や河
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川敷きに散乱をしているということで、建設課長にもぜひとも早めの対応をしてくださいという

ようなことを言ったんですけど、誰か来て見ておられましたよというような話は聞きましたけど、

建設課長が行かれたのかどうか。その点についてお伺いを致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 鵜川地区については、私の方も確認はしております。で、

町全体をですね、それぞれ確認をしてまわっておりませんが、言われるところについては確認を

しております。 

○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） 今の河川の流木の件については、建設課長も対応をしていただいたと

いうことで、見てもいただいたということで、鵜川地区の区長さんもどうも一緒に見られたんじ

ゃないかと思うんですけれども、そういう意味で早めのできるだけ対応をしていただきたいとい

うように思っております。それから、２番目の停電の問題ですけれども、これは今年の停電で地

域の方も困るし、私たちも家も停電をしたわけですけれども、地域の方が言われるには急な斜面

に電線が通っております。現在、私も行って何回か行ってみましたが、もう早すでに、電線にも

たれかかった木が、大きな木が一本もたれております。そういう状態ですから、これが大雪が降

った場合には、なんぼにもそこへ行って管理をすることは電力であろうと誰であろうとできませ

ん。そういう意味で、今後台風とかまた冬場には大雪が降りますけど、そういったことになれば

同じようなことの繰り返しになるんじゃないかということをちょっと危惧しておるわけですけれ

ども、できれば多額の費用にはなるかもしれませんが将来にわたっては支柱を埋めていただくか、

県道沿いの方に電線を通していただくようなことの配慮をしていただかない限りは同じようなこ

とができるんじゃないかというように思っております。そのような意味からもいろいろと協議を

何回も重ねていただいたようなんでご苦労ではあったわけですけど、ぜひともそのことは強く要

望をしておきます。これは現実に急な斜面をのぼっておりますから、そこへもたれかかった場合

に、道路にも雪が積んでおりますし、その処置をするということは誰が考えてもできません。そ

ういう意味で電線の張替はできないものかという質問をしたわけですけれども、協議はしたとい

うことですけれども、そういったところの改善策は、要望されたのか、されなかったのか、その

点についてお伺いを致します。 

○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） ３月の議会の時にも中田議員から同様の質問がございまして、なかな

か費用的な面もございましたということで、電線の張替というのは非常に難しいというような趣

旨の内容も答えさせていただいたと思います。また、復旧が遅れた原因としては、積雪による除

雪が遅れてそのために被災の現場に行けなかったというのが大きな原因だということも答弁させ

ていただいたと認識しております。今回の協議の中におきましても、当然、議員のご要望につき

ましては、お伝えさせていただきました。ただ、四電さんの回答と致しましてはですね、山の中

の配線、また急な斜面に配線されている配電進路、こちらにつきましては、ルート変更になりま
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すと、大きな費用がかかるということで、非常に現在については困難な状況にあるということで

配電線路の保守の面で的確な対応をおこなって、電力供給の信頼度を高めてまいりたいというご

回答をいただいてございます。電線が布設されました当時の山林状況を比較しますと、かなり年

数も経って、山林等の状況も変わっております。また、非常に手入れが行き届かないための今回

の停電になったということも認識しておりますので、こちらの方につきましては、電線の張替と

いう対策とともにですね、民地の山林の手入れ、こちらの方も推進していくべきだろうというふ

うに考えております。あわせて、現地への対応を確実そして、早期な対応をするためにも除雪の

在り方、こちらについてもですね、建設サイドと十分な連携を取りながら、まずは緊急度の高い

ところから優先しておこなうと。そういったような対応ができないかということで、そちらの方

も先の協議会の中でも議論をさせていただいたところでございますので、いずれにしましても、

いろいろな方向から今後協議を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただいたらというふうに思います。 

○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） 今の電線の管理ですけど、今年の３日間の停電のうちで３日目の昼ご

ろですか、自治センターの方で会があって町長らも来られとったわけですけど、敬老会じゃった

ですか。結婚式もあったりして大久保地区の人は大型バスが入らないということで、分散をされ

てタクシーで直接松山の方まで行かれた人もあったり、いろいろな状態になったわけですけど、

３日間も停電しとくということは大変地域の方にとっては大変だったと思います。そういう意味

で３日目に電源車が来たわけですけど、３日間のうちを放置せずにすぐ１日でも停電が続けば、

これは大変なことですから、今後においては電線の管理も一番重要だとは思いますけれども、電

源車を早くどこの地域でもですけれども、配置をしていただいて、地域の方が１日以上、停電が

続くようなことのないように、今後の会合においては、ぜひともそういったことを徹底していた

だきたいというふうに思いますので、よろしくご配慮のほどお願いしたらというふうに思います。

以上で私の質問を終わります。 

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

 

午前１１時３０分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、大西啓介議員の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） はい。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 議席番号１番、大西啓介です。６月議会にあたり質問通告書の内容につ
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いて、会議規則及び申し合わせ事項に従い、一般質問を行います。まず、内子町における公共施

設のＷｉ－Ｆｉ整備状況についてです。昨年度までの事業によって、町内全域に光回線網が整備

されました。条件にもよりますが、町民の誰もが、少ない負担で高速インターネットが使える環

境となり、山あいに住んでいてもネットで仕事をしたり、買い物が出来たりと、ある意味では、

街と変わらない生活が可能となりました。また、内子への移住を希望する方々の必須条件の１つ

がクリアされたことで、更に受け入れ数が増えていくことも期待できます。そんな中、内子町に

は様々な大学からたくさんの学生や先生たちが訪れ、調査研究を行い、様々な事業のお手伝いを

していただいています。先日も「歴まち」計画づくりの調査に来られた東京大学の学生たちと、

商店街の有志で二夜連続の懇親会を催し、「まちづくり」について様々な意見交換をさせていただ

きました。その中で、学生さんたちから出た話のひとつに、「宿泊施設や飲食店ではある程度Ｗｉ

－Ｆｉ環境が整備されていて、調査の取りまとめ作業や大学とのデータのやり取り等がストレス

なくできる。しかし実際に、町民のみなさんとの意見交換会やワークショップを開催する場所で

ある自治センターや役場などではＷｉ－Ｆｉがないので、大学とのオンライン会議もできず、デ

ータのやり取りも時間がかかる。その場で処理できることも、宿に持って帰ってから作業しなけ

ればならない。せっかく光回線が来ているのにもったいない。」という話がありました。皆さんご

存じだとは思いますが、Ｗｉ－Ｆｉとは、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの

機器を、ワイヤレスでインターネット等に接続する無線ＬＡＮ技術のことで、光回線などの高速

回線と組み合わせると、動画視聴や大きなデータのやり取りがストレスなく可能になります。例

えば、我が家もＷｉ－Ｆｉ環境にしていますが、定額料金である家庭回線を通じてインターネッ

トに接続されるので、動画やゲームをやり過ぎて、子どもたちが「高額な通信料がかかってしま

った、ごめんなさい。」ということも防げます。町内観光施設や内子本町商店街の数か所では既に

整備されていて、買い物のお客様や国内外の観光客にとって利便性を高めています。また、商店

街の「まちの駅Ｎａｎｚｅ」では、町が導入しているＵＣＨＩＫＯ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉも使

えるのですが、接続に時間がかかることが多いので、独自に無料のＷｉ－Ｆｉ環境を整備してい

ます。もちろんお客様も利用していますが、商店街組合活動においても活用しています。昨年な

どはお世話になっている芝浦工業大学と、各々のスマートフォンを使用して、リアルタイムで大

学の講義に参加し、学生たちの内子本町商店街の活性化策の発表を聞いたり、意見交換したりす

ることがありました。しかし、自治センターや役場では、それができません。自治センターでは

多くの町民の方々が様々なジャンルで会議や講習会を開いたり、カルチャー教室を受講されたり

しています。その開催頻度及び施設の利用率は高く、内子町民の文化度の高さ、学ぶことへの意

欲の高さが伺えます。ここにＷｉ－Ｆｉ環境があれば、参加者それぞれのスマートフォンやノー

トパソコンと、世界中の会議室とが繋がることも可能です。またその会議資料の配布も、その修

正や加筆などもその場で処理作業をして、次の瞬間に再配布することも可能になります。来るこ

とが難しい著名な講師からの受講もネットを通じて可能になり、同じテーマの講習会でも個別に

指導が受けられたり、といった具合に学習の幅を広げていくことが可能になるのです。現在、内

子町は愛媛大学、松山大学、香川大学、芝浦工業大学、法政大学、東京大学等々、私が知り得る限

りでも１０校以上の大学と様々な分野で繋がりをもっています。その知恵をお借りしたり、逆に

職員さんが講義を持ったり、お祭りや地域の事業を手伝ってもらったり、これだけ多くの大学・
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学生が関りを持ってくれているまちは、他にどこにも無いと思います。さすが我らの内子町です。

行政のみなさん方のご尽力のおかげです。しかし、その英知とこのまちの可能性を結びつけるた

めの環境整備が、今一歩のところで止まっていると思います。これは本当に「もったいない」こ

とです。そこで質問致します。現在、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整備されている施設を教えてください。

そして未整備の施設に対して、整備する予定はあるのでしょうか。お尋ねします。 

続いて、町内企業の支援について２つ質問します。まずは、奨学金返済助成制度についてです。

本年２月１６日の愛媛新聞の記事に、「企業の人材確保強化」という見出しの記事が出ました。内

容は、愛媛県内の企業に対して学生のＵ・Ｉ・Ｊターン就職や職場定着を促す、中核産業人材確

保支援制度を推進するというもので、県と企業が基金を設立し、県内の登録企業に一定期間就職

する学生に対して奨学金の返済の支援をする助成金額としては、最大７年間で約１２０万円（年

最大１６万８，０００円、対象者は２０１９、２０２０年度末卒業生の各１００名、基金積立金

は県と企業が２分の１ずつ負担するという内容でした。調べてみると、地方の人材確保策と若者

の奨学金返済苦の脱却策として全国で導入されており、愛媛県としても今年度からスタートする

事業となります。県内では製造業が多い東予地域において、各市の事業として先行実施されてい

たりしますが、今回の県の事業と併せて、より充実した支援策となるようです。さて、この内子

町でも、若者の定着率の低さと併せて、各企業・事業所における人材不足の話をよく聞きます。

また、商店街の飲食店でもいつも「誰かおらんかい。」とパートさんを募集しているお店も何軒あ

ります。パートさんの話は今回の制度と直接関係ないことですが、若い世代の町内での就職が進

めば、結婚や出産などによりその家族も増え、人口が増えていくことに繋がります。結果的にパ

ートタイムで働きたいという方も増えてくるということも考えられます。このような支援が充実

することで、町内の若者人口が回復し、様々な歯車が正しく動き出すことも夢ではないかもしれ

ません。ただ、それをほかの市町村に右へ倣えの制度では、高い効果は生まれないことも目に見

えています。質問いたします。その奨学金返済助成制度について、上乗せとして内子町独自の支

援策を何か計画しているでしょうか。また、その県の事業についても補足説明もあれば併せてお

願いいたします。 

 続いても起業支援のお話ですが、設備投資減税制度について質問致します。今国会において、

経済の好循環実現に向け中小企業に積極的な設備投資などを促す生産性向上特別措置法案が承認

され、５月２３日の公布、６月の施行となりました。３年間の臨時措置ということですが、市町

村の判断により、地元中小企業が新規に設備投資する場合、増資分の固定資産税が最大ゼロにな

るという法案です。先の質問では雇用に対する支援策について、でしたが、雇用は企業がします。

企業が育たなければ雇用も増えません。雇用が増えれば給与所得者が増え、税収が増えるという

町としてのメリットもあります。そういう経済の好循環を生む仕組みづくりをがんばれと、国が

いろいろな施策を打ち出しています。しかし、今回、対応するのは地方自治体、内子町です。そ

の固定資産税の特例率は、ゼロ以上２分の１以下で市町村の条例で定めるとなっていますが、内

子町においてはどのような内容になるのか、お伺いいたします。また、この制度に関しても補足

説明があればお願いいたします。さて、この梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。今年

も猛暑のようですが、そうなると押し寄せてくるのが「祭りの季節」がやってきた、という思い

です。私は商店街の人間ですので、子どもの頃から夏は「土曜夜市」で始まり「夏祭り」「笹まつ
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り」毎週お祭りを楽しみ、そしてお盆を迎えて、夏休みの宿題が間に合わずに２学期を迎え先生

に怒られるという可愛らしい子ども時代を過ごしてきました。今でもその「お祭り」は全て継続

されていて、残念ながら変わってしまったのは、私が「楽しむ子ども」から「実施する側の大人」

になってしまったということです。五十崎地区、小田地区、内子地区も含めて町内全てのお祭り・

イベントに参加したことがあるわけではありませんが、大小関わらずそれぞれのお祭りは、地域

の皆さんが「土地の文化であり宝物」だと守り育んで来られた熱い思いとその歴史が感じられ、

お祭り好きの私は、子どもの時から大人になった現在も、毎回心から感動をさせていただきます。

しかし近年は、我々の「笹まつり」もそうなんですが、お祭りの開催継続を危惧する発言が主催

者側から出てきます。その理由として痛感するのは、少子高齢化と地域人口の減少による担い手

不足と、寄付金・補助金の減少、経費の増大による資金不足です。もちろん主催者側としては、

アイデアとパワーでそれを打破しようと毎年様々な改革を試みていますが、現実は厳しく、縮小

方向から抜け出せていません。今、町内全てのお祭りが同じ環境ではないでしょうか。また、３

町が合併してから、各お祭りの実施体制は「観光協会」事業から各「実行委員会」主催という形

になりました。行政職員もお手伝いはしてくれますが、町の方針で正式な事務局としての役割か

らは離れていて、そのことによる実務の増大も、実行委員会の負担になっています。先日お話を

伺ったある祭りの実行委員の方は、「仕事する時間を犠牲にして、頭を下げて寄付を集め、足らな

ければ自腹も切って、それでも祭りは小さくなって周りから批判もされる。ここ数年、『もうやめ

よう』という話が出るのも当然といえば当然。」と忸怩たる思いを吐露されました。私も毎年そう

思います。お祭りに対する補助金の削減は、町予算全体のバランスも考えると、ある程度は仕方

がない事だとは思います。しかし、「お祭り」は文化活動でもあり、その地域の現状を映し出す「鏡」

です。「お祭り」も「まちづくり」のひとつであることは間違いありません。このまま人も金も減

っていくと、「あきらめ」という思いと共に、いろいろな「お祭り」が消滅していくのは時間の問

題です。それがこれからの内子町の姿で良いのでしょうか。そんな中、昨年、平成２９年９月議

会の招集挨拶の中で、町長はおっしゃいました。「今年も町内各地では、伝統的なお祭りや花火大

会など様々なイベントが開催され、多くの参加者や見物客で賑わいました。少々割愛しまして、

いずれのイベントも、地域のみなさんが力を合わせて運営されることで楽しく魅力的なものにな

っています。開催には大変な労力を伴いますが、住民のみなさんだけでなく、地域の出身のみな

さんにとっても故郷を象徴する大切なイベントです。今後も引き続き開催できるよう、町として

もそれぞれの地域の維持に努めたいと考えています。」また、現在内子町は「歴史まちづくり法」

の認定を目指しており、今年度中には「歴史的風致維持向上計画」も完成する予定だと伺ってお

ります。「歴史的風致維持向上計画」とはまさしく、少子高齢化や人口減少問題に脅かされている

地域の文化を残し、良好な環境、これが歴史的風致ですが、の維持・向上を促進し、後世へ継承

するための取り組みと書かれています。それらを踏まえ、町として地域の「お祭り」をどう支え

ていくのか、そして、この「歴まち」事業が、果たしてそれぞれの「お祭り」の維持・向上にも活

用できるのか、その内容について検討されているのか、お尋ね致します。以上、私の統括質問と

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） 大西啓介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。 
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○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、私の方から公共施設のＷｉ-Ｆｉ環境の整備についてご答弁

をさせていただきます。内子町では、着地型観光、インバウンドの推進、訪日外国人への対応策

と致しまして、平成２７年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方創生先

行型により、道の駅や観光拠点施設を中心にＷｉ－Ｆｉ環境整備を行っており、現在、愛媛県が

ホームページで公表しております、町内のフリーＷｉ－Ｆｉスポットは１７箇所となってござい

ます。ただ、各庁舎や自治センター等の不特定多数の人が集い、学びあう施設。また災害時に避

難場所となる公共施設につきましては未整備でございます。現段階では、具体的な整備計画はご

ざいませんが、国の補助金等を活用した整備を検討しているところでございます。Ｗｉ－Ｆｉは、

携帯電話のオフロード対策から、観光・防災や教育・介護への活用等、今後重要な社会基盤にな

ってくるほか、庁舎や自治センター等に設置することによりまして、例えば、会議資料のペーパ

ーレス化や効率的な会議運営、情報共有が図られるなど、行政改革の一環としても非常に有効で

あります。また、災害時における災害対策本部や避難所としての防災機能を高められる上、生涯

学習、また先ほどお話のありました大学等と連携した調査研究、そういった場所の拠点としても

より効果的な学習支援が可能になると考えております。以上の点におきまして、公共施設におい

てもＷｉ－Ｆｉ環境整備については必要であると考えておりまして、早期実現に向け、本年度は

スケジュール感をもって検討を進めて参りたいと考えているところでございます。私の方からの

答弁は以上でございます。 

○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、町内企業の支援策の中の奨学金返済助成

制度についてのご質問についてお答えさせていただきます。愛媛県が制定した「中核産業人材確

保支援制度」についてでございますが、県内産業を支える中核人材となる学生の県内定着及びＵ

ＩＪターン就職を促進するため、県と登録企業の出捐により基金を創設し、応募学生が登録企業

に一定期間就業した場合、奨学金の返還に対する支援を行なう制度となります。県内大学・大学

院の卒業見込みの学生５０名と県外大学・大学院の卒業見込みの学生５０名で「日本学生支援機

構」の奨学金を借りている学生が、県内の企業でこの事業に参画する企業に就職した場合、奨学

金の返還に対して助成するものでございます。助成金額は年最大１６万８，０００円の最大７年

間助成ということで、最大１１７万６，０００円になります。この事業では、対象学生への奨学

金年間返還額の３分の２または１６万８，０００円のいずれか低い額を助成致します。また、就

職した登録企業が助成金の２分の１を負担するようになっていますが、対象が日本学生支援機構

の奨学生のみであることから、内子町奨学金や高畑奨学金の奨学生、あるいは教育ローン等で進

学された方との整合性もあり、内子町独自での支援の上乗せをする計画は今のところはございま

せん。 

次に、各地のお祭りについてのご質問についてお答えさせていただきます。町としては、現在、

町内のお祭り等に補助金等を助成することで資金面の支援を行なっておりますが、歴史まちづく
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り法による歴史的風致維持向上計画の認定を受けたとても、ソフト事業に対しましては、国から

の補助はございませんので、町単独での補助ということになります。策定委員会、事業検討委員

会の中でどのような支援ができるのか検討しているところでございます。しかしながら、認定を

受けることにより、将来的に内子町が魅力ある歴史的まちなみの形成が進み、住みよい町となり、

ＵＩＪターンなどで移住者が増えたり、外国人観光客なども更に増加し、潤いと活気のあるまち

づくりが展開できるのではないかと考えています。以上、答弁とさせていただきます。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

〔安川徹税務課長登壇〕 

○税務課長（安川徹君） 私の方から生産性向上特別措置法における、中小企業の設備投資に対

する固定資産税制度について答弁をさせていただきます。３月３１日に専決を致しました内子町

税条例の一部を改正する条例においてご質問の特例率についてはゼロと定めました。この条例に

つきましては、明日議認の案件としてご審議をいただきます。生産性向上の特別措置法により資

本金額１億円以下の法人、従業員数１，０００人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計

画の認定を受けた者は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。対象とな

る設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する設備で、中古資産は

対象外となります。地方税法、税条例の定めにより、生産性向上特別措置法の施行日から平成３

３年３月３１日までに新たに取得した先端設備等の償却資産の課税標準額が３年間ゼロとなりま

す。償却資産については、耐用年数により減価償却率が変わってまいりますことと、これからど

のような先端設備等を導入するか現時点では不明ですが、一つの例として仮に耐用年数が１０年

で取得価格が１，０００万円の先端設備等を導入した場合に、詳細な計算は省略しますが、ゼロ

になる固定資産税は３年間で約３０万円となります。以上、答弁いたします。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） はい、ありがとうございます。まず最初のＷｉ－Ｆｉについてですけれ

ども、Ｗｉ－Ｆｉ環境が必要な施設、必要でない施設は当然あると思います。その辺の選択は行

政にお任せするとして、まずその第２期内子町総合計画にはＩＣＴ、情報通信技術を積極的に活

用すると記載されていますので、本当に早急に対応していただければと思います。 

続きまして、奨学金返済助成制度についてですけれども、内子町独自での支援の上乗せの計画

はないとおっしゃいました。それでは、内子町独自で上乗せではなくてオリジナルの、若者が帰

って就職してもらうための施策というものはお考えでしょうか。お願い致します。 

○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。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 今のご質問にお答え致します。他の県内自治体では、独

自の奨学ローンを創設されているところもございますし、奨学金の返還補助金を創設されてると

ころもございます。しかしながら内子町では、関係各課で検討委員会を立ち上げて奨学金を借り

ている学生や特定の企業を支援するのではなく、教育ローンや自分でバイトなどをして頑張って

学校行かれた方などもいらっしゃいますので、内子町で就職、就労される学生に対して奨励金の



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

- 23 - 

ような形で助成し、その上乗せとして就職する企業からのご支援いただくような形での方向で検

討しているところでございます。  

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） はい、ありがとうございます。私もネット等でいろんな市町村のそうい

う支援策を見る中で、先程も申し上げました通り、右へならえの制度では高い効果は生まれない

と思います。また企業の負担が大きい制度になってしまえば、参加企業も少なくなってしまうこ

ともあるでしょう。町財政の厳しさもあると思いますけれども、他の市町村等の例を見ると、故

郷帰ってきて就職したら１０万円支援します、大きいところで２０万円支援しますというぐらい

でした。ただそれでは本当に今の学生さんたち本当に帰ってこようかなと思うかと言われれば甚

だ疑問だと思います。これは内子町の未来に直結することですから、スケールメリットで考えれ

ば多少の出費も町民は納得してくると思います。人手不足の企業経営者なら、もっともっと何か

ないのかと言ってくれるはずです。若者 1 人が町内に帰ってきて就職することで、町にとってど

れだけの経済効果や社会的効果があるのか、というようなシミュレーションもしくはその国が示

したような、示してるこれだけ効果はありますよっていうデータとかはございますか。何かの何

かでもお答えいただいて構わないんですけども。  

○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） そのようなデータはございませんけれども、県内他の自

治体でやってる奨学金とか奨学ローンの創設にあたってのデータをそれぞれの自体が持っている

ところがございますので、そういったデータとかを取り寄せて、今、分析するところでございま

す。  

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） そもそも、その担当課は町並・地域振興課でいいのか、それとも産業振

興課なのか、教育委員会でもいいんかなと、複雑な制度なので、複雑というか多岐にわたる制度

ですので、本当に行政が一体となって若者が帰ってきて就職してもらえるということに力を入れ

て欲しいと思います。そういう意味では、先程申しましたいろいろな大学生が内子に来ています。

大学生はほんとに目の前に就職がある若者です。こういう制度があれば田舎でも就職してくれる

のじゃないのかなっていうことを大学に相談する、いろんな案を出してもらうということもまた

一つの策ではないかなと思います。そういう点については関わっていただける大学とか心当たり

ありますでしょうか。  

○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） うちの担当の所でも関わっている大学は多数ございます

し、学生さんからご意見をいただいたりとか、そういったことは可能でございますので、またそ

ういったことも考えて参りたいと思います。 

○１番（大西啓介君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） ありがとうございます。続きまして、その設備投資減税制度についてで

す。内子町も０％ということで安心致しました。この制度について、この内子町ではどうなんだ

と心配されている経営者の方も何名かいらっしゃいましたので、安心して伝えることができます。

実際に設備投資に繋がっていってもらえればと思います。この６月議会で上程されるその制度な

んですけれども、敢えて質問致しましたのは、この制度が議会だよりやケーブルテレビ等々通じ

て町内の事業者に広く伝わり、新たな設備投資に前向きになっていただき、事業の発展や雇用の

促進に繋がってもらえればという思いからです。さらに商工会を通じてまた広報うちこなど通じ

て周知徹底をお願いしたいと思います。 

さて、お祭りについて再質問させていただきます。お祭りについてはですね、私も深く関わっ

ておりますが、本当にどうすれば維持していけるだろうと年々考え、頭を悩まされています。余

談かもしれませんが、先日、開催された全国伝建協総会の会場となった大分県日田市は、町並保

存地区と鵜飼いを併せ持った温泉地です。市として観光は、重要政策の一つと位置付けられ、花

火大会や各お祭りの開催も市が主導して大変力を入れられています。数年前に観光協会の研修で

伺った際に、「イベントやお祭りで人を集めるのは行政の仕事です。民間はそこで儲けるのが仕事

です。」と担当の職員さんがおっしゃられていたの強烈に覚えております。そこまでは求めないん

ですけれども、今の内子町の町としてのお祭りに対する支援内容を見ていると、このお祭りはこ

れで、こっちの祭りはこう言われたからこうしようか、他の祭りの手前、この祭りもこうしよう

とかしないといけないみたいな、いい意味では小回りの利く対応、悪い意味では行き当たりばっ

たりな対応をしているように感じます。しかし、それは行政に対してバラバラな要望する我々運

営側の責任かもしれません。町長も役場職員さんも皆さん地域住民の 1 人ですから、お祭りがな

くなる、なくなってしまうよという話を聞くのもやっぱり辛いと思います。これからの内子町に

おいて、各地域において、お祭りとは何なのか、何のために続けていくのか、どうあるべきなの

か、各運営メンバーと行政とが真剣に議論をして、それぞれの方向性を確立する時期が来ている

のではないかと切に思います。以前から考えていたんですけども、町内のお祭りの責任者、運営

者を集めて、また行政も参加してもらって、町内お祭りサミットを開催したらどうかと思います。

サミットは大袈裟なんですけれども、お祭りを通じて地域の持続性について考えるシンポジウム

です。またいろいろな学識経験者の方々や、その他苦しんでる他の地域の方々等も巻き込んで、

内子町のお祭りがどうあるべきなのか考える機会を、テーブルを設置することを考えております

ので、よろしければ行政の方もご協力をお願いできたらと思います。それについて町長、どう思

われますでしょうか。  

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） どうぞ主体的にですね、そういう場を持たれる、結構なことだというふ

うに私は思っております。ただ、お祭りって言うのは、その地域、地域の歴史や伝統、今までの

経過というのもありますから、一律に横並びでですね、ズバッと、あるいは最大公約数的なもの

を出すというのは非常に難しい。やっぱり地域の人たちの熱い思い関わり方というのが、１０の

お祭りがあれば、１０のやり方があると思いますね。内子の笹祭りでも２００万出さしていただ
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いてるわけですね。そこの中でやっぱり笹祭りの内容の点検、あるいは外の力をもっともっと活

用するためにはどういうふうな仕掛け必要なのかという、様々な角度からの点検作業が必要なん

だろうなというふうに、私もちょっと外から見させていただいて、そんなことを感じております。

以上でございます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 町内と言えども、１０あれば１０の形があるということです。私もそう

いう意味でそれぞれのお祭りの良いところは、吸収して悪いところはお互い直していくというよ

うなそういうサミットを開催したいと思いますので、またご協力のほどよろしくお願い致します。

私の質問は以上です。ありがとうございました。  

○議長（山本徹君） 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） それでは、午後からの２番目の質問に入りたいと思います。ちょっと

古い話、昨年のことになるんですけれども、基金についての質問をしたいと思います。総務省は、

「地方公共団体の基金の積立状況等に関する調査結果」を昨年公表しました。２０１６年度末の

基金総額は２１兆５，４６１億円にのぼり、過去１０年間で５８％増えており、うち財政調整基

金は８５％もの大幅増だったということから、財務省の経済財政諮問会議などでは自治体が基金

をため込むことへの批判も聞かれているといった報道でありました。地方交付税を削減したい財

務省は、自治体の基金に目をつけたということでしょう。「帳簿上は政府に借金という負債が立ち、

地方に資産が立っている。有効に使われているのかどうか見えず、政府からすると国債を発行し

なくていいということを意味する。」とは現在、野党の非難の的になっております、麻生副総理兼

財務大臣の発言でありました。これに対して、野田総務相はやる気のある首長ほど行政改革で基

金を多く積み上げているとし、「安易にたまったから削減するというやり方は、『頑張っている自

治体を支援する』政府の方針に逆行する。」と反論したということであります。一般家庭で置き換

えると、大学に行っている親孝行な子どもが、親が病気になったり、失業したりして親の所得が

減ったり、急な出費がかさんだ場合など、そういった仕送りが減ってきた時の事を考えて、親孝

行な子どもはアルバイトをし、そしてその上に食事代を勘弁したり、友達が遊んでいるのに我慢

して遊行費も節約し、いざという時の為に勘弁して貯めた小遣いが徐々に増え、たまたまその貯

まった金額を知った親が「そんなに貯金があるのなら、仕送りを減らす」と言われた様なことで

はないでしょうか。基金とは、一般家庭で言えば、給料から生活費以外に家の修繕や急な病気の

為の出費に備えたり、高校や大学へ行かす為の教育費に充てたり、家族旅行を目的として給与の

一部をためる貯金の様なものであります。財政調整基金は適正な財政運営を行うために、決算剰

余金の半分以上を財政調整基金に積み立てることができ、地方自治体が計画的に財政運営したり、

災害などに備えたりするためのものであります。急激な税収減や災害による歳出増に対応する財

政調整基金、借金返済に使う減債基金、公共施設整備や高齢化対策など使い道を明確にした特定



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

‐ 26 ‐ 

目的基金があります。内子町のこの基金の合算が約５８億円と増えたのは、先ほどの仕送りの話

ではありませんが、内子町の自主財源に余裕があったのではなく、行政と議会と住民とが痛みを

分かち合い、行政改革と経費節減によって努力して積み上げてきたことにより増えたものであり

ます。基金残高が多くあるのなら、住民サービスを充実させるべきだという考えあります。また

一方で将来世代への負担を考え、できるだけ積み立てておくべきだという考え方もあると思いま

す。月日は早いもので合併をして１３年が経過しました。この内子町ですけれども、老朽化する

インフラ維持費や、少子高齢化社会の進行により福祉予算は膨らむ一方であると思います。次の

公共施設の老朽化や維持管理の質問にも関係します基金について、町長の考えはどうか質問しま

す。また、財務省が目をつけた基金でありますが、実際、基金は何時、どの様な場合に充当され

る考えか。それぞれの基金の具体的な取り崩し計画は立てられているのか質問します。 

続きまして、公共施設の老朽化や維持管理について質問致します。先ほどから言いますように、

合併をして内子町全体の面積や類似する施設の数は増えたのですが、人口は急激に減ってしまい

ました。今後、更なる人口減少や少子高齢化により、現在の施設数のままでは、確実に人口１人

あたりの量は増加する事になると思われます。これからは、建設事業費などの投資的経費は今ま

で以上に縮小傾向になり、維持管理をする職員も減少している中、合併以前の公共施設を整備し

た頃と同様の維持管理を行っていけるのかが難しい時代になってきていると思います。利用者数

も大きく変わってきているのではないでしょうか。住民の利便性やサービス低下に繋がることに

なるとは思うのですが、現在の利用者数や将来の人口規模に応じた予想利用数を考慮した維持管

理方法を検討することが必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そこで、これから

の公共施設の老朽化対策や維持管理について質問をします。まず１番目に、学校の統廃合により

学校の数は減ったのでありますが、生徒数、児童数も減っております。人口減少に伴い自治セン

ター等、公共施設の住民一人当たりの利用率や維持費は合併当時に比べどの様に変化してきてい

るか。大幅な数字でいいので質問致します。考え方による数字でいいですので。続きまして、高

齢化に伴い、道路の草刈りも出来ない地域が増えております。地域の道路や橋梁等の維持管理の

あり方は、今後どうする事がベストと思われるか。今まで質問したことがあるんですけど、維持

管理について同様の質問を致します。３番目、耐震化や維持管理費を考えると、廃校となった学

校や利用率が著しく低下している建築物については、取り壊す事も考えておられるのか。その場

合、取り壊す基準ですよね、利用率とかそういったものの判断はどのように考えておられるのか

質問します。最後にですね、４番目、町内に多くの町道や農道、橋梁等がありますが、道路や公

共施設の町単工事の場合、修繕工事と改良工事との違いで、負担金が発生する場合と、発生しな

い場合があると思うのですが、どの様な基準・判断の基で執行されているかお尋ね致します。 

最後の質問は、我々ここにいます議員らにも影響しますし、町長にも影響します、投票日の時

間短縮について質問します。町長は３回とも投票日には関係なく当選されておりますので、非常

に悠々自適というかそういう感じではあると思うんですけれども、選挙についてです。有権者が

より投票しやすい環境を整えるために、投票時間の２時間延長や不在者投票事由の緩和等を内容

とする公職選挙法の一部改正法が平成９年１２月１４日に公布され、平成１０年６月１日から施

行されました。今、この質問を考えて調べてみますと、既に２０年経過したのですが、昔は夕方

６時までの投票時間でありました。２１年前の１９９７年の投票環境を向上させるために、いく
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つかの公職選挙法改正が行われました。その一つが投票時間の延長でありました。それまで、午

後６時までだった投票時間が、２時間延長されて午後８時までになったのであります。基本的に

投票所は、午前７時に開き午後８時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情が

ある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ、繰り下げの場合は、閉鎖

時刻は繰り上げだけとなっておりますが、できるということであります。今回の質問は、この制

度に逆行する質問になるのですが、現在の選挙制度において期日前投票が出来、そして、その期

日前投票も容易なやり方で出来る様になりました。そこでこの有権者がより投票しやすい環境を

整える制度に反する質問ですけれども、期日前投票が出来るのでありますから、例えば投票時間

を昔の様に全投票所を夕方６時とかに大幅に短縮し、開票時間も他の自治体の投票が終わった８

時からすぐに開票が出来ないかという質問です。内子の５時以降の投票数が極端に少ないデータ

なら、職員の労力や翌日の就労、それから選挙に掛かる経費を考えたなら時間短縮を考えられな

いかと思い、投票日の夕方の５時、６時、７時台それぞれの投票数と率はいくらか質問を致しま

す。県議選挙や知事選挙や国政選挙においては、全国統一の時間設定となっていると思うのです

が、投票の締め切り時間が夜の８時の設定がほとんどであります。投票時間を先ほどいいますよ

うに、１時間短縮して７時にしてもその分開票時間を８時から行った場合になるんですけれども、

開票の結果が内子の場合出てもよその自治体も８時で閉鎖をしておりますので、内子の開票の結

果が他の自治体に影響するということはないと思うのであります。よって、内子だけ独自に開票

を早める事は出来ないという縛りがあるのかお尋ねします。例えば、余談となりますけれども、

国政選挙になりますと、投票所が閉まった８時と同時に報道機関の出口調査によりあっという間

に当確が流れる時代であります。開票立会人は、報道機関の当確をテレビで見てから開票所に行

き、それから本来の開票結果を見守るのが現状であります。春から秋までの選挙なら、７時過ぎ

て明るいのでまだ違うかもしれませんが、冬場の選挙では、５時を過ぎたら暗くなり寒くなって

くるので、投票率は下がっているのではないかと思うんですが、町長選挙や町議会議員選挙だけ

なら、開票時間を早める事ができるのでしょうか、国政選挙でもそういうことができるのかを質

問を致します。これによって一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） 私の方からは、下野議員のご質問の中で基金についてご質問がございま

したので、そこのところにつきまして私の方から答弁をさせていただきます。まず、基金でござ

いますけれども、議員のご質問にもありましたように私たちは、国の財政が安定して、地方の財

政が維持できるような担保があるならばですね、そう無理に貯めることはないというふうに私は

受け止めております。それは今の国の状況を見た時に、プライマリーバランス一つとっても、非

常に危ないです。非常に不安を私は感じております。そういう中でどうやって地方がこれから地

方の財政を維持していくか。町民の皆さん方の幸せの持続のためにやっていくのかということを

考えれば当然、財政を安定化させていくというのは、やっぱり議員の皆さん方も私たちも大事な

使命ではないかというふうに受け止めております。そういうことを前提に考えますと、基金は、
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非常に大切な内子町の財源の一つだというふうに受け止めております。これは、条例の定めると

ころによりまして、ご承知のように目的の基金もございますし、こういうものに使うんですよと

いうことは条例上、定められておる所です。そういうものに沿ってきちんと使っていく必要性が

あれば使っていく、取り崩していくということになろうかと思います。議員のご質問にもありま

したように、合併後、行政改革をやったり、そして経費節減をやったりして貯めてきたものでご

ざいます。一方ではですね、普通交付税においては、合併後の特例措置期間が過ぎまして、現在

はご承知だと思いますが、段階的に縮減の時期に入っております。そのために平成２６年度から

比較して、平成２９年度の普通交付税は約４億７，０００万円減額しております。主要な財源で

ある地方交付税が大幅にこういうふうに減額しているという状況の中において、将来にわたる長

期的な負担も考慮しつつ、基金を活用しながら老朽化対策、福祉対策をやっていくと。そういう

ふうな意味では、先ほど言いましたように大切な財源だというふうに私は受け止めております。

それから２つ目のいつどのような場合にこれを活用されるのか、充当されるのかというご質問で

ございますけれども、その準用につきましては先ほど言いましたように条例設置でございますか

ら、その目的に沿って取り崩すということは、大前提でございますが、具体的には例えば、当該

年度の事業費の確保上、基金を取り崩さないと財源の確保ができないという場合や今年度負担を

考えた場合に取り崩した方が財政全体の中で判断して有利になるというふうな場合に活用をして

いるということでございます。事業費の確定、確保は、財政基盤の脆弱な財政状況からしまして、

まず第１に国や県などの補助金だったり交付金だったり、助成金であったり、こういったものが

使えるのかどうなのかということを先に判断致します。そして、起債も含めて、先に財源の確保

を図る。この起債というのはご存知のように借金でございますから、利子をつけて返さないかん

わけでございますから、借入額と返す額のバランスを取りながら、これも判断しないといけない

という現状がございます。この場合、多くの事業では、補助残が発生いたします。この補助残、

起債でもカバーしきれない部分が出てくるわけでございます。したがって、この補助残、起債残、

いわゆる町の負担分でございますけれども、ここのところを基金で充当することがございます。

また、事業によっては基金の取り崩しの財源だけでその必要性があれば対応する場合もございま

す。いずれにしましても町財政全体からみて総合的に判断しているのが実情でございます。具体

的な取り崩しの計画についてはあるのかというご質問でございますけれども、現在のところ、今

やっておりますこの学校施設のエアコンの整備でありますとか、必要であれば今後防災行政無線

の戸別受信機の整備事業等にもあてないといけないだろうと思っておりますし、その他緊急を要

する場合等が必要であれば、この充当をしないといけない。それからご報告申し上げますと、今

後この公共施設等の総合管理計画によりますと、将来、更新費用が１年間で３５億くらいかかる

ということでございますから、この辺もにらみながらですね、とてもまともにこれに向き合うと

予算が組めないわけでございますから、こういったものとのバランスを見ながら、適切に基金運

営をしていかないといけないなというふうに思っているところでございます。以上でございます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 続きまして、私の方からは、２つ目の公共施設の老朽化や維持管理に
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ついての質問４つのうち、１つ目と３つ目、それから引き続きまして、選挙の関係の答弁をさせ

ていただいたらと思います。まず、公共施設の住民一人当たりの利用率や維持費はどの様に変化

してきたかというご質問でございます。公共施設は多種多様でございますので、町民の皆さんに

とって一番身近で利用の多い自治センター、それから、２つの運動公園の利用状況につきまして、

また経常的な維持経費、一人当たりの利用状況・経費につきまして調査を致しました。なお、施

設の利用率を求める場合の計算の方法でございますが、通常ですと当該年度の１年間の延べ利用

回数実績を施設の利用単位、すなわち１日当たりの利用可能回数に年間の開館日数を掛けたもの、

この分母で割ったものでございます。いわゆる稼働率と言われるものでもございますが、今回、

施設ごとに運用形態や会議室等の数が異なるため、今回の利用率につきましては、年間の延べ利

用人数を当時の住基人口で割って求めた、いわゆる年間に一人当たり何回利用したかというよう

な数値を利用率としてご報告させていただいたらと思います。まず、内子５つの自治センターの

合計年間利用人数は、合併初年度の平成１７年度が１２万２，６４５人、一人当たりの利用率は

５．９回、そして、平成２９年度が１２万２，９０２人で、利用率は７．２回ということで、一人

当たり１．３回の増加となってございます。なお、一番利用率が高かったのが平成２９年度でご

ざいました。また、一人当たりの経常的な維持経費につきましては、施設の老朽化等に伴いまし

て増加傾向にございます。こちら過去７年間の比較ではございますが、平成２３年度が４，２０

８万４，０００円で一人当たりに換算しますと２，２４４円、平成２９年度が４，７４０万６，

０００円で一人当たりにしますと２，７８８円ということになってございました。内子運動公園

と城の台公園の過去９年間の合計年間利用人数ですが、平成２１年度が４万４，９１０人、一人

当たりの利用率は２．３回、平成２９年度が３万８，０３３人で、一人当たりの利用率は２．２

回ということで、その間多少、増減はございますが、ほぼ横ばいというような利用率となってご

ざいます。経常的な維持経費につきましては、平成２１年度が１，８４１万８，０００円で一人

当たりに換算しますと９５２円、平成２９年度が１，７６５万９，０００円で一人当たり１，０

３８円ということでこちらも増加傾向にございます。 

続いて、３つ目でございます。公共施設の維持・管理につきましては、議員ご指摘のとおりに、

利用目的が無くなった施設や今後においても利用見込みのない施設、あるいは利用率が著しく低

下した施設につきましては、費用対効果を考えた上で取り壊すことが基本であろうと考えてござ

います。その判断基準や時期につきましては、それぞれの施設で異なって参りますので、特に住

民の皆さんにとって関係の深い施設につきましては、一度取り壊すと元には戻らないわけでござ

いますので、慎重かつ十分な議論が必要だと考えてございます。例としてあげられました旧学校

施設につきましては、社会体育行事や避難所等として活用している体育館、グランド等を除くと、

例えば、地元自治会がコミュニティ活動で使用したり、一部施設を有償で貸し付けたりしており

ます。そういった形で利用している例はございますが、校舎につきましては、備品の保管に使用

している以外はほとんどのところが未使用というところでございます。旧学校施設の活用事例と

しては、内子町の場合、旧長田小学校がございます。「お山の学校」として地域の方が指定管理者

となって、都市と農村の交流の場として運営するなど、全国的に見ても先進的な活用事例という

ふうになっていると考えています。しかし、その他の施設につきましては、目下、地元自治会を

中心に活用に向けた検討を重ねて頂いているところでございますが、今の所、具体的な活用方法
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は決定してございません。今後も、地域づくりや防災、移住・定住の推進、産業振興など、色々な

角度から検討を重ねながら検討していくことになろうかと思いますが、その時期につきましては、

今後は、地域づくり懇談会等で住民の皆さんと十分意見を交わした上で決定させて頂きたいと考

えております。また、自治会や、町内の知恵で活用が見いだせない場合、こちらにつきましては、

町外にもですね、情報をどんどん発信をしながら、活用策を探っていく必要があるだろうという

ふうに考えてございます。 

続きまして、３つ目の選挙と投票日の時間短縮についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。こちらは選挙管理委員会の書記長という立場で答弁をさせていただいたらと思います。直近

の選挙で申し上げますと、平成２９年１０月２２日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙投票日に

おける１７時～１９時の１時間ごとの投票数と投票率でございます。１７時台が１５２票、１．

７９％、１８時台が１２２票で１．４４％、１９時台が５１票で０．６０％でございました。ま

た全投票数８５００票のうち、当日の投票数、当日に限っての投票が４７５６票でございました。

当日投票数に対しての投票率は、１７時台が３．２％、１８時台が２．５７％、１９時台が１．０

７％というふうになってございます。投票所の開閉時間につきましては、公職選挙法第４０条に

より「投票所は、午前７時に開き、午後８時に閉じる。」と規定されています。ただし、「選挙人の

投票の便宜のために必要があると認められる特別の事情がある場合」又は「選挙人の投票に支障

を来さないと認められる特別の事情のある場合」に限り、投票所を開く時刻を２時間以内の範囲

内において繰り上げ若しくは繰り下げ、また、投票所を閉じる時刻を４時間以内の範囲内におい

て繰り上げることができるとされてございます。繰り返しになりますが、投票所の開閉時刻の繰

り上げ・繰り下げは、あくまで「選挙人の投票の便宜のため」「選挙人の投票に支障を来さない範

囲で特別な事情とみなす場合」のみに可能ということでございまして、開票開始時間を早くする

という目的で全投票所の閉鎖時刻を２時間繰り上げるというふうなことはできないものと考えま

す。なお、現状では、遠方の８投票所におきまして、閉鎖時間を１時間繰り上げてございます。

期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票を行うことができるとい

う制度でございます。選挙は、選挙期日、いわゆる投票日に投票所において投票する「投票日当

日投票所投票主義」、こちらを原則としております。期日前投票制度が導入されたからといって、

当日の投票時間が短縮されるものではないということをご理解頂けたらと存じます。また、開票

時間につきましては、公職選挙法第６４条の規定によりまして、市町村選挙管理委員会にて時間

を告示するということになっております。そのため、全国統一の時間ではございません。以上私

の方から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） 私の方からは道路や橋梁等の維持管理の在り方と修繕工事

と改良工事の違いについてご答弁をさせていただきます。町道につきましては、８４８路線、約

５８７ｋｍと膨大な路線を限られた予算と少人数で管理をしており、地元の皆様の多大なご協力

を頂きながら、鋭意、適正管理に努めさせて頂いている所でございます。特に草刈りなどの日常

管理につきましては、地元の皆様にとって最も身近な生活道路として、自発的なご協力を頂いて
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おり、大変感謝している所でございます。ご質問のとおり、内子町においては高齢化が進み、従

前は、地元で対応できていた道路管理も対応できなくなってきたとのご相談があります。このた

め町におきましては、小規模高齢化集落支援のため、維持管理予算枠を設け、ご要望のある箇所

の枝切りや側溝清掃などの維持管理を建設業者に請け負って頂き、高齢者の皆様の負担軽減を図

っている所でございます。当面はこの取り組みを維持することで、住民労力の低減を図りつつ、

道路環境や安全性については一定水準を維持できるよう取り組んでいきたいと考えております。

また、道路構造物や橋梁等の管理につきましては、施設の老朽化が進んでおり、今後の維持管理

が課題となっております。このため、町道施設については、法令に基づく定期的な点検を行いな

がら、状況把握に努めるとともに、それぞれの構造物に対して、長寿命化修繕計画や維持管理計

画を策定し、予算の平準化を図りつつ、計画的な修繕事業を進めております。今後もこの取り組

みを継続しながら、道路網の安全性や信頼性確保に努めて参りたいと考えております。なお、こ

れらに要する経費については、国の交付金に依存している状況にあり、今後も安定した必要予算

の配分が期待できるかどうかについては見通せない状況でございます。したがいまして、道路の

利用状況によりましては、通行止めや橋梁の単純撤去・集約化などの合理策によって、維持管理

コストの更なる低減を図っていくような管理手法も検討していく必要があるのではないかと考え

ております。 

続きまして、修繕工事と改良工事の違いでございますが、修繕工事につきましては、施設が壊

れた箇所や老朽化した箇所において、従前の効用を回復する工事、または、施設機能自体に問題

がある場合に必要最小限度の効用増加を目的とした工事と定義しております。一例と致しまして

は、舗装版のオーバーレイや打換え、暗渠管が埋塞した場合に管径を大きくする工事などが該当

します。これらの工事につきましては、道路法第４２条に基づく、道路管理者の責務として実施

しなければならない工事ですので、地元負担金は必要ありません。一方、改良工事とは、地元か

らのご要望に基づき、道路利用者の利便性・走行性・安全性等の向上を目的として、従前よりも

機能を向上させる事を目的とした工事と定義しております。一例と致しましては、道路の幅員を

広げる工事や新たに水路を設けたり、蓋を掛けたりする工事が該当します。これらの工事につき

ましては、道路利用者の皆様にも新たな受益が発生致しますので、分担金徴収条例に基づき応分

の負担金を徴収させて頂いております。以上でございます。 

○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） まず最初に、財政調整基金のことなんですけども、町長言われること

も分かります、私もそう思います。ただ、財政調整基金がそういうふうに財務省での方でかなり

目を付けられたときに、全国調査の自治体を調査してみますと、どこの自治体もこれといった目

的もなく、将来の交付税の削減による不安を持っているから、蓄えていると言うことがあり、逆

にそれに対して明確な、これに使うからこうだからうちの自治体は必要なんです、そういう国と

のやりとりというものが、聴取されることがあるのでしょうか。全くこの予算がこれだけありま

すとかいうのを国に出せ言うんで出しとるだけのことなのか、ちゃんとした目的がちゃんとある

から出さないけないのか、国から調べることが調査が来るのでしょうか。  

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 細かい事務的なことは、置いときましてですね、地方６団体、４団体あ

りますから、そこで総務省財務省等々の折衝の中でですね、やっぱりただ単に将来が不安定だか

らっていうことだけはなくって先程申しましたように、将来のどこがどういうふうに不安なのか、

どこにどういうふうなことが、この町としてそれぞれの自治体として課題があるのか言うこと

等々も踏まえながら、国と折衝していって総額でこれだけのものは確保してくださいよと言う、

その交渉の仕方、折衝の仕方っていうのは、毎年これは財務省と総務省とやってる。私たちの全

国町村会もそれをやっているところです。  

○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） 財政調整基金分をどの位が目安かいうのは、一般財源の全体の１０％

位が妥当だというふうに俗世間では自治体では言われてるというんですけど、それには政治にそ

ういう学術的な根拠や研究や調査があって言われたものでもなく、漠然とした中でそういうふう

にどこの自治体もそれに近い数字は貯めて基金は残しているということなんですけど、この内子

町としては、それを１０％ではなくて、財政調整基金目標額を設定する根拠みたいなものはある

んですか。  

○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） 内子町の場合、現在、約１０億の財政調整基金を保有しております。

こちらは予算規模に比較しますと、約１割、１０％ということで、議員がおっしゃられたとおり

でございまして、ただ、財政調整基金の積み立ての考え方っていうのはですね、それぞれの市町、

地方公共自治体によって異なってございます。１０％にしなければならないということは決して

ないわけでございまして、例えば、他の市町の状況を見ていますと、例えば決算状況を踏まえて

可能な範囲で積み立てることが妥当な考え方ではないかとか、おっしゃられるように標準財政規

模の一定割合で維持していくのがベストだろうという考え方、また、過去の取り崩しの実績など

から考えて、例えば災害への対応等も考えた上で、やはり被災地となりうる可能性が非常に高い

地域については、少し余分目に蓄えるべきではないかとかですね、色々と考え方があろうと思い

ます。内子町の場合は、現在１割程度の基金を保有していますで、今のところこの程度で当面は

維持をしていきたというふうには考えてございます。 

○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） 分かりました。財政調整基金、約１０億という考えを基本的に持って

おくと。全体のまた削減していきますから徐々に全体の金額も減ってきますから、その１割程度

でという考え方にしときます。もう一つですね、財務省の方は要するに、消費税がまた上がった

らですけれども、交付税を減らして来ているんですけど、逆に省庁が違うところでは、地方創生

をやりなさいと言いながら財務省は金を減していくという。それではあまりどこの自治体でも地

方の自主財源のないところは、両方の話が、一方ではがんばっていけ、地方は自分で盛り上げな

さいと言うけど、ムチだけで飴はやらないという形になってきているんですけれども、これに対
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してしっかりと町長考え方はどう、ここでも発信をしてもらっておったらと思うんですけれども、

どう思われますか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） まさに下野議員のおっしゃる通りだと思いますね。例えば、一生懸命私

たちが努力して企業誘致したとしますね。そしたら交付税を減らしてくるわけですよ。それだけ

固定資産税が入ってきたり、従業員が雇えたり、町民税が入ってくるわけですから、交付税はそ

れほど要らないでしょう。逆に減らしてこられるというか、ケースを落としてくるわけですね。

そういうふうに私たちが一生懸命なんとか過疎を脱却したい、頑張って未来を築きたいと思って

やってきたことが評価されるならいいんですけど、逆に交付税で落とされるという現実があるわ

けですね。それは、私たちとしても国に対して発言をしていかなくちゃいけない。ただ単に待っ

ていたわけじゃなくて、努力した結果だということをですね、しっかりと私たちが発信していか

なくちゃいけない、申し上げていかなくちゃいけないというふうに思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 続いての質問、公共施設の老朽化とか維持管理なんですけど、先ほど

の数字パッパッと言われて書き込みが大変厳しいんですけど、極端に自治センターと運動公園で

対比をしてみると利用の回数はそんなには減ってない。まぁまぁ使われているということで、当

然、人口は減っているんだけれども、費用は経費は上がっているということなんですど。メイン

的な自治センターや運動公園ですからそういうふうに数字はでないんであると思うんですけど、

ここではなかなか答弁しにくいとは思うんですけど、先ほど言われたように利用率があまりにも

低くて、これは取り壊しも必要じゃないかとか、そういうことを言えれるような施設があるよう

なかったら言えなかったらいいです。いろんな自治体がありますので。 

○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） 今のところこの施設はいらないから取り壊そうというものは具体的に

はございませんが、先ほど申しましたように学校施設等につきましてはですね、耐震化もできて

ないような施設で何の使い道もないと。地域もしんどい部分がもしあるのでしたら、取り壊しの

方向も考えないといけない可能性も出てくるだろと思います。まだその時期ではないというふう

に判断して保留をしているような状況ではございますけれども、議員ご指摘のように利用率が極

端に減って全然合併前から比較すると利用されてないじゃないかというような施設も当然、町内

にはですね、ございます。人口も減ってくるわけですから、当然利用者も減ってくるというのは

当然のことではございますが、以前の設置目的に代わるようなですね、利用方法等も私たちは積

極的に考えないといけないんだろうなというふうに思ってますし、需要も住民のニーズも当然、

合併して１３年になりますので、若干変わってきているところもございます。そこらへんも十分

に検討もしながら、特に公共施設の維持管理につきましては先ほど町長言いましたように、これ

から試算をしますと３５億ほどの維持経費が掛かってくるということですので、それこそもう選

択と集中という形で考えていかないといけないだろうなと思っています。 
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○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） たしかに、場所がどうのこうの、私もここの施設が候補じゃないかと

いうのは言えないんですけど、今言われました、学校の利用の本当に少ないところですよね。児

童数、生徒数も減ってきております。それで、耐震化は統廃合してちゃんと耐震化できていると

ころもありますが、耐震化はできたけど、児童数や生徒が減ったから校舎は減らしてないですよ

ね、そのまま耐震化しただけなんですけど。それによって学校の余裕教室というんですか、空き

教室、こういったものの利用を考えるべきではないかというふうに思うんですけど、これに対す

る現状はどんなでしょうか。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） 耐震化が出来てないのは石畳小学校が耐震化できておりませんが、そ

れ以外の学校については耐震化をしております。余裕教室というふうに議員言われましたけれど、

そういったところには立川ですとかは放課後子ども教室というところを設けさせていただいたり

ですとか特別支援学級というのが増えてますので、そういったところで充てたりとかという形で

今は対応させていただいているような状況でございます。 

○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） 余裕教室はそういう利用されているということで、空き教室があるの

ならば、私ちょっと考えたのはこれから児童数、生徒数どんどん減ってきた場合には、耐震化も

できておりますし、先ほどの答弁にもありました、いろんな倉庫にも利用するとか、民間の活用

も考えるとかいうのもあったんですけど、私がちょっと考えたのはそこらの地域の自治会館、こ

れから改修していかないといけないじゃないですか、耐震化を。それを考えると、教室の空き教

室があるんだったら、耐震化された教室を地域の自治会館として使っていってもらうという考え

方もできるんではないかと思ったわけです。なぜかといったら、そこらに住まわれとる住民の方

は何をいいよるんぞ、よそのところではちゃんとした立派な自治会館が建ちよるのにうちらだけ

は学校の一部の校舎を使うんかと言われるかもしれませんけど、逆に何か災害があった時に避難

するのは体育館とか校舎とかが利用されるんであって、そうなればそこに常日頃、自治会の人ら

が集まったりする一つの教室があれば４０人くらいは十分入って会話ができる、協議ができる部

屋だと思うんですけど、いけんかったら２クラスを１部屋、２部屋出来てくるので将来的にはそ

ういった考え方もできるのではないかと私は思うんですけれども、普通に学校はそのまま使用し

ながら。他の所ではお年寄りの会がそういった空き教室に入って利用されて、サロンとかいろん

な活動があると思うんですけど、子どもたちと児童生徒とお年寄りの方との交流ができるという

こともあると思うんですけど、そういった考え方はどんなでしょうか。内子が今後そういう考え

方もあるよというふうな考え方は。 

○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） 現在、学校という施設の中では、社会教育的なところは現在のところ



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

- 35 - 

は対応できないというふうに認識をさせていただいております。先ほど、総務課長が答弁しまし

た廃校のところで耐震化が出来ているいうのはこれは程内小学校のことなんですけど、そこは文

書の保管場所等々には、ふさうという形で答弁をさせていただいているような状況でございます。

自治センターとか自治会館、社会教育施設について、高齢者の皆さん方、地域の皆さん方が利用

していかれるのが一番ベストじゃないかなと。学校行事のところに３世代交流ですとか、いろん

な形で地域の方々がお入りいただいて、子どもたちと一緒に学ぶという形は、教室の中でも取れ

ていくかなというふうに思いますので、ご理解いただいとったらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 法的に私も分からないので難しいんだろうと思います。平日の時には、

学校にだいたい自治会館も平日の時に、昼間は使ったりすることはほとんどないんで、夜しかな

いんでそういう無理なら無理かもしれんのですけど、夜の部分に空き教室が出来たらそういった

ことも制度が変わればできないだけじゃなくて、やるような方向に国にまた働きかけたらどうで

しょうか。これは私の考えですので、そしたら分かりました。 

 次の質問は、修繕と改良工事の違いですけど、正岡課長の話で負担金の違いが出るのは分かっ

たんですけど、例えば同じ２０万なら２０万の修繕や改修工事が出た時に修繕と改善が一緒に出

るような要望が出るかもしれんのですけど、その時にはあくまでも修繕の部分と改良部分とに分

けた積算をやってこの部分はこれだけの負担金、こちらは無料ですという形にすべてされるとい

うことでよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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） 修繕と改良の定義は先ほど説明されたとおりで、議員ご指

摘の例があるようでありましたら、それは議員のおっしゃるとおり、修繕と改良に分けてやると

いうことになると思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 分かりました。これは、合併してからこういう形になっていると思う

んですけど、ただ、昔の感覚で修繕は当然、負担金なしでやっていたわけなんですけど、そこら

がはっきりとわかってない住民もおられて、私に１万や２万円の改修補修をちょこっとやったく

らいで負担金とられるんか今の内子町は、というて食ってかかられたことがあったんですけど、

やはり住民に対してそれの修繕と改良との違いというものをある程度はっきりと理解してもらっ

ておくようにお願いをしたらと思います。 

最後、選挙管理委員会の書記長の山岡総務課長に答弁いただいたんですけど、ちょっと分かり

ずらいところがあったんですけど、国の縛りのあれで選挙管理委員会の国の方の考え方では、朝

の７時から８時と謳われているんですけど調べてみますと、群馬県とかは群馬県の県の選管が指

導しても全部の自治体１００％が繰り上げ投票をしているところもあるみたいなんです、他の自

治体、福島とかそこらも。それで県の選管からは各自治体の選管に任せているからなかなそれを

そういうふうにすることはできないと。そして一部の団体からは有権者に対する選挙権が侵害に
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なるから、内子全体を例えば投票を７時に投票時間を閉めるとしたらですよ、そしたら本当は７

時から８時の間に夜したい、投票権の侵害だといって訴えられていたけれども、それはそこの地

域から出た訴訟じゃないから却下されているんですよね。ですから、それが認められているんで

すよ。ですから愛媛県では、内子町がにらまれたらいけんけん、それは無理ですと言われるかも

しれませんけど、現実的にはそういったところがあるし、それで先ほど言いました、書き込みが

よくわからないんですけれども、投票が行かれたのが、１７時からは１５２人とか１８時が１２

０人１９時が５１、で、私が思うのは投票に行く人は例えばこの時間が内子町は６時でやめまし

たと、２０年前と同じにしましたとしても意識のもっておられる方は投票にそれまでに行くし、

それと期日前投票をされるか、どちらかじゃないかと思うんですよ。やはり、言うたら失礼なけ

ど、時間をだらだらと空けとってもそれを６時に閉めても私はそんなに投票率が。そしたら今度

２時間早めたから投票率がどんと下がった、内子見てみなさいという県の選管から言われること

は、ないと思うんで、今年の冬には知事選があり、来年の４月には県議選があり、夏には参議院

選があるのでどれか一つ近いうちにやってみる気はありませんか。 

○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） 私どもの認識ではですね、投票開票時刻の決定につきましては、町の

選管、選管の決定によるものであると認識をしておりまして、あくまで県や国の指導ではないと

いうふうには認識をしております。開票時刻の繰り上げにつきましてはですね、先ほど言いまし

たように選挙人の立場に立った考え方でなければならないというのがそもそもの考え方でござい

まして、合併当時に投票エリアが広まったことに関してですね、例えば投票箱の送致の時間、そ

れから距離も考えて内子の場合は、やむなく１時間繰り上げているところもございます。ただ、

この考え方もですね、研究者の間では、それも１時間、投票人にとっては投票時間が減るという

ことで議論も過去に起こっているような状況でもございます。天候の次第であります、例えば台

風が来ているからとか、そういう特別な事情についてはですね、当然、議員も御承知のとおり繰

り上げ、それから前倒しというようなことも特別な事情に限っては選管の判断で可能でございま

すけれども、あくまで通常の選挙の投票時間につきましては、投票人の便宜上特別な場合に限っ

てのみ繰り上げ、繰り下げができるというようなことで我々も認識しておりますし、この判断に

つきましては先の選挙管理委員会の定例会におきましても選挙管理委員さんのご決定をいただい

ている、実施の確認もさせていただきました。よって、内子町につきましては従来から行ってお

ります時間で今後もやっていきたいというふうに今のところは考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） お気持ちは分かりますが、職員の皆さんも先ほど言いましたように他

の立会人もですけど、期日前で順番に夜遅く８時、もっと伸ばせと言ったりもしよるくらいです

から、伸びる場合も今後あるかもしれませんが、日々の作業の中でそういう毎日残業してまた選

挙当日も朝早くから立会じゃなんじゃ準備から始まって時間があって、たぶん心の中では早く閉

めてくれた方がいいのになというふうに。次の日はまた平日の作業になりますので、ですから選

管でご検討をいただいたということでありますけど、先ほど言いましたように福島や群馬の１０
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０％そういうことをやってますよという自治体があるんですから、そこらもちゃんと説明をした

中でもういっぺん協議をしていただきたいと思います。それともう一つですね、今回の一般質問

であんまりまたこれ詳しく調べてくれいうのは私も野暮な話だと思ったんですけど、本来なら５

時、６時、７時の時間で何人投票して何パーセントですかと言ったんですけど、年齢層でも時間

があったときでいいですけど、年齢層でもちょっと１０代、２０代、３０代、４０代、５０代、６

０代くらいでもいいですから、年齢層で投票でどれだけ行ったかを過去２回くらいでいいですか

ら調べたら、たぶん選挙に関心のある人はちゃんと行っていると思うし、そうでないものは行っ

てないと思ったら、２時間早くしたって、投票所閉めても私は影響はないんではないと思います

ので、ぜひともまた調査をしてもらうようによろしくお願いしまして、質問を終わります。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩をします。午後２時４５分より再開します。 

 

午後２時３３分 休憩 

 

午後２時４５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。本日、最後の一般質問となりました。皆様におかれ

ましては、大変お疲れのところだとは思いますけれども、もうしばらくの間、お付き合いの程、

お願いしたらと思います。それでは、通告書に沿って質問させていただきます。まず、本年４月

１１日午前３時４０分ごろ、大分県中津市耶馬渓町で裏山が幅約１００メートルに渡って崩落し、

３棟の住宅が土砂にのみ込まれました。３世帯の住民６人の方が亡くなられた事故が発生致しま

した。大分地方気象台によると、現地では計測可能な０・５ミリ以上の雨は、１０日夜以降は観

測されていないし、５月に入ってからも６日に４．５ミリ、７日に１．５ミリと計６ミリの雨が

降っただけとのことでありました。雨も降ってないのに突然の崩落、ニュースを見てびっくりし

ましたし、ショックでした。崩落現場は急な斜面の山のふもとに住宅が集まっており、大分県が

昨年３月に「土砂災害特別警戒区域」に指定しておられました。１９９１年に風による倒木の被

害があり、現場周辺には高さ３メートルの鋼製の落石防止柵が３カ所の計９４メートルにわたっ

て設置されていたとのことです。しかしそれは、大規模な土砂災害を防ぐものではなかったとい

うことです。写真で確認する限りでは土砂の災害にも耐え得るような柵には見えたのですが。そ

れには有効でなかったということでしょう。しかし、ちょうど真ん中辺りに一軒だけ残ったとこ

ろが家があります。その家の裏山は崩落を免れておりました。その部分を避けるように崩落が二

手に分かれたような形で、その家だけ免れているのも不思議でありました。どうしてそこだけ助

かったか調べてみる要素は多々あると思います。まさに青天の霹靂でした。雨も降っていなかっ

たので住民の方も避難等、到底考える余地はなかったと思われます。そもそもあの崩落事故、何

http://www.asahi.com/area/oita/
http://www.asahi.com/area/oita/
http://www.asahi.com/topics/word/耶馬渓.html
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が原因であったかお尋ね致します。そして、あのような崩落は内子町では起こり得ることはない

のか見識を伺います。ああいう崩落事故を目の当たりにすると、昨年、地元地区で土砂災害防止

法に関する急傾斜地の崩落、土石流の対象者の住民説明会があったと聞いていますが、そのこと

が非常に気になりましたので質問をさせていただきました。その説明会の内容がどのような説明

だったかをお聞かせいただきたいと思います。出席した住民からは「危険地区の指定はしてもら

ったけれども、危険を回避する具体的な手立てはない」との説明を受けたと話されておりました。 

次に、内子町指定の避難所にＡＥＤを公費にて配備していただくことは可能かということを問

います。毎年自主防災組織で防災訓練しておりますが、ＡＥＤ使用方法の訓練を必ず企画して取

り組みます。肝心のＡＥＤは、１０分程走った大瀬自治センターにしかありません。いつも訓練

終了後にむなしさを感じて訓練を終えます。防災装備品は自主防災組織で取り揃えなければいけ

ないのか、ＡＥＤは別途、町の方で一斉にどの避難所も設置すべきだと考えるがいかがでしょう

か。我が自治会館において、２年前の冬、自治会館で会合を開いていたときに急病の患者さんが

助けを求めて駆け込んでこられました。その方は、意識はあったので、その場で救急車を呼んで

病院へ搬送してもらったそうで、一命は取り留めましたが、その後、後遺症でまだ大変な思いを

されておるそうです。また、数年前には、ある住民の方が、自宅で父親が心肺停止になり救急車

が来るまで自ら人工呼吸法を駆使してがんばったそうですけれども、助けられなかったと悔やん

でおられました。今後、避難勧告が出るような災害がいつ起こるか分かりませんし、自宅などで

心肺停止になる人もいるかもしれません。そうなれば救急車も入れない事情が発生するかもしれ

ませんし、救急隊が来てからの使用より来る前の使用の方が、数倍効果があるとのデータもあり

ます。「備えあれば憂いなし」、「想定外」はないとの意識で万全の態勢を取るべきだと考えるがい

かがでしょうか。まさに、消火器のない避難所はないと思いますが、使用確率はＡＥＤの方がず

っと高いと思われます。消火器とＡＥＤは是非セットで設置すべきではないかと思いますけれど

も考えを聞かせてください。 

本年の３月議会で内子町のＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧＳモデル事業の応募を検討する

との答弁がございました。その後どうなったかお尋ねを致します。また、同じく３月の一般質問

で第１回のジャパンＳＤＧｓアワードに応募されたかと尋ねましたが、応募されていないとのこ

とでしたが。今年第２回ジャパンＳＤＧｓアワードが開催されるとすれば応募されるかお尋ねい

たします。ＳＤＧｓの基本理念である持続可能な開発目標の観点からも、内子町はＬＡＳ－Ｅの

取り組み、生ごみの堆肥化、バイオマス発電、子どもの医療費無料化、人権学習の取り組み、古

い街並みの再生、シルバー人材の活躍、浄化センター汚泥のたい肥化、上下水道の整備、健康診

断の徹底、まさにこの理念にマッチした取り組みが数多く行われております。「内子町は先進地だ。」

と答弁もありました通りだと考えます。その一方で、少子高齢化、人口減少、産業の衰退、格差

社会、持続不可能な面も垣間見えております。グローバル化する世界においてこのＳＤＧＳの取

り組みは、非常に大切な理念だと思われます。内子町がそのことを内外にアピールして地方を、

日本をけん引するくらいの取り組みが必要であると考えます。そのためにはひとつひとつの取り

組みがどの目標に合致しているのか、しっかりと位置付けして町民全体が意識を共有して、町全

体で取り組む必要があると思います。内子町をアピールすることにより世界が変わると信じて突

き進むべきと考えるがいかがでしょうか。 
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次に、森林管理経営法についてお尋ね致します。この度、衆参で可決されました、森林経営管

理法は、森林を適切に管理し林業の振興や地球温暖化対策、防災にも効果的な法律でないかと考

えられます。日本は世界有数の森林国で森林の面積は国土の３分の２に当たる約２５００ヘクタ

ールに及んでいます。木材の国内自給率も２００２年には１８％でしたけれども、２０１６年に

は３５％にまで回復しているとのデータがあります。しかしながら、現実には林業経営は厳しく、

今の若者が林業に興味がないのも現実でございます。これだけ地方の人口が減ってきますと、最

終的にこの山がどこの山なのか持ち主が分からない山が増え続けるのは、目に見えておると思い

ます。そこで今の法律が出来上がったのだとは、考えられますがその内容を簡潔にお答え頂きた

いと存じます。それが、内子町の林業経営等にどう影響するのかをお尋ね致します。 

次に、農業委員会会長にお尋ね致します。日本農業もＴＰＰも締結され、ますます国際競争力

が問われることとなりました。また、ＴＰＰがなくても農業経営者の高齢化、後継者不足はまさ

に旧来の家族経営型の農業の限界を超えていると考えます。大きく農業経営のシフト変換が問わ

れている時期に入ってきていると思います。今、頑張っておられる農家の経営の基盤強化を図る

ことは急務です。手遅れにならないようにしっかりと取り組む必要があると思います。そこで、

この度、農業経営基盤法が改正されましたけれども、具体的にどこが改正されたのかを簡潔にお

答えください。それが、内子町の農業経営等にどう影響するのかを合わせてお尋ね致します。 

次に、本年５月７日発生の、新潟市小学生殺害事件、また岡山県津山市で１４年前に起きた女

子児童の殺害事件の犯人が逮捕された事件等々、報道で、子どもの通学時の安全を脅かす事件が

立て続けに流れました。前途ようようの未来を断ち切られた事にほんとに悔しくてたまりません。

そこで内子町の通学路等の犯罪に対する安全の対策を問います。秋田市の事件でも不審者情報が

あったにも関わらず、このような事件に巻き込まれたということが残念でなりません。犯行に及

んだ犯人と、不審者の情報が単に犯人と同一ではないとの報道がありますけれども、その不審者

情報が児童の親等にも周知徹底されていれば、親ももう少し気の付け方が変わっていたのではな

いかと思われます。また、この地区は地域で見守り隊が子どもの通学を見守っていたとのことで

したが、たまたまその地区は高齢化で欠員になっていたとの事です。通学途中の交通事故に巻き

込まれる例も多く耳にします。子どもの安全は、家族、先生だけでは無理があるのではないかと

思われます。そこで、後ほど同僚議員から質問があると思われますが、地域コミュニティースク

ールという形のもので、地域が一体となって子育て安全を守っていかなければならないと考える

ところです。子どもの通学路のそういった犯罪等から守る安全対策をお尋ね致します。 

最後に就学援助制度の入学準備金が支給されていると思いますが、実質何月に支給されている

か、例えばそれが入学後であれば、３月末までの前倒し支給を是非やってもらいたいと考えると

ころでございます。このことについてお尋ね致します。入学前には、ランドセル等いろいろと入

学準備に費用がかさみます。その時にお金がないというのは非常に困ると思われます。昨年の３

月末に国の補助金支払い要綱が改正されていると思われますので、それが出来る環境ではあると

思いますけどいかがでしょうか。以上よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 
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〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは私の方からは、防災減災についてご答弁をさせて

いただきます。まず、大分県中津市の崩落事故の原因ということでございますが、大分県の今回

の崩落については、豪雨や地震等の影響が無い中で、突発的に発生した災害でありまして、災害

発生のタイミングとしては希なケ－スと考えられます。現在、国土交通省や大分県、また、それ

ぞれの分野の専門家が、崩壊のメカニズムや、発生原因などについて分析・検証を進められてい

る状況でございます。発生原因につきましては、調査に関わった複数の専門家によりますと、現

地の地質が火山岩や堆積岩など柔らかい地層の上に１００万年前の火山活動にともなう溶結凝灰

岩が積み重なった地層であり、斜面内部において、摂理の発達や風化の進行により強度が低下し、

地下水も風化を助長する要因として作用した事により、脆弱な地質構造となり崩壊が発生したの

ではないかという見解のようでございます。そして、内子町ではこのような崩壊が起こりえない

のかということでございますが、内子町につきましても、急峻、脆弱な地形・地質となっており、

大分県のような災害が発生する可能性は否定できません。一般的にがけ崩れ等が発生する要因は、

豪雨による地盤の緩みや地下水位の上昇、また、地震による圧力などによって発生するケ－スが

ほとんどで、今回のケースは、そういった要因が無い中で発生しており、希なケースと思われま

すが、急峻、脆弱な地形・地質の日本では、地中の状況変化によっては、今回のような災害が、い

つ、どこで発生しても不思議では無いと考えております。なお、現在の知見では、今回のような

突発的な崩落を事前に予想する事は困難です。一部報道では、崩壊の２、３日前から山鳴りや落

石の発生など、前兆現象があったとの住民情報もありますので、今回の災害を教訓として、身の

回りで前兆現象のようなものがあれば、すぐに避難して頂きますとともに、行政への速やかな情

報提供をお願いしたいと考えております。 

続きまして、土砂災害防止法に関する住民説明会の件でございます。まず、土砂災害防止につ

きましては、平成１１年の広島災害を契機として、平成１３年に施行されたソフト対策の法律で

ありまして、その目的は土砂災害の恐れのある区域を明らかにして、住民の皆様に危険である事

を知って頂き、避難等の防災活動に役立て頂く事、また、一定の開発行為の制限や建築物の構造

規制等を行う事で、土砂災害から国民の生命を保全しようとするものです。全国には約５２万箇

所の土砂災害危険箇所があり、これらの箇所を対策工事によって安全にしていくには、膨大な時

間と費用が必要となります。このような状況から、ハ－ド対策と並行して、ソフト対策を進めて

いく事が、人命保全を図る上で極めて重要であるという観点から、全国各地で同法に基づく土砂

災害警戒区域の指定が進められているところです。当内子町におきましても同法に基づき、平成

１９年度から順次、土砂災害警戒区域の指定を進めておりまして、平成２９年度までに町内６９

１箇所の危険箇所のうち、３３３箇所が指定済みとなっている状況です。ご質問の昨年の説明会

につきましては、平成２８年度に愛媛県によって、第３期目となる土砂災害危険箇所の基礎調査

が行われ、その結果がまとまりました事から、平成２９年８月より、順次、関係する町内各自治

会において、住民の皆様に危険箇所を周知させて頂くとともに、土砂災害警戒区域指定に向けて

のご理解を深めて頂くために説明会を開催させて頂いているものでございます。説明会の内容と

しましては、これまで申し上げました法律の目的や背景、区域指定の重要性や指定に伴い発生す

る制限行為等、住民の皆様が受けるメリット、デメリットについて説明させて頂くとともに、各
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自治会内における個別の危険箇所（警戒区域指定予定箇所）について航空写真等の資料を用いて

詳細に説明し、地域内の危険箇所を周知させて頂いております。現在までの全体的な雰囲気とし

ましては、各自治会ともに住民の皆様には概ねご理解を頂いているものと考えております。以上

でございます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（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） 続きまして、私の方からは防災減災についての４つ目、ＡＥＤを配備

することができないかということと、２番目のＳＤＧｓの取り組みについて答弁をさせていただ

きます。まず現在、公の施設におけるＡＥＤの設置箇所数は４７箇所でございます。そのうち内

子町防災計画で避難所に指定している施設は３４施設でございまして、全避難所７１施設のうち

４７．９％、こちらの方にＡＥＤを設置をしているということでございます。ＡＥＤの設置につ

きましては、これまで幼稚園、保育園、小中学校や自治センター、自治会館、運動公園、体育館、

庁舎や介護施設など、避難所に指定している施設を優先的に整備を進めて参りました。今後にお

きましても、町民の安全安心のために、限られた予算の範囲内で、特にそれぞれの地域において

中心的な避難所となる施設や、救急車の到着時間なども検討の材料に加えて、機器の更新も含め

計画的に整備に努めたいと考えています。ただし、避難所全てに配置するとなると多額の予算が

伴いますので、電池や電極パッド等の消耗品等につきましては、施設管理者や自治会の皆様方に

もご負担を頂くなど、官民が協働した体制で整備を進めて参りたいと考えてございますので、ど

うぞご理解を頂きますようお願いをいたします。続きまして、２つ目のＳＤＧｓの取り組みにつ

いてでございます。まず、一つ目でございます。ご質問のＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓ

モデル事業は、内閣府地方創生推進事務局が、平成３０年２月２６日から３月２６日にかけて募

集したものでございます。 その内容と致しましては、国が全国で３０程度の地方公共団体をＳＤ

Ｇｓ未来都市に選定して、そのうち１０程度の提案をモデル事業として採択し、財政的な支援を

行なうものでございました。内子町も必要書類を整え応募をいたしましたが、残念ながら、書面

審査を通過することができませんでした。内閣府としては、この事業を３年間継続し、最終的に

１００程度の地方公共団体をＳＤＧｓ未来都市に選定したい意向と聞いてございます。次年度も

公募されるようであれば、再応募を検討したいと思ってございます。第２回ジャパンＳＤＧｓア

ワードにつきましては、現時点で開催に関する通知は届いておりませんし、国のホームページで

も告知されておりません。そのため、具体的な検討はいたしておりませんが、３月定例会でも答

弁いたしましたとおり、町の施策としてＳＤＧｓに特化した取り組んでいる状況ではございませ

ん。具体的な実績もまだまだ乏しい状況でございますので、今の段階では応募は考えてございま

せん。私からの答弁は以上とさせていただきます。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、私の方から、森林経営管理法につきましてお答えをさ

せていただきます。法律の創設趣旨につきましては、議員さんよりご報告がありましたので、そ
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の内容につきまして、ご説明をさせていただいたらと思います。まず、森林所有者に適切な経営

管理を促すために、経営管理の責務を明確化するということでございます。そうした上で、森林

所有者自らが経営管理を実行できない場合、森林所有者から市町村が経営管理の委託を受け、林

業経営に適した森林につきましては、意欲と能力がある林業経営者に再委託をすることができる

とするとしたものでございます。また、林業経営者へ委再委託するまでの間の森林、それから委

託を受けました森林が自然条件に照らして林業経営に適さないという森林につきましては、市町

村自らが経営管理を行うというものでございます。また、委託させる際に、森林所有者の全部又

は一部のものが不明なものにつきましては、一定の手続によりまして、委託をしたとみなすとい

う制度を設け、市町村に経営するための権利設定を可能とする措置を講じるというものでござい

ます。内子町の林業経営等に対する影響のご質問でございますが、対象となる森林につきまして

は、経営管理が不十分な森林を対象とするものでありまして、現在、集積、それから集約化され

管理が適正におこなえている森林については、現状と変更はございません。今回、現状、経営管

理ができていない森林が対象となるところでございますが、町が委託を受けた場合の経営に適さ

ない判断の基準、それから、再委託する林業経営者の選定方法など、現時点で実施のために必要

な国からの省令、それから、ガイドラインなどが示されていないというところでございます。今

後、取り扱い等に関する通知等が発せられると思いますので、その内容を十分に調査・研究致し

まして、法の趣旨であります、森林資源の適切な管理体制が整えられるよう、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。 

○農業委員会会長（堀本健二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 堀本健二農業委員会会長。 

〔堀本健二農業委員会会長登壇〕 

○農業委員会会長（堀本健二君） 農業委員会の堀本です。私の方からは農業形成基盤強化促進

法の改正についてお答えをさせていただきます。改正の点は３つでございます。１つ目には共有

持ち分の２分の１以上を有する者の同意で足りるものとされている賃借権等の存続期間を現行５

年から２０年を超えない期間に延長すること。２つ目には、賃借権等が設定できない「共有持ち

分の２分の１未満しか特定することができないもの」いわゆる共有者不明農地に係る農地利用集

積計画に対する同意手続きの特例として、農業委員会の探索・公示手続を経て、不明な所有者の

同意を得たとみなすとの規定を設けること。３つ目のポイントは、農業用ハウス等を農地で設置

するにあたり、基礎を全面コンクリート張りとすることについて、農地の転用から除外し、委員

会への事前届け出とするものでございます。これが内子町の農業経営等にどう影響するかとのご

質問ですが、まず、今回、利用権の設定期間を２０年以内の期間まで延長するとの改正でござい

ますが、借受人の営農状況や賃借条件の見直し等などが想定されることから、現行、５年以上の

期間延長はあまりないと考えられます。 

次に、共有者不明農地の特例による影響でございますが、平成２９年度、共有名義の農地に対

して利用権を設定したものは１３件ございました。今回、同意のための手続きが簡素化されます

が、現在まで、共有者の所在不明により、利用権の設定が出来ないといった事例は内子町ではな

いため、件数の増加は想定できないところでございます。最後に、コンクリート張りにする件で

ございますが、農地転用の申請は、内子町ではございません。今回、手続きが簡素化され事前届
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出制となりますが、施工経費や利用の形態から内子町では届出される事案はあまりないと考えら

れ、法改正による影響は、内子町ではあまりないと推測されます。なお、今回の改正により、町

長から要請のある不明共有者の探索、コンクリート張りの届出では、施設稼働前の現地確認、事

後調査などの業務の増加が懸念されるところでございますが、今後、国から示される詳細な取り

扱いに従い、農業委員会委員及び農地利用適正化推進委員が協力し、農地の利用の効率化及び高

度化その促進を図っ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。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） 私の方からは、まず通学路の犯罪に対する安全対策についてお答

えをさせていただきます。通学路等における子どもの犯罪被害防止対策についてでございますが、

議員ご指摘のとおり、近年、通学路等において子どもが被害者となる凶悪犯罪が、多数発生して

おります。この種の事案は、被害者等の心身に深い傷を残すとともに、地域住民を不安に陥れる

など、社会に及ぼす影響が極めて大きいことから、事案遭遇時の対応を含めた未然防止策が極め

て重要であると考えております。まず、当町におきましては「内子町生活安全条例」に基づきま

して、各機関の責任を示し、生活の安全確保を図っているところでございます。幼稚園・小・中

学校におきましては、日頃から学校危機管理マニュアル等に基づき職員研修に取り組んでおりま

す。また、子どもに身の危険を察知する能力をつけさせるため、危機管理意識の高揚を図り、不

審者対応訓練の実施など安全教育の充実等の取り組みをおこなっているところでございます。ま

た、防犯ブザーを所持させるととともに、下校時に複数で帰ることを指導するとともに、それが

できない場合には、家庭に連絡をし、協力を仰ぐようにしております。情報連絡網の共有化では、

不審者情報の迅速な把握と情報発信、通学路の安全点検・整備に努めております。今後も継続的

に、より一層の安全対策に向けて防犯協会、警察とも連携を図りながら取り組んでいきたいと考

えております。 

続きまして、就学援助制度の入学準備金の３月までの前倒し支給についてでございますが、就

学援助制度につきましては、現在、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保

護者に対しまして、就学援助費の支給をしているところでございます。ご質問にありました「新

入学児童生徒学用品費」いわゆる入学準備金につきましては、義務教育のより一層の円滑な実施

をはかるために、平成３１年４月から入学する児童・生徒を対象に、入学前の３月までに支給が

できるよう、制度改正等の準備を進めているところでございますので、ご理解をいただけたらと

思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 土砂災害防止法の関係なんですけど、特に今の大分県中津市の事例です

と雨も降ってなかったということで誰も予測することが出来なかった状況ではあると思いますけ

れども、今、課長の方からも説明がありましたように前兆があったのではないかという情報等も

あると思うんです。前兆っていうのがどういうものが考えられるか分かる範囲で少し教えてもら

ったら思うんですけど。 
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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。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 前兆現象にはさまざなな現象がございますが、ご答弁で申

し上げましたように、今回の場合は山鳴りとか落石、小規模な落石の発生というのがあったとい

うことでそれらが前兆現象と思われます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） これは、国土交通省でそういうデータを分析されてこういう前兆がある

という例はないんでしょうか。国土交通省の方で地域でこういう前兆があったら気をつけなさい

みたいな、通達みたいなところのお知らせみたいなところはないんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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） 前兆現象といいますのは、やっぱしそれぞれの災害によっ

て、さまざななということがありますので、国土交通省としてこれが前兆現象であるという定義

みたいなものはありませんけど、斜面で小規模な落石があったりとか山鳴りがあるのは一般的に

言われている状況でございます。今回の前兆現象も国土交通省が指定したものではございません

ので住民の情報ということでご理解をいただきたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 今度は当地区の土砂災害防止の関係の説明会の中で、６９１の指定の中

で３３３の地区が確認して説明会を開いたという説明ではあったんではないかと思うんですけど、

具体的にそれを災害が起こらないように手当するというところには、どういう順番と条件みたい

なところがあったら山止めを施工してもらえるのかちょっと分かる範囲で教えてもらったらと思

います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） ６９１カ所のうち、３３３カ所、これは指定済みの地区で

ございます。今後また指定していきまして、全地区を指定するということでございます。これは

ですね、先ほど答弁を致しましたように、ソフト対策がメインでございます。全国から見ても内

子町でも６９１カ所すべてハード対策をすると莫大な費用と期間がかかるということでございま

すので、なるべく危険な地域であるということも自覚していただいて、避難行動をとっていただ

く狙いがございます。そうは言いましても、ハード対策をしてないというわけではございません

ので、急傾斜地の防災対策とか、がけ崩れ防災対策とか、いうことで対応しているところもござ

います。ケースバイケースがございますので、建設デザイン課の方へご相談をいただいたら、ど

ういうところが指定になるとか工事ができるということはお伝えできると思いますので、よろし

くお願いします。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 
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○３番（向井一富君） 建設課の方へ行けば、早い者勝ちで修繕対策をうってもらうということ

なんでしょうか。 

○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） 早い者勝ちというわけではなく、緊急性を加味しながらと

いうことでございますが、今内子町でやっております、県単のがけ崩れ防災事業につきましては、

要望があるものすべて消化できるような状況でございますので、待っていただくというのは１年

はありますが、すべて工事ができている状況です、現在は。ということでご理解をいただきたい

と思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 森林経営管理法なんですけど、持ち主が分からなくなることは今はあま

りないということでございましたけれども、今後発生するかもしれませんけれども、町が管理す

る、それを有能な経営者に管理してもらうということじゃろうと思うんですけど、町が管理する

っていうところの山も発生するということでよろしいでしょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 森林所有者には先ほど答弁しましたように、森林所有者には管理

することが責務ということになります。まず、一つ目としまして自らやられていらしゃる方につ

いては従来通りという取り扱いでございます。その中で自らが管理できないという場合には、意

向調査をおこないまして、管理を委託するというものにつきましては、一旦、町がお預かりを致

しまして、その中で森林経営に適しているという者については、意欲のある林業経営者の方に再

委託をするということでございます。その中で今の経営管理に適しない山林につきましては、受

けていただくことができないということでございますので、そちらについては町が自ら管理をす

るという管理区分ということになります。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 町が管理してもらうのはすばらしいことだと思うんですけど、たちまち

ですね、例えば道路拡張したいのに持ち主不明の土地があったりする場合は、なかなかそこが工

事が遅れてしまうと、つかないような状態になってしまうというところもあると聞いております

けれども、そこの土地が道路の使用にどうしても必要だという時には町がその管理している土地

を道路に転用するというところまでの管理も可能なんでしょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 所有者の方が不明な場合というところでございますが、こちらに

つきましては、一定の手続きということで町の方でこちらの方も工事を致しまして、一定期間の

工事を致しまして、その期間内に異議がないということでありますと、承諾を得たとみなすとい

うことで、管理権が町へ、管理することにつきまして承諾をいただいたものとみなすという手続
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きになります。道路開設をする際には、それを含めた広域化ということも可能かというふうに考

えられます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、ＳＤＧｓのことに関してですけれども、前回の答弁ではで

ですね、内子町は、先進自治体だというふうに自負されておりましたけれども、この未来都市及

び自治体のモデル事業になぜ入らなかったのでしょうか。そこらへんを自分で分析されることが

あれば、お聞かせ願ったらと思います。 

○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） まず、内子町がどんな形で応募したかということでございますが、３

月議会でもご説明しましたように、今まで内子町が取り組んできました各施策につきましては、

非常にＳＤＧｓの目標に合致する部分が非常に多ございます。そういう部分をまちづくりの成果

として、紹介したうえで今後の総合計画や総合戦略環境基本計画などへＳＤＧｓを導入するとい

ことで具体的に導入していくということで提案を致しました。モデル事業と致しましては、内子

町ＳＤＧｓまちづくりプロジェクトという形で提案したんでございますが、具体的な部分ってま

だＳＤＧｓっていう事業として特化したような具体的な成果がないというふうなところもござい

ますし、先んじて、内子町におきましては、ＳＤＧｓが採択された直後にセミナー等も開催して、

アクションは早かったわけでございますけれども、まだ一定の決め手がないというところでの応

募でございましたので、残念ながら、自治体ＳＤＧｓのモデルには該当しなかったというふうな

部分であろうというふうに考えてございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 今後、エコロジータウン内子、その考えそのものがＳＤＧｓに目標にな

りえるような取り組みじゃと思うんで、どの政策がどの目標に一致するかっていうところをしっ

かりと明記しながら、町民の方にもそのことをしっかりと訴えながら、進めていっていただくと

いうことにはならないのでしょうか。このＳＤＧｓって本当に環境、貧困、その他もろもろ、地

球が持続していくために大変必要な取り組みじゃと思うんですけれども、どれに特化しているの

かっていう取り扱いはできないものなんでしょうか。よろしくお願いします。 

○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） ＳＤＧｓは、ご存知のように１７の開発目標がございまして、それに

向けて全世界が取り組んでいくという、要するに、世界で結んだ約束事でございます。もちろん

これは国がおこなうものではなくて、各地方公共団体自らが当然地方からおこすものでもあろう

かというふうに考えてございます。議員さん言われる通りですね、内子町の政策の目標がＳＤＧ

ｓの開発目標と一致するだろうということにつきましては、異論のないところではございますけ

れども、これから一歩進めていくためにはですね、町内のあらゆるステークホルダーの、いわゆ

る関係団体との協力体制を構築する必要があるだろうと思います。また、住民一人一人のご理解
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を図っていく必要があろうと思います。内子町で、このＳＤＧｓを進めていくのであれば、私は

４１の自治会にですね、それぞれ個性的なＳＤＧｓに関連付けたような事業の展開がもしかした

ら内子らしいＳＤＧｓの進め方なのかなというふうにも考えたりもします。今回の応募につきま

しては、その一つとして内子町が進めてきた自治会制度というものもですね、全面に押し出して

応募をしたわけでございますけれども、繰り返しになりますが、若干、具体性に欠けたというふ

うなところでございます。ご指摘のありました環境政策、それから自治会制度を利用したコミュ

ニティづくり。こういったものにですね、今度ＳＤＧｓっていうエッセンスをもう少し色濃く付

け加えることによって、個性的なＳＤＧｓの取り組みができるんではないかと思います。ＳＤＧ

ｓは全国画一ではございません。それぞれの自治体でそれぞれの個性のもった取り組みが評価さ

れるんだろうと思いますので、内子町もこれまでのまちづくりを踏襲しながら、これからも内子

らしいＳＤＧｓの取り組みをしてまいりたいというふうに考えています。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、通学路の関係でございますけれども、そういう事例の把握

と情報発信をしているということでございますけど、情報発信の方法についてお尋ね致します。

どういう形で情報発信しているのか、よろしくご答弁をお願いします。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、只今、ご質問の情報発信についてご説明させていただ

きます。不審者情報等の緊急の情報発信につきましては、マチコミメールというのがございます。

これは、事前に保護者が学校の方にアドレスを登録を致しまして、学校が保護者の携帯に緊急発

生時の場合に一斉にメール配信をするということでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） この情報発信は、親御さんだけということですよね。地域の他の方に情

報がいっているみたいなことはないんですかね。そこらへんをお聞きしたいと思います。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） これは先ほどもご説明いたしましたように事前登録をしておる保

護者に対してということでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 事前に登録されてない方にはこの情報はいかないということで再確認さ

せてもらいます。いいでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 今、お話しましたように事前に登録されていない保護者につきま

しては、電話連絡または紙ベースで配布をしているというような状況でございます。 
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○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 情報をみんなで共有するという意味では、今の損保会社とか学校情報の

サイトとかで、携帯のアプリを利用しながら、逐一、情報が入ったところを地図に落とすような

形のサイトがあったりしますけれども、そういうものも利用しながら、ここでどういう不審者情

報があるとか交通事故がここであったとか、前回同僚議員も言われましたけど、家が崩壊しそう

なけん気をつけなさいみたいな情報を一括してですね、そういうアプリに情報を取り込んで、そ

れをみんなで共有するようなシステムもあると思うんですけど、そういうものを取り入れるよう

なお考えはないでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） その点につきましては、今後の研究課題とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 以上で、私の一般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、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、泉議員、２名の一般質問は、明日行います。 

 

  日程第６ 平成３０年請願受理第１号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

○議長（山本徹君） 次に、「日程第６ 平成３０年請願受理第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。この請願は３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。 

〔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。平成３０年３月１６日、閉会中の

当委員会に付託されました平成３０年請願受理第 1 号「核兵器禁止条約の署名・批准を求める請

願書」について、５月１８日に当委員会を開催し審査を行いましたので、その審査の結果につい

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、核兵器禁止条約が１２２か国の賛成で採択されたのにもかかわらず、

唯一の被爆国である日本は条約反対の立場を表明している。これに対し、被爆者をはじめとした

多くの国民は、条約参加を求めている。すみやかに核兵器禁止条約に署名・批准するよう政府に

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、「現在の世界情勢から

みて、アメリカの核のもとにおいて守られている現実があり、それが抑止力にもなっているので、

意見書の提出には反対である」。また、「唯一の被爆国として、世界から核兵器をなくすための努
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力をしていくことを考えなければならないので、継続審査としたい。」との意見がありました。採

決の結果、この平成３０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） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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、席にお戻り下

さい。これより討論に入ります。この請願に対する委員長報告は、「不採択」です。よって、請願

に賛成者の発言を許します。 

○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。私は本請願の紹介議員でもありまして、本請願に

賛成の立場から討論をさせていただきます。これまで被爆者をはじめ、日本だけでなく、世界中

の多くの平和を求める市民が核の軍縮を願ってきました。今回の条約は世界のこれまでの軍縮の

取り組みが核の拡大を防ぐことができなかった事実を直視し、核の軍縮に向けて実行ある一歩を

踏み出すために世界中の平和を求める市民にとって大きな希望と期待をもって歓迎されています。

被爆者国際署名は現在、５１５万筆を超え、本条約への参加を求める意見書採択を可決した地方

議会は全自治体数の１割を超える２３９議会。自治体首長からの署名数も述べ１，０７９筆を数

えます。同条約の批准を推進する国際ＮＧＯ、核兵器廃絶国際キャンペーンＩＣＡＮはノーベル

平和賞を受賞しました。世界中から核の廃絶を求める多くの国民は唯一の被爆国である日本が核

保有国と本条約を批准した非保有国との橋渡し役となることを期待しています。以上のことから

国に対して本条約への参加を求める意見書提出を採択すべきものと考えます。以上です。 

○議長（山本徹君） 次に、請願に反対者の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） ３番、向井一富です。私はこの不採択に賛成の立場で意見を述べさせて

いただきます。委員会の中では委員長も申しておりましたように、委員の中から今の東アジアの

情勢、なかんずく、北朝鮮問題を鑑みればアメリカの傘の下にいると言われても仕方がない。ア

メリカの同盟加盟国はみな署名していない状況もあるし、政府の取り組みを支持するとの意見が

多く出されました。私自身はまさに今、北朝鮮の核の脅威に対しまして、私なりに例えるならば

無法者が町中でこちらに向かって拳銃を威嚇して発射して、我々丸腰の市民の頭の上をバンバン

とその弾が飛んできているような状態だと思います。そんな時、我々には、警察を呼ぶしか手は

ありません。警察もそのような者に対して拳銃を構えてやめさせようとすることでしょう。そし

て今、そのパワーバランスの中でその者は拳銃を置こうか、どうしようか迷っている段階だと思

います。この請願は、こういう状況の中において、助けを呼んでいた我々が逆に警察の方に向か

って、話せばわかる拳銃を放棄しなさいと言っているようなものだと思います。そのような微妙

な状況のこの時点で、この請願に賛成するわけにはいきません。私自身も核兵器の使用と開発に

は反対であります。核兵器だけによらず、戦争兵器すべてがこの世からなくなるべきだと考えま
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す。まず今はその者が拳銃を放棄することが先だと思います。核問題は核保有国、非保有国が冷

静な議論を重ねて慎重に進めるべきだと思います。核廃絶は人類に課せられた重いテーマです。

特に被爆国日本の役目は大きいと思います。それぞれの立場で核廃絶に向かっていろんな行動を

していく必要があると思います。とにかく現時点で出されている請願の不採択に現時点では賛成

を致します。以上、不採択に賛成の立場から意見を述べさせていただきました。 

○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３０年請願受理第１号 核兵器禁止条約の署名・批准を

求める請願書」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 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３０年請願受理第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（産業建設厚生常任委員会付託

のもの） 

○議長（山本徹君） 次に、「日程第７ 平成３０年請願受理第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。この請願は３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。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。平成３０年３月１６日、閉会中

の当委員会に付託されました、平成３０年請願受理第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につきましては、５月１８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、厚生労働省が２０１７年１２月２２日に発表した生活保護基準引き下げは、１世帯当たり最

大５％、保護利用者の６７％が引き下げとなる大規模なものである。貧困の連鎖を断ち切るため

にも、低所得者の暮らしをよくする手立てを急ぐことが必要不可欠であり、生活保護基準の引き

下げを中止するように国へ意見書を提出することを求めるものです。委員から、請願へ反対とし

て、「生活保護世帯よりも生活が厳しい低所得者世帯が多数ある中で、まずは最貧困層対策を国に

求めるべきではないか。」また、「低年金で生活する高齢者がいる状況で、引き下げはやむを得な

い。」と意見がありました。請願へ賛成として、「最貧困層の方が低いから、それに合わせて保護

基準を下げるというのは本末転倒である。」と意見がありました。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３０年請願受理第２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。以上。 
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○議長（山本徹君） ただ今の、委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（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、席にお戻り下さい。 

これより討論に入ります。この請願に対する委員長報告は、「不採択」です。よって、請願に賛

成者の発言を許します。 

○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） 関根律之です。私は、本請願の紹介議員になっており、改めて今回の請

願を採択すべきと賛成の立場から討論をさせていただきます。今回の請願が出される背景として、

２０１８年１０月から生活扶助を３年かけて最大５％総額１６０億円、保護利用者の６７％が対

象となる引き下げ方針が決定されたことがありますが、そもそも生活保護基準の引き下げは、今

回に先立ち、２００４年からの老齢加算の段階的廃止、平均６．５％、最大１０％、６７０億円

の２０１３年からの生活扶助基準の削減、２０１５年からの住宅扶助基準、登記加算の削減等、

度重なる生活保護基準の引き下げによって、すでに憲法２５条が保証する健康で文化的な生活が

維持できていない生活保護利用者をさらに追い詰め、特に低所得者の生活全般の地盤沈下をもた

らすものであり、認めることはできないものです。今回の引き下げの考え方は、所得階層を１０

に分けた内、最も低い１０％、第１・十分位の消費水準に生活保護基準を合わせるというもので

す。５月１８日に行われた産業建設厚生常任委員会においても委員からは生活保護の捕捉率、い

わゆる生活保護を利用できる所得水準のうち利用している人の割合、これが低いのは問題であり、

解決すべき課題だが、保護基準以下で暮らしている人がいるのであれば、そちらに合わせるのは

やむを得ないという意見が出されました。しかし、生活保護の捕捉率が２割程度と先進諸国の中

でも著しく低い実態となっており、こうした低い捕捉率の下では、生活保護を利用していない低

所得者層と生活保護基準を比べれば当然、生活保護基準が高いという結果になります。また、捕

捉率が上がれば、ますます生活保護利用をしていない低所得者層の水準は、上がることになり、

これではどこまでも生活保護基準を下げ続けなければならず、引き下げスパイラルを招くことに

なりかねず、大いに問題であります。国に求められているのはドイツのように、国が生活保護の

利用を呼び掛けて捕捉率を上げること。最低賃金をあげ、最低保証年金制度を作って、低所得者

層の生活水準を底上げすることです。今回の引き下げは影響を強く受ける生活保護利用者の生活

実態を十分に把握しているとは思えません。内子町でも現在１０５世帯が生活保護を利用してい

ます。利用者の話を聞くと、高齢一人暮らしの方で年金が月に約２万４，０００円。医療費と家

賃を除いた生活保護の受給額が３万３，０００円ほどで月に６万円ほどで生活しているが、ぎり

ぎりの生活で、冬場、風呂は週に１度しか入らず、食事を切り詰めるため、昼食を食べずに、１

日２食にすることもよくあり、肉は月に１回、こま切れ肉を買えたらいいといいます。生活保護

基準の引き下げは、ぎりぎりの生活をしている生活保護利用者にさらなる負担を強いることにな

り、命を削れと言っていることに等しいのではないでしょうか。こういった生活保護利用者の生

活実態を把握することなく、引き下げが強行されていると言わざるを得ません。また、生活保護
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基準は、最低賃金、就学援助の給付対象基準、介護保険の保険料、利用料や、障がい者のサービ

ス利用料の減額基準、地方税の非課税基準等、労働、教育、福祉、税制など、多様な施策の適応基

準と連動しており、生活保護基準の引き下げは、生活保護利用者だけでなく、低所得者にも大き

な影響を与えます。家族の介護や失業、母子世帯などで十分に働けず、所得が少なくても生活保

護を利用せず頑張っている人たちが貧困に陥る危険を広げることになります。まさに国民の生活

の底が抜けてしまう事態になりかねません。以上のことから、生活保護利用者や低所得者の方で

も憲法で保障された、健康で文化的な生活を送る権利、生存権が脅かされることにつながる相次

ぐ生活保護基準引き下げに反対し、国に意見書提出を求める請願に賛成致します。以上です。 

○議長（山本徹君） 次に、請願に反対者の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） １番、大西啓介です。不採択に賛成の立場で意見を述べさせていただき

ます。先ほどの請願のとおり、健康で文化的な最低限の生活を保障すべく、生活保護という制度

が存在するわけですが、現在の日本では低年金、無年金など生活保護世帯よりも生活が厳しい低

所得世帯が多数存在します。貧困の連鎖を断ち切る根本的な問題解決として請願の中にもありま

す、捕捉率を上げていく取り組みが早急に必要ではないでしょうか。いくばくか支給されている

世帯よりもゼロの世帯をまず作る。それが先にありきだと考えます。基準引き下げの中止よりも

最貧困層への対策を国に求める方が先だという観点から、委員会の判断と繰り返しますけれども、

この度の請願について不採択に賛成致します。 

○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３０年請願受理第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」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。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

８日は、午前１０時から本会議を開きます。日程は一般質問と全議案に対する審議であります。 

本日はこれをもって散会致します。 

午後４時０５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６月第９６回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成３０年６月７日（木） 

○開会年月日   平成３０年６月８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  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  安 川   徹 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 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  入 海   孝 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  上 石 富 一 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  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 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５号） 

平成３０年６月８日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 
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日程第 ４ 報告第 １号 平成２９年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ５ 報告第 ２号 平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ６ 報告第 ３号 専決処分の報告について 

日程第 ７ 報告第 ４号 専決処分の報告について 

日程第 ８ 議認第 １号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて 

日程第 ９ 議認第 ２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処

分の承認を求めることについて 

日程第１０ 議認第 ３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認

を求めることについて 

日程第１１ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

日程第１７ 議案第４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第１８ 議案第４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

日程第１９ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

について 

日程第２１ 議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）につ

いて 

日程第２２ 議案第４５号 平成３０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４６号 第２４号 立川自治会館耐震補強改修建築主体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２３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 
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○議長（山本徹君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議

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

指名します。 

 

日程第 ２ 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。 

 

  日程第 ３ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 一般質問」をおこないます。本日の質問者は２人です。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、通告に従いまして一般質問をします。 

我が国は「災害列島」と言われるように、毎年、全国各地で地震、水害、雪害、豪雨、土砂崩れな

どが発生し、死亡者と行方不明者を合計すると、年間１００人を超えると言われます。今朝の新

聞報道でも、南海トラフ大地震では経済的被害総額１４００兆円が推計され、大規模災害に対し

て、「想定外」に備えることを呼びかけています。まずは、地域の防災力の点検という観点から、

消防署と消防団について質問いたします。大洲地区広域消防事務組合の職員定数は、総務庁「消

防力の整備指針」に基づく職員定数で１５７人のところ１０５人の現有数で、整備率は６６．９％

にあたります。愛媛県平均の７２．７％、全国平均の７７．４％からみても低く、本来の役割が

果たせない可能性もあるのではないでしょうか。消防署職員数の増員はできないでしょうか。 

次に、地域防災の観点から常設消防（消防署）と共に重要と位置付けられる消防団は、少子高

齢化や若者の地域外への流出などで団員確保が大きな課題となっています。内子町消防団の現在

と１０年前を比べた定数と充足割合、平均年齢は。消防団員は今や被雇用者として昼間は地域外

で就業している割合が高く、消防白書によれば全国で団員のサラリーマン化率は７０％を超えて

います。内子町の消防団のサラリーマン化率、団員の被雇用者比率を把握されていますでしょう

か。また、特に南海トラフ地震等の大規模災害時、日中の防災活動を補完するために、消防署職

員ＯＢと消防団ＯＢからなる消防団補完組織、職団員ＯＢ制度が全国的に導入されている事例が

ありますが、こうした制度を内子町でも検討できないでしょうか。日中の消防団活動を遂行する

ためには、地域の職場の理解も必要となります。消防庁は「消防団協力事業所表示」制度を設け、

消防団活動に協力的な事業所を表示し、県ホームページに事業所名を公表しています。この制度

は県内全市町で導入されているとありますが、公表されている１３４社、平成２９年４月１日現

在に内子町の事業所の記載がありません。現在はどうなっているでしょうか。特に大規模災害時

に、地域の職場から消防団活動への理解が得られるよう、より一層事業所への周知・啓発活動が

必要ではないでしょうか。 
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５番目として、近い将来、南海トラフ地震は必ず起こると言われており、同時多発的な大規模

災害が発生することを想定すれば、消防団と地域防災組織、防災士との連携や、地域住民、消防

団員の家族の理解が必要になってきます。東日本大震災では、防潮堤の門を閉める最中や地域住

民に避難誘導をしていて犠牲になった消防団員は２５０名を超えます。こうしたことを受けて、

消防庁が平成２４年８月にまとめた「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動

のあり方等に関する報告書」において、団員の退避行動のルールが明記されました。このルール

が有効に機能するためには、消防団員のみならず、地域住民にも退避ルールの内容が周知徹底さ

れることが必要とされます。また、出初式での演習に象徴されるような、形式重視の従来型の演

習のあり方についても見直し、本当に防災に必要な訓練や、装備を持つべきではないでしょうか。

分団や部・班のあり方についても再考する必要がありそうです。消防団の会合や演習でも、大半

が分団長や班長からの指示・伝達であり、そのため多くの団員の意見がなかなか反映されにくい

構造になっていることを指摘する声があります。地域防災力を高めて住民の命を守るために、消

防団のあり方を含めて、地域防災について住民や団員の家族にも話を聞く場の設定や、防災に関

する住民アンケートなどを実施できないでしょうか。 

次に住宅リフォーム・店舗リニューアル助成についてです。地域循環型経済の施策として、全

国各地の自治体で注目され、採用されている制度に住宅リフォーム制度、店舗リニューアル制度

があります。これは、利用者（住民、店舗事業者）が、自宅もしくは自店舗をリフォーム・リニュ

ーアル工事する際に、自治体がその工事額を助成する制度です。原則として、町外に住所を有す

る大手ハウスメーカーではなく、町内業者を対象とすることから、地域の工務店や大工、塗装、

電気・水道など様々な業者への波及効果があると予想され、地域経済の活性化と地域循環が図ら

れます。全国商工新聞の調査２０１８年３月によれば、住宅リフォーム制度は全国５７３自治体、

愛媛県内では松山市をはじめ、砥部町、松野町、愛南町など９市町で、店舗リニューアル制度は

全国１０７自治体で採用されています。広島県庄原市の例では、「制度は 7年目に入り、毎年 8月

くらいに消化し、事業費は補助額の２５倍程度。業者からも市民からも喜ばれている。」との声が

聞かれます。内子町でも地域経済活性化のため、同制度の導入を検討することはできないでしょ

うか。 

 次に適応指導教室ふれあいルームについて、広報うちこ６月号に掲載されました、適応指導教

室、ふれあいルームの紹介文には、「学校に行こうと思ってもなかなか行けない不登校傾向の児童・

生徒たちの居場所として開設し、毎週火曜・木曜の活動日に、自立が促され、集団生活への適応

と学校生活への復帰ができるよう個々に応じた支援を行っています。」とあります。年間３０日以

上学校に登校していない不登校傾向の小中学生は、全国で１２万６,０００人を超えています。小

中学校とも子どもの数は減っているにもかかわらず、３年連続で増加していて、中学生ではクラ

スに１人は不登校の生徒がいる状態といわれます。原因は、いじめなどの学校でのトラブルや、

勉強の問題、期待に応えようと頑張りすぎて疲れてしまったなど様々です。不登校の子どもを抱

える保護者の話では、「義務教育なのに学校に行かせていない」と非難されるといった偏見に苦し

まれているということがあります。学校に行かない・行けない原因を子どもや保護者だけの責任

に押しづけず、学校の在り方や子どもたちの居場所・過ごし方を社会全体で考えることが必要で

はないでしょうか。２０１７年２月には教育機会確保法が施行され、不登校の生徒が学校以外で
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も教育の機会を得ることが重要とされ、行政には必要な財政措置を講じることなどが求められる

ことになりました。同法では学校を「休んでもよい」ということを認めています。「不登校は誰に

でも起こり得る」にも関わらず、「学校に行くのが普通の子ども」で「不登校になるのは特殊な子

ども」という偏見がまだまだあります。不登校ではない子どもでも、無理に学校に行くことでか

えって元気がなくなったり、中には学校に行こうとするとお腹が痛いなど具合が悪くなったりす

る場合があります。不登校の子どもたちの中には、学校に行かなければと自分を追い込んでしま

う場合があります。そんな状況でも保護者は、なかなか休ませると言い出しにくかったのを、「し

ばらく休ませる」と学校に言うことができます。そして、休ませることを勧めにくかった教員も、

休むことを受け入れやすくなります。子どもも保護者も状況によっては何もせずに休むことを認

めることで自分を否定しなくてもいい、自己肯定感につながります。内子町適応指導教室設置要

綱では「第１条心理的要因等により学校生活への適応が困難で、登校できない状態又は不登校傾

向の状態にある児童及び生徒に対して、学校への復帰を目指して適応指導を行うため、「内子町適

応指導教室を設置」するとありますが、教育機会確保法の趣旨に照らして考えれば、「学校に適応

させる」ことに過度にこだわりすぎ、不登校傾向の子どもの「居場所」という観点が抜け落ちて

いる印象があります。文科省では、適応指導教室の名称を「教育支援センター」に変更していま

す。「適応指導」という言葉は、子どもや保護者にとって威圧的に感じられように思いますので、

「適応指導教室」の名称は「教育支援センター」に変更し、通称を「ふれあいルーム、教育支援セ

ンター」とするのが望ましいと考えます。不登校の子どもや保護者への偏見をなくし、子どもに

とって学校以外の学びの場を確保するという教育機会確保法の趣旨を反映させるためにも、学校

全体やＰＴＡに対して不登校の子どもの居場所として「ふれあいルーム」を開設していることを

周知すると同時に、学校に行くことをためらっている生徒や保護者が、完全に不登校になる前に、

気軽にふれあいルームでも相談できる体制を整備することが必要と考えます。ご所見を伺います。 

次に幼稚園・小学校の放課後教室（学童保育）について。今や子育て世代でも当たり前になっ

ている夫婦共働き世帯ですが、町内幼稚園・小学校で実施している放課後教室、学童保育は、少

子化で近所の子ども同士遊ぶことが難しくなってきた昨今において、学期中は平日の授業終了後、

夏休みなど長期休暇中は平日の午前から夕方まで利用できることとなっており、多くの子ども・

保護者にとって学習や遊びの場、居場所として大変ありがたく、貴重な場になっていると利用者

からお聞きします。全国学童保育連絡協議会では、その役割を「共働き家庭や母子・父子家庭の

小学生の子どもたちの放課後、学校休業日は 1 日の生活を守る場」かつ「親の働く権利と家族の

生活を守る場」と定義しています。学童保育の数は、２０１３年厚生労働省の調べによると全国

で約２万１，０００箇所、登録児童数は８８万人を超え、ほぼ１校に１学童が存在しています。

近年においては、２００３年から２０１３年の１０年間では、施設数・利用児童数ともに１．６

倍に増加しています。また、１８時以降まで開いている学童保育の施設数も６割を超えます。こ

れは、少子化にもかかわらず、学童保育のニーズが高まっていることの表れと考えられます。立

川小学校では、運動会や学芸会、授業参観日などで年に数回、保護者が参観できるようにと日曜

日に行事が設定される日があります。前日の土曜日は練習日、午前中のみとされるので、行事終

了後の月曜日・火曜日が振替休日とされます。こうした日は、立川小学校で少なくとも年に６日

以上ありますが、現在では月・火曜日に設定される振替休日に、放課後教室の利用ができません。
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これでは、保護者によっては仕事を休まざるを得ないこともあることから、住民からは利用可能

になるよう求める声があります。振替休日の平日でも放課後教室を利用できるようにならないで

しょうか。 

最後に女性活躍社会についてです。２０１６年女性活躍推進法が施行され、女性職員の採用、

昇進等の機会の積極的な提供およびその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣

行が及ぼす影響への配慮が行われること、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

整備を行うことが、国や地方公共団体、民間企業などに求められることになりました。内子町役

場において、法の趣旨に照らして計画・実行されていることをお伺いします。女性活躍社会のた

めの重点方針の一つとして、男性の暮らし方・意識の変革が求められていますが、内子町役場の

男性の育児休業の取得状況はいかがでしょうか。今後、取得率向上のために必要な取り組みのお

考えを伺います。 

次に女性活躍の実態を表す指標の一つとして、市町村公務員の管理職に占める女性割合が、内

閣府男女共同参画局のホームページで示されていますが、内子町の管理職は平成２８、２９年度

ともゼロとなっています。女性管理職が不在となっている理由と、今後増えるためには何が必要

と考えるかお伺いします。また、町議会議員の女性割合もゼロですが、女性議員の比率向上のた

めに何が必要と考えるか。議会と並ぶ二元代表制のもう一つの柱として、行政トップである町長

の所見を伺いいたします。以上で、質問を終わります。 

○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。 

○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） 関根議員にお答えいたします。私の方からは、女性議員の地方議会参加

を促進することのご質問につきまして、お答えをしたいと思います。まず、全体的な問題として

議員のなり手が少ないという現実の問題がございますので、これはなかなか難しいことではあり

ますが、議員となっていい地域を作りたい、いい町をつくるために、がんばってみたいという志

をもった人材が必要だろうと。その上でそれぞれの家庭や周囲の理解や協力など女性が議会に参

加しやすい条件整備、配慮等が必要なんだろうというふうに思っております。女性が議席を持た

れるということは女性らしい視点で町を見てくださるということにもなりいいことではないでし

ょうか。最終的には、有権者の皆さん方のご判断によるところだというふうに思っております。

以上で、答弁とさせていただきたいと思います。 

○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） 私の方からはですね、女性活躍社会についての残り３項目について、

お答えをさせていただきたいと思います。まずですね、法の趣旨に照らして計画・実行されてい

ることでございますけれども、議員ご質問の中でございましたので省略をさせていただきますけ

れども、この法律を受けまして内子町では、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

の「内子町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を平成２８年３月に策定をし、
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数値目標を定めて取り組みを行っております。１つ目と致しまして、平成３２年度末までに、係

長相当職以上の女性職員の割合を、平成２６年度の実績２２％でございますが、３％増加させる。

また２番目と致しまして、平成３２年度末までに、女性職員の育児休業取得１００％の維持と、

男性職員の育児休業取得を目指す。３番目と致しましては、平成３２年度末までに、男性職員の

配偶者出産休暇取得率を１００％とする。４つ目としまして、平成３２年度末までに、職員の有

給休暇の平均取得日を１日以上増やすという取り組みをおこなっているところでございます。ま

た、この数値を達成するための取り組みと致しましては、１つ目として、女性職員のみを対象と

する研修への派遣を行うことでありますとか、２番目と致しまして、職場における性別役割分業

にとらわれない役割分担や多様な活躍の場を提供すること。また３つ目と致しまして、出産を控

えている、これは妻の出産を含みますけれども、そういった職員に対しまして、育児休業・配偶

者出産休暇・育児参加のための休暇等の活用促進についての助言を行うこと。また、４つ目と致

しまして、毎週金曜日のノー残業デーには、管理職員が早期退庁を勧奨することなどに取り組ん

でいるところでございます。この他にも内子町では、平成２７年３月に策定しました、第２次男

女参画基本計画に沿って人権の尊重と男女共同参画のひとづくり、ともにつくる豊かな地域づく

り、生涯いきいきと暮らせる環境づくり、対等なパートナーとして働ける職場づくりに向けての

取り組みを進めているところでございます。具体的には、講演会や講座等の開催、審議会等にお

ける女性委員の積極的な選任、女性特有のがん検診の受診率向上、女性企業グループの育成など

でございます。 

次に、内子町役場の男性の育児休業の取得状況と、今後の取得率向上のために必要な取り組み

についてお答えを致します。内子町におきましては、平成２６年度から今年度までの４年２カ月

の間における育児休業を取得した男性職員は０人でございます。ただし、配偶者出産休暇は、平

成２６年度１人、２７年度２人、平成２８年度２人、平成２９年度２人の取得実績がございます。

また、育児参加のための休暇につきましては、平成２６年度に１人、２９年度に１人が取得して

おります。男性の子の看護休暇についてでございますが、平成２６年度が４人、平成２７年度が

６人、平成２８年度が４人、平成２９年度が５人、平成３０年度は、これまで４人が取得してお

ります。女性側に偏りがちな家庭や育児に対する負担を解消し、「子どもを産み育てよう」という

環境整備を進めていくためにも、「父親の働き方の見直しや子育てへの積極的な関わりが抜本的な

少子化対策になる」という職場内での共通認識の形成が、今後は重要になってくるのではないか

と考えております。 

３つ目でございます。女性管理職が不在となっている理由と、今後増えるためには何が必要か

ということでございます。平成３０年４月１日現在における職員数、２２５人で、うち女性職員

が７８人、全体に占める女性職員の割合は３４．７％でございます。そのうち課長相当職の女性

職員は、ご指摘のとおり不在でございます。現在、課長相当職に女性職員が不在の理由と致しま

しては、男性職員を優先して登用しているからではなく、登用すべき適材の女性職員が不在のた

めです。また、保育士や幼稚園教諭、保健師といった専門職に女性職員が多く、一般行政職に占

める女性職員の割合は、男性職員に比べて少ないということも理由の一つではあります。今後に

おきましても、課長職を含めて管理職への登用については、男性・女性関係なく、職員の経験や

能力を考慮しつつ行うべきと考えておりますので、ご理解いただきますようにお願いを申し上げ
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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） 続いて、私の方からは、一つ目の質問であります、地域防災力の点検

についてご答弁をさせていただきます。 

一つ目の、消防署職員の増員についてでございます。本件については、大洲地区広域消防事務

組合議会にて議論されるべきことではありますが、組合議会におきまして、増員すべきという結

論になりましたら、負担金につきましては、内子町、大洲市がそれぞれ負担することとなります

ので、そちらについてはしっかりとした対応を行う必要があると考えてございます。町ができる

対応と致しまして、1 つ、２つ例を挙げますと、軽傷者などによる本来必要ではない救急車の要

請、それから夜間の小児病院受け入れが八幡浜管内では困難であるために、松山市や宇和島市方

面などの長距離間の搬送などのケースは、現実として起きておりますので、行政としても、広報

などを通じて正しい救急車の利用法でありますとか、また搬送距離の問題におきましては、ドク

ターヘリのランデブーポイントを町内でも増設をするなどそういった対策が考えられるかという

ふうに考えております。 

二つ目の、消防団の１０年前と現在を比べた定数と充足割合、平均年齢についてでございます。

まず、平成２０年４月１日時点の消防団員定数９５０名に対しまして、実員数は８５３名で、充

足割合は８９．８％、平均年齢は４０．１歳でございます。次に、平成３０年４月１日時点の消

防団員定数８５０名に対し、実員数は７８４名で、充足割合は９２．２％、平均年齢は４３．１ 

歳となってございます。少子高齢化が進む中、平均年齢の数値は増加傾向にありますが、団員確

保につきましては、消防団各部において、積極的に団員勧誘を行っていただいており、また地域

の消防活動に対するご理解のもと、消火活動に支障が出ない範囲での団員数確保ができておりま

すが、今後も人口減少が進むことが見込まれることからも、幹部会等におきまして、定数の見直

し、団員確保のための対策について検討・実施を行っていきたいと思っております。 

三つ目の、消防団のサラリーマン化率、消防団補完組織の導入検討についてでございます。団

員のサラリーマン化率は把握できておりませんが、勤務地が町内の団員は、平成３０年４月１日

現在で、６７７名、町外に勤務をしております団員が１０７名となってございます。また、消防

団補完組織についてでございますが、愛媛県においても機能別消防団導入に力を入れており、各

市町に対し導入を行うよう依頼されています。こうしたこともあり、内子町消防団においても、

平成２６年度当時の団長提案のもと、平成２７年度に幹部団員にて組織される「組織改革検討委

員会」を設立し、団員の処遇改善等、現在、団の抱えている問題について協議を行う場が設けら

れました。この協議の中で消防団補完組織についても議論がなされました。協議の結果としては、

現在の内子町においては、非常備消防団活動について十分な水準が図られていることから、当面

設置の必要はないとの結論となりました。むしろ、消防団ＯＢにつきましては、現在内子町にお

いて自主防災組織が各自治会に設立をされており、その中での活動を期待すべきとの声が多くあ

り、具体的には消防団ＯＢが自主防災組織として活動することで、消防団と自主防災組織の連携

の橋渡し役としての効果があげられました。町としても、消防団組織検討委員会の考えを尊重し、
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現状としては特に補完組織を整備する考えはございませんが、将来的な問題として必要に応じ検

討を行うべき問題であると考えてございます。 

四つ目の消防団協力事業所についてでございます。消防団協力事業所表示制度ですが、現在内

子町においては、議員ご指摘のとおり、適用している事業者はございません。消防団活動におい

て、事業所のご理解をいただくことは勿論重要なことであると考えております。内子町の消防団

員は、住民の安全・安心のために、非常時や訓練活動時には家庭も犠牲にされて活動をして頂い

ており、団員一人ひとりの意識は極めて高く、職場等のご理解も十分得られていると認識はして

はおりますが、なお、今後においても周知・啓発活動に努めるとともに、事業所としての消防団

への協力が、事業所の社会貢献として広く認められ、これにより事業所の信頼性が向上するとと

もに、事業所の協力により地域防災体制の一層の充実が図られることにもつながりますので、内

子町におきましても、事業者登録を進めたいと思っております。 

五つ目の、消防団のありかたについて地域や団員の家族から話を聞く場や、アンケートを実施

してはということでございます。消防団活動については、先に述べたとおり組織内で検討委員会

を立ち上げるなど、自らその活動について様々な協議を行っておりますので、消防団活動に影響

を与える事由につきましては、消防団と協議を行ったうえで進めていく必要がございます。現在、

内子町では、一昨年度より、消防団、自主防災会、消防署など、防災に関する関係団体との連係

を深めるための連絡会を開催したり、昨年度は防災士連絡会を立ち上げ、防災士間の連係強化を

図るなど、地域防災力の強化に努めております。また、当然のことながらそれぞれの家庭におい

ても、地域の安全安心を守る崇高な使命としての消防団活動に対するご理解はいただけているも

のと考えており、議員ご提案の話合いの場、アンケートの実施は現在のところ考えておりません

のでご理解ください。以上で、私から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） 私の方からは、住宅リフォーム・店舗リニューアル助成に

ついてご答弁をさせていただきます。「住宅リフォーム助成制度」につきましては、愛媛県内で、

９市町が取り組まれているようでございます。ただ、内子町と致しましては、近い将来発生する

と言われております、南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化を推進することが、住民の安心・

安全を図る上で、最重要課題と考えております。現在、町内における住宅の耐震化率は５０％以

下であり、全国平均７５％を大きく下まわっている状況となっております。そのため、２４年度

から「木造住宅耐震改修事業」に取り組み耐震化の向上を図っているところでございます。その

他、下水道や合併浄化槽の普及向上を目的とした「住環境整備促進事業」も２４年度より行って

おります。この事業は、下水道や合併浄化槽に変更する際に行われるトイレ・風呂・台所等の水

回りの改修やそれに伴う内装改修が補助対象でございます。また、店舗につきましては、町並み

地域振興課が窓口となっております、空き店舗等改修事業が創設される予定であり、事業の推進

を図って参りたいと考えております。これらの耐震改修補助、住環境整備促進事業、空き店舗等

改修支援事業については、町内業者による施工が条件となっておりますので、これらの事業を積

極的に活用することが地域経済の活性化にもつながると考えており、当面は、現行の補助制度で
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対応していきたいと考えております。以上でございます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） 私の方からは、適応指導教室、ふれあいルームについてご答弁さ

せていただきます。まず、適応指導教室、ふれあいルームについては、議員ご指摘のとおり、「共

に考え・学び・感じる心を育む」を柱に、コミュニケーション作り、自己表現・自己責任、学習支

援、自分との向き合い・自分づくり、自己肯定感を高める目的で開設しております。スタッフと

いたしましては、スクールソーシャルワーカー１名、支援員２名の計３名の体制で支援を行って

おります。そこで、ふれあいルームの周知並びに相談体制の整備についてでございますが、町長

からの行政報告にもありましたが、今年４月から学校教育課内に発達支援センターを設け、そこ

にふれあいルームを移行し、今までの相談室からセンターへ拡充致しました。これは、保護者か

ら分かり易い組織体制にして相談しやすくすること、そして子ども達への様々な支援を一箇所に

集約して、一貫した関わりが持てるようすることを目的としたものでございます。今後も、学校

関係はもちろんのこと、町のホームページなどを活用して周知に努めていきたいと考えておりま

すので、ご理解をいただけたらと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 私の方からは、放課後子ども教室において、学校行事などに

よる振り替え休日日に子ども教室を利用できないかというご質問にお答えをさせていただきます。

放課後子ども教室につきましては、内子町放課後子ども教室推進事業実施要綱により、活動の実

施日を「幼稚園及び学校の授業日並びに土曜日及び長期休業日」と、「その他詳細については、保

護者会と教育委員会との協議により行う」としておりますので、議員ご指摘の行事等による振替

休日において、利用者の保護者からの要望により、実施している教室もございます。ご要望のあ

る教室につきましては、指導員の受け入れ態勢の確保や希望する利用者数等のこともありますの

で、まずは該当する教室へご相談いただきますようお願いを致します。 

○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） それでは再質問をさせていただきます。まず、最後に答弁いただいた、

放課後子ども教室についてですけれども、実施要綱があって協議により、されているということ

でよく分かりました。振替休日に立川小学校の場合ですけど、利用できないかというのは一応教

室の方にも問い合わせはしたんです。そしたら管轄が教育委員会だということをお聞きしたので

この場でお聞きしてみたということなんですけど、その辺はおっていろいろとご相談させていた

だければというふうに思います。あと同じ趣旨なんですけど、共働き家庭への支援という観点は

必要ということで放課後子ども教室も実施されていると私も認識しておるんですけれども、同じ

趣旨で気象警報、台風とか大雨とか大雪とかで発令された時に学校が臨時休校になりますけれど

も、この時に保育園はやっていると、共働き家庭で初めからシフトとかで入れている場合は、急



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

- 65 - 

にこういうことがあると非常に苦労するということがあるということも聞いているんですけど、

その臨時休校時に条件付きでですね、送り迎えを親がするとかお弁当用意するとかですね、そう

いう条件付きで学童保育ですかを利用するというようなことは検討をされていますでしょうか。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 急を要するときというかそういった時にであればですね、受

け入れ側の問題もあろうと思いますので、その辺はすくに対応できるかどうかっていうのは、ち

ょっと難しいのかなと思っております。 

○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） 原則はよく分かるんですけども、保育園はどうなんでしょうかね。保育

園は警報があってもやってるというに、詳しくは知らないんですけども、いかがでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 保育園は警報の有無にかかわらず開園しております。 

○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） ありがとうございます。保育園は基本的にその親が就労しているという

方の支援ということで成り立ってるという原則がありますけども、放課後子ども教室についても

やはりその共働きの両親支援が必要だという趣旨で国の方も法整備を定めているわけで、同じ観

点で言えばですね、保育園のようにご両親が共働き家庭で、最初からシフトとかで行かないとい

けないということになってる方も多いと思うんですね。そういう方でも安心して子どもを預けら

れる体制を整えるという意味では、ぜひ検討していただきたいと思うんですけども、町長、いか

がでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今後の検討課題だと思いますね。この場で即判断というのは、言いまし

たように受け入れ体制のこともありますから、十分検討していかないといけないというふうに思

っています。 

○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） ありがとうございます。消防団についてですけれども、充足割合が１０

年前と比べて上がっているということで、消防団組織の内で非常に努力されているという結果は

よく分かりました。私自身も移住してきて、５年になるんですけども、消防団にもお誘いをいた

だいて入っているので、内部から見た消防団ということも自分なりに感じてることや周りの団員

から聞いていることなんかも含めて質問してるんですけども、団員の確保ですね、これは私の時

にもお聞きしたんですけども、消防団を辞める、年数が経って定年というか任期が終了する時に

辞める人が新しい人を見つけてこないといけないというようなことになっているというのは、聞
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きましたし、他の団でもそういうことは聞いておりますので、組織的にですね、団員を確保する

ということを考えないと地域社会の辞める人まかせでやってるというのは、組織としてやっぱり

どうかということもありますので、そのあたりのことも検討していただければと思うんですけど

も、団員確保についてお願いします。 

○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） 団員の定数のことがありまして、団員の皆さん辞める時には定数は維

持しないといけないとそういう責任感のようなものがございます関係上、自分が辞めるときは後

任をというようなそういう意識が強いためにのことだろうというふうに思います。消防団ではで

すね、条例定数見直しを、直近では２５年の１０月にそれからその前には２１年の１０月に２回

行っております。当初、９５０名だったものを２１年に９００名、２５年に９００名を８５０名

ということでそれぞれの状況、その時期の状況に応じて定数の形を変えてまいりました。それで

もやはり少子高齢化の状況に置きましては、なかなか充足率１００％を達成できないというとこ

ろで、ご指摘のように辞められた団員の方もですね、また新たに団員として入って、それで充足

率を維持している、条例に少しても条例定数に少しでも近づけようとする努力もされてございま

す。ただ、辞められてまた再入団なんてことなりますと、高齢ということにもなりますし、いざ

という時に特に非常時の際の現場におきましては、非常に危険が伴うってことにもなりますので、

やはりこの団員の確保というのはこれから消防団の大きな課題ではないかなというふうに考えて

います。そのことにつきましてはですね、もちろん、団員の確保につきましては、団あげて取り

組まなければならない、町の方もならないと考えてますけども、一方では機能別の、先程の議員

の質問にもありましたようにですね、機能別の消防、防災活動を担える組織っていうのもですね、

一方では整えていかないといけないというふうに考えています。消防団だけで完結する防災では

なくって、地域防災力を総合的に高めるような、そういう組織の育成でその横の連携、もちろん

これは常備消防、非常備消防ともに手を携えて行っていかなければならないというふうに考えて

ますので、そのあたりで消防団の定足率の不足分あたりもカバーしていかないといけないのでは

ないかなというふう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） そうですね。消防団の組織が防災組織として非常に重要だという認識を

持たれて、役場の方も消防団それから地域防災組織と連携ですとか、防災士との連携、そういっ

たことも考えてご尽力されてるということがよく分かりまして、安心できるといいますか、お聞

きできてよかったと思っています。それと職場の理解が必要ということで現在はその制度を内子

町で協力事業所という表示という意味での参加ないけれども、今後そういう職場の理解というの

は重要ということを認識されているということで、今後そういうことも進めていきたいと力強い

ご答弁をいただいてので非常にこの点でも安心致しました。 

最後に消防団についてなんですけども、南海トラフ大地震、これは本当に想定外の事がたくさ

ん起こると思うので、備えよと言われてもどの程度やれば良いのかというのは、非常に各自治体、

防災組織、悩んでるところではあるとは思うんですけども、やっぱりその東日本大震災の教訓と
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いうのを生かさないといけないというのは皆さん思ってると思うんですね。このとき消防団員が

避難誘導とか防潮堤の門を閉めるとか言うことで、２５０名の方が亡くなっているんですね。消

防団の団員の方っていうのは非常に使命感が強くて、やっぱり地域のために自分がやらなくては

いけないというふうに思ってですね、自分も津波の恐れ、恐怖を抱えながら使命感を持ってやっ

た結果、こういう犠牲というのは出てるんですけども。消防団、非常に入団している方の意識は

やっぱり高いと思うんすね、地域のために何かあったときには、火事があったときには、災害が

あった時には、やっぱりなんとか自分が貢献しないといけないっていうふうに思ってる方は多い

というふうに私も実感として持ってるんですけども、でもやっぱり中に入ってみるとですね、出

初式に象徴されるように、本当にこれが防災のために役立つ演習なのかと。出初式の演習のため

に何度も寒い夜に集まってですね、一所懸命練習している人を応援するために手伝いに行ったり

とか、非常に意識は高いとは思うんですけども、これは内子町だけじゃなくて全国的に出初式の

こととか、消防団がその儀式を遂行するそういう団体だということで、住民によっては消防団は

何やってんだと見られてる方もいるということも聞いています。これを内部から変えていくって

のは相当難しいんですよね。ですから、やっぱり防災意欲を高めることが大事だっていうことを、

そういう観点でやっぱり役場の方が中心になって声掛けして、本当に必要な防災力を高めるのに

どうしたらいいのかっていうのは、改めてやっぱりその幹部の方だけではなくてすね住民にもそ

ういう消防団を含めた防災のあり方って言うのを考えるためのアンケートもしくはそういう話し

合いの場というのは、やっぱりどうしても必要じゃないかと思うんですけども、ちょっと同じ質

問になりますけどももう一度その点についてお伺いできますでしょうか。 

○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） まず、ご質問の前段の部分の訓練ですね、小隊訓練でありますとかポ

ンプ操法の訓練等ございます。もちろん、消防の訓練につきましては、団内の指揮命令系統の徹

底、それから団員としてのその気持ちの持ち方あるいは団員としてのあり方というそのものにつ

いてはですね、こういったような訓練の場を通してまた訓練の後のコミュニケーションの場にお

いて、相当消防精神というのはそこで培われてくるものであろうというふうには、私たちは考え

ています。そういう面でイベント化しているっていう言葉もございましたけれども、それはそれ

としてですね、やはり従来から地域を守って行こうというそういう精神はやっぱり団員間のコミ

ュニケーションの場で培われてきたものではないかなっていうふうに考えておりまして、そうい

う面では私たちは必要なことではないかなというふうに考えてます。また団員の皆さんも、例え

ば先日ポンプ操法大会ましたけども、それに参加して初めて消防の大切さ、自分がその地域の防

災に関わっているっていう意識も十分感じたという意見もいただきましたので、やっぱりこれは

大切なことではないかなというふうに考えています。また、再質問になるというアンケートとか

話し合う場っていうことなんですけどもね、こちらについても、家族間又は地域間の話し合いと

いうのは、町が改めて設けなくても十分自治会であるとか、地域の自主防災会あたりで十分私は

できてるんではないかなというふうに思います。改めてする必要はないと言ったのは、必要がな

いということではなくて、そういう機会も十分地域の中で持たれているんではないかというよう

なことでお答えをさせていただきましたので、ご理解をいただいたらと思います。 
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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） そうですね、地域でアンケートやその家族も含めた話し合いをやるべき

というのはおっしゃる通りだと思います。なんですが、なかなかやっぱり組織の中を変えるとい

うのは、内部から変えるというのは難しいなというのを感じてまして、何とかならないものかな

というジレンマから質問してみたんですけども、またいろいろの消防団の方の内部でも話し合い

や自主防災組織の方とも話し合いを重ねながら、またいろいろ意見交換をさせていただければと

いうふうに思っています。 

それからですね、ふれあいルームについてですけれども、広報紙にも発達支援センターという

のを、今年度の事業計画の柱として発達支援センターを創設ですかするということで、あの町民

の方にも周知されていることも良いことだと思いますし、ふれあいルームと、発達支援の教室の

方もきちんと広報紙のところに紹介されていて、非常に大きな前進だというふうに感じています。

ただですね、気軽にというか、あの相談しやすい体制ということを考えれば、やっぱりあの不登

校の子どもにとって適応指導という名前を使うのはいいことなのかと。文科省もかつて法律の名

称ですから適応指導教室という名前を使っていたのを、最近では教育支援センターというふうに

名前を変更してるということも調べたら出てきたんですけども、その適応指導という言葉がです

ね、やっぱり威圧的、子どもにとって保護者にとって相談しにくいということにもなるんじゃな

いかと思うんですけどもその点いかがでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） ただ今の、名称につきましては、今後の研究課題とさせていただ

けたらと思います。 

○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） 直ぐにということもなかなか答弁しにくいと思うので、その点も検討し

ていただけたらというふうに思います。 

 あと広報紙に出していただいたことは非常に大きな前進だと思うんですけども、やっぱり広報

紙を１回見てどっかにしまってということにもなりますので、やっぱり今の若い保護者の方はイ

ンターネット世代でウェブを利用しますので、是非ホームページにもですね、適応指導教室、発

達支援センターとの情報もしっかりと載せていただきたいというふうに思いますがいかがでしょ

うか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） ただ今のふれあいルームにつきます町のホームページの掲載でご

ざいますけれども、既に掲載しておりますので、また確認をしていただけたらと思います。 

○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） 失礼しました。私も確認不足でした。もう掲載されているということで
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私の方も確認をいたします。 

女性活躍社会についてですけれども、法が施行されて町としてきちんと女性が活躍できる体制

を整えるための計画を立てているということは分かりました。内容も速かったので、全部理解し

たわけではないんですけども、内容をお聞きしていると、係長で平成２６年から何年間かだった

かな、３％増ということで、ちょっと３％というのはその人数に対しても、ちょっと弱いんじゃ

ないかなという印象を受けました。１人位で３％になるのかなっていう感じもしますけれど、そ

の内容もちょっとしっかりまた拝見させていただきたいとは思いますが、女性活躍社会のために

は男性の意識改革が必要ということで、配慮はされているということだったんですけれども、実

際にその男性の育児休業という意味では、これまで取得した方がいらっしゃらないと。実際に出

産される方の割合とか人数がどの位かというのは把握していないので、出産の時の休暇とか、看

護休暇とかで、人数、１人とか４人とかおっしゃいましたけど、どの程度の割合なのかというの

がちょっと分からないので、何とも言えない部分はありますけども。私事ですけども、首都圏で

サラリーマンで働いてまして、従業員で２００名位、年商１２０億位の小売業で働いてましたけ

ども、２０年前は女性の管理職も少なかったですし、その育児休業を男性が取るっていうのもね、

制度としてはあっても取りにくいという雰囲気がやっぱりあるということだと思うんですよね。

私の会社でも、管理職であるとか男性の育児休業みたいなことも、啓発なりが徐々に徐々にです

けども、進んでいって大分改善してきているということはあったので、内子町に来てもう５年に

なりますけども、役場の規模からいっても２００名位で、男性の育児休業、男性の育児参加とい

うのが意識はどうなのかなということがありまして、質問さしていただいたわけですけども、や

っぱり、役場というのは、内子町の中でも組織としては、模範となるような組織であるべきとい

うふうに、住民の方、皆さん見ていると思うんですよね。そういう中で、やっぱりあの女性が活

躍されているような組織になってほしいというふうにも住民の方見てると思いますし、是非です

ね、意識改革も含めて、計画もされているということですけども、まだまだこれからというとこ

ろもあるのかなというふうにも思いますので、ぜひこれからも積極的に取り組んでいただきたい

というふうに思います。住宅リフォーム制度についてですけれども。 

○議長（山本徹君） 関根議員さん、質問を要領よく纏めて、前から言っとりますようにお願い

します。 

○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） 最後にしたいと思いますけども、住宅リフォームについてですね、答弁

いただきましたけれども、木造住宅の耐震化率を最重要課題というふうに考えて、そちらの方を

呼びかけて予算もあるということで、そちらの方を重視してやっているということでした。 

ただ、私も木造住宅、古い住宅を購入しまして、耐震改修の検討をしましたけれど、もちろん

これは大事なことだとは思いますし、それを耐震リフォームをしたいという方に対して、補助な

りそういう手助けをすることは大事だと思いますけども、やっぱり前回の答弁でも住民税の非課

税の世帯が３７％、低所得者がやっぱり内子町の方多いということを考えると、やっぱりその耐

震診断なり、新築を建てるというところは相当大きなハードルになってそれができないという方

も多いわけで、それよりは床が抜けそうですとか壁が屋根が心配になってきたから屋根を変えた
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いとか、もっと住民のニーズ、小さなニーズ様々あると思うんですよね。そのニーズに多くの人

に答えていくためにもこの住宅リフォーム制度っていうのは多くの人に手助けになるという意味

では、そういう観点も必要ではないかと思うんですけども、もう一度お伺いできますでしょうか。 

○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） 住宅リフォームにつきましては、各種の要望はあるのはお

聞きしておりますけれども、先程申しましたように、いくらそういうリフォームをしても、耐震

改修が出来ていない場合は地震が起きたときは崩れるという可能性もありますので、やはり耐震

化と合わせてリフォームもしていただきたい。リフォーム要望があるお宅というのは、昭和５５

年以前の建物が多くあるんじゃなかろうかと思いますので、先ずは耐震化をお願いしたいなとい

うふうに考えております。 

○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） 以上で再質問も終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午前１１時２０分から再開します。  

 

午前１１時０９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、泉浩壽議員の発言を許します。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

〔泉浩壽議員登壇〕 

○７番（泉浩壽君） 最後の一般質問となりました。皆様の顔色もずいぶんよくなっております。

ごく簡単に一般質問をしてまいりたいと思います。まず、ふるさと納税の活用についてでござい

ます。ふるさと納税の制度開始から、１０年間の県と２０市町に対する寄付の累計額が約８４億

５，０００万円に上がる事が県のまとめで 分かりました。返礼品競争の過熱が問題になるなど過

渡期を迎える制度に対しまして、各自治体からは「貴重な財源」になっているという声も聞かれ

るが、取り組み姿勢や評価はさまざまであります。１７年度の県と２０市町の合計は、約２４億

４，０００万円、創設年度から約３８倍に増え、６年連続で最高を更新しております。ちなみに

内子町の２０１６年、３６５件。７９６万３，０００円。２０１７年 ３２９件、８２５万となっ

ておりまして、件数では３６件の減、金額としては５５万７，０００円増えております。高額納

税が増えているんではないかなと思っております。県内最多は、前年度から約２億５，０００万

円増えて、約５億７，０００万円の新居浜市であります。総務省が返礼品の調達額を、寄付額の

３割を上限とする目安の通知を昨年４月に出しましたが、同市は既に結んだ調達契約の関係で、

１７年度中は目安を超える４割であって、担当者は１８年度は３割に収めているそうであります。
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今年４月以降の寄付が、ガクッと減っているということであります。利用者は返礼品にかなり敏

感である思います。この制度は、地方自治体としては大変ありがたくふるさとをこよなく愛し、

応援していただく多くの方々に感謝の気持ちで一杯であります。また、地元産のＰＲにもなりま

して、地域の活性化にも一役かっていると思います。今後も応援者が増える事を期待するもので

あります。 そこで、この制度の有効活用についてご検討いただきたいと思います。内子町では、

３つの寄付金活用プロジェクトがあります。１つ、内子町の美しい風景づくりや環境の整備、２

つ目、町長お任せコース、３番目、「世界につながるまち内子」を目指して国際交流の促進の３つ

の選択肢があります。ただ、ふるさと納税のポイントとしましては、特産品がもらえる。２つ目、

生まれ故郷でなくてもＯＫ。３番目、税金が控除される。４番目、使い道が指定できるでありま

す。総務省通知の返礼品調達額３割上限が、各自治体横並びとなった今、納税者が強い思いで指

定できる項目を作ってはどうでしょうか。お伺いしたいと思います。 

 次に、２番目、公営塾の開設についてであります。コミュニティスクール、学校と地域が一緒

になって学校運営を考える時代になりました。町においてもその考えだろうと思います。先日、

小田小学校の運動会に行ってまいりました。小田地区は、少子高齢化の進行が著しく、来年の幼

稚園の入園者が２人ととてもさみしいものであります。将来の不安と、どうにかしないと地域が

存続出来ないと、危機感を持たずにはいられません。こうした状況下ではありますけれども、教

育の振興は前進のみだと思います。地域においては、小規模の学校を逆手にとり、幼小中高校連

携による教育活動が展開されております。この子どもたちに、将来の内子町を背負って欲しい。

その願いは強いものがあります。地域によっては、学校教育以外で学ぶ機関が皆無の所もありま

す。例えば、放課後、土曜日、クラブ活動の休日の日等、中高生学ぶことの出来る塾の開設が出

来ないものかと、考えるところであります。塾というと、一般的には、民間企業や個人が経営す

る組織でありますけれども、しかし「公営塾」はその名が示す通り、運営母体は「町」というユニ

ークな塾であります。１つには、地域や学校と連携している。２つ目、営利が目的でない。３、キ

ャリア教育やアクティブラーニングにも力を入れる。４つ、地域を巻き込みながら、この町の大

人達みんなで、子ども達を育てる発想。当然、子ども達の学力はもちろんの事ですが、変化が激

しいこの社会を「生き抜く力」を育てる塾であります。また、公営塾が目指す人材育成像としま

しては、「ブーメラン人材」であります。大学進学や、就職などで、一時的にふるさとを離れても、

そこで培った力を持ち帰り、ふるさとで活躍してくれる人材であります。「この町にいたい、帰り

たいけど仕事がない。」という声は、日本の離島・中山間地から聞かれる言葉であります。「仕事

が無いから帰れない」のではなく、新たな産業を興したり、起業したり等、仕事を創りこの町に

帰って来るような、気概と能力にあふれた若者を育ててはどうでしょうか。全ての子どもが、ブ

ーメラン人材にならなくても、「地方に残る、帰る」という選択肢を殆ど持たなかった、子ども・

若者達にその可能性が生まれてくるというだけでも、意義があると思います。自らのふるさとで

ある内子町をよく知り、愛着と誇りを持てるような教育的な取り組みも必要ではないでしょうか。

幼・小・中高と切れ目無く学べる教育環境をつくり、地域の魅力を高めるとともに子育て世帯の

移住にもつながる、そんな公営塾を開設する考えはないか、お伺いを致します。 

最後に、高校生を町づくりに参画をでございます。持続的に発展する町づくりのために、町の

振興計画は、もちろんのことですが、一番には後継者づくりだと思います。高校生町づくり課が、
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宇和島市に発足したことを新聞で見ました。「若者が地域に残れる、帰れる町づくり」をテーマに、

市内高等学校の生徒で構成する「高校生まちづくり課」を立ち上げ、カフェ形式によるワークシ

ョップで提案がなされました。アイデアの事業化を図るなど、高校生が自分たちの町の将来を考

え、直接まちづくりに参画することで、若者が活躍できる場所を提供し、地域との関わり合いと

誇りを持たせて、郷土愛を醸成させるということであります。ご存知のように、中・高校生はキ

ャリア教育の一環で、仕事の体験をしております。また、高校生は１８歳から選挙権が与えられ

ました。また、高校生は、社会へ飛躍するために、一歩手前で準備を進めております。高校生が

町づくりに携わる事は地域を深く知ることが出来、町に残って、自分の力を試したい、町外に出

てもいつか帰ってみたい。そうした人材が育つのではないでしょうか。そんな高校生の町づくり

参画の検討を、是非検討をお願いしたいと思います。以上、総括質問と致します。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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） 私の方からお答えをさせていただきます。まず、一つ目のふるさと納

税についてでございます。議員ご提案のとおり納税者がふるさと納税の使い道を指定できる項目

を作った場合、納税者の思いが直接施策に反映させられるため、納税意欲を刺激し、納税額の増

加を見込むことができるメリットが考えられます。毎年、私財を投じて、幼稚園や小中学校に図

書購入費としてご寄付頂いております、「上杉文庫」もその一つでございます。しかしながら、そ

の一方では、実施困難な事業へふるさと納税の使い道を指定されることも考えられるため、その

場合、そのふるさと納税が宙に浮いてしまうことも一方では考えられるのではないかなと思いま

す。目的納税を否定するというわけではございませんけれども、ふるさとを応援するという趣旨

に鑑みて、自治体側が応援していただきたい施策を提示して、その目的に賛同される方が寄付を

されるというのが本来のふるさと納税の姿ではないかなと思います。以上のことから、自治体側

がふるさと納税の使い道を決めておく必要がまずはあるものと考えてございます。現在、内子町

では、議員がご説明いただきましたように３つの使い道を選択できるよう、設定をしております

が、この選択肢を増やすことはもちろん可能でございます。今後も各分野からの提案を検討し、

必要な施策につきましては、ふるさと納税の使い道として加え、納税者の選択肢を増やすことで、

その思いが施策に反映されやすい環境を整えるとともに、ふるさと納税の拡充を図りたいと考え

てございます。 

２つ目の公営塾の開設についてでございます。学校、家庭、地域、行政が一緒になって学校運

営に参画するコミュニティスクール、いわゆる、学校運営協議会制度でございますが、平成３１

年度導入に向け、今年度、小田小学校と小田中学校が準備を進めております。ご質問にあるよう

に、幼稚園、小学校、中学校、高校まで切れ目なく学べる教育環境を整えることは、非常に大切

であると考えております。特に小田地域におきましては、地域内に学習塾がなく、他の地域に比

べて教育環境が劣っていることが挙げられ、今後、コミュニティスクールを導入する中で、こう

いった学習塾の問題提起等も学校運営協議会から出てくるのではないかと予想されてございます。

ご質問の公営塾の開設については、こういった教育環境の格差を解消するための有効な手段、ま
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た議員がおっしゃいましたブーメラン人材、それから企業人の育成など有効的な手段の一つであ

ると考えられれ、開設することができれば、地域教育の魅力化、ひいては地域全体の魅力アップ

を図ることが期待できます。しかし、公営塾の開設には、まず場所の確保、塾講師の確保、それ

から開設時間の検討だけでなく、保護者のニーズ調査等が必要と思われますので、学校運営協議

会あるいは、教育委員会と連携を図りながら、今後、公営塾を開設する必要性について十分な検

討が必要であると考えてございます。 

 ３つ目の高校生の町づくり参画についてでございます。若者の流出を防ぐことは、持続的に発

展するまちづくりのために非常に重要でございます。内子町では現在、「将来、内子町で暮らした

い」、「また、いつの日か内子町へ帰って来たい」と思える子どもを育てるため、ふるさと教育を

推進しています。児童・生徒がふるさとの絵を描くことで、地域の魅力を再発見する取り組みを

行なったり、子どもたち自身が漉いた手すき和紙で卒業証書を作ったり、小田深山の自然の中で

キャンプをしたり、スキー教室をしたりと、様々な体験活動を通して、郷土愛を育む取り組みを

行っております。社会に飛躍する一歩手前の高校生が、若者の流出を防ぐために「高校生まちづ

くり課」の構成員となり、高校生がまちづくり政策に関わる宇和島市の取り組みは、有効な手段

のひとつではないかと考えております。町内の高校の状況を見てみますと、内子高校においては、

今年度、石畳地域に出向いて座学を行ったり、フィールドワークを行ったりしながら地域づくり

を学ぶ授業を行います。また、これまでにも観光客へのガイドや、クラウドファンディングを利

用したうちこスイーツのプロジェクトなど、地域に密着した様々な取り組みを行ってきました。

小田高校におきましては、今朝の新聞にも報道されましたように、いろいろな地域課題を解決す

るためのプログラムや、コミュニケーションづくりに特化した人材の育成のための小田高全校会

議を行ったりですね、外部の講師を招聘して、グループディスカッション等により、課題の発見

や解決に向けた提案を実践することで、企画力・実践力を備えた地域を担う人材の育成をする試

みが始まってございます。さらに今年度から、過疎高齢化する地域の再生に向けた人材育成を目

的とした独自の新教科「探究」を新設し、その教科の中で、町内企業の方や地域おこし協力隊、

町職員と一緒にふるさとを学び、テーマを設定して地域に企画提案を行う授業を実施されていま

す。このように、町内の学校では、すでに授業をとおして「地域を知ること」、「地域の魅力を発

見すること」など郷土愛を育むための授業を実施しており、幼・小・中で取り組んだふるさと教

育は、高校でも継続的に取り組まれておりますので、宇和島市が発足させたような「高校生まち

づくり課」の設置は、現時点では考えておりませんが、その目指すところは、現在の各学校の取

り組みで十分機能していると考えております。以上で答弁とさせていただきます。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） ２、３点質問させていただいたらと思いますが、ふるさと納税でございま

すが、その年に納税していただいた税金、それはその年に使うのは難しいと思いますが、次年度

位に活用されているのか、１０年が経過しておりますけれども総額と言ったら相当な額になろう

と思います。２、３年ストックして使うのか、頂いたお金を翌年活用するのかちょっとお伺いし

てみたらと思います。 

○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） 正に今ご質問いただいたことが、内子町の大きな課題でございまして、

ご承知のように、ふるさと納税につきましては、基金の方にまず一旦積み立てをいただいて、そ

れから必要に応じて事業に繰り入れして使っていくという方向でございますが、現在のところ使

い道についてご指定を頂いているものにつきましてですね、こちらの方で、この事業にっていう

ことで使ったものはほとんどございません。ただ、世界に繋がる町、内子を目指して、国際交流

促進につきましてはですね、子どもたちの海外派遣等の原資として利用させていただくというと

ころでございます。後ほど教育長の方からこの件につきましては補足をさせていただいたらと思

います。それから上杉文庫をにつきましてもですね、こちらの方は使い道をご指定していただい

ておりますので、必ずご寄付を頂いた金額は、図書購入費として使わせていただいてございます。

その他のものにつきましてはですね、例えば町長おまかせコースでありますとか、美しい風景づ

くりや環境の整備つきましては、今後の課題ということで考えてございます。 

○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） 先程、総務課長が言いましたように、上杉文庫、年間１００万円頂い

ているんですけども、町内の幼稚園、小学校、中学校の図書購入という形で、指定がありますの

でそういったものに使わせていただいておるような状況でございます。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） そうすればあまり使ってないということで、非常に興味があったのが、町

長おまかせコースでございまして、どの様に使われているかなと思っておったわけですが、基金

として残しているということだと思うんですが、そういった中ですね、小田出身者で構成される

小田郷会の総会が年にいっぺん松山で開催されるわけですが、例年その出席者から、ふるさと納

税において僕らが指定するところがあれば良いと。例えば、学生時代に汗かいたクラブ活動、ま

た昨日同僚議員が質問しました各地のお祭りの存続に対して、非常に困っているわけですから、

そういう所、提案があれば受け入れるようなシステムがあったらいいんじゃないかなと思うわけ

でございます。そういったところどうでしょうか。 

○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） まさにふるさと納税はそういったところに使うべきものでもあると考

えてございますので、こちらについても内部で十分検討しながらですね、積極的に使っていかな

いと納税者の意思は反映されないと思いますので、今後は積極的に活用してまいりたいというふ

うに考えてございます。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） それと、これはまた別になるかもしれませんが、いろいろ資料を見よりま

したら、内子町の場合、高額納税に対する返礼品の項目が非常に限られているなというのを感じ

ました。そこらも課題として考えていただきたいなというふうに思います。 
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先程の問題なんですけども、その他の項目で１つ作っていただきまして、その項目の中に詳細

にどこに使ってくれというような項目を是非とも作っていただきたいなと思うんですが、それは

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） その件については先程答弁をさしていただいたのですが、この件につ

きましてもですね、再度ちょっと内部の方で検討させていただきたいというふうに考えています。

よろしく願い致します。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） 二番目の公営塾の開設なんですが、いろいろと協議が必要ということでご

ざいます。塾として生徒たちが学力アップや大学進学サポートは当然のことでございますが、し

かしそれだけではなく、正解のない問いにも自らの頭で解決策を見いだす思考力や、目標を見据

えて主体的に頑張る力、リーダーシップやコミュニケーション力、また高校の先生方や地域の人々、

町と協力しながら子ども達が未来を生き抜く力を育てるためにも、今後協議も必要ですけども、

公営塾を開設に向けて、どっかにおいとってもらったらと思います。答弁は結構です。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） あと、３番目の方の高校生まちづくり参画ですが、いろんな学校、いろん

な取り組みをなされていると思います。ただ、やはり一番、子ども達が将来こんな町に住みたい、

嫁さんでももろて、こんな町で子どもを育てたいというようなことを、それらの課題を見つけて

いろんなアイデアを提案してもらう。子ども達と行政とが関わることで将来の子どもたちの考え

方も変わってくるんではないかというふうなことも思いますので、今後とも是非とも検討いただ

きまうようにお願いして私の質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 以上で、一般質問を終わります。 

午前中の議事はここまでとし、休憩します。午後１時から再開します。 

 

午前１１時４５分 休憩 

 

午後１時００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 報告第１号 平成２９年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 報告第１号 平成２９年度内子町一般会計繰越明許費繰越計

算について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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○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） 議案書１の５ページをお開きください。報告第１号、平成２９年度内子

町一般会計繰越明許費繰越計算につきましては、事業執行に不測の日数を要するため、また国の

補正予算に関連した事業など、３月定例会で繰越明許費についてお認めいただきました事業並び

に、後に議認第３号として報告し、承認を求めます、専決第３号、一般会計補正予算（第 7 号）

で繰越明許費として計上しました事業に係る繰越計算書について、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により報告するものでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りま

すようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（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、報告第１号、平成２９年度内子町一般会計繰

越明許費計算についてご報告させて頂きます。議案書１につきましては、５ページでございます

が、説明につきましては、議案説明資料３にて行いたいと思います。お手元にご準備をお願いし

ます。 

１ページになりますので、よろしくお願いいたします。款、項、それから事業名、翌年度繰越

額につきましてのみ報告をさせて頂いて、その他は、お目通しをいただいたらと思います。まず、

２款、総務費、３項、戸籍住民登録費でございます。個人番号通知カード、個人番号カード関連

事務事業１７２万７，０００円でございます。こちらは、マイナンバーにかかる番号通知カード

及び個人番号カードの発行業務にかかる事業でございます。 

 続きまして、６款、農林水産業費、２項、林業費でございます。農産漁村地域整備交付金、山の

道事業費、３，０６９万７，０００円でございます。事業の概要につきましては、林道笹ヶ峠線、

蔵ヶ谷面谷線の開設工事でございます。７款、商工費、１項、商工費でございます。小田深山管

理事務所解体工事９１５万６，０００円でございます。事業の概要は新深山荘建築予定地にある

事務所の解体工事でございます。 

続きまして、８款、土木費、２項、道路橋梁費でございます。社会資本整備総合交付金事業費 

７，８８２万３，０００円でございます。こちらは、内子町橋梁補修詳細設計委託業務、町道滝

山線ほか４箇所の道路改良工事でございます。 

続いて、町単町道整備事業費、９１０万７，０００円でございます。こちらの事業は、町道坂

町庄屋線路側整備工事、町道上宿間堤防線道路整備工事でございます。 

続いて、８款、土木費、３項、河川費でございます。がけ崩れ防災事業２，１９６万２，０００

円でございます。事業の概要は、集落・避難路保全斜面地震対策工事３箇所、がけ崩れ防災工事

１箇所でございます。 

続きまして、８款土木費、４項都市計画費でございます。内子運動公園改修事業、２億９４１

万３，０００円でございます。内子運動公園プール改修工事にかかるものでございます。 
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続いて、１０款教育費、５項、社会教育費でございます。町誌編さん事業５３７万９，０００

円。町誌歴史編の発刊でございます。１１款災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費でござ

います。現年発生補助農業施設災害復旧費、５，０９６万円。事業の概要につきましては、農地、

農道、水路等、３３箇所の農業施設災害復旧工事でございます。 

続いて、現年発生補助林業施設災害復旧費、４，２２８万６，０００円でございます。事業

の概要は、林道シダノ成線、蔵ヶ谷面谷線災害復旧工事でございます。１１款、災害復旧費 ２

項、公共土木施設災害復旧費でございます。現年発生補助公共土木施設災害復旧費、８，８０７

万円でございます。こちらは、町道岡つづら谷線ほか、道路、河川等６箇所の公共土木施設災害

復旧工事でございます。 

続いて、現年発生単独公共土木施設災害復旧費１，３５０万円でございます。こちらは、町道

麓常久寺線ほか１４箇所の公共土木施設災害復旧工事でございます。 

なお、繰り越すべき財源内訳等につきましては、記載内容のとおりでございます。以上、地方

自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づきまして、繰越計算書の報告とさせて頂きます。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 繰越明許費の中で、商工費について、質問したいと思うんですが、これ繰

り越すのは、国との買収契約、ここらが時間がかかったということであろうと推測をするんです

が、以前の補正でそこらの買収に伴う予算化がされたと記憶しておるんですが、その後、用地の

買収についての進展をお聞かせいただきたいのと、この繰り越された解体事業の完成目途を質問

したいと思います。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） まず、今の管理事務所の後の用地の件でござますが、国の諸事情

によりまして手続きが遅れたことなどから、年度末になりました。用地の契約等は、３月上旬に

おこないまして、３月末の支払い、町から国への支払いを済ませたところでございます。その後、

お金の支払いができた段階で登記ということでございましたので、４月の７日だったろうかと思

いますが、登記は完了を致しております。金額につきましては、２５万円でございます。それか

ら、今後の解体予定でございますが、現在、建物の設計、解体するにあたっての設計を行ってお

ります。今月中に契約等をおこない、業者を決めて契約等を行いながら、７月中には解体をおこ

なっていきたいなということで思っているところでございます。 

○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。 

本件は、報告事項であります。従って、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第５ 報告第２号 平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 報告第２号 平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰

越計算について」を議題とします。 
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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） 報告第２号、平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算につ

きましては、地方公営企業法第２６条第１項に規定する建設改良費の繰越額でございまして、地

方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでございます。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、ご承認賜りますようお願い致し

ます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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） 報告第２号、平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算書についてご説明いたします。議案説明資料の６ページをお開きいただいたらと思いま

す。地方公営企業法第２６条第３項の規定により、平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算書の報告をするものでございます。地方公営企業法第２６条第１項に規定する建設改良

工事の繰越額でございますが、翌年度繰越額と致しまして、４，３００万でございます。内容に

つきましては、中田渡突合せ地区における石綿セメント管更新工事等でございます。その他、内

容につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しをいただいたらと思います。以上、

簡単ではございますが、平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。本件は、報告事項でありま

す。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第６ 報告第３号 専決処分の報告について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 報告第３号 専決処分の報告について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 専決処分の報告でございます。本案につきましては、地方自治法第１８

０条第１項の規定により専決処分した、議会の議決に付すべき契約の工事変更請負についてご報

告するものでございます。 

 その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようお願いいたします。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

- 79 - 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 報告第３号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。

議案書１の７ページをお開きください。専決第４号、議会の議決に付すべき契約についてご報告

申し上げます。 

次の８ページをお開き願います。専決第４号、議会の議決に付すべき契約でございます。契約

の目的は、第６８号、内子運動プール改修建築主体工事にかかる工事変更請負でございます。契

約金額でございますが、元契約額が１億３，９３２万円でございましたが、今回、２０２万８，

０００円を増額致しまして、変更契約額が１億４，１３４万８，０００円となるものでございま

す。契約の相手方につきましては、記載のとおり変更はございません。提案理由としましては、

追加工事による、設計変更に伴う工事請負額について変更するものです。 

続きまして、設計変更の内容についてご説明申し上げます。説明資料３の２ページをお開き願

います。プールの平面図になります。平面図の右側に着色をしております部分がＦＲＰベンチに

なります。当初計画では、既設ベンチを継続使用することとしておりましたが、プールの改修工

事を進めている中で、老朽化により割れやゆがみがあるため、継続使用が困難であると判断した

ため、撤去をし、新設をさせていただきました。右上の写真が既設のベンチでございまして、中

段の写真がそのイメージの写真になります。以上、説明させていただきましたベンチの撤去・新

設に伴い、増額変更となったものでございます。以上、専決処分の報告とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○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） 説明を聞いてだいたいは分かるんですが、報告３号の図面を見よったら

まっすぐのところを今度改修をされると思うんですが、これ何人くらい座れるようになるんでし

ょうかね。ずっと見よったら向こうにも丸くこうなっておるんじゃけど、これはベンチじゃない

んですか、なんでしょうか。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 平面図の上にある部分でございますでしょうか。 

○１４番（寺岡保君） 今度、改修をされて何人くらい座れるんでしょうかというておる。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 長さが４０メートルでございます。ですので、一人が仮に５

０センチとしましたら、８０人。それほどは座れないと思いますけど、そういったものでござい

ます。 

○７番（泉浩壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉浩壽議員。 

○７番（泉浩壽君） 変更内容としてベンチを継続使用するとしていたが、老朽化により割れ、

ひずみ。おそらく設計、１年前としたら、それから老朽化ではないと、これは設計が甘いと、い

うふうに思うんですが。それともう一つは２００万に対しての設計料はどうなっているのか、こ
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こに含まれるのか。おそらく含まれんと思うんじゃが、そこらをちょっとお聞きしたいと思いま

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） 当初、設計をしたときには大丈夫であろうというふうに判断

しておりましたけれども、先ほど申しましたように工事をやる途中の中で、やっぱりこれは変え

た方がいいだろうという判断をさせていただいて、今回新設をしたというものでございます。ま

た設計につきましては、現場での変更でございますので、それに対する設計の費用がかかるとい

うものではございません。 

○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。本件は、報告事項でありま

す。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

   日程第７ 報告第４号 専決処分の報告について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 報告第４号 専決処分の報告について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第４号、専決処分の報告でございます。本案につきましては、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した、議会の議決に付すべき町の義務に属する損

害賠償の額を定め、和解することについて報告するものでございます。 

 その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（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、報告第４号、専決処分の報告についてご説明

申し上げます。 

 議案書１の１０ページをお開きください。今回、議会の議決に付すべき町の義務に属する損害

賠償の額を定め相手方と和解した件につきましては、平成３０年４月２０日、内子町五十崎乙２

６９番地１先、町道古田黒内坊線におきまして、走行中の軽乗用車に町有林から落下した樹木が

直撃し、車両を損傷したもので、損害賠償の額は２６万３，５００円、専決処分の日は和解が成

立致しました、５月１８日でございます。事故の状況、和解に至るまでの経緯をご説明致します。

平成３０年４月２０日金曜日、午後３時３０分頃、内子町五十崎乙２６９番地１先の町道古田黒

内坊線を、国道５６号線方面から小田川方面に向けて走行していた軽自動車の車両天井に、内子

町五十崎乙２６９番地５にございます、町有林から腐食した樹木の枝が落下し、損傷を与えたも
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のでございます。相手方並びに現場に詳しい地元の方並びに町担当者が数回にわたり現場を確認

し、状況を総合的に判断した結果、町有林からの落下に間違いないと判断を致しました。 

 町が所有する樹木が、管理不十分により折れ落下し被害を与え、町に損害賠償を負う義務が発

生したことにより、町が加入しております総合賠償総合保険に事故の報告をし、車両の修理見積

もりを行っていただいた修理工場との協議の上、車両の時価額より損害額２５万円を算定いたし

ました。更に、修理工場に入庫していた間の代車費用１万３，５００円を含む２６万３，５００

円を賠償金額として確定いたしました。５月１７日、現場で立ち会っていただいた地元の方も中

立の立場で同席していただいた中で相手方へ賠償金額の提示を行い、翌５月１８日、和解が成立

したものでございます。なお、今回の事故が起こった現場でございますが、道路上に深く樹木が

覆い被さっており、今後も同様の落下による事故が発生する恐れがあること、また子ども達の通

学路にもなっている場所でもございますので、既存予算にて早急に対応することといたしており

ます。また町内には、同じような状況の場所がないとも限りませんので、現場パトロールを強化

して、このような事故が起こらないよう対策を講じる所存でございます。以上、報告第４号、専

決処分の報告についての報告とさせていただきます。 

○議長（山本徹君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○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） たびたびすみません。この場所は私とこのちょうど前なので、私大変皆

さんに言われて苦労をしておるんですが、町有林だけでも樹木の伐採はいつやるんじゃろうと、

いつから始まるんじゃろうと、分かりませんというて。議員さん分からんのですかというて、大

変責められるんですが、おおよそのところでいいけん、だいたいいつごろから伐採を始めるとい

うのはわかりませんかね。できたら教えてほしいんですが、私責められるのはもう辛くて難儀な

んですよ。ちょうど私とこの家の前ですから。 

○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） 当現場につきましては、議員ご存知のようにそれを作業す

るときにはですね、通行止め等の制限をかけんとなかなか作業ができないということもあります。

それと、町有林以外の民地についてもかぶさっているところもありますのでちょっと民地の方と

の協議もしていきたいと思います。で、その辺の諸手続きをなるべく早く済ませながら来月頭に

はとりかかりたいというふうに考えております。 

○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） 民地の方との協議は私は後からでも構いませんから、町有林だけでも一

部分けっこう長さありますから、あそこだけでもお願いできたらと思うんですが。これは私の個

人的なお願いで、あまり言われるの私も辛ろうございますので。一つ、そこらあたりご理解の上、

お願いをしたらと思うんですが。 

○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。 
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○建設デザイン課長（正岡和猶君） 町有林だけの場合ですと、早急にとりかかれようかと思い

ますので、なるべく町有林の方から作業を進めるようにしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 一点だけ確認ですけど、どのような事案が出た時には、これが事例と

なって保険に入っていることもあるので、万が一よその場所でもあった場合にはこういう対応が

できるという形でかまんですね。 

○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） 今回の場合は落下した場所が町有林ということでございますので、町

有林となりますと、町の責任ということになります。同様に損害賠償の義務が発生すると考えて

おります。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

○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） たしかにこういう管理者にすべて責任が裁判が起こったらあると思う

んですけど、十二分にこれからも気を付けていただきたいのですが、考え方によったら、町道か

なりいっぱいありますので、いのししが突き上げたために落石があった。その石に車がぶつかっ

た。こういう言い方はいけませんが、ドライバーの前方の確認不足で、もしかしたら、車が壊れ

るかもしれませんが、管理者としてそういう石をのけてなかったことを責められると、たぶん同

じような事例として多く出てくるかもしれませんので、また側溝蓋なんかも例えばかけてあると

ころとかけてないところがありますけれども、ドライバーの判断で側溝の中に落ちて車が壊れた。

となると、側溝蓋をちゃんとしてないからいけないんじゃないかということを訴えられたら、ま

たこれ裁判でどういう判断になるか分かりませんので、そういった面も考慮した中で対応してい

ただきますようによろしくお願いします。 

○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） このような事故があってはならないわけですから、特に今回の被害に

つきましては、冬場の雪の関係で枝が折れたということが想像できます。なので、こういったよ

うな積雪の被害、これから台風被害等も十分予想されますので、そういった時には節目、節目の

現地のパトロールあたりもですね。こまめにしていきながら、不良個所につきましては早急に対

応するという取り組みが必要だろうというふうに考えていますので、議員ご指摘のようにこのよ

うなことにならないような対策をできるだけ講じて参りたいと考えております。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。本件は、報告事項でありま
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す。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第８ 議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１号、内子町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例につきましては、平成３０年４月１日に施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がな

かったため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町長が専決処分したものについて報告し、

承認を求めるものでございます。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

〔安川徹税務課長登壇〕 

○税務課長（安川徹君） それでは、議認第１号内子町税条例等の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることにつきまして、説明申し上げます。 

議案書１の１１ページをお開き下さい。地方税法の一部を改正する法律が３月３１日公布され

４月１日より施行となったため、４月１日から改正を施行する必要があり議会を招集する時間的

余裕がなかったため、地方自治法１７９条第 1 項の規定により、３月３１日に専決処分をさせて

いただきました。同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

専決処分につきましては、次の１２ページになっております。「内子町税条例の一部を改正する

条例」の条文につきましては、１３ページから３１ページまでになっております。また、議案説

明資料３の３ページから３３ページまでが今回改正の「内子町税条例の新旧対照表」となってお

ります。専決処分いたしました税条例の改正の概要につきましては、説明資料でその内容を説明

させていただきます。 

議案説明資料の３、３３ページの１をご覧ください。改正の理由につきましては、平成３０年

度の税制改正にともなう地方税法が改正されてことによるものでございます。説明資料に概要を

まとめてございますが、上の「主な改正内容」を説明させていただきます。まず、（１）の給与所

得控除・公的年金等控除を１０万円減額して、基礎控除を１０万円増額とあります。まず、給与

所得控除・公的年金等控除の１０万円の減額でございますが、これは後で申し上げます基礎控除

の１０万円の増額に伴うものでございます。給与所得控除・公的年金等控除の減額は、所得税法

の改正でございますが、地方税におきましてもこれにより所得の計算を致します。これらの改正

につきましては、次ページの３３ページの２にその内容を記載しておりますが、これについては

後ほどご覧いただいたらと思います。但し、給与所得控除・公的年金等の控除の１０万円の減額
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につきましては、高額所得者については控除額がさらに減額となってございます。 

次に３３ページ１の左上の主な改正内容に戻りますが、基礎控除の１０万円の増額ですが、所

得税法、地方税法の改正で、所得税においては、基礎控除が３８万円から４８万円に、地方税に

おいては３３万円から４３万円にそれぞれ増額となりました。後は、下の表で説明させていただ

きます。表の左側の欄に今回専決いたしました、町税条例の一部を改正する条例の条例番号、そ

の横に改正します、内子町税条例の番号、その右に施行日、一番右側の欄に概要を記載してござ

います。今回の改正条例は、施行日が平成３０年４月１日から平成３４年１０月１日までと別れ

ており、６条立及び附則となっております。説明の都合上、税目毎に記載をしております。まず、

町民税関係の改正でございますが、以降右欄の「改正の概要」について説明を申し上げます。障

害者、未成年者、寡夫、寡婦の所得割の非課税限度額が１２５万円から１３５万円に１０万円引

き上げられました。その下に移りまして、均等割を課さない限度額の引き上げでございますが、

現在は、２８万円かける配偶者と扶養者の人数に 1 を加えた金額となっておりますが、今回の改

正でこの計算式に１０万円を加算した金額となります。次にその下の所得額が２，５００万円を

超える所得割納税義務者の基礎控除の見直しでございますが、先ほど基礎控除額が１０万円増額

されたことを申し上げましたが、これまで基礎控除額は所得にかかわらず一律でございましたが、

今回の改正において、この資料のほうに記載はございませんが、所得税では、所得が２，４００

万円を超え、２，４５０万円以下の方は基礎控除額が３２万円、２，４５０万円を超え２，５０

０万円以下の方は、基礎控除が１６万円とそれぞれ減額となり、さらに、２，５００万円を超え

る所得の方は、基礎控除額がなくなりました。所得税の改正合わせまして、地方税の課税標準額

の算定におきましても同じように、３３ページ１の右上でございますけれども、所得が２，４０

０万円を超え２，４５０万円以下の方は基礎控除額が２９万円、所得が２，４５０万円を超え２，

５００万円の方は、基礎控除額が９万円とそれぞれ減額となり、所得が２，５００万円を超える

所得の方は、地方税でも基礎控除がなくなりました。これは地方税法の改正によるもので、直接

改正税条例に記載はございませんが、基礎控除の見直しに伴って税条例の方を改正しております。

次にその下の所得額が２，５００万円を超える所得の方の所得割にかかる調整控除を適用しない

というふうに改正をされました。 

次に、その下の所得割の非課税限度額の引き上げでございますが、先ほど均等割の非課税の限

度額引き上げについて申し上げましたが、同様に所得割の非課税の判定においても限度額が１０

万円引上げられました。以上、町民税関係についてご説明を申し上げましたが、施行は所得税に

おいて、平成３２年度から町民税においては平成３３年度からとなりますのでご承知ください。 

次に、町たばこ税関係でございます。表にありますように、製造たばこの区分が設けられまし

た。加熱式のたばこなども加え、新たに製造区分を作ったものでございます。次に加熱式たばこ

の紙巻きたばこへの換算方法がこれまでパイプたばこと同様の取り扱いでしたが、新たに加熱式

たばこの紙巻きたばこへの換算方式が作られました。そして、たばこ税の増税で国、地方合わせ

て、紙巻きたばこで、今年の１０月 1 日から１，０００本で１，０００円、町税だけですと１，

０００本で４３０円の増税となり、平成３２年１０月 1 日から町税で１，０００本あたり４３０

円の増、平成３３年１０月 1 日から１，０００本あたり４３０円の増と引上げられ平成３３年１

０月 1 日以降、町たばこ税は１，０００本あたり６，５５２円になります。たばこ税全体の改正
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につきましては、３１ページの３に資料をつけておりますけれども、これについては、後ほどご

覧ください。 

３３ページの１の右側の下の方でございますけれども、固定資産税関係でございます。一つは

５月２３日に公布されました生産性向上特別措置法の関係で、町で中小企業者の生産性向上につ

ながる先端設備等を導入する計画を策定し、経済産業省から同意を得られると、その計画に沿っ

た先端設備を中小企業者が導入した場合に、その償却資産としての先端設備等の固定資産税の課

税標準額を３年間ゼロにするというものでございます。おおまかな内容につきましては、３３ペ

ージの４に中小企業庁の資料をつけておりますが、これについては後ほどご覧ください。町税条

例改正の関係だけで申しますと、この税条例の改正は地方税法の改正に伴うもので、償却資産の

固定資産税の課税標準額を３年間ゼロにすると申し上げましたが、地方税法の改正では２分の１

からゼロの範囲で、その割合だけを市町村税条例で定めるとなっておりますことから、内子町で

は町内への企業の支援としてゼロと定めたところでございます。なお、この改正の施行日につき

ましては、生産性向上特別措置法の施行の日からとなっており、改正税条例専決時には決まって

おりませんでしたが、６月６日に施行されました。次に、その下の固定資産税の特例とあります

が、これはこれまでもこの規定がありました。土地の評価額が変わって固定資産税が大きく増加

する場合に直ぐに上げないで、徐々に上げていくというような負担調整という措置がございます

が、これまでも規定があったものでございますが、その期間が３年ごとに延長されてきました。

それを引き続き今年から３年間延長する措置でございます。なお、この固定資産税の改正は今年

の４月１日からの施行となるものでございます。内子町税条例の一部を改正する条例の概要につ

きましては、以上でございます。その他の改正につきましては、資料ナンバー３議案説明資料の

３ページから３３ページにかけて新旧対照表をつけておりますので、ご覧いただけたらと思いま

す。以上で、内子町税条例の一部を改正する条例の説明といたします。宜しくご審議の上、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員 

○１２番（林博君） 難しいことですので、なかなか今の説明では理解をようしないわけですが、

説明の中で、条例の施行年月日が３３年１月１日なり、その条例によって違うわけですが、冒頭、

条例の施行を４月１日からする必要があるので、議会を開く余裕がないから、専決処分をしたと

いう説明をされたんですが、施行日にこれだけ時間的余裕があるのに、なぜ今専決をしなければ

ならないのか。なぜ、今条例の改正をしなければいけないのか、質問をしたいと思います。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

○税務課長（安川徹君） はっきりとした理由というのは、地方税法の改正によるものでござい

ますので、こちらの方からどうこうということはちょっと説明は難しいんですけど、固定資産税

の一部の改正につきましては、４月１日からの施行ということになっておりますので、これは必

要な改正ということになろうかと思います。ただ、先のことまで今回、国税から地方税までです

ね、改正されたことにつきましてはですね、おそらく、今回、特に税制改正で給与所得の控除と
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かあるいは公的年金等の控除等の大きな変更がございます。これについては、大きなシステムの

変更とか、今は電算で計算をしたり致しますので、そういった形でかなり大掛かりな変更をしな

いといけないということがございますので、それ相当の余裕をもって改正をされたのではないか

と考えているところです。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員 

○１２番（林博君） 法律が改正されれば当然、条例もそれに順次対応できる条例に見直しをし

ていかなければいけない。事務対応も対応をしていかなければならない。課長が言われるとおり

だと思うんですが、実際にこういう改正をするのは施行日であって、条例もそれまでに改正をし

たんで、事務対応はできるんじゃないでしょうか。そういう考えのもとであれば、専決をする必

要はない。これから十分、議会で審議ができる時間があるんじゃないでしょうか。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

○税務課長（安川徹君） 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、地方税法の改正というこ

とで、それに準じた形で税条例を改正するということでございますので、ある意味、地方税法の

方で先行してそういう規定が全部改正されていることからですね、それによって作られておりま

す、税条例についてもそれによって同じ改正をしなけれならないということでございますので、

それ以上の説明というのは、難しいと思います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第１号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求

めることについて」の採決に入ります。 

本案を、原案のとおり承認することに、賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立、全員であります。従って、本案は原案のとおり、承認することに決定

しました。 

 

  日程第９ 議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処

分の承認を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第２号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきま

しては、平成３０年４月１日に施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、

地方自治法第１７９条第 1 項の規定により町長が専決処分したものについて報告し、承認を求め

るものでございます。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

〔安川徹税務課長登壇〕 

○税務課長（安川徹君） それでは、議認第２号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分を求めることについて説明を申し上げます。資料番号１、３２ページをお開き下

さい。地方税施行令の改正が３月３１日公布され４月１日より施行となったため、４月１日から

施行する必要があり議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法１７９条第１項の規

定により、３月３１日に専決処分をさせていただきました。同条第３項の規定により、これを報

告し、承認を求めるものでございます。専決処分につきましては、次の３３ページに、国民健康

保険税条例の一部を改正する条例につきましては、３４ページに、資料番号３議案説目資料の３

４ページに国民健康保険税条例の新旧対照表、３６ページから３７ページを説明資料としており

ます。内容については、資料番号３、説明資料の方で説明をいたします。 

３６ページをご覧ください。内容につきましてでございますが、資料番号３の説明資料の３６

ページの「国民健康保険税の限度額の見直し及び低所得者にかかる国民健康保険税の軽減所得の

見直し」という国の税制改正の大綱の資料でございますけれども、上の方でございますけど、１、

大綱の概要にありますように、一つには国民健康保険税の課税限度額を現在の５４万円から５８

万円に引き上げること、二つ目には国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、５

割軽減の対象となる世帯に軽減判定所得の算定におきまして被保険者の数に乗ずべき金額を２７

万円から２７万５，０００円に引上げる。２割軽減の対象となる世帯に軽減判定所得の算定にお

いて被保険者の数に乗ずべき金額を４９万円から５０万に引上げるものでございます。その下に

制度の内容の軽減の改定のイメージがございますが、これについてはご覧ください。今回の改正

と本年３月定例会で可決されました、平成３０年度改正との比較やその国保税への影響について

は、次の３７ページに記載してございますので、これについては後ほどご覧いただけたらと思い

ます。以上で国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明といたします。宜しくご審議の上、

ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○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） ちょっとわかりにくいところで教えていただきたいんですけれども、地

方税の変更が３月３１日にあってそれで４月１日からの施行に間に合わすために専決処分という

ことだったと思うんですけど、地方税法の変更で具体的に限度額が５４万から５８万とか低所得

者に対する具体的な金額ですね、２７万から２７万５，０００円という、この金額は地方税法の
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中に書いてある、全国一律のものだという理解でよろしいでしょうか。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

○税務課長（安川徹君） 正確には、地方税法施行令の方でございますので、全国一律でござい

ます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることについて」の採決に入ります。本案を、原案のとおり承認することに、賛成

の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。したがって、本案は原案のとおり、承認することに

決定しました。 

 

  日程第１０ 議認第３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議認第３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７

号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ３５ページをお開きください。議認第３号、平成２９年度内子町一般会

計補正予算（第 7 号）につきましては、期日に施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕

がなかったため、地方自治法第１７９条第 1 項の規定により町長が専決処分したものについて報

告し、承認を求めるものでございます。 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）でございます。３７ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，００８万５，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ、１０５億８，５７２万円とするものでございます。歳入につきまし

ては、地方交付税、各種交付金、分担金、補助金、基金繰入金、町債の額の確定による補正でござ

います。歳出につきましては、財源補正によるもののほか、災害復旧事業工事請負の入札実施に

伴う執行額の減額補正、基金積立金の増額補正でございます。その内容につきましては、副町長

に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 
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○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） それでは私の方から、議認第３号、平成２９年度一般会計補正予算

（第７号）の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

議案書１の３５ページをお開きください。本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

町長が専決処分した「平成２９年度一般会計補正予算（第７号）」について議会に報告し、承認を

求めるものでございます。 

 ３７ページをお開きください。平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出

それぞれ９，００８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０５億８，５７２万円と

するものでございます。前年度の最終予算と比較して、８億６，１０４万４，０００円、７．５％

の減額となっております。 

 ３８ページから４０ページには、第１表、歳入歳出予算補正を、４１ページには、第２表、繰

越明許費補正を、４２ページには、第３表、地方債補正を、４４ページから５１ページには、補

正予算に関する説明書として、１歳入歳出補正予算事項別明細書を。５２ページには、２地方債

補正に関する調書をそれぞれ掲載しております。 

 それでは戻っていただきまして、４５ページをお開きください。表中、「補正額の財源内訳」の

合計欄をご覧ください。一般会計補正予算（第７号）の財源につきましては、国県支出金１，６

８５万５，０００円の増額。地方債６，２３０万円の減額。その他特定財源２，５８９万９，００

０円の減額。一般財源１億６，１４２万９，０００円の増額となっております。 

 続きまして、４６ページをお開きください。主な補正と致しまして、歳入につきましては、平

成２９年度の交付確定額に伴い、予算額を補正しております。３款１項１目、利子割交付金１，

０３９万５，００００円の増額。４款１項１目、地方消費税交付金、４６８万１，０００円の減

額。 

４７ページをお開きください。６款１項１目、自動車取得税交付金、１，５９４万円の増額。

８款１項１目、地方交付税のうち特別交付税、１億６，６９１万円の増額。１０款１項７目、災

害復旧費分担基金、５４８万５，０００円の減額。 

 続きまして、４８ページをご覧ください。１３款２項９目、災害復旧費県補助金１，６８５万

５，０００円の増額。１６款１項１目、基金繰入金５，２９１万２，０００円の減額。１９款１項

の町債につきましては、９，００８万５，０００円の減額補正でございます。 

４９ページ、５０ページをお開きください。歳出につきましては、まず、地方消費税交付金の

額の確定に伴いまして、充当財源の変更を行い、財源補正をしております。 

 ５０ページの下段でございます。１１款１項の農林水産施設災害復旧費につきましては、入札

実施に伴う執行額の減額によりまして１，６７７万８，０００円の減額としております。 

 次に５１ページをお開きください。１３款１項１目の基金費でございます。公共施設整備基金

に１億６６７万７，０００円、高池健康づくり基金へ１８万６，０００円、合計１億６８６万３，

０００円を積立てております。以上、議認第３号、平成２９年度一般会計補正予算（第７号）の

専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 
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○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 専決された２９年度の補正予算の第２表、繰越明許補正。第２表と冒頭報

告がありました、平成２９年度一般会計繰越明許計算書。こことの関連を説明をいただきたいと

思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回地方自治法の規定によりまして調整をさせていただいた繰越明許

の報告につきましては、３月の補正予算でお認めをいただきました、繰越明許の部分に今回、専

決をさせていただきました、繰越明許の追加分、こちらの方を合わせたもの、合計を先ほど、繰

越明許の報告として、報告をさせていただいたものでございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第３号 平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

本案を、原案のとおり承認することに、賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

したがって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） ここで１５分間休憩をします。午後２時２０分より再開します。 

 

午後 ２時０６分 休憩 

 

午後 ２時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第１１ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第１１ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例につきま

しては、内子町移住体験施設の増設に伴い、内子町移住体験施設条例の一部を改正するものでご

ざいます。その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、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、私の方から、議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一

部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 議案書１の５４ページでございますが、こちらに改正条例案を掲載しておりますが、説明資料

３の３８ページの新旧対照表にて説明させていただきます。この度の改正の内容は、内子町石畳

４６２０番地に石畳移住体験施設を新たに設置するもので、第２条には施設の名称と位置を加え、

第１４条関係別表に、長田移住体験施設の次に石畳移住体験施設を追加して、利用料金を 1 万円

とするものでございます。本物件につきましては、内子町石畳４６２０番地にあります土地と家

屋、床面積５５．７２㎡の建物を町へご寄付頂き、町が移住体験施設として整備するもので、そ

の経費につきましては、６月補正予算におきまして３７８万円を計上いたしております。なお、

経費の２分の１につきましては、県の「新ふるさとづくり総合支援事業補助金」を予定してござ

います。石畳地区からは、以前より移住者を受け入れるための施設を整備したいとのご意向がご

ざいまして、平成２８年４月１１日付けで、石畳地区移住体験住宅整備の要望書が提出されてご

ざいます。また平成２９年度満穂地区地域づくり懇談会の席上で、石畳自治会長より、石畳地区

に体験住宅を整備してもらえないかと再度の要望がございました。内子町としては、移住者の確

保のために、長田移住体験施設に次ぐ指定管理施設として整備することとして、今回の条例の改

正を提案させていただくものでございます。なお、候補住宅については、空き家となっておりま

す、土地・建物につきまして、自治会が所有者の方と交渉し、内子町へ活用等条件を付さない形

で５月３０日に寄附採納の申し出をいただいてございます。 

 以上、議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例についてご説明申しあげ

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。 

○町長（稲本隆壽君） これより質疑に入ります。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○町長（稲本隆壽君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） まず、既存の長田移住体験施設ですけど、利用状況等はどうなっておる

かちょっとお伺いをします。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 畑野亮一政策調整班長。 

○政策調整班長（畑野亮一君）長田の体験施設でございますが、平成２３年から２９年の５月末
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現在で４件の入居がありまして、家族等もありますので、入起居人数は８人ということでござい

ます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○町長（稲本隆壽君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 私思うんですけれども、町としても移住を推進しているということもあ

って私はこの１万円ですか、取らないで無料ということも考えてもいいのかなと思いますがその

辺のご検討をお願いしたいと思います。 

○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） 当施設につきましては地元からのご要望もありまして、地元が管理を

するから整備をしていただけないかということでございます。１万円につきましては、さほどさ

ほど高い金額ではないということで維持管理に必要なこともございますので、１万円程度のご負

担はしていただいたく方がよろしいかなというふうに考えてございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 私の認識不足で申し訳ない。説明があったんかもしれんのですが、聞き漏

らしたのかもしれません。今回、新たに条例に提示する地番は説明あったんですが、地番では私

場所が分からないんですが、石畳のどこ辺に今度の施設ができるんでしょうか。分かりやすい公

共的な施設があれば、説明をし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） 大変、失礼を致しました。場所につきましては、県道内子双海線沿い

にございまして、場所的にはちょうど石畳小学校と石畳の農協がございますが、そのちょうど中

間あたりに位置するものでございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。議案第３４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３４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１２ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第１２ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について」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３５号、内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきましては、地域包括ケアシステム

の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、内子町指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正するもので

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） 議案書は５６ページをお開きください。議案第３５号、内子

町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例についてご説明を申し上げます。今回、改正する内容につきましては、別冊で配布し

ております、議案説明資料でご説明を申し上げたいと思います。説明資料の３９ページからをお

開きください。今回上程いたします条例につきましては、３９ページからの内子町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、次に、８５ページから、こ

ちらで、内子町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、

９７ページからで、内子町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の三つの条例の一部を改正する条例を一括で提案させていただく

というものでございます。いずれの条例につきましても、地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、この基準等の一部を改正する省令

が平成３０年１月１８日付で公布されたことにより、条例の一部を改正するものでございます。

当初の条例制定時に規定を致しました町独自の基準に関する部分はございません。今回の省令改

正により新たに規定されることについても、本町の実情と異なる部分はないことから、省令の改

正内容と同様の基準を定めるというものでございます。 

 まずはじめに、３９ページにお戻りください。内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明申し上げます。地域密着型サービスは、

要介護１から５に認定された方に対して、市町村が指定する小規模な事業所が行う介護サービス

のことで、この事業の人員等に関する基準は、省令の基準を踏まえ、市町村の条例において定め

るものとされています。 

条例の具体的な改正内容でございますが、４２ページお開きください。第６条、また第６条他

の条で、新たな介護施設として長期にわたり療養が必要な要介護者に対し必要な医療、日常生活

上の世話を行うことを目的とする施設として「介護医療院」が追加されたことから、条例中で介
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護保険施設や施設サービスを列挙している箇所に「介護医療院」追加を行うものでございます。 

４１ページ、第６条でございます。また４７ページ、第４７条、それぞれご覧をいただいたら

と思います。ここではオペレーターにかかるサービスの提供責任者の経験年数を短縮をしており

ます。また、６条の方ですけれども、定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、利用者から

の通報に対応するオペレーターの基準が見直され、他の業種との兼務が可能となります。 

４５ページです。第３９条においては、介護医療連携推進会議の開催頻度を年４回から年２回

へと緩和をするものです。 

 ５０ページです。第５９条の２０の２でございます。強制型地域密着型通所介護の基準を新設

をし、介護保険または障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業所がもう一方の制度におけ

る指定も受けやすくするというものでございます。 

 ５２ページ、５９条の２５です。町が指定する療養通所介護の定員数が見直され、難病などの

常時観察が必要な療養通所介護の定員数を９人以下から１８人以下へ改正するものでございます。 

５４ページをお開きください。第６５条では、共用型指定認知症対応型通所介護において、利

用定員を１ユニットあたり入居者と合わせて１２人以下へ改正するものでございます。 

 ６５ページです。第１１７条の第７項では、認知症対応型共同生活介護での身体的拘束等のさ

らなる適正化を図る観点から身体拘束等の適正化に関し、委員会の開催頻度を３か月に１回以上

とすること。身体拘束適正化のための指針の整備、研修会を定期的に開催することなどを定めて

おります。 

６８ページをお開きください。第１３８条第６項では、地域密着型特定施設入所者生活介護に

おいても、身体的拘束等に関する運営基準が厳格化されました。 

７２ページでございます。第１５７条です。地域密着型介護老人福祉施設についても同じく身

体的拘束等に関する運営基準が厳格化されております。 

続いて７５ページ、第１９１条から８２ページ、第２０３条までは、看護小規模多機能型居宅

介護に関し、サービス提供料を増やす観点から指定に関する基準を緩和する改正がなされており

ます。 

 次に８５ページからお開きください。こちらでは、内子町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。ご説明申し上げま

す。この地域密着型介護予防サービスは、先ほどの地域密着型サービスが要介護１から５の方を

対象とするサービスとは異なり、要支援１及び２の認定を受けた方に対する介護予防サービスの

ことで、この事業の基準は、省令の基準を踏まえて、市町村の条例において定めるものとしてお

ります。地域密着型サービス基準の改正と同様に、介護予防サービスにおいても関連のある施設

サービス項目に介護医療院を第５条他で追加をしております。 

８７ページでございます。第９条で共用型介護予防認知症対応型通所介護の利用定員を見直し 

続いて、９５ページ、第７８条でグループホームでの身体拘束等の適正化等の改正をおこなう

ものでございます。 

９７ページをお開きください。内子町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改



平成３０年６月第９６回内子町議会定例会 

- 95 - 

正でございます。介護予防支援は、在宅の要支援１及び２の方に対するケアマネジメントを指し

ます。各種サービスを適切に利用できるよう、地域包括支援センターなどのケアマネージャーが

ケアプランを作成するとともに、計画に基づくサービス提供が確保されるよう、事業者等と連絡

調整をするという事業でございます。主な改正は、第６条第３項において、利用者や家族に対し、

利用者が病院等へ入院する必要が生じた場合において、医療と機関との連携をはかるための担当

ケアマネージャーの氏名等を医療機関に伝えるよう依頼することを求めなければならないとして

おります。 

９９ページでございます。第３２条では、介護予防支援の具体的取り扱い方針で、医療と介護

の連携強化を図ることとし、次１００ページをご覧ください。第１５号で、ケアマネージャーか

ら主治医等に必要な情報の伝達を行うことを明記しております。 

１０１ページをお開きください。附則においてこの条例は、交付の日から施行するものとして

おります。以上で、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定たまわりますよう、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。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 一点だけあまりにも煩雑過ぎて我々では理解しにくいんですが、一番

大切なのは利用者じゃなくて、職員がこの改正を十二分に認知しとく必要があるんじゃないかな

と思うんですけど、その辺は行政として職員の研修等はそれと介護施設等々に対する研修の要請

みたいなことはされる予定はあるんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 介護保険施設の方ですけど、地域密着型サービスにつきまし

ては、町が指導監督するということになっております。２年、３年に１度になりますけれども、

各施設を訪問し、指導を行うことになっておりますのでその中で、決定もしていきますし、施設

の方については当然、この条例を熟知していただきながら、事業を運営していただくというのは、

当然のこととなります。町の方としては指導監督をしっかりとしていきたいと思っております。

また、職員の研修はどうなのかということですけれども、介護保険係の中でもこの条例について

はしっかりと学習を進めて参りたいと考えております。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。議案第３５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３５号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 
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日程第１３  議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第１３ 議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」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３６号、内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴い、内子町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正す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） 議案第３６号、内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書は８９

ページからでございます。この条例で言います、放課後児童健全育成事業といいますのは、放課

後児童クラブのことでございます。今回の改正ではその放課後児童クラブの職員の資格に関し、

要件の明確化と要件の見直しをおこなうというものでございます。議案説明資料でご説明申し上

げます。 

１０２ページをご覧ください。第１０条でございます。職員の資格要件について定める条項で

ございます。その第３項第４号で、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を、「教育職員免許法第４条に規定する免許

状を有する者」と改正するものです。この改正によって、当該規定の対象者の具体的範囲につい

て、改正後は、特別支援学校の教員免許のみを有する者、臨時免許状や特別免許状を有している

者、養護教諭免許を有する者についても含まれることとなります。また、「資格を有する者」との

規定でございますけれども、教員免許更新制度との関係で、ここの部分が分かり難い規定となっ

ていたことから、「免許状を有する者」に変更することで、免許を取得しましたが、免許自体の更

新を受けておらず、失効している者も疑問の余地なく対象となることが明確にされました。第１

０条では第９号のつぎに第１０号を追加し、５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であ

って、町長が適当と認めた者を資格要件に追加しました。この号の追加で、放課後健全育成事業

に長年勤務しているにも拘らず、高校を卒業していないために、放課後児童支援員になれない方

がいることから、資格要件の見直しが行われたものです。以上、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。 
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○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） 要は資格の明確化という形で更新してない者が該当する場合があった

り、更新してないことによって免許状が該当することがあったり、講師の先生になれるのに、な

れない条件になっていたりということであると思うんですけど、具体的にどのくらいの人数の方

がこれに該当されて人員が不足するとかいう事態になっているんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 人員につきましては特にはしておりませんけれども、例とい

たしましても、教員の免許をもっていて、離職をされた方で新しい制度で更新制度の中で更新を

されずにそのままにされていた方。そういった方が今回の改正で対象になるということでござい

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） 特別問題になっているという状態なんでしょうか。今までは見て見ぬ

ふりをしとった状態なのかということなんですけど。 

○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） 今、対象になると言いましたが、対象になることが明確化し

たと訂正させて下さい。そして、この件については、明確化するということでして、今までも教

員の免許は持っていましたが、更新されていない方も同じく対象とさせていただいておりまして、

ここに疑義が生じる例が全国的にあるということで、症例が改正されたものでございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。議案第３６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３６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３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第１４  議案第３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」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。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第３７号、内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例につきましては、内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会

を設置するため、内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正するものでございます。その内容につきましては、町並・地域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。 

○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） それでは、議案第３７号、内子町特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 

議案書１、９０ページ、説明資料３、１０４ページをお開きください。提案理由といたしまし

て、内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置のため、内子町特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。改正する内容につきまし

ては、議案説明資料１０４ページでご説明させていただきます。別表に、内子町歴史的風致維持

向上計画推進協議会委員、大学教授等、日額１万５，０００円、委員、専門委員の日額を追加す

るものでございます。金額につきましては、同様な委員会委員の金額に合わさせていただいてお

ります。以上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申

し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会を設置するためという提案理由

ですが、この協議会はどういう性格のものでしょうか。 

○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） 現在、策定委員会が設置されておりますけれども、この

歴史町並法の中で、法定協議会の設置というのが義務付けられております。策定委員会を進めて

いく中で、国に計画書を申請するわけなんですけど、途中の段階で法定協議会を設置しなければ

ならないということになっておりますので、ある程度の策定が出来た段階で、法定協議会という

ものに移行させていただきたいと考えておりまして、この設置をして委員会を立ち上げるもので

ございます。現在、昨年度からですね、歴史的風致維持向上計画というものを策定しております。

その計画書を策定する中で、策定委員会を立ち上げて今、委員さんにいろいろと協議いただいて

いるんですけど、その途中の段階で申請するにあたって、法定協議会というものに移行して、策

定した内容とかを議論いただければならなくなっております。そのための協議会でございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） それでは、今まで計画を作成するために委員会をもたれて検討されてきた
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という説明があったんですが、そこらにはこういう特別職の対応というのは必要なかったんでし

ょうか。 

○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） 同じように、大学の教授、先生にもかかわっていただい

ております。それは設置要綱の中で今までも定められておりまして。新たにこの協議会というも

のを設置するものでございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 今まで対応してきた日当というのはどういう根拠で対応をされよったんで

しょうか。 

○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） 今までにもですね、まちづくり交付金事業とかいろいろ

な類似の委員会がございました。そのような同様な委員会と同じような取り扱いでお支払いをさ

せていただいております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 歴史的風致維持向上計画にあたっては東大のなんとか先生ですか、に委

託料が発生していると思うんですよ、それとはまた別ということの理解でよろしいでしょうか。 

○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） 委託料っていいますのが、東京大学の研究室の方に委託

している委託料をさされていると思われるんですけれども、それ以外にですね、愛媛大学の先生

ですとか他の先生にも策定委員会にはかかわっていただいておりますので、それらの先生に対す

る支払いの金額でございます。 

○議長(山本徹君)  他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。議案第３７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)  異議なしと認めます。よって、議案第３７号は、総務文教常任委員会に付

託することに決定しました。 

 

日程第１５ 議案第３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 議案第３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例

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３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例につきまして

は、施設使用料の改定に伴い、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。 

 その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いいたします。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議案第３８号、内子町都市公園条例の一部を改正する条例に

ついて、ご説明申し上げます。 

資料番号１、議案書９２ページをお開き下さい。提案理由でございますが、施設使用料の改定

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。内容につきましては、議案説

明資料でご説明させていただきたいと思います。資料番号３の説明資料１０７ページの新旧対照

表をお開きいただきたいと思います。今回の改正は、まもなく完成いたします内子運動公園水泳

プールに関するものになります。右の表が現行になりますが、個人の大人であれば２００円、子

どもであれば１００円としておりましたが、プール使用料収入と料金を徴収するために係る経費

の差が近年ではあまりありません。今回リニューアルオープンに併せて、無料にさせていただき、

多く皆さんに利用していただきたい旨の今回の改正になっております。表中の水泳プールのとこ

ろをすべて削除させていただき、その下の注の水泳プールに関するものも併せて削除させていた

だきます。 

説明資料１０５ページをご覧ください。今回の一部改正にあわせて、第２条第３項の表内の「水

泳プール」のところを削除させていただくものでございます。また同条第５項に水泳プールに関

する内容を追加するものでございます。以上、議案第３８号、内子町都市公園条例の一部を改正

する条例についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お

願い申し上げます。 

○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３８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)  異議なしと認めます。 

よって、議案第３８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１６ 議案第３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 
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○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指

定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本定例会に上程しております、本案を含む３件の指定管理者の指定に関

する案件につきましては、５月１０日に開催しました内子町公の施設指定管理者選定委員会の審

査結果報告に基く指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定より議会

の議決を求めるものでございます。 

 まず、議案第３９号、内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定につきましては、その内容

を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上

げます。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 

○小田支所長（大森豊茂君） それでは、議案第３９号、内子町小田深山観光施設の指定管理者

の指定につきまして、ご説明いたします。 

議案資料１の９５ページをお開きください。今回提案しますのは、内子町小田深山観光施設の

うち、深山荘関連施設の指定管理者の指定についてでございます。深山荘関連施設につきまして

は、平成２９年の７月１日から指定管理者がいない状態となっていました。老朽化による取り壊

しを予定しております深山荘とその別館の建物を除く、残りの関連施設の指定管理者につきまし

て議会の議決をもとめるものでございます。指定管理者の選定にあたりましては、４月２日から

５月２日の間、公募をおこない、ミカタスイッチ株式会社、１社のみの応募があり、５月１０日

に開催されました指定管理者選定委員会において、異議なく選定されたところでございます。内

容をご説明いたします。指定管理者に管理を委任する施設の名称は、内子町小田深山観光施設の

うち深山荘関連施設で、先ほど申しましたように深山荘と別館の建物は除かれたものでございま

す。その他の施設の内容につきましては、公衆トイレ１棟、遊歩道、延長が１６８９ｍ、駐車場、

７，７５９㎡、キャンプ場、３，０４５㎡、深山荘の敷地、これは駐車場を含んでおりますが、４

１０㎡及び、簡易水道施設の１式でございます。これらの施設につきまして、年間をとおしてト

イレの清掃、それから敷地内の清掃、草刈、水管理、現地での観光案内等を行っていただくもの

でございます。所在地は、内子町中川小田深山国有地内となっております。深山荘から小田に向

かいまして、１キロほどの間にこういった施設がすべてあります。指定管理者に指定する団体は、

ミカタスイッチ株式会社。代表取締役、納堂邦弘氏でございます。会社の所在地は、内子町小田

８４番地でございます。ミカタスイッチ株式会社は昨年８月に設立された会社でございますが、

代表者であります、納堂邦弘氏は、地域おこし協力隊として昨年１０月までの３年間、小田地区

を中心に活躍をいただいており、小田深山観光施設についても精通致しております。また、森林

インストラクターの資格をもたれており、幅広い人脈を活用し、今後施設の維持管理とともに、
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観光の案内等もおこなっていただきながら、小田深山での新たな取り組みが期待できるものと考

えております。指定期間は、平成３０年７月１日から平成３２年３月３１日までの１年９か月間

と致しております。これは、現在、新深山荘の建設に向けた取り組みをおこなっておりますが、

平成３２年度からはこの新深山荘も含めたもので今回、指定管理施設とします施設等も一緒に新

たな指定管理者を募集していく予定でいます。それまでの期間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。以上、よろしくご審議の上、ご決定たまわりますよう、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。 

○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） 指定管理者するのにトイレの清掃、建物は除くということですから。

トイレの清掃とか、駐車場の維持管理、キャンプ場もあるということでしたが、例えば利益を上

げる要素というか、何かキャンプ場をするのに有料でするとか、運営計画みたいなのは、これ一

社しか応募がなかったということですから、どういうふうなかたちなのか、それとも維持管理に

ついては、清掃費なら清掃費は町から出すのか。ついしたらこれ産建の付託になるかもしれませ

んので、私総務なので。その点だけ確認をしたらと思います。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(山本徹君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） 今のご質問でございますが、今回、管理委託します施設につきま

しては、ほとんど収入というものがともないません。キャンプ場だけ若干の収入がございますが、

ほとんどないとしたものでございまして、これまでは深山荘の運営をする中でその運営費もあっ

た中での指定管理料をお支払いしていたわけですが、今回につきましては、収入がないものです

から、指定管理料、今年度につきましては、６０万の支払いを予定しております。それが７月か

らということでございまして、３か月少ないということで、６０万です。それから来年は４月か

ら３月までということでこれにつきましては、８６万４，０００円の支払いになろうかと思いま

す。内容的にはキャンプ場とか駐車場の草等が生えて参りますので、これを年３回は刈っていた

だくということと、トイレにつきましては、週３回。これは４月から１１月までは週３回、トイ

レの管理。それからトイレットペーパー等の入れ替えもありますが、これらの消耗品についても

指定管理料の中で対応をしていただくということです。１番問題となりますのは、簡易水道がか

なり古いということもあってですね、大雨の後は水がでなくなったりというのがありますので、

そこらの管理を随時おこなっていただくということにしております。あとは、夏場と冬場で観光

客の数も違いますし、あと雪もあってですね、管理自体が変わってこようかと思いますが、年間

通した管理料としましては、月平均７万２，０００円になってこうかと思います。これは先ほど

いましたような消耗品、それから燃料費、そういったものもすべて含んだもので計算させていた

だいております。以上です。 

○議長(山本徹君)  他に質疑はありませんか。 

 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３９号は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
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これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長(山本徹君)  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３９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４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１７ 議案第４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指

定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定につきまし

ては、その内容を町並・地域振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

○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） それでは、議案第４０号、内子町観光振興拠点施設の指

定管理者の指定についてご説明させていただきます。指定管理者の指定につきましては、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。この施設につ

きましては、広報等による公募結果、他に応募がありませんでしたので、５月１０日開催の指定

管理者選定委員会の審査結果の答申を受け、指定管理者として指定するものでございます。 

内容につきましては、議案書１、９６ページをお開きください。１、指定管理者に管理を委任

する施設の名称及び所在地でございますが、名称は内子町観光振興拠点施設「旅里庵」。所在地は

内子町内子３００番地でございます。２、指定管理者に指定する団体の住所及び名称でございま

すが、住所は内子町内子２０２０番地。名称は内子町観光協会。会長は池田央氏でございます。

指定の期間でございますが、平成３０年７月１日から平成３５年６月３０日までの５年間でござ

います。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑にはいります。 

〔「なし。」の声あり〕 

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４０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４０号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 
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日程第１８ 議案第４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 議案第４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の

指定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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４１号、護国コミュニティセンターの指定管理者の指定につきま

しては、その内容を総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○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、議案第４１号、護国コミュニティセンターの

指定管理者の指定につきましてご説明を致します。 

議案書１の９７ページをお開きください。一つ目、指定管理者に管理を委任する施設の名称及

び所在地でございます。名称につきましては、護国コミュニティセンター。所在地につきまして

は、内子町城廻９２番地１でございます。２つ目の指定管理者に指定する団体の住所及び名称は、

所在地、内子町城廻９２番地１。名称、護国区でございます。３つ目の指定期間につきましては、

平成３０年７月１日から平成３３年９月３０日までの３年３ヶ月でございます。本施設は、平成

１６年度に、高昌寺前にありました、旧護国集会所を廃止し、護国地区の集会施設として、新た

に建設をして以来、護国区民の集会や交流、福祉の向上に寄与する場として利用されております。

場所は現在の内子中学校の横に建設をされておりますが、利用形態につきましては、指定管理施

設として内子町集会所条例に規定しております、町内の他の集会施設と同様の利用形態であるた

め、指定管理者を定めるにあたっては非公募とさせていただきました。なお、指定の期間につい

てでございますが、他の集会所の指定期間と同様の指定期間とするために、終了期日を平成３３

年９月３０日までとするものでございます。以上、議案第４１号、護国コミュニティセンターの

指定管理者の指定につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

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４１号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４１号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 
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日程第１９ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２１ 議案第４４号  平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２２ 議案第４５号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第１９ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

１号）について」「日程第２０ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第 1号）について」「日程第２１ 議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第 1号）について」「日程第２２ 議案第４５号 平成３０年度内子町介護保険サ

ービス事業特別会計補正予算（第１号）について」以上４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） それでは、補正予算関係２でございます。議案第４２号、平成３０年度

内子町一般会計補正予算（第 1 号）について、議案第４３号、平成３０年度内子町国民健康保健

事業特別会計補正予算（第 1 号）について、議案第４４号、平成３０年度内子町介護保険事業特

別会計補正予算（第 1 号）について、議案第４５号、平成３０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）についてご説明を致します。 

まず、水色の表紙でございます。議案第４２号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第 1

号）についてでございます。 

 １ページをお開きください。平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）は、歳入歳出そ

れぞれ９億２，７３８万９，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を９６億８，４３８万９，

０００円とするもので、前年度の６月補正後予算と比較して５億７，４３１万１，０００円、５．

６％の減となっております。 

 １０ページをお開き下さい。表中、「補正額の財源内訳」の歳出合計欄をご覧ください。一般会

計補正予算（第１号）に充当致します財源は、国県支出金が３億５，８４６万円。地方債      

が４億９，４４０万円。その他の特定財源、６，３４９万３，０００円。一般財源が１，１０３万

６，０００円でございます。歳入につきましては、事業の内示が確定したものに係る分担金、国

庫県支出金、基金繰入金、町債の補正となっております。 

歳出につきましては、主なものとして、１５ページでございます。１５ページをお開きくださ

い。２款１項９目、企画費１５節の工事請負費でございます。石畳地区に新たに移住体験施設を

整備するための工事費３７８万円を計上しております。 

 続きまして、２０ページの中段でございます。６款１項５目、農山漁村活性化対策費でござい

ます。都市と農山漁村の地域間交流拠点施設の促進を図る、からり直売所改築における地域連携

販売力強化施設整備工事として、工事請負費など、１億７１１万２，０００円を計上致しており
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ます。 

 続いて、２１ページの中段やや下でございます。６款２項２目、林業振興費でございます。野

生鳥獣による農作物の被害を減少させるためのワイヤーメッシュ柵、捕獲費用補助など、１，４

２２万２，０００円を計上致しております。続いて、その下でございます。６款２項３目、林業

施設費でございます。蔵ヶ谷面谷線ほか農山漁村地域整備交付金事業などに２億８０７万７，０

００円を計上致しております。 

続いて、２２ページの中段でございます。７款１項１目、商工総務費、１９節の負担金・補助

金及び交付金でございます。町内の店舗兼住宅等で老朽化により、借り手が付かない物件等の所

有者に対して、店舗として活用できる状態にするための内子町空き店舗等、改修支援事業費補助

金、３００万円を計上致しております。続いて、その下でございます。７款１項２目、観光費１

３節の委託料でございます。内子町観光協会の独立に向けたコンサルティング委託料として、３

９９万６，０００円を計上致しております。 

 続いて、２３ページの下段、８款２項３目、道路橋梁新設改良費でございます。町道重松中線

などに１億３，３５６万円を計上致しております。 

続いて、２４ページの上段でございます。８款４項３目、公園費でございます。内子運動公園

野球場改修工事など、１億７，１６３万７，０００円を計上しております。 

 同じく、２４ページの下段、８款５項１目、住宅管理費でございます。公営住宅高岡団地改修

工事として、１３節の委託料に１５８万８，０００円、１５節の工事請負費に３，１１０万４，

０００円を計上しております。 

 続いて、２５ページの中段でございます。１０款１項３目、教育諸費でございます。学校教育

環境改善として、天神小学校エアコン設置工事請負費２，９３７万６，０００円を計上致してお

ります。 

 続いて、２７ページの中段でございます。１０款５項３目、自治センター費でございます。南

山自治会館・吉野川自治会館整備事業として、１３節の委託料に８６１万９，０００円、１５節

の工事請負費に 1 億７，８０１万７，０００円、１８節の備品購入費に簡易ステージ等４２２万

８，０００円をそれぞれ計上致しております。以上、一般会計補正予算（第 1 号）の説明でござ

います。 

続きまして、議案第４３号から議案第４５号までの特別会計における補正は、４月の職員人事

異動にともなう人件費の補正をおこなっておるところでございます。 

まず、オレンジ色の表紙でございます。議案第４３号、平成３０年度内子町国民健康保健事業

特別会計補正予算（第 1号）についてでございます。 

 １ページをお開きください。平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、職員の人事異動による人件費の補正でございまして、歳入歳出それぞれ２８５万円を増額し、

歳入歳出予算の総額を２１億８，６４５万円としております。 

 続きまして、ピンク色の表紙でございます。議案第４４号、平成３０年度内子町介護保険事業

特別会計補正予算（第 1号）についてでございます。 

１ページをお開きください。平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は

職員の人事異動による人権費の補正でございまして、歳入歳出それぞれ１７４万４，０００円を
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減額し、歳入歳出予算の総額を２５億５，０９５万６，０００円と致しております。 

 続きまして、同じくピンク色の表紙でございますが、議案第４号、平成３０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年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第

１号）は、これも職員の人事異動に伴う人件費の補正でございまして、歳入歳出それぞれ９５万

２，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１，８９４万８，０００円と致しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「はい。」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４２号から議案第４５号までの補正予算４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４２号から議案第４５号までの補正予算４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２３ 議案第４６号 第２４号立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請

負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第２３ 議案第４６号 第２４号立川自治会館耐震補強改修建築主

体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 第２４号立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約に

ついてでございます。本案につきましては、５月３０日に入札を執行し、仮契約を締結した、第

２４号、立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約について議会の議決を求め

ものでございます。その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしく

ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議案書９８ページをお開き願います。議案第４６号、第２４

号、立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約について、でございますが、こ

の工事につきましては、工事請負契約を締結することにつき、議会の議決を求めるものでござい

ます。提案理由としましては、５月３０日に入札を執行し、仮契約を締結したので、議会の議決
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を求めるものでございます。まず、契約の目的でございます。第２４号立川自治会館耐震補強改

修建築主体工事に係る工事請負でございます。契約の方法としましては、一般競争入札でござい

ます。契約金額は、６，２４２万４，０００円でございまして、契約の相手方は、内子町内子２０

７７番地、株式会社山本建設、代表取締役、長岡幸男でございます。落札率につきましては、９

７．２％、工期につきましては、議会の議決のあった翌日から平成３０年１２月１５日の予定で

ございます。 

 続きまして、工事概要についてご説明申し上げます。説明資料３の一番後ろになろうと思いま

す、１０８ページをご覧いただいたらと思います。立川自治会館につきましては、鉄筋コンクリ

ート造の一部鉄骨造３階建てとなっております。耐震補強工事の概要につきましては、１階、２

階の両サイドに補強鉄骨ブレスを入れるようにしております。下の立面図、１・２階の平面図に

赤く着色しておりますのが、補強鉄骨ブレスの位置になります。また３階平面図にありますよう

に、天井裏に水平ブレスを２４箇所設置するようにしております。また、青で表示しております

部分が、耐震スリットになっておりまして、階段部分の壁に６箇所予定しております。耐震補強

工事以外につきましては、老朽化改修工事として左下の表内の工事を予定しております。なお、

電気設備・機械設備工事等につきましては、設備工事として別途発注を行っております。以上、

説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、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４６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４６号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（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６月１５日の本会議で

お願いします。 

次の本会議は、６月１５日、午前１０時に開会します。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

午後 ３時４６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 ６月第９６回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成３０年 ６月 ７日（木） 

○開会年月日   平成３０年 ６月１５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  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  安 川   徹 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 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  入 海   孝 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  上 石 富 一 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  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 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６号） 

平成３０年６月１５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 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例について 
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日程第 ４ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１２ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

について 

日程第１３ 議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）につ

いて 

日程第１４ 議案第４５号 平成３０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１５ 議案第４６号 第２４号 立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負

契約について 

日程第１６ 議員派遣の件 

日程第１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１８まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

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

議規則第１１９条の規定により、議長において、５番、森永 和夫議員、６番、菊地 幸雄議員

を指名します。 

 

  日程第２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に

配布しております、議事日程第６号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  
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  日程第３ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議案第３４号 内子町移住体験施設条例の一部を改正する条

例について」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６月８日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、議案第３４号「内子町移住体験施設条例の一部を改正す

る条例について」、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３４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、石畳地区に内子町移住体験施設の増設をすることに伴い、

内子町移住体験施設条例の一部を改正するものです。委員の質疑においては、「この建物の耐震

化はできているのか。」との質問に対し、「保存登記はされていないが、税務課の家屋調査台帳に

平成８年の建築年度の記載があり、耐震基準はクリアしている。」との答弁でありました。採決

の結果、議案第３４号は、「原案のとおり可決すべきもの」と決定致しました。以上で、委員長

報告を終わります。 

○議長（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３４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３４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３４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第４ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第３５号 内子町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について」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。 
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○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６月８日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第３５号「内子町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について」、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３５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、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が公

布されたことに伴い、内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正するものです。委員から、「介護保険事業関係施設に追加された介

護治療院は内子町にあるのか。」との質疑に対し、「介護療養病床などに代わって創設される、新

しい施設の名称であるが、内子町にはない。」との答弁がありました。「介護サービスの種別の中

で、内子町に無いものがあるのはなぜか。」との質疑に対し、「内子町での利用者が少ないのが実

情である。」との答弁がありました。採決の結果、議案第３５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。以

上。 

○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。 

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。 

 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３５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３５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３５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第５  議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第３６号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」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。 
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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６月８日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第３６号「内

子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

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３６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、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令の公布に伴い、内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

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３６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。以上。 

○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３６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３６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３６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第３７号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」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６月８日の本会議において、
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総務文教常任委員会に付託されました、議案第３７号「内子町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、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３７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。今回の改正は、内子町歴史

的風致維持向上計画推進協議会を設置するため、内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正するものです。委員の質疑においては、「内子町歴史的風致維

持向上計画策定委員会と内子町歴史的風致維持向上計画推進協議会との違いは。」との質問に対し、

「歴史的風致維持向上計画書を策定するまでが策定委員会の役割であり、その後の１０年計画の

策定や事業の検証などを担うのが、推進協議会である。」との答弁でありました。採決の結果、議

案第３７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３７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３７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３７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３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 議案第３８号 内子町都市公園条例の一部を改正する条例に

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６月８日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、議案第３８号「内子町

都市公園条例の一部を改正する条例について」、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３８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。今回の改正は、

内子運動公園水泳プール施設使用料の改定に伴い、内子町都市公園条例の一部を改正するもので

す。委員の質疑においては、「使用料が無料となれば、利用者が増えると考えるが、その対策は。」
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との質問に対し、「監視員などを増員して、安全対策をしっかりと対応していきたい。」との答弁

でありました。採決の結果、議案第３８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３８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３８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３８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３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 議案第３９号 内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定

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６月８日の本会議において、

産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第３９号「内子町小田深山観光施設の指定管理

者の指定について」、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３９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、内子町小田深山観光施設、いわゆる深山荘関連施設の指定管

理者の指定をすることについて、議会の議決を求めるものです。委員から、「指定管理する区域が

広域にわたるが、どのように検収するのか。」との質疑に対し、「作業日誌において確認する。」と

の答弁がありました。また、「管理内容が大変であると思うが、指定管理料は、公募の段階で提示

していたのか。」との質疑に対し、「提示していた。」との答弁がありました。採決の結果、議案第

３９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。以上。 

○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。 
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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３９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３９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３９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４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第４０号 内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定

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６月８日の本会議において、

産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第４０号「内子町観光振興拠点施設の指定管理

者の指定について」、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４０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、内子町観光振興拠点施設、いわゆる旅里庵の指定管理者の指

定をすることについて、議会の議決を求めるものです。委員から、「観光協会は法人化に向けて検

討しているのに、指定管理料まで払うことに違和感がある。」との意見に対し、「旅里庵はＪＲ内

子駅にある重要な観光施設であり、存続するための検討をした結果、管理料を払って指定管理し

ていただくことが一番良いと考え、公募した結果、観光協会にお願いすることとなった。」との答

弁がありました。また、「特産品の販売によるマージンを取ることは、観光協会を育成していく観

点からおかしいのではないか。」との質疑に対し、「観光協会の自助努力を促すために設定してい

るが、検討させてほしい。」との答弁がありました。採決の結果、議案第４０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。以上。 

○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。 
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〔「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４０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４０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４０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４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議案第４１号 護国コミュニティセンターの指定管理者の

指定について」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。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６月８日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、議案第４１号「護国コミュニティセンターの指定管理者

の指定について」、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４１号は「原案

のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質

疑等についてご報告をいたします。本議案は、護国コミュニティセンターの指定管理者の指定を

することについて、議会の議決を求めるものです。委員の質疑においては、「旧護国集会所が現在

も残っている理由は。」との質問に対し、「町並関係の備品等を保管している。老朽化しており、

景観上の問題もあるので、地元と協議しながら、今後の対応を詰めていきたい。」との答弁であり

ました。採決の結果、議案第４１号は、「原案のとおり可決すべきもの」と決定いたしました。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。 

○議長（山本徹君） 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４１号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。議案第４１号は、

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立、全員です。 

 よって、議案第４１号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第１１ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第１２ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1

号）について 

日程第１３ 議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

について 

日程第１４ 議案第４５号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第１１ 議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

１号）について」「日程第１２ 議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について」「日程第１３ 議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）について」「日程第１４ 議案第４５号 平成３０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」補正予算４議案を一括議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保予算決算常任委員長。 

〔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） ご報告申し上げます。去る６月８日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました４件の補正予算について、６月１２日に委員１５名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきま

しては、配付いたしております審査報告書のとおり、全４議案「原案のとおり可決すべきもの」

でございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。議案第

４２号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）につきましては、９億２，７３８万９，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を９６億８，４３８万９，０００円とするものです。前

年同期と比較し５．６％の減額となっています。 

 それでは、まず歳入予算についてでございますが、国県支出金３億５，８４６万円、地方債４

億９，４４０万円、その他特定財源６，３４９万３，０００円、一般財源１，１０３万６，０００

円となっております。 

 続いて、主な歳出予算は、２款総務費においては、論田団地のボーリング調査業務委託料とし

て５７５万７，０００円が計上されています。委員から、「土地利用に目途はあるのか。」との質

問に対し、「企業誘致に備えて、万全の体制をとっておきたい。」との答弁がありました。地域お

こし協力隊関係予算が業務委託費に組み替えとなっています。委員から、「協力隊の活動の自由度

を高めるためのものか。」との質問に対し、「委託業務をしっかりしてもらいながら、独立に向け、

自分の生業についても取り組んでほしい。」との答弁がありました。６款、農林水産業費において

は、農泊推進対策事業として、１，０５０万円が計上されています。委員から、「インバウンド事

業をどのように進めていくのか。」との質問に対し、「グリーンツーリズムを中心として地域協議

会を立ち上げ、３つのモデル地区において具体的に取り組んでいきたい。」との答弁がありました。

さくらひめ生産拡大支援事業として、７万８，０００円が計上されています。委員から、「さくら

ひめ花木栽培の将来性について。」との質問に対し、「現在栽培農家は１軒だが、優良品種でもあ
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るので、補助事業もできたこともあり、今後について検討したい。」との答弁がありました。７款

商工費においては、内子町観光協会の独立に向けたコンサルティング委託料として３９９万６，

０００円を計上されています。委員から、「内子町の観光行政のあり方と観光協会の独立の関係に

ついて。」との質問に対し、「町が担っている観光行政の一部を受けもってもらい、将来的には内

子座などの伝統文化施設の運営などもできる組織となるよう期待している。」との答弁がありまし

た。８款土木費においては、「国道５６号沿いの野立て看板撤去費」に２６万円が計上されていま

す。委員から、「景観的にふさわしくないという地元からの要望ではあるが、これが一つの先例と

なり他に影響しないか。」との質問に対し、「屋外広告物条例等にもとづき、所有者がわからない

ケースとして対処したい。」との答弁がありました。公園費では、内子運動公園設計委託料に７１

７万２，０００円、野球場改修工事などの工事請負費に１億６，４４２万７，０００円などをそ

れぞれ計上されています。委員から、「駐車場整備工事の見直しは。」との質問に対し、「駐車台数

を増やすことで計画の見直しを進めている。出入り口については、計画のままでいきたい。」との

答弁がありました。１０款教育費では、学校教育環境改善として、天神小学校エアコン設置工事

請負費２，９３７万６，０００円を計上されています。委員から、「学校におけるエアコンの運用

基準は。」との質問に対し、「エコオフィスに合わせて、室温基準２８度で行いたい。」との答弁が

ありましたが、「文部科学省の室温基準などを参考に、見直しをしてほしい。」との意見がありま

した。自治センター費では、南山自治会館・吉野川自治会館整備事業等として、委託料に８６１

万９，０００円、工事請負費に 1 億７，８０１万７，０００円、備品購入費に簡易ステージ等４

２２万８，０００円をそれぞれ計上されています。委員から、「予算化している備品は何か。」と

の質問に対し、「舞台と舞台幕である。それ以外のイスや机などの移動可能な備品については地元

自治会で準備してもらう。」との答弁がありました。以上、議案第４２号内子町一般会計補正予算

（第１号）について、多くの質疑がなされました。採決の結果全会一致により、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第４３号、平成３０年度内子町国民健康保健事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」でございますが、人事異動に伴い、歳入歳出それぞれ２８５万円を増額し、歳入歳出予算

の総額を２１億８，６４５万円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案第４３号は、

全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第４４号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、

でございますが、人事異動に伴い、歳入歳出それぞれ１７４万円４，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を２５億５，０９５万６，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、

議案第４４号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

最後に、議案第４５号、平成３０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、でございますが、人事異動に伴い、歳入歳出それぞれ９５万２，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を１，８９４万８，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、

議案第４５号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で、委

員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。久保委員長、席にお戻りく

ださい。採決は議案ごとに行います。 
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まず、議案第４２号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）についての採決を行い

ます。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立、全員です。 

 よって、議案第４２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第４３号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立、全員です。 

よって、議案第４３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第４４号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」

の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立、全員です。 

よって、議案第４４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第４５号 平成３０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４５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４６号 第２４号 立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事

請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 議案第４６号 第２４号 立川自治会館耐震補強改修建築

主体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

審査結果について、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６月８日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、議案第４６号「第２４号 立川自治会館耐震補強改修建

築主体工事に係る工事請負契約について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査結果について、

議案第４６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、５月３０日に入札を執行し、仮契約
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を締結した「第２４号立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約」について、

議会の議決を求めるものです。委員の質疑においては、「建物２階玄関に続く橋梁部分の耐震診断

は検討したのか。」との質問に対し、「構造物として耐震診断しており、倒壊の危険性は低いと診

断が出ている。」との答弁でありました。また、「工事に伴う建物内の備品などの移動はどうする

のか。」との質問に対し、「これから開催される工程会議の中で、地元と協議しながら、進めてい

きたい。」との答弁でありました。採決の結果、議案第４６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４６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４６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４６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１６ 議員派遣の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議員派遣の件」を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定しま

した。 

 

  日程第１７ 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１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題とし

ます。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議長

の諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出があ

りました。お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継

続調査とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする
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ことに、決定しました。 

 

日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題とします。

各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査し

たい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに、決定しました。以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

ここで、稲本町長、ごあいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ６月定例会閉会に当たりまして一言、御礼を申し上げたいと思います。

議員の皆さん方に置かれましては、大変ご多忙の中、本会議に出席をいただき、慎重審議提案さ

せていただきました全議案、お認めをいただきまして誠にありがとうございました。それぞれ議

案の趣旨、内容、目的に沿い、また審議の中でご指摘いただいたことを踏まえ、適切に執行して

参る所存でございます。これからもどうぞ一つご支援賜りますように、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。いよいよこれから梅雨本番かもしれません。梅雨の末期には大きな災害が起こ

りやすいこともあります。私たちとしても万全を期していきたいと思っております。議員の皆さ

ん方もそれぞれ地域の中でまたご相談やらご指導いただくことがあろうかと思います。どうぞ引

き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。６月定例会、本当に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６月第９６回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１０時５３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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第９６回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

１ 

平成２９年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
受理 

報告 

２ 

平成２９年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計

算について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
受理 

報告 

３ 

専決処分の報告について（第 68号 内子運動公園プ

ール改修建築主体工事に係る工事変更請負） 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
受理 

報告 

４ 

専決処分の報告について（議会の議決に付すべき町

の義務に属する損害賠償の額を定め和解することに

ついて） 

平成 

30.6.7 
平成 

30.6.8 
受理 

議認 

１ 

内子町税条例等の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
承認 

議認 

２ 

内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついての専決処分の承認を求めることについて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
承認 

議認 

３ 

平成２９年度内子町一般会計補正予算（第７号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.8 
承認 

議案 

３４ 
内子町移住体験施設条例の一部改正について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

３５ 

内子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に

ついて 

平成 

30.6.7 
平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

３６ 

内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

３７ 

内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

３８ 
内子町都市公園条例の一部改正について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

３９ 

内子町小田深山観光施設の指定管理者の指定につい

て 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 
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議案 

４０ 

内子町観光振興拠点施設の指定管理者の指定につい

て 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４１ 

護国コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４２ 

平成３０年度内子町一般会計補正予算（第１号）に

ついて 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４３ 

平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第 1号）について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４４ 

平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第 1号）について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４５ 

平成３０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 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 

議案 

４６ 

第２４号 立川自治会館耐震補強改修建築主体工事

に係る工事請負契約について 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.15 
原案可決 
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受理 
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核兵器禁止条約の署名・批准を求める請願書 

（総務文教常任委員会付託のもの） 

平成 

30.6.7 

平成 

30.6.7 
不採択 

受理 

２ 

生活保護基準引き下げ中止について国へ「意見書」
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平成 
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平成 
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