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平成３０年９月第９８回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成３０年９月１２日（水） 

○開会年月日   平成３０年９月１２日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

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

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

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

１５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  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８号） 

平成３０年９月１２日（水）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５ 

 

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。交通渋滞のため、遅刻届が関根律之議

員から提出されております。ただいまから平成３０年９月第９８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ものは、

副町長、及び各課長、班長等の１６名であります。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

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

規則第１１９条の規定により、議長において、７番、泉 浩壽議員。１１番、下野 安彦議員を

指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち「会期決定の件」を議

題とします。本定例会の会期は、去る８月２９日開催の議会運営委員会において協議され、本日

から２７日までの１６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９月２７日までの１６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８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〕 
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○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに平成３０年９月内子町議会定例会を招集致しましたところ、

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

ます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告７件、決算認定８件、剰余金処分２件、

条例改正が１件、計画変更１件、補正予算が５件、人事案件１件の合計２５件でございます。そ

れぞれの案件につきましては、その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、大きな被害をもたらした７月豪雨から２ヶ月が経過致しました。被災地では今も懸命な

復旧作業が続いています。内子町におきましても、公共土木、農林業土木合わせて２７６箇所の

被害がありましたが、順次復旧に向けての作業を進めております。それらに係る経費につきまし

ては、本定例会に補正予算として計上しておりますので、ご審議いただきますようお願い致しま

す。また、今回の災害で住宅の損壊や浸水の被害に遭われた方には、義援金や支援金の支給がご

ざいます。愛媛県・愛媛県共同募金・日本赤十字社愛媛県支部からの義援金が１１５万円あり、

これにつきましては、９件の対象者に被害区分に合わせて分配致しました。また、県が３分の２、

町が３分の１を負担する生活再建特別支援金も、２００万６，２５０円あり、こちらは７件の対

象者に支給しております。さらに、住宅が全壊された者を対象に、国の生活再建支援金の申請も

行っているところでございます。今後も引き続き必要な対応を行っていきたいと考えております。 

さて、今年の夏は、災害のため各地でイベントの中止が相次ぎました。内子町においても、内

子夏祭りの花火などが中止されましたが、８月以降のイベントについては、概ね例年どおり開催

されたように思います。内子笹まつりや、五十崎の花火大会、小田の「燈籠まつり」や「山の神・

火まつり」などは、例年同様に開催され多くの人出で賑わいました。また、第２２回内子座文楽

も、人間国宝になられた吉田和生さんにもご出演いただき、２日間で１，５８８人にお越しいた

だき、盛況のうちに開催することができました。前日に予定していた裏ツアーは、台風接近のた

め中止となりましたが、交流会には９２人のご参加があり、技芸員の皆さんと交流していただく

ことができました。今後も、皆さんに楽しんでいただけるイベントになるよう工夫を凝らしたい

と考えています。この他、新しい動きとして、昨年から始まった「ワンツーツリーフォレスト！」

が８月１８日・１９日の両日、ソルファオダスキーゲレンデを会場に開催されました。このイベ

ントは、森や木に親しんでもらうことを目的に、地域おこし協力隊の武田惇奨隊員が中心となり、

ワンフォレ実行委員会を組織して企画したもので、多くの事業者の協力を得て開催されました。

当日は２日間で７００人を超える参加者があり、山遊びやワークショップを楽しみました。この

催しを通して、森林への関心が高まり、林業など木に関わる仕事への理解が深まることを期待す

るとともに、今後もこのような新しい試みが広がることを期待しているところであります。 

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、平成３０年度９月補正予算について、内子小学校「交通安全子供自転車全国大会」入

賞について、小学校教員等海外研修事業について、第２８次宜野座村親善訪問交流事業について、

二宮家住宅等の寄附採納について、最後にローテンブルク市訪問についてでございます。 

それでは最初に、平成３０年度９月補正予算についてご報告致します。平成３０年度９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１４億６，５８６万円を追加し、歳入歳出

の総額、１１３億１，４６９万円を計上しています。これは、前年度同期の予算額と比較して、
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９．１％の増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、主な歳出は、

７月豪雨の復旧にかかる経費でございます。その他の歳出と致しましては、大瀬中学校、五十崎

小学校、立川小学校のエアコン設置工事設計委託及び内子小学校、五十崎中学校のエアコン設置

工事にかかる経費、愛媛たいき農業協同組合の「栗選果プラント」及びえひめ中央農業協同組合

の小田菌床センター生産施設「移動式栽培棚」更新のための補助金等を計上しております。その

財源は、国県支出金や地方債などを充てながら、不足する部分については、財政調整基金から２，

３８０万８，０００円と公共施設整備基金から９，７００万円を取り崩して充当する予定にして

おります。 

次に、内子小学校「交通安全子供自転車全国大会」入賞についてご報告致します。８月８日に

東京ビッグサイトで開催された自転車の安全運転の技能走行と交通ルールの知識を問う学科で競

う「第５３回交通安全子供自転車全国大会」に、愛媛県代表として５年連続で出場した内子小学

校自転車チームが見事５位入賞を果たし、昨年の４位入賞に続いての快挙となりました。また、

個人の部でも、６年生の松田愛さんが２位に入賞するなど、チーム全員が一丸となって好成績を

収めました。内子小学校自転車チームは３年前に全国優勝するなど、全国大会での入賞常連校に

なりつつあります。この成果は、選手の皆さんの努力はもちろんのこと、選手を支えていただい

たご家族、指導にあたられた教職員や大洲警察署の皆さまなどのご協力の賜物だと思います。選

手や関係者の皆さまに心からお祝いを申し上げますとともに、今回の貴重な体験が、選手の皆さ

んのこれからの人生の糧となり、より一層飛躍されることを期待しています。 

 次に、小学校教員等海外研修事業についてご報告いたします。７月２１日から２７日までの間、

町内小学校教員７名が、姉妹都市でありますドイツ･ローテンブルク市を訪問し、ドイツの英語教

育の素地や授業の展開方法、英語教授法などについて学んでまいりました。派遣団は、７月２３

日に現地のライヒスシュタット高校で小学校高学年の英語教育を２４日と２５日の２日間、オー

バーシェッケンバッハ小学校で小学校低学年の英語教育について研修致しました。参加教員から

は、「素晴らしい刺激を受けた。」という声とともに、「今回の経験をもとに、英語教育の形として、

内子スタンダードのような形式で統一できれば素晴らしい。」など多くの前向きな感想が寄せられ

ています。ドイツは、移民政策を積極的に行っている国であることは知られていますが、派遣団

からの報告によりますと、ライヒスシュタット高校の生徒の約１割が移民系の子どもたちのよう

です。また、ドイツにおける会社の公用語も英語に変わってきており、ドイツにおいても英語の

重要性は近年、更に高まりつつあるようです。日本におきましても平成３２年度から次期学習指

導要領が始まり、英語の授業が小学３、４年生で週１時間、小学５年生、６年生で週２時間が必

修となり、訪日外国人も年間２，８００万人を超える時代を迎えていることを考えますと、今回

の研修の成果を生かして、内子町の子どもたちが世界でも活躍できるよう教育委員会や学校と連

携を図りながら、英語教育の推進に取り組んでいきたいと考えています。 

次に、姉妹都市である沖縄県宜野座村との親善訪問交流事業について、ご報告致します。この

交流事業につきましては、旧五十崎町時代の昭和４８年度から始まり、今回で２８回目となりま

した。当初は、子どもたちだけでなく、大人の交流事業も行っておりましたが、現在は隔年で小

学５年生から中学３年生までの交流事業を行っています。今回は、町内小・中学校から９名の団

員と宮瀬弘吉内子小学校長を団長とする総勢１２名が、７月２８日から３１日までの日程で宜野
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座村を訪問致しました。子どもたちは、美海と呼ばれる美しい海での海水浴をはじめ、宜野座村

の自然を満喫し、現地の子どもたちとの交流を深めました。中でも、沖縄のご先祖を大切にする

文化の一つでシーミーと言う、お墓に親戚が集まり、ご先祖と共に食事をする風習を学んだこと

は、沖縄の文化を実際に肌で感じる良い機会となりました。続いて、８月５日から８日の日程で、

仲里信男団長以下１１名の宜野座村訪問団が来町され、内子の子どもたちと一緒に内子笹踊りに

参加したり、「お山の学校･ながた」での五右衛門風呂体験や豆腐作り、天神産紙での和紙作りや

凧博物館での凧文字体験など、内子町でしかできないことを体験していただきました。この交流

事業も半世紀近くとなり、これまでに３００人を超える人々が相互交流にご参加いただいていま

す。中には、親子２代にわたって参加した人もいます。今年の秋には、宜野座村から文化交流の

訪問団が来町され、内子座での内子町伝統芸能まつりにご出演いただく予定ですし、内子フレッ

シュパークからりでは宜野座村の特産品を販売する事業なども行われるなど、交流の幅が広がり、

新たな絆が生まれています。また、宜野座村からは７月豪雨に際して、お見舞いの言葉とともに

１００万円の支援金をいただきました。町民を代表して心より御礼を申し上げます。いただいた

支援金は、今後、災害復旧のために使わせていただく予定でございます。この交流が、今後も末

永く続き、様々な分野に交流が広がり、お互いの発展に寄与できることを願っています。 

 続いて、二宮家住宅等の寄附採納についてご報告致します。旧小田町の名誉町民でもあります、

故二宮幸巳氏の相続人である二宮和也氏から、小田地区にある住宅等を町へ寄附したいと寄附採

納願が提出され、今回、宅地２筆、家屋３棟、池沼１筆について、ありがたく寄附を採納させて

いただきました。二宮幸巳氏は、林業・製材業を通して、町の産業経済発展へ貢献され、旧小田

町商工会の設立にも貢献されました。また、町議会議員として副議長・議長を歴任されるなど地

方自治へも貢献されました。さらには、狭き門として大きな社会問題になっていた高校進学の問

題を解消するため、昭和３６年に松山聖陵高等学校を創設され、教育分野へも貢献されるなど、

幅広い分野において多くの功績を残された方でございます。今回ご寄附いただいた住宅等の活用

については、現時点では未定でございます。今後、地域の皆さんや地域おこし協力隊員等の意見

を参考にしながら、小田地域の拠点となるような施設の活用計画を立ててまいりたいと考えてお

りますので、議員各位におかれましてもご助言、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後に、ドイツ・ローテンブルク市訪問についてご報告致します。９月５日から１０日の日程

で、私と山本議長は、姉妹都市ローテンブルク市を訪問致しました。これは、ローテンブルク市

とロシアの姉妹都市ススダル市との交流３０周年を祝う式典にハルトル市長から招かれたことに

よるものでございます。ススダル市は、ロシア・ウラジミール州にある人口１万３，０００人ほ

どの都市です。その白亜の建造物群は、ユネスコの世界遺産に登録されています。ローテンブル

ク市とススダル市の姉妹都市交流は、３０年前から行われております。東西冷戦の中、戦火を交

えた歴史的背景もあり、その関係を構築するには、様々な困難があったようです。ドイツとロシ

アの過去２回の大きな戦争は、すべてロシアの地で行われ、ススダル市には、戦死した６００名

のドイツ兵の墓があり、ススダル市民の手によって、いつも花が供えてあり、美しく管理されて

いるということでした。このようなこともあって、ローテンブルク市長は、毎年のようにススダ

ル市を訪問し、今では子どもたちの交流など各分野にわたって交流が行われているということで

ございました。式典には、招待を受けた私たちのほかに、日本空港ビルデング株式会社の皆さん
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やロシア領事館の皆さんなど４００人が出席し、歴史を刻んだ帝国ホールで、厳粛な中にも温か

な心遣いを感じさせる式典でありました。ススダル市との訪問団とも親しく交歓させていただき

ました。ローテンブルク市のハルトル市長とは、今日までの交流の意義を確認するとともに、今

回特に小学校教諭の英語研修や、パン職人養成の研修受け入れ、７月豪雨災害のお見舞いメッセ

ージ等についてお礼を申し上げたところでございます。姉妹都市関係は、お互いがサインをして

終わりではなく、様々な分野で交流し、理解し合うことが大切です。それには時間と持続させる

エネルギーが必要で、これからも継続していくことを確認致しました。１１月には、青少年海外

派遣団も同市を訪問しますので、今後も更なる交流の深化を図るべく、ハルトル市長とともに尽

力したいと思います。また、来年春には、ハルトル市長ほかの訪問団が内子町へ訪れる予定との

ことでございますので、町民の皆さまとともに歓迎したいと思います。以上、６件の事柄につい

てご報告申し上げましたが、まずは災害復旧に全力を尽くしたいと思いますので、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。議事整理の都合もありますので、通告者以外の

関連質問はご遠慮願います。質問通告者は、５名であります。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） ９月議会に当たり通告に従い質問を致します。初めに、７月豪雨により

亡くなられた皆様のご冥福を心よりお祈り致します。また、被災された皆様に心よりお見舞いを

申し上げ、一日も早い復旧復興をご祈念申し上げます。さて、今回の豪雨災害、「過去に例を見な

い記録的大雨、命を守ることだけを考えて」「これまでにない大雨」「最大級の警戒を」という気

象庁の発表、今までに大雨でこのような発表はあったでしょうか。私は、自然は時にやさしく、

時にむごい仕打ちをもたらすものであり、人間はこの地球上で主人公ではないという思いを改め

て感じています。地震や火山噴火、津波、そして今回の豪雨など異常気象、どれをとっても人間

が科学技術でコントロールできるものではなく、自然そのものは、決して我々人間の都合には合

わせてくれません。だからこそ、我々は、起こりうる最悪の可能性に対し事前の備え、万全の対

策をして立ち向かわなければならないし、それを成し得るのが人間の力であり、今回の教訓を生

かし、人知をもってすればなすすべはきっとあるはずと考えます。 

 この７月豪雨ですが、西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生し、
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亡くなられた方は、２２０名、行方不明者１０人、住宅の全壊５，２３６棟、半壊５，７９０棟、

床上床下浸水３万４，２００棟。愛媛県内を見ても、死者２６人、行方不明者１人、住宅の全半

壊２，２４３棟、床上床下浸水４，６７２棟、土砂災害９９７ヶ所と、今回の豪雨の残した大き

な爪痕は、人々の心にも深い傷跡を残していきました。それでも今なお復興に向けて頑張ってお

られる方々、そして彼らに寄り添うように汗を流すボランティアの皆さんの力で、必ずやこの自

然の仕打ちに打ち勝つものと信じています。 

 内子町では、７月６日午前４時４９分に大雨警報、５時５５分に土砂災害警戒情報が発令。７

時２０分町内全地区で避難勧告が発令され、全避難所が開設されました。同時に、災害警戒本部

から職員全員による災害対策本部へと移行され、９日の土砂災害警戒情報、大雨警報が解除、避

難勧告が解除されるまで、町長はじめ職員の皆さん、消防団員の皆さん、自主防災組織のみなさ

んには大変なご苦労をおかけし、町民の皆さんもこれまでにない経験をされたものと思います。 

 さて、７月豪雨から２か月が過ぎました。いまだに復興に向けた取り組みがなされています。

いかに今回の災害が甚大なものであったか、改めて感じています。「日本は地球温暖化の影響で待

機中の水蒸気量が増加しやすく空気の流れが不安定になりやすいこともあり、これまで１００年

に一度と言われた雨が頻度を増すのは間違いなく、今回と同じレベルの豪雨はいつまた起きても

おかしくない」と専門家も指摘しています。しかし、雨は、地震と違い備えることができます。

今回の豪雨災害を対岸の火事ではなく、いつ我が町でも起こるかもしれないものと考え、しっか

りと検証し、内子町の災害対策に生かすべきとの観点から何点か質問を致します。 

まず、内子町での被害状況と、復旧に向けた取り組みを伺います。 

次に、７月６日午前４時４９分に大雨警報、５時５５分土砂災害警戒情報が発令され、７時２

０分町内全地区で避難勧告が発令、全避難所が開設されました。それに伴い災害対策本部を配備

され対応されました。早朝の出来事であり、何かとご苦労もあったかと思いますが、何か問題点、

反省点、今後の課題などご所見を伺います。 

次に、災害時に、要介護状態の高齢の方や障がいのある方など自ら避難することが困難で、特

に支援が必要な方の生命・身体を災害から保護することは極めて重要であり、避難行動要支援者

の避難支援対策は大きな課題と考えます。新聞報道によりますと、７月豪雨で被害が出た岡山・

広島・愛媛３県の市町村の８割以上で、災害発生時に自力避難が困難な高齢者や障がい者ら災害

弱者一人一人の支援者や避難先を決める個別計画の策定が完了していなかったとのことです。今

後起こりうる南海トラフ巨大地震や風水害等の災害に備え、要支援者の避難支援を迅速かつ的確

に行うため、平常時から要支援者に関する情報を把握するとともに、防災情報の伝達手段・伝達

体制の整備、避難誘導等の支援体制の確立が必要と考えますが、避難行動要支援者計画及び個別

計画は策定されているのか伺います。また、内子町地域防災計画の中に、災害種別ごとにその避

難所が適切か否かの表が掲載されています。例えば私が住んでいる上町ですが、龍王自治会館が

洪水・土砂災害時の避難所になっています。 

龍王自治会館は土砂災害警戒区域に隣接しており、果たして避難所として本当に安全か疑問に

思います。五十崎自治センターも避難所になっています。愛媛県は、平成３０年６月２２日に水

防法で義務付けられている水位周知河川に内子町小田川流域を指定し、洪水浸水想定区域図を公

表しました。それを見ても、町が作成したハザードマップでもこのエリアは浸水区域であり通行
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困難区域になっています。他にも指定されている避難所が避難所としてふさわしいのか、見直す

必要があるのではと考えますが、ご所見を伺います。 

次に、県が公表した洪水浸水想定区域図を見ると、想定最大規模降雨４８時間の総雨量８１１

ミリで、本庁周辺、分庁周辺は５ｍから１０ｍの浸水と想定されています。また、過去の雨量デ

ータなどを参考に、５０年に一度の確率で降るであろう雨量４８時間３０５ミリを設定した、洪

水浸水想定区域図を見ても、本庁周辺は、０．５ｍから３ｍの浸水が想定されています。今回の

雨量は７月５日４時から７月８日１３時にかけての総雨量４４０ミリです。６日、７日で３８０

ミリの降雨がありました。幸いにも、今回の豪雨で大きな浸水の被害は出ませんでした。しかし、

先程も言いましたが、地球温暖化による気候変動で豪雨はいつ我々を襲ってくるのか油断はでき

ないと考えます。そこで伺います。今回、県が公表した洪水浸水想定区域図を内子町の防災減災

にどう活用されるのか伺います。 

次に、３月議会で、防災行政無線について質問を致しました。答弁では、「聞き取りにくいとい

う自治会や区の住民の皆様からご指摘を受けており、内子地区と五十崎地区の町の中心部で採用

した長距離スピーカーで音達をカバーするエリアについて特に多くのご指摘を受けている」との

ことでした。また、「聞き取りにくい場所や、独自でモニタリングした場所など、施工業者と連携

し、テスト放送を行うなど個別に調整を行っており、改善に向け出来るだけの対応はしてきた。

音声合成についても、文章の区切り方、間の取り方など今後とも工夫しながら、聞き取りやすく

なるよう、精度をあげて運用したいと考えている」とのことでしたが、やはり、多くの町民の皆

さん方からは、今回の豪雨時の放送が聞こえないといった声を聞きます。聞き取りにくいのは、

本庁・分庁周辺のこれまであったスピーカーを撤去して長距離スピーカーで対応しているエリア

です。もう一度、元あった場所にスピーカーを設置することで、ある程度解消できると考えます

が、ご所見を伺います。 

 次に、８月３日付で「戸別受信機の貸与申請書の提出と、アンケートの回答にご協力を」とい

う文書が全戸に配布されました。戸別受信機については、３月の私の質問に対し、「屋外拡声子局

を設置することが困難な地域、どうしても屋外拡声子局でカバーできないエリアなどに対して確

実に情報を伝達する方法として、戸別受信機で対応することを想定している。平成３０年度に各

戸に意向調査を実施し、必要な世帯に対し平成３１年度には整備したいと考えている」という答

弁でした。また、「メール配信を実施して、一定期間利用した上で、次のステップとして戸別受信

機の整備につなげたい」ということでありました。議会に対しても説明も無く、これまでの答弁

とも食い違いがある突然のアンケートと戸別受信機の貸与申請書の配布について、整合性が取れ

ないと私は感じますが、ご所見を伺います。 

 次に、今回の豪雨災害で、大洲市三善地区の対応が注目されています。三善地区では、肱川の

洪水被害や土砂崩れなどを懸念し、県内でいち早く防災計画を立てたそうです。２０１６年には

自然災害の被害軽減に向けた内閣府の「災害・避難カード」モデル事業に選ばれています。そう

した自主防災組織の取り組みが、住民の結束力と防災のノウハウの共有化で危機回避につながり

ました。三善地区の取り組みは、内子町のそれぞれの自主防災組織のこれからの活動にも大変参

考になるものと思われます。こうした事例を内子町でも取り入れることで、将来の巨大地震や豪

雨時の被害を最小限に抑えることができると考えますが、ご所見を伺います。 
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 次に、災害廃棄物について伺います。今回被災された大洲市では、家電類その他の廃棄物が道

路沿いに山積みされていた光景を目に致しました。その量も想像を絶するほどの量です。改めて

豪雨災害の大きさを物語っていました。それら大量の廃棄物は、平野運動公園に集積され、分別

し処分されるようです。この災害廃棄物については、これまでも、地震や豪雨による災害時の大

きな課題となっています。環境省の調査では、災害廃棄物の処理計画を策定済みの市区町村は昨

年３月時点で全体の２４％ということです。環境省は「廃棄物処理は市区町村の業務で、災害時

に混乱する恐れがある」として、早期の作成を要請しています。内子町地域防災計画には、第３

章第２０節廃棄物等の処理として、「生活ごみや災害によって生じた災害廃棄物の一時保管場所で

ある仮集積場所及び仮置場の配置計画、し尿、生活ごみ及び災害廃棄物の広域的な処理・処分計

画を作成すること等により、災害時における応急体制を確保する」とありますが、災害廃棄物処

理計画は策定されているのか、伺います。 

 最後に、冒頭でも申しましたが、今回の豪雨災害を検証し、今後の災害対策に生かすべきと考

えます。今回の豪雨で被災された近隣の市町へは、多くの町民の皆さんが復旧復興に向けボラン

ティアとして、また、職員の皆さんも支援にと酷暑の中、参加されました。ボランティアと職員

派遣の状況を伺います。 

次に、ボランティアや派遣された職員が災害の現場で見られたこと、被災者の声をじかに聞か

れたこと、また体験されたことを内子町の災害対策に生かすべきと考えますが、ご所見を伺い、

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。 

○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、私の方から災害廃棄物関係以外のご質問に対して、お答え

をさせていただきます。 

まず、一つ目、７月豪雨、内子町での被害状況と、復興に向けた取り組みについてということ

でございますが、まず、家屋被害につきまして、住家被害でございますけれども、建物全壊が１

棟、建物半壊が１棟、部分破損１棟、床上浸水５棟、床下浸水６棟でございました。また、非住家

被害につきましては、７棟でございます。幸いにして、人的被害はございませんでした。なお、

被災者生活再建緊急支援金、並びに義援金につきましては、８月２４日までに全ての支払いを完

了していることをご報告させていただきます。 

続いて、公共土木・農林業土木関係の被害についてでございますが、先の臨時議会でもご説明

させていただきましたとおり、公共土木・農林業土木合わせて２７６箇所の被害が発生をしてお

ります。内訳と致しまして、補助災、単独災に分けますと、補助災が１４８箇所。単独災が１２

８箇所。また、補助災害の内訳でございますけれども、公共土木災害が２７箇所。農業土木災害

が１０６箇所。林業土木災害１５箇所というふうになってございます。現在、国による災害査定

を順次進めているところでございまして、８月１７日の臨時議会でご承認頂いた災害復旧に係る

工事設計委託の専決予算につきましても順次執行させて頂いているところでございます。 

続いて、農林産物などの被害状況、また復旧に向けた取り組みでございます。まず、被害状況
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につきましては、平成３０年８月３１日現在の集計によりますと、水稲、野菜、果樹などの農畜

産物被害が４３件、コンバインなどの農機具、果樹棚などの機械・設備３７件、水田など農地の

復旧が６８件、合計１４８件の罹災の情報を得ておりますが、復旧事業が７月豪雨に起因する災

害であれば、既に着手・改修した事案も対象となるため、今後、件数が増えることが予想されま

す。また、復旧に向けた取り組みと致しまして、まず、国庫事業につきましては、「平成３０年梅

雨期における豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策」被災農業者向け経営体育成

支援事業が８月２０日に発動され、初回９月中旬を締め切りとする要望調査が行われ、事業内容

の精査を踏まえ、１１月より着手する予定で、例外を除きましては年度内の完成を目指す予定で

ございます。また、県単独事業につきましては、平成３０年７月の豪雨被害を受けた被災農家へ

緊急的な支援をすることにより営農継続を図るため、７月「豪雨被害営農継続緊急支援事業」に

係る予算が専決措置され、９月上旬を締め切りとする要望調査が行われております。 事業内容の

精査を踏まえ、９月下旬より着手、例外を除き年度内の完成を目指すところでございます。 

続いての質問、災害対策本部を配備した際、何か問題点、反省点、今後の課題などあればとい

うご質問でございます。今回の災害対応について、職員の対応状況、所管する施設等の被害状況、

今後の対応・課題、改善すべき点など、各課長から意見を聴取し取りまとめてございます。今回

の豪雨被害の場合、土砂崩れや冠水によって道路が寸断され、職員が災害対応に当たれない場合、

あるいは職員の被災現場の確認時や、避難所支援中などの事故なども心配されるところでござい

ました。今後におきましては、抽出した課題を検証し行政ですべきこと、地域と連携して取り組

む事など、できる事から対応していくと共に、職員自身も今回の経験から果たすべき役割を再認

識して、次に生かせるよう努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、避難行動要支援者計画及び個別計画は策定されているのかというご質問でございます。

内子町では、災害発生時又は災害発生の恐れがある場合に、自ら避難することが困難な避難行動

要支援者の避難行動に必要な名簿の作成、避難行動要支援者の生命や身体を災害から保護するこ

とを目的に避難行動要支援者避難支援プラン、避難行動要支援者計画を平成２７年３月に策定を

しております。名簿につきましては、避難行動要支援者に対し、避難支援等が円滑に実施できる

よう地域防災の要である自主防災組織、それから民生委員、大洲警察署へ提出をしております。

個別計画につきましては、災害時において支援が必要な人と支援をする人のマッチングが必要に

なる事から、それぞれの自主防災組織において策定をお願いをしているところでございます。実

際に、どれだけの自主防災組織で個別計画の策定が完了しているか正確な数字は、現在のところ

把握できておりませんが、状況として多くの自主防災組織では、地域での防災活動の一環として、

避難行動要支援プランの策定以前から、高齢者等災害弱者の把握をしており、地域において独自

の名簿を作成し、個別計画を策定している自主防災組織も存在を致します。また、地域によって

は高齢化が進み、支援をする人が不足をしており、支援が必要な人と支援をする人のバランスが

保たれていない地域が存在するのも現状としてございます。日頃からの近所同士の付き合いをと

おして、高齢者同士お互いが声を掛け合うことも支援方法の一つではないかと考えております。

地域によって防災意識に差があるものの、今後ともその必要性を十分理解していただき、自主防

災組織における地域の避難訓練の際には、避難行動要支援者に対する避難行動も想定した訓練と

なるよう今後とも呼び掛けをおこないたいと思います。 
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 続いて、避難所の安全性について。指定されている避難所が避難所としてふさわしいのか見直

す必要があるのではというご質問でございます。指定避難所につきましては、施設の規模や維持

管理なども考慮し、自治センターや自治会館、学校体育館などの公共施設を指定させていただい

ております。あわせて、その施設ごとに、地震・洪水・土砂災害・大火事・原子力といった災害種

別毎に適しているかどうかも判別をしております。土砂災害や浸水被害を受ける恐れのある避難

所については、ご指摘の五十崎自治センターのみならず、他にもいくつかございまして、災害の

発生場所や規模によっては指定しております避難所が危険であったり、道路の寸断等により避難

できない場合も想定され、積極的に避難所として活用できない場合もございます。また、地域の

避難所が災害種別に適してない場合、災害の恐れがある場合、近隣の避難所に避難いただく場合

も想定されます。その様な事からも、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指

定避難所への移動を原則としておりますけれども、避難には様々な形態があり、気象状況や避難

する住民が置かれたその時々の状況によっては、指定避難所への移動を行うことがかえって危険

を伴う場合、自身が判断する場合等には、町の指定を受けていなくとも、近隣に適した場所、例

えば集会所でありますとか、お堂、境内地等があるとすれば、一時的な避難所にもなりますし、

外出が危険を伴うと判断した場合、建物の上層階へ逃げる垂直避難等も避難の一形態であるとい

う事でございます。また、日頃から地域での防災訓練をとおして、危険な場所・安全な場所の確

認など情報共有や、あらゆるケースを想定した災害時の行動を地域全体で考え共有いただきたい

と思っております。なお、指定避難所としている自治会館などにつきましては、老朽化している

建物も多く、建て替えや改修時において、より安全性が確保できる場所への移転や安全対策等を

十分に行うなど計画的に実施して参りたいと考えております。 

続いて、ハザードマップにつきまして、今回県が公表した洪水浸水想定区域図を内子町の防災

減災にどう活用するのかというご質問でございます。愛媛県の肱川水系洪水浸水想定区域指定に

伴う内子町のハザードマップについては、本定例会で予算を計上し、浸水想定区域のハザードマ

ップを作成したいと考えております。今回、愛媛県は、小田川の内子町知清橋の上流、からりあ

たりから、大洲市との町境あたりを洪水浸水想定区域として指定しました。それに伴い、浸水想

定区域の洪水・浸水をシミュレーションしたものが今回公表された洪水浸水想定区域図でござい

ます。活用方法ですが、今回それらのデータを反映させたハザードマップを作成し、来年度の出

水期までには該当する地域、世帯ごとに配布をして、警戒時の避難や地域の防災訓練などに役立

てたいと考えてございます。 

続いて、防災行政無線について。もう一度、元あった場所にスピーカーを設置することがある

程度、情報伝達のできてない部分を解消できるのではないかというご質問でございます。ご指摘

のとおり、内子地区と五十崎地区で採用致しました長距離スピーカーで音達をカバーするエリア

について、改善に向け出来るだけの対応はしてきたところでございますが、以前と比較し放送内

容が聞き取りにくいということは承知をしてございます。音声合成につきましても、聞きなれな

いのも原因の一つかと思いますけれども、文章の区切り方、間の取り方など今後とも工夫しなが

ら、聞き取りやすくなるよう精度をあげて運用する努力をしております。しかしながら、どうし

ても聞き取りにくいなどの難聴地域が存在します。その様な地域の方におきましては更なる対策

をとる必要がございます。その対策として、元あった場所に屋外拡声子局、スピーカーを設置す
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る方法ではなくて、現在運用しておりますメール配信の利用促進、そして、当初の計画から予定

しております戸別受信機を配備し、室内においても確実に情報を伝達できるよう努めて参りたい

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ます。 

続いて、戸別受信機につきましてでございます。先程の答弁に関連致しますが、戸別受信機の

整備につきましては、平成３０年度に意向調査を行い、平成３１年度に整備する予定で進めてお

り、議会でもそのように説明をさせて頂いております。そのような中、今回整備した防災行政無

線のデジタル化のメリットを生かし、防災行政無線の放送内容をメールにて配信するシステムを

構築させていただきました。９月１０日時点におきまして、１，３６７人の方にご利用をいただ

いており、町外にいてもメールが届く環境であれば、文字で放送内容を確認できるということで

高い評価を得ておりまして、今後とも利用促進をしたいと考えております。また、次のステップ

として戸別受信機の整備という事になりますけれども、７月の豪雨を経験したことによりまして、

豪雨時には屋外拡声子局だけでは放送内容が聞き取れない事態や近隣市では屋外拡声子局の水

没・破損なども報告され、戸別受信機の整備は急ぐ必要があるのではないかということを認識し

たところです。そのような事もあり貸与申請書につきましても、区の代表者の手間を少しでも軽

減するため、意向調査と貸与申請書の受付を同時進行で実施したところでございます。発信方法

の多様化を図り、確実に情報を伝達するシステムの構築を目指したいということを考えておりま

すので、なにとぞご理解いただきますようよろしくお願い致します。 

続いて、自主防災組織の取り組みについて、大洲市三善地区の自主防災組織の取り組みの事例

を内子町でも取り入れることで、将来の大地震や豪雨時の被害を最小限に抑えることができると

考えるが、その考えを伺うということでございますが、７月の豪雨災害で大洲市三善地区では、

民家が屋根まで水没するなど大きな被害を受けましたが、事前に作成していた避難マップが地域

住民のまとまった行動につながり、高齢者も含め、自宅に取り残された人や死傷者も出すことな

く、地域ぐるみでの備えが住民の命を救いました。三善地区は、平成２８年度に自然災害の被害

軽減に向けた内閣府の「災害・避難カード」モデル事業に選ばれ、自主防災組織で住民情報を記

載した災害避難カードと、水害や土砂災害の危険箇所や地区の指定避難所、地域で決めた市指定

避難所以外の安全な避難場所など記載した地図を作成して各家庭に配布し、防災意識を高める活

動をしております。この地図は、行政のハザードマップをベースに地域の情報を盛り込み、自分

で最寄りの避難ルートを書き込むなど、安全確保のための逃げ地図を住民自身が作っており、災

害時に自分自身が取るべき行動を地域ぐるみで推進するなど、日頃からの高い防災意識が危機回

避につながった大変参考になる事例だと思います。同じように、松山市の高浜地区の取り組みも

新聞等で取り上げられました。いち早く避難行動をとり全壊家屋が３棟、大規模半壊家屋６棟な

ど、甚大な被害が発生したにもかかわらず、住民の命が守られたのは日頃の訓練などの積み重ね

があったからだと言われております。また、実際に土砂災害が発生した場所をドローンを使って

地域で確認したり、崩落場所をハザードマップと比較検証し、独自のマップや地区の防災計画を

見直すなど、次の災害でいかに想定外の危険を減らすかなど、地域住民は努力されているとの事

です。内子町においては、広報うちこ８月号で紹介しましたが、和田地区での避難所運営の取り

組みなども参考になると思います。大切なのは、まずは自分自身の命を守る行動、災害時には緊

急情報をよく聞き、また、自分自身で確認するなど、正確な情報を把握して、落ち着いた行動を
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とり、日頃から安全習慣を身につけていただけたらと考えております。また、地域においては自

主防災組織などで訓練や先進事例の研修をとおし、地域の防災意識の向上を図る事が大切ではな

いかと考えます。防災や減災は、行政の対応だけでは不十分であり、地域で出来る事は地域で行

動し、今まで以上に危機感を持って災害に備え準備・行動し、地域住民による「自分たちの安全

は、自分たちの手で守る」という体制強化が必要になります。今後とも、地域と行政、各種団体

が密に連携した体制づくりが肝要だと考えます。 

最後に近隣への支援についてということで、ボランティアと職員派遣の状況、また今回の支援

で体験したことを内子町の災害対策に生かすべであると考えるが、所見を伺うということでござ

いますが、まず、ボランティアと職員派遣の状況を報告致します。内子町では一部事務組合や広

域市町村圏組合などで普段より密接な関係にある隣の市、大洲市を支援するため、７月１０日か

ら８月１２日にかけまして、家屋調査や防疫業務、肱川支所の支援、ボランティアセンターの運

営協力、ゴミ集積場の車両誘導、避難所での健康相談に１４３人、延べ２７４人を派遣致しまし

た。これらは、大洲市からの直接の要請に対して応えたものですが、この他にも、個人的に多く

の職員が週末等を利用してボランティアセンターへ出向き、被災地の支援に当たって参りました。

なお、参考までに内子町からですね、大洲市へのボランティアに行かれた方の人数でございます

が、少なくとも１１０名以上の方が支援に向かわれたということでございます。また、今回の体

験を内子町の災害対策に生かすべきということでございますが、議員のおっしゃられる通り、今

回の支援は我々職員にとっても貴重な経験でございました。実際に、内子町が被災すればどうな

るのか、どう対処すればよいのかという具体的なイメージも少なからずできたものと思います。

今後、地域の自主防災会、防災士連絡会、消防団幹部会、社協ボランティアセンターの報告等を

とおして、現場の声や実際に経験した事を聞く機会を設けたり、愛媛県や被災自治体、消防署か

らの報告会や検証会等あれば積極的に参加するなど、あらゆる機会をとおして情報収集し、また

情報共有しながら、今後の災害対応に生かして参りたいと考えております。私からは以上でござ

います。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（山本徹君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） 私の方からは、災害廃棄物処理計画の策定状況について答弁さ

せていただきます。愛媛県災害廃棄物処理計画が平成２８年４月に策定されたことを受け、県内

の自治体では、県の示した策定ガイドラインに沿った市町ごとの処理計画の策定が急務となって

おります。この計画は、近い将来発生が危惧される南海トラフ地震をはじめとする大規模災害時

に、災害廃棄物が大量に発生し早期復旧の阻害要因となることが懸念されていることから、あら

かじめ災害廃棄物処理計画を策定し、災害発生時の迅速かつ適正な処理及びリサイクル推進等に

ついて平常時に可能な限り対策を講じるとともに、オール愛媛の災害廃棄物処理体制の確立を図

り、災害に備えるためのものでございます。町としては、本年度において、内子町災害廃棄物処

理計画を策定するための業務委託契約を締結し、現在、策定作業を進めておるところでございま

す。計画の中では災害廃棄物の処理手順や、仮置き場の候補地選定、分別による再資源化などの

項目について、今回の７月豪雨災害における大洲市での処理状況等も参考にさせて頂きながら、
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災害発生後の町民の生活環境の保全と、円滑な処理・復旧に資する計画となるよう、本年度末ま

でに取りまとめを行い策定することとしております。以上、答弁とさせていただきます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） １１項目にわたる質問をあえてさせていただきました。というのが大変

大事なことだというような観点から質問をしたわけですけれども、まず、今回言いましたように

大変早朝から警報が出たりしてですね、職員の皆さんも大変であったろうと思います。そういっ

たことでいつ起こるか分からない災害に対してですね、職員の皆さん災害対策本部の立ち上げと

かいろんなことで日ごろからの訓練というのはされておられるでしょうか。 

○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、訓練に先立ちましてですね、職員の参集につきましては、毎年

必ず４月に職員の災害時に対する避難行動マニュアル、それからそれに関連した資料をですね、

各課職員全員にインフォメーションで周知をしております。それから、災害時における参集の訓

練につきましては、最近では実施できておりませんが、定期的にそれぞれの部署において実施を

してございます。今回の７月豪雨を受けまして内部でも反省点としてそういう声も上がっており

ますので、検討したいというふうに考えてございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 先程言いましたように災害はいつ起こるか分からないというようなこと

もあるので、一度ですね抜き打ちで例えば日曜日にとか夜中にとか早朝にですね、訓練するとい

うのも一つの方法かなと思いますので、そういったことも検討していただきたいなと思います。 

次に、災害時の要支援者の計画ですけれども、いろんなプランを私も見ておりますし、取り組

んでおられるというのは、十分承知致しております。それで各自主防災組織でも私の自主防災組

織でもですね、ちゃんとした誰がどうするといったことは決まっておるんですけれども、できれ

ば細かなですね、個別計画というのを各自主防災組織で立てていただいて、それを行政の方でも

取りまとめておくということも大事だろうと思いますし、そういった例えば避難行動支援者連絡

会議だとかですね、要配慮者及び避難支援等関係者を対象とした研修等といったことも国の示し

た避難行動支援に関する取り組み指針の中にはですね、もられておりますけれども、そういった

研修等の計画というのは、今後あるのかどうか。なければぜひ、やっていただきたいなと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○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） この個別にかかる避難計画、行動計画というのは非常にまさにこれか

ら大切な部分であろうと私たちも認識しております。議員がご質問の中でおっしゃいましたよう

に、８割が未完了であるという新聞記事も拝見を致しました。実際に内子町でもその数を把握で

きていないのが現状なところでございますので、まずこちらの方をですね、どのような状況で策

定されているのかということをまず把握をして、その把握状況によって次の手を考えないといけ
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ないと考えております。ご提案のありました研修会につきましても検討させていただいたらと思

っております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） その次の問題としてですね、福祉避難所というのがあろうかと思うんで

す。今の町の方では神南荘、みどり苑、緑風荘が指定されておられますけれども、私思うんです

が、そういった私近所を見てもですね、そういった要支援者とかいろんな方、けっこうな数いら

っしゃるんだろうと思うんです。そうすると、この３施設だけで十分なのかどうか。例えば民間

のデイサービスとか、うちこ園さんあたりのああいった介護施設等とも連携をした中で受入体制

をやはりしっかりと構築されていくことも考える必要があろうかと思いますが、その点について、

今後もそういったこともぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 避難所の指定につきましては、ご存知のように災害対策基本法が改法

されたことに伴いまして、指定をしてございます。内子町の場合、福祉の避難所につきましては

３施設ございます。ご承知おきのことだと思いますけれども、それも含めてですね、避難所での

滞在期間におけるケアというのも十分に配慮しなさいというようなことがこの改正の中では謳わ

れてございます。長期にわたる場合には当然、避難所の充実というのも当然必要になってきます

し、特に福祉施設での収容避難ということにつきましては、即、災害弱者に対応する施設という

ふうにも考えてございますので、防災計画の見直し等も併せてですね、一緒に検討させていただ

きたいというふうに考えます。 

○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） 次にですね、県が示した洪水浸水想定区域図ですけれども、先程の質問

の中にも言いましたが一部、これ見ると例えば想定最大規模降雨、４８時間８１１ミリですけれ

ども、これが降るとですね、豊秋橋から山王橋までが５ｍから１０ｍ、山王橋からみずほ橋まで

は１０ｍから２０ｍの浸水が想定をされております。私思うんですが、４８時間８１１ミリとい

うのがどれほどの雨かというのは、想像を絶するわけですけれども、こういったことが示された

以上は、災害対策をするにしてもこの最悪の場合を想定して取り組んでいかなければいけないの

かなと思いますが、そういった最悪の県の示した２０ｍの浸水というふうなことも想定した中で

の取り組みというのは考えておられるでしょうか。 

○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） 今回、県が示しました洪水時の浸水区域につきましては、ご指摘のと

おり最大雨量が４８時間８１１ミリという、恐らくこれは１００年に一度以上の場合だろうとい

うふうに考えますが、想定外という言葉につきましては最近はもう想定内の中に含まれているだ

ろうと思います。この前の台風２０号の被害につきましても１４０年に一度の高潮があったとい

ったところで、もはやもう１００年に一度の被害につきましては、起こり得る災害であろうとい
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うふうに考えます。なお、このマップに付きましては町が刷新をしておりますハザードマップに

もですね、入れ込みたいというふうに考えておりますけれども、その入れ込み方につきましては、

十分検討をした上で反映をさせていただきたいと考えています。これが最大というふうにとらえ

るのかどうかということもですね、あわせて検討させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 私この想定区域図を見てですね、１つ感じたのは質問にはなかったんで

すけど、関連しておるということでご理解をいただきたいんですが、分庁も本庁も１０ｍという

ことになれば、機能しなくなるような恐れも出てくると思うんですよ。そうすると、いわゆる業

務継続計画、ＢＣＰという中で、本庁、分庁が例えば機能しなくなった時の代替え施設として例

えば本庁、役場の業務の機能をどこにもっていくかといったようなことは想定されておるのかど

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） 防災計画ではですね、本庁の機能が喪失した場合には内子分庁、ある

いは小田支所の庁舎に本部を移転して対応に当たるというようなところで規定がございますので、

まずは、そのマニュアルにそって対応していかないといけないかなというふうに考えております。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 次に６番目の質問で、長距離スピーカーで対応しているところを元あっ

た場所にスピーカーを設置することで、ある程度解消できるのではということなんですけど、私

いろいろ町内いろんな方とお話する中でですね、やはり元あったところにあったら本当に聞こえ

るし、いいのになという声が多いんです。私はだからといって長距離スピーカーを撤去してとい

う話ではなしで、長距離スピーカーは長距離スピーカーの役割は私はあると思うんですよね。そ

れとプラスして旧五十崎の場合は特に地域での放送とかいろんなことがこれまでもあったもので

すから、今の聞こえにくいという問題と例えば地域のエリアのお知らせ等の発信の仕方がですね、

どうもやりにくいといった声を聞くし、先日も黒内坊地区ではですね、電話でエリアのお知らせ

をするわけですけれども、町からの放送と比べてボリュームが小さいというような声があるんで

すよね。その話をこの前も危機管理班の方でやっておりましたら、どうも録音する機械に問題が

あるというような声もあったりするんで、その辺もぜひですね、改善をしていただきたいのと、

先程言いましたように元あった場所に戻して尚且つですね、集会所なり自治会館から放送ができ

るようなことにもですね、私は今後考えていく必要があるのかなと。慣れればいいという話では

ないと思うんですよね。町民の皆さん方、高齢化する中で本当に誰もが使える使い勝手のいいも

のにするというのも私は行政の役割だと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょう。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 
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○総務課長（山岡敦君） 長距離スピーカーの音達域において聞き取りにくいということにつき

ましては、先程から申し上げておりますように我々も承知をしております。放送の仕方を変える

でありますとかより聞きやすいような取り組みを実施してきておりますが、なかなか皆さん全員

に満足していただけるようなですね、状況にはならないというのも実感としてございます。先程

言いましたように、まず、順番として防災デジタル行政無線を整備させていただいた。そしてメ

ール配信、それから３１年度から戸別受信機を順次配備をしていくということで計画はそのとお

り進めて参りたいというふうに考えております。屋外の拡声子局につきまして現在、アナログで

暫定的に運用しているところにつきましてはですね、こちらは戸別受信機の整備に状況によって

また現地の確認によってデジタル化を検討しなければならないというふうにも考えてはございま

す、もとのところにあったスピーカーをつけることによって当然、音域、音達エリアは広がると

いうのはそれは十分分かる話ではあるんですけど、もう少しですね、戸別受信機の状況等も整備

を終えた段階で検討させていただきたいというふうには考えます。 

○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） 課長の言われるのも十分理解はできるんですけれども、私はですね、こ

のデジタル防災行政無線、前にも言いましたけど、８億からの巨費を投じて整備した設備です。

ということは私はやはり仮にもとあった場所にスピーカーを設置すれば聞こえるようになるので

あれば各地域の人の皆さん方の声を聞いてですね、そういう要望があれば私はまずそれをする。

そしてその次にメール配信、そして私は戸別受信機はぜひできれば早急に設置したらいいと思っ

ておるんです。ただ順番として８億かけた今のデジタル防災行政無線を極力聞こえるようにする

というのが先決ですよ。でないと町民の方は納得しないと思う。８億ですから、これ。そして、

その上でメール配信、メール登録。メール登録も順次増えて１，３６７人ということですけれど

も、できればですね、これをもっと登録人数を増やす。そのための一つの方法として、例えば窓

口にいろんなことで来られた町民の皆さん方に必ずその場でそういった説明をして職員の皆さん

が登録をしてあげるくらいなことをしてでもですね、一人でも二人でも多くの人に登録をしても

らう。これは今のスピーカーでの放送、メール、戸別受信機、一番メール配信で受信をするとい

うのが効果的だと思っておりますので、できればほとんどの町民の皆さん、携帯電話を持ってお

られる方、スマホだろうとガラケーだろうと使えるわけですから、これをですね、ぜひ増やして

いくという努力をするということ。それと戸別受信機についてはそれでもまだ情報が伝達しない

というところに向けては早急に取り組むという３段階でですね、やはり優先順位というはそこの

中に今言ったようなことがあろうと思うんで、取り組んでいただきたいということを要望してお

きます。 

 次に三善地区の取り組みですけれども、課長言われるようにですね、災害時に自分の命は自分

で守るというのは基本だと思っているんです。ただ、その中で行政の役割もあるし、我々町民一

人一人の役割、そしてその地域の役割、自主防災の役割というのがいろんなことがあると思うん

ですけども、そこで私問題になるのがですね、例えば人間の脳の防御作用というんですか、正常

性バイアスというのがあって、例えば避難勧告が出ました、じゃあ避難場所に行きました、それ

が何もなかった、もうこれは何もなければ幸いこれにこしたことはないわけですけれども、人間
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の心理として、１回行って何もなかった、２回行って何もなかった、３回目にはもうええかとい

うことになるというのは人間の心理状況ということらしいんですよね。その辺のどうするかとい

うのは私これは行政もそういったことをそうではない、やっぱり避難をしなきゃいけないんだと

いうことも啓発もしなければいけないし、我々一人一人もですね、無駄でよかったということの

気持ちを持つこともやはり習慣づけとかないと今いう、正常性バイアスが働いて、まあええかと

いうことになると、ここで油断してとんでもない災害に巻き込まれるという恐れもあるしと私思

うんです。ここ最近の気象庁の天気予報の発表ですよね、マスコミ、テレビ等の。そうするとこ

の前の台風、２０号、２１号にしてもそうですけれども、四国地方、１，０００ミリの雨が降る

というわけですよ。四国も広いですよね、４県あって、愛媛県でも東、中、南予あって、じゃあそ

れを四国地方という一括りで１，０００ミリの雨が降るといわれたら、なかには過剰な反応を示

されて心配をされる方もいらっしゃる。ところが１９号にしても２１号にしてもはっきり言って

私の五十崎なんかは風がそよりともしなかったですよ。そういったことで本来ならもっと民放テ

レビ局がもっと細かな情報を発信すべきだと思うんですけどそれとあわせてですね、行政の方も

メッシュ情報とかいろんな情報を行政の方は取り込まれておると思います。そういったことで何

か方法を考えていただきたいんですよね。本当に台風２０号が内子町に影響があるのかどうか。

四国地方一括りで言われるよりも、何か方法を考えていただきたいなと思いますが、その辺の情

報の発信、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） おっしゃられるようにマスコミ、テレビ等の報道につきましては、大

まかに九州地方、四国地方という感じで一括りにされて報道されている場合がほとんどだろうと

思います。私たちが災害対策本部を立ち上げて、これからの気象情報がどうなるかということに

つきましては、当然、インターネット等の情報がほとんどでございます。あといろいろ気象台の

ホームページ、それから皆さんもお持ちのスマホではＹａｈｏｏ！の天気情報など、最近ではけ

っこう詳しく正確になってまいりましたので、その情報でも十分なんですけど、尚且つ我々は気

象台とのホットラインを利用できます。ちょっとしたことでも地方の気象台の方からは問い合わ

せをしてほしいというようなことも受けておりますので、今後の雨の状況、それからマスコミの

報道との違いあたりもですね、逐次情報を仕入れて避難勧告、それから避難指示を出していると

いうような状況でございます。ただ、気象台に問い合わせてもですね、雨の降る可能性はゼロで

はないよという部分はありますので、楽観的な情報も出せないんだろうというところもございま

す。気象台としても苦しい部分はあるんではないかなというふうに思いますけれども、危機感を

いつも持つということは一番大事だということでございますので、８００ミリ、４００ミリ降る

ぞということになれば、それなりに皆さん構えていただきたいというところでございます。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） 日本は今、本当、今年を振り返ってもですね、大阪府北部地震から始ま

って７月の西日本を襲った７月豪雨、そして北海道での地震、その前の台風とかですね、本当に

災害列島と言われるような災害の多い日本であると私も感じております。そういったことでぜひ
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ですね、町民の皆さん方の生命、財産を守るために、多少過剰な対策、想定外を想定するような

対策も必要かと思いますので、大変とは思いますけれどもぜひ取り組んで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３５分より再開します。 

 

午前１１時２１分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、久保美博議員の発言を許します。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） ９月定例議会にあたり通告書に従い質問を致します。一雨一度といい、

秋の気配を感じるようになりました。日中はまだまだ暑い日が続いていますが、今年の夏は記録

的な暑さであり７月に入り西日本豪雨、７月下旬には台風１２号が東海に上陸し九州に抜け、東

から西に逆行した台風と記録ずくめの夏であったと思います。また、９月に入り６日午前３時８

分に震度７の北海道地震があり大規模な自然災害が、日本列島を立て続けに襲っております。台

風や地震、土砂災害や大雨などあらゆる災害が、いつどこでも起こり得ると認識して備えを万全

にしないといけないと思います。災害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。想定を

超える自然災害の相次ぐ発生を踏まえ、大災害が起きても耐えられる状態にするには「行政だけ

では無理」であり、行政は公助に全力をつくしますが、自助・共助が必要で「自分の命は自分で

助けて」の防災意識を高めることが大事で、町民の命と暮らしを守る防災・減災対策を進め、災

害に強い町を作り上げなければならないと思います。 

 そこで、７月の西日本豪雨を受けて、ハザードマップを考慮した防災計画を修正・反映するこ

とが大事と思いますが、今後の取り組みについてお伺いを致します。もしもの災害に備えて、８

月に私の自治会内防災士グループが防災用品の整備状況等アンケート調査を実施しました。既に

防災用品を購入済の家庭が３割、未整備なので購入希望が２割、半数の５割の方が無関心という

結果が出ました。この結果を見ると防災意識がいかに低いかを痛感致しました。町民個人として

防災用備蓄品及び非常用持ち出し用品の備えは十分にできていると考えているかお伺いを致しま

す。また、子育て負担の軽減、災害時の備えにもつながる液体ミルクの製造・販売を可能にする

改正省令が施行されました。市販されるようになるまでには、１年以上かかるようですが、町と

して災害時の備蓄品に国産の液体ミルクを加えるようにしてはどうかお伺いを致します。いつど

こで災害が発生するか分かりません。もし大規模収容施設でのイベント、研修等の最中に災害が

発生した時、どう避難するのか、会場での避難訓練が必要と思いますが、今後の取り組みについ

てお伺いを致します。 

 次に、災害によるインフラの損壊が相次いでいますが、経年劣化しているインフラは損壊しや
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すいと思います。そのインフラの老朽化対策は進んでいるのかお伺いを致します。 

 最後に、運転免許の自主返納について伺います。愛媛県下における運転免許自主返納数を調べ

ましたら、県内で平成２５年に２,０６１件、内子町で３７件、年々増加して平成２９年に県内で

５,５５８件、内子町で８２件、平成３０年８月末で県内３,９９７件、内子町で５９件となって

おり返納者は年々増加しております。生き生きとした老後の生活を営む上で、車の運転は重要な

手段です。しかし、個人差はありますが、身体機能は確実に低下します。「運転に自信がなくなっ

た」「家族から心配と言われた」などの理由で本人自らの意思で返納する。高齢者による交通事故

の減少を目的として運転に不安を感じた場合、自主的に運転免許を返納しやすい環境づくり、運

転免許を自主返納した高齢者への支援策、高齢者ドライバーによる交通事故の増加が懸念される

今日、高齢者を被害者にも加害者にもさせない交通事故抑止策をより一層推進するための取り組

みの現状と、今後の取り組みについてお伺いして私の質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○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） 久保議員にお答え致します。私の方からは、経年劣化しているインフラ

の老朽化対策をどうするかというご質問についてお答えを致します。このインフラの老朽化対策

につきましては、２０１５年に国がインフラ長寿命化基本計画を決定致しまして、インフラの整

備に係る行動計画を策定するとともに、２０１４年には、総務大臣通知によりまして、公共施設

の管理について、長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化など計画的な管理を推進するための計

画策定を地方公共団体に要請いたしました。これを受けまして、内子町におきましても２０１６

年度に公共施設等総合管理計画を策定致しまして、公共施設管理に関する基本方針を策定したと

ころでございます。また、これに先立つ個別の計画と致しましては、２００８年度に内子町学校

施設耐震化推進計画、２０１０年度に内子町橋梁長寿命化修繕計画、２０１１年度に内子町公営

住宅長寿命化計画を策定しまして、それぞれの計画に沿って改修等を進めているところでござい

ます。今後につきましては、将来的な予算の平準化を図りつつ、総資産量の適正化に努め、長寿

命化の推進を図っていく計画でございます。 

個別に申し上げますと、まず、道路施設につきましては、橋梁やトンネルなどの重要な道路施

設における老朽化対策につきましては、道路法に基づく５年に１回の近接目視点検を行いまして、

点検結果に基づき早期に修繕が必要と診断されたランクⅢの施設について、予算の平準化を図り

つつ計画的に修繕を進めております。具体的には、平成２６年度から国の交付金を活用致しまし

て、本格的な修繕事業に取り組んでおります。橋梁につきましては、平成２９年度にランクⅢと

診断された橋梁３２橋のうち、１０橋で修繕工事が完了しておりまして、概ね順調に対策が進ん

でおるところでございます。なお、ランクⅢにおける修繕時期は、概ね５年以内との目安が示さ

れておりますので、残り２２橋につきましても平成３４年度までの完了を目標に引き続き国に予

算要望を行いながら、計画的な修繕事業を進めて行きたいと考えておるところでございます。ま

た、その他の舗装や一般道路構造物等につきましても、平成２６年度から平成２７年度において、

優先度の高い１、２級の幹線道路や重要度の高い、その他道路、約２３０ｋｍについて総点検を
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実施しておりまして、修繕が必要な箇所については、今後１０年間の維持管理計画を策定の上、

継続的に修繕事業を進めておるところでございます。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の確保に努めて参りたいと考えております。 

次に水道施設につきましては、平成２９年度より耐震化計画を作成中でございます。耐震化計

画が出来上がりますれば、この計画に基づきまして、財政状況を考慮しながら、予算の平準化を

図りつつ、これも計画的に耐震化を進めて行きたいと考えております。現状でも、緊急性のある

石綿管の敷設替えを行っておりまして、突合・中田度渡地区においては工事を実施しているとこ

ろでございます。上田渡地区におきましても更新工事の予定しておるところでございます。下水

道につきましては、平成３１年度よりストックマネジメント計画を２カ年で予定しており、その

計画に基づき更新等を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○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） それでは、私の方からは一番目の質問でございます、７月の西日本豪

雨を受けてハザードマップを考慮した地域防災計画の修正・反映することが大事だと思うが、今

後の取り組みはどうかいうことでございますが、先程森永議員に答弁させていただきましたとお

り、ハザードマップにつきましては、今年度改訂し、来年度の出水期までには該当世帯に配布を

する予定でございます。防災計画などの修正につきましても、各機関で検証された意見、現場対

応での意見等、参考にしたいと考えております。 

２つ目、町民個人での災害用備蓄品及び非常用持ち出し用品の備えは十分できていると考えて

いるか。また、災害時の備蓄品に国産の液体ミルクを加えるよう検討してはどうかというご質問

でございます。町民個人での備えにつきまして、町として把握はできておりませんけれども、最

近では防災意識が高まるなか、災害用備蓄品や非常用持ち出し用品などについて、ホームセンタ

ーやスーパー、あるいはインターネット通販などで購入できますし、実際に購入したいという話

もよく耳に致します。また、内子町には農家さんも多く、米や野菜なども非常時には食料として

活用できると考えております。国産の液体ミルクの備蓄につきましては、まだまだ情報不足であ

りまして、今後、調査をさせていただき、備蓄用ミルクとして品質の保証、あるいは保存年限な

ど適しているかどうか検討したいと考えております。 

３つ目の大規模収容施設でのイベント、研修等の最中に災害が発生したら、どう避難するか、

会場での避難訓練が必要と思うが今後の取り組みについてということでございますが、各施設に

おきましては、イベント等開催時には、職員または、管理人が必ず事務所にいます。万が一の災

害発生時には、非常用放送設備も装備しており、緊急時の放送には即対応できると考えておりま

す。また、施設の規模によっては、防火管理者を定め、消防計画を作成し、職員や管理人による

非常時の避難経路への誘導及び安全な非難のため、必要な訓練を定期的に実施をして、避難経路、

消火器及び消火栓の位置等を再確認をしております。特に、自治センターや、内子座、上芳我邸

といった観光施設など、多くの利用者が集う施設においては、毎年必ず避難訓練を行っておりま

す。今後においても、万が一の有事に備え、引き続きこれらの取り組みを実施していきたいと考

えております。 
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続きまして、運転免許の自主返納についての問いでございます。昨今、全国的に高齢者の自動

車運転中の重大事故が問題となっております。高齢化が進む内子町でも交通安全行政を推進する

上で、高齢運転者の交通安全対策は重点事項であり、運転免許返納制度が有効である事は周知の

事実であります。内子町内でも、運転免許自主返納者に対して、特典の提供が民間企業等で行わ

れておりますけれども、町としても運転免許を自主返納した高齢者に対する特典を検討し、運転

免許自主返納者の増加を図り、高齢運転者による交通事故抑制につなげたいと考えておりますの

でご理解を頂きますようお願いを致します。以上で、私からの答弁とさせていただきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今のハザードマップを本気で防災に生かそうとするならば、もっとはっ

きり危険な場所を伝えなければいけないと思うんですが、この行政がハザードマップを作って配

ってからはあとは自分でしっかりやりなさいよということでは解決しないと思います。地域の防

災マップの見直しということでうちの自治会内なんですが、防災士グループによって各家庭の家

族構成、高齢者、一人が住んでいる家、体の不自由な人、支援のいる人等の調査を致しました。

その中で、水の確保ということが各農家から一番出てきたんですが、そうなってくると井戸がど

こにあるのかということも調査をさせていただきました。そういった地域での現状の把握をして

おるんですが、町内全域では、やはり自治会単位ではそういった細かい調査等の実施している自

治会はまだ少ないというのが現状でしょうかね。 

○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） 先程の森永議員の答弁にもさせていただきましたように、なかなか地

域で温度差があるというのが現状だろうと思います。一生懸命取り組んでいただいている自主防

災組織は本当に熱心に研修とか地域内の調査もされておりますし、久保議員のお住まいの地域は、

非常に熱心に活動されているんだろうというふうに思います。敬服致しております。確かに私た

ちもハザードマップを作ってそれを配ったらもうおしまいということは決して考えてはございま

せん。一緒になって地域防災力を高めていく活動に一緒になって考えていきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の災害用備蓄品は各家庭での備えの状況等なんですが、これは各個人

ですから、やはり行政としてはやはりこの整備を啓発する上からでも情報というか広報紙等で備

えましょうというような啓発運動をやっぱするべきではないかと思うんですが、その辺の広報紙

等の利用は可能かどうか、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） もちろん町の広報紙でそういう家庭内での備蓄品の推進という点につ

きましても情報発信は可能でございます。私が知る限りではございますけれども、それぞれの自

治会が発行している自治会報でも防災意識の高い自治会では日ごろから備蓄品の準備をしましょ
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うということで細かいものも提示をして啓発に努めているところもございますし、自主防災組織

によっては、家庭用の備蓄品の研修会なんかもしたりですね、非常に熱心なところもございます。

今、インターネットでちょっと検索してもかなりの数ヒットします。ただ、標準的な備蓄品とい

うことではなくて、それぞれのご家庭で家族構成も違いますし、必要なものもたぶん違ってくる

だろうと思いますので、そのあたり、その家庭、家庭でお考えいただけるような啓発の仕方とい

うのも必要ではないかなというふうに思っております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 次に災害時に水やお湯の確保が難しい、災害時に活用できる液体ミルク

のことなんですが、これはぜひですね、子育ての負担軽減、子どもの安全を守る上からでも重要

なことじゃないかなと思いますので、これは年数がかかるようなんですが、そういった状況にな

れば備蓄品として町も考えていくべきじゃないかと思っておりますので、よろしく検討していた

だいたらと思います。それと、避難場所、これで何日も泊まるというような状況になると環境の

整備も必要になってくると思うんですが、支援物資等の確保等もありますが、そこで寝泊まりが

続くということになれば、よくテレビ等で段ボールベット等がよく活用されておるようなんです

が、この段ボールベットの町での整備状況はどういった状況かお聞かせいただいたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 現在、町の保有している段ボールベットについては３０組準備をして

ございます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の３０組というと、ちょっと数的に少ないんじゃないかなと思うんで

すが、その辺はやはり、災害時ですから、いつどういった時に起こるか分かりませんし、やっぱ

もう少し数の確保、これはするべきじゃないかと思うんですが、３０組くらいでは足りない状況

だと思うんで、その辺、ぜひ数の確保お願いしたいと思います。 

 それと、続きまして、地震が起きたら、机の下に隠れましょうとよく私たち小・中学校でお馴

染みの防災訓練があったわけなんですが、先程、大規模収容施設での避難訓練なんですが、これ

はいつどこで起きるか分かりません。夏であろうが、冬であろうが、やはり命を守る上からも防

災訓練、現場での対応、職員の訓練が出来ておるということなんですが、ぜひ、いろんな機会を

とらえていただいて訓練を防災避難訓練を実施していただいたらと思いますが、もう一歩踏み込

んだ取り組みができるかどうか、今以上に。 

○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） 各施設それぞれ状況等、対応等、違ってくると思いますので、１つの

マニュアルに沿ったですね、訓練だけでは、恐らくいろいろな災害に対応できない場合も想定さ

れるんではないかなと思います。そのあたりは、各防火管理者との連携を取りながらですね、よ

り工夫のできる、工夫した訓練等もですね、今後検討するべきではないかなというふうには考え
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ます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の運転免許返納についてなんですが、今後、高齢者の増からして今ま

で運転免許によって思うように動けていたものが返納することによって足が奪われて動けなくな

る。そういったことで買い物弱者等、病院に通院しようと思ってもなかなか思うように通院でき

ないというようなことがないように町としても支援策を考えていただきたいわけなんですが、検

討しているということを言われたんですが、その内容等についてはどういった内容で検討されて

いるんでしょうか。 

○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） 以前、この本議会におきましても、他の議員の方から自主返納制度に

対する取り組みについて、ご質問があったことがあります。その時はデマンドバス等のきめ細や

かな整備ということで、当面は様子を見たいというふうにお答えをさせていただいたことがある

んですが、今の状況を見てみますとですね、やはりそれでも十分にカバーしきれない部分がある

のではないかというようなことも考えております。特典の内容と致しましては、まだ具体的には

決まっておりませんけれども、方向性としては、民業の圧迫に考慮しつつですね、町営バス等に

関する内容にしたいなというふうに思っております。自家用車に代わる交通手段の利用の促進に

つなげて運転免許自主返納の動機付けとしたいなと考えておりまして、まだこれ具体的ではない

のではっきりこの場で申し上げることはできませんけれども、例えば、バス、デマンドバス等の

利用券あたりですね、このあたりを検討のテーブルの上に載せることでどうかなというふうには

考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の運転免許自主返納の支援事業所が町内にも何カ所かあると思うんで

すが。これは町としてサポート事業としてこの事業所を増やすような取り組み、取り組んでくだ

さいといった事業所への働きかけ、これはこれから先考えていくのがあるのかどうか、それをお

伺いして私の最後の質問としたいと思います。 

○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） 内子町内の企業の皆さんにもですね、協力を呼び掛けているというこ

ということにつきましては、大洲警察署、それから交通安全協会の皆さんが一緒になって推進を

されておられます。内子町もですね、おしりをたたかれながら、ご協力をさせていただきたいと

いうところで、内子町に関係する団体ですね、例えば、観光農園関係は観光農園の入場料を割引

するとかですね、そういったような働きかけ、それから、連絡等もさせていただいているところ

でございますので、町もできる範囲の中で一緒になって取り組みたいというふうに思います。 

○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。 
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午後 ０時０２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、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） 西日本豪雨また北海道地震により亡くなられた方のご冥福をお祈り申

し上げます。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げまして、質問に入りたいと思いま

す。そういった中ですけれども、隣の大洲市では、恒例のいもたきの試食会が始まったというこ

とで先日もテレビで出ておりました。中止しようかなという皆さんの声の中でも少しでも復興に

向けて何かしたいということで実施されたということを聞いております。私も今年はからりの芋

だけではなく、隣の大洲市の芋も買っていもたきをしながら頑張りたいと思いますので、それで

は一般質問に入りたいと思います。 

まず、最初に園児、児童、生徒の安全対策について質問します。本年５月、新潟市において下

校途中の７歳児童の命が奪われるという、痛ましい事件が発生しました。わずか７歳の女の子を

殺害し、証拠隠滅のためか列車に遺体を轢かせるという、人として到底考えられない悪質極まり

ない事件が起きました。また、６月には大阪北部地震おいて通学中の児童が倒壊したブロック塀

の犠牲になるという事故が起きました。文部科学省は、児童生徒の登下校時の安全確保について、

全国の教育委員会などに平成３０年７月１１日付で文書を通知し、対応を要請したと聞きます。

具体的には、学校や保護者らが、警察や見守り活動を行う団体などから情報提供を受けた上で、

防犯の観点から危険があると認められる箇所を抽出し、対策に複数の関係者との確認や協議が必

要な箇所を市町村教育委員会に報告。危険箇所を合同点検して協議し、対策が必要な箇所を抽出

する。要領では、ここまでの実施期間を９月末までと定めているようです。依頼文では、実施対

象となる通学路について「学校などで設定している通学路のみならず、自宅から学校に至るまで

の経路」と明記。児童が１人になる区間などを念頭において、危険個所を抽出するよう求めてい

るということであります。「通学路の一般質問を何回もしつこくするな」と理事者の皆さんは思わ

れるかもしれませんが、文科省からの対応要請があったという事を知り質問するものであります。

そこで１番目に、夏休みも過ぎ本年度も通学路の点検をされたと思うのですが、その問題はなか

ったか。そこでの問題点や今後改善される具体的な事は何かを質問します。２番目に、防犯対策

についてはどのような取り組みをされているかお尋ねします。３番目に、園児・児童・生徒を守

るため、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法など、医師や救急隊員に引き継ぐまでの救命処置及び応

急手当について、教職員や保護者、部活指導関係者への周知はどうされているかお尋ねします。

４番目ですが、小学校のグランドを利用するサッカーやソフトボール等のスポーツ少年団や一般

の住民が利用するナイターソフト等の活動の中では、夕方から土曜・日曜・祭日の利用が多く、
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ＡＥＤがある小学校の校舎や町民体育館は閉まっている事が多いと思います。そのため、ＡＥＤ

が必要となった場合はどうすれば良いのでしょうか質問をするものであります。ＡＥＤが必要と

なった場合、ＡＥＤが設置されている小学校や町民体育館等の建築物の窓ガラスを叩き割って入

れば良いのでしょうか。人は助けられてもガラスを割って入るとおそらく不法侵入や器物破損の

罪で逮捕されても困ります。胸骨圧迫、心臓マッサージのみの心肺蘇生をしながらひたすら救急

車が来るのを待つのでしょうか。それとも、ＡＥＤの備えがある他の場所へ時間を掛けてでも取

りに走る方が良いのでしょうか。ＡＥＤには管理の問題があると言え、本当に必要な時に使えな

いのではＡＥＤの意味がないと思うのですが、いかがでしょうか。心肺停止から５分以内に除細

動が可能な場所への配置が必要であると言われています。なぜなら心臓が復活して命が助かった

としても、５分以上経過してしまうと脳に酸素がいかないために、何らかの障がいが残ってしま

う確率が高くなるからです。社会復帰が出来る為には、１秒でも早い心肺の復活が大切であると

いうことです。どうしてもこういった公共の施設、建物内のＡＥＤを自由に取り出す事ができな

いというのなら、スポーツ少年団や各種団体が行う練習や試合会場に、自治センターに備えてあ

るＡＥＤを貸し出すことはできないか質問をするものであります。 

続きまして、公用車の安全対策について質問します。ドライブレコーダーの設置はどうかとい

う質問であります。ドライブレコーダーは、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、並びに

交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化のためと、街中の犯罪抑止力の向上にも

少しでも役立つと言われています。警察関係者によりますと、何らかの事件があれば、走る防犯

カメラとして犯人検挙にも繋がるのがドライブレコーダーであるようです。公用車へのドライブ

レコーダー設置の考えはどうか、お尋ねを致します。 

続いてですが、学校給食の無償化についての考え方について。地元の食材を給食メニューに使

うことで「地産地消」に取り組む学校があったり、給食費の無償化を始める自治体が増えたり、

給食を取り巻く環境も変わりつつあります。給食のメリットや給食費の実態、無償化への動きな

ど、学校給食についての質問でありますが、小中学生の頃ですが、給食の時間が楽しみだったと

いう人は多いのではないでしょうか。私も裕福ではない環境で育ちましたから、学校の給食が美

味しくてたまりませんでした。牛乳があまり普及していない時代でしたから、脱脂粉乳も飲んで

いることも覚えています。出てくるパンにおかずは常に完食していましたし、今でも、砂糖がま

ぶしてあったから揚げパンの味が忘れられません。文部科学省では、各自治体における「学校給

食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」を初めて調査し、その調査結果を取り

まとめ、本年７月２７日付けで各都道府県教育委員会へ通知したと聞きます。それによりますと、

２０１７年度は全国の４．７％に当たる８２市町村が給食費を無償化しており、人口規模が小さ

い自治体ほど積極的に導入している傾向が見られたということであります。調査は、全国１７４

０市区町村の教育委員会を対象に実施され、それによると、小中学校いずれも給食費を無償化し

ていたのは７６市町村であり、小学校のみは４市町村、中学校のみは２町だということです。無

償化に至った経緯としては、首長の公約・意向、議会における議論、自治体の施策の一環、ＰＴ

Ａからの要望であるということです。無償化を開始した目的は、食育の推進、人材育成、保護者

の経済的負担の軽減、子育て支援、少子化対策、定住・転入の促進、子どもや人口の増加を期待

した地域創生でありました。無償化実施の課題として、継続的な予算の確保、議会・住民の理解、
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食材費の高騰や転入者増への対応、食育への関心の低下や、無償化を当然とする意識の高まりの

懸念であるようです。以上のようなメリットが考えられるのですが、１番には財源であります。

給食費を無償化、何でもかんでも無料・無料で子育ては全て行政任せと、親の子育て意欲の低下

を招くとも考えられます。まだまだ全国的に見ても給食費の無償化を実施している自治体は少な

いのですが、時代の流れもありいずれはこういった方向になるのではと私は思うのですが、稲本

町長は学校給食の無償化についてどのように考えておられるか質問をするものであります。 

最後の質問ですが、障がい者の法定雇用率について質問します。愛媛県は８月の２０日に法律

で定められた障がい者の雇用割合を水増ししていたと発表をされました。水増しの疑いがあるの

は２０１７年に１４６人、１８年は１４８人ということです。これを除くと両年とも法定雇用率

を下回るということで、中央省庁で水増しが相次いで発覚したことを受け、県が調べていたもの

であります。障害者雇用促進法は、国などの機関の法定雇用率を３月まで２．３％、４月からは

２．５％に設定されています。国の指針では、算入できるのは障害者手帳などの所持者か、医師

による判定書などがある人と定められていると聞きます。記者会見で県の総務部長は「県民の模

範となる立場でありながら、不適切な取り扱いを長年続けてしまった。」と謝罪したということで

あります。この問題を巡っては、文部科学、農林水産、防衛、法務局法務各省などで同様のケー

スがあったことが判明しています。障がい者の雇用拡大に向けてさまざまな施策を展開してきた

経済界は、中央省庁や地方自治体による障がい者雇用の水増し発覚に失望を隠せない。ある流通

大手幹部は「これまでの企業努力をバカにされたようで、むなしさを覚える。」と漏らしたという

ことであります。こうした民間の努力を踏まえ、ある経済団体幹部は「民間は未達の場合、納付

金まである厳しい制度の下で努力をしている。省庁の水増しはあり得ないことだ。」と新聞記事に

も書いてありました。そこで、内子町での雇用率は満たされているのかお尋ねします。障がい者

を雇用する企業には調整金や助成金がある一方で、雇用しない企業には納付金を納める義務があ

るということですが、内子町内の企業においても、基準に満たすことができなくて、年によって

は納付金を納めている企業もあると聞きます。今回の様に国や地方自治体の公の機関が、障がい

者の雇用数を満たしてない場合の納付金はどうなるのでしょうか、納めなくて済むのでしょうか。

新聞やテレビ報道でもこの納付金についてはあまり報道されていません。もし内子町が満たして

いなかった場合はどの様なお金を充当することになるのか質問し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学校給食の無償化についてお尋ねでございます

ので、これについてお答えをしたいと思います。たしかに、保護者の皆様方にとっては、無償化

というのは喜ばしいことだというふうに受け止められるというふうには私も思っております。し

かしながら、今、ご案内のように小学校で１食２４０円、中学校で２７５円でございます。これ

は原材料費でございまして、電気代とかもろもろがここの中に入っているという金額ではござい

ません。原材料費だけでございます。このトータル的に２９年度決算ベースで見ますと、この給

食材料費が年間約６，４００万円余りでございます。議員ご質問の中にありましたように、全国
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的な子育て支援の対策として、給食費の無償化、あるいは一部補助といった動きが自治体の中に

出ているということについては、承知しております。まだまだ県内では少ないなというふうにと

らえておりますけれども、議員ご承知のように今、内子町で教育行政の中で最大の予算を投入し

てやらなくちゃいけないのはエアコン等のですね、学校の整備を早く前倒ししてでもやらなくち

ゃいけないいうことで意識的にこれはやらせていただいております。そういったものもあります

ものですから、とりあえず財源の将来持続できるかどうかということを含めて県内の動きもみな

がら、これは適切に判断していかないといけない。もう一つ踏み込んで言わせていただきますと、

学校給食が教育の一環だとするならば、本来は国が責任をもってやるべき分野のことではないか

なというふうにも受け止めておるわけでございます。いずれにしても、もう少し総合的に判断し

ないといけないいうふうにとらえております。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） それでは私の方からは、園児、児童、生徒の安全対策について答

弁させていただきます。まず、一点目の今年度の通学路の点検でございますけれども、今年度に

つきましては、現在、各学校から提出をされた安全点検箇所にかかる依頼書を確認作業中であり

まして、準備出来次第、関係機関と合同点検を実施しまして、交通安全・防犯・防災を踏まえて

危険の状況などを考慮しながら迅速に計画的に改善・充実を図っていきたいと考えております。

また、随時、通学路の危険箇所等の情報を収集致しまして、対応しているところでございます。 

続きまして、２点目、通学路等の防犯対策についてでございますけれども、本年６月議会でも

答弁をいたしましたけれども、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。幼稚園・小・中学校の取組みにつきましては、日頃か

ら学校危機管理マニュアル等に基づき教職員の研修に取り組んでおります。また、子ども自身へ

の対策と致しまして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。 

続きまして、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法についてでございますけれども、町内幼稚園４園、

小学校７校、中学校４校の全ての幼稚園、小・中学校で講習会等を消防署員又は女性消防団員を

講師として実施をしております。実施時期につきましては、水の事故が多くなる６月から７月に

かけて実施をしております。対象者と致しましては、全教職員と児童生徒・保護者でございます。 

最後に、各自治センターに備えているＡＥＤにつきましては、施設利用者のために設置してい

るため、貸し出すことは出来ません。ただ、内子町体育協会が所有しているＡＥＤが１台ござい

ますので、体育協会の行事等で利用がない場合につきましては、貸し出し等は可能ですので事務

局までお申し出ていただいたらと思います。以上、答弁とさせていただきます。 
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○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方からまず公用車の安全対策について、ご答弁を申し

上げます。職員の安全運転意識及び運転マナーの向上につきましては、毎月開催しております月

初め式や課長会、また各課の朝礼及び職員研修をとおして適宜指導しているところでございます。

交通安全意識や運転マナーは、運転者の日々の運転に対する意識により改善されるものであると

考えてございます。現在、町長公用車にのみドライブレコーダーを設置しておりますが、その他

の公用車には設置しておりません。町長公用車以外の公用車全車、現在９３台ございますが、今

のところ現時点ではですね、この全ての公用車にドライブレコーダーを設置する考えはございま

せん。しかしながら、町営路線バス、それからデマンドバスなど、町民を乗せて運行する公用車

につきましては、より安全に運行することと、バス利用者により安心して乗車いただくために設

置を検討して参りたいというふうに考えております。 

次に、障がい者の法定雇用率についてご答弁を申し上げます。障がい者の雇用率は、町長事務

部局と教育委員会事務部局それぞれで、臨時、嘱託職員も含めた総職員数、障がい者数により算

定するもので、毎年６月１日時点の障がい者雇用状況を障害者任免状況通報書により公共職業安

定所、いわゆるハローワークに報告をしております。なお、障がい者の法定雇用率は、本年４月

１日に改正され、町長事務部局は、２．３％から２．５％へ、教育委員会事務部局は、２．２％か

ら２．４％へ、それぞれ引き上げが行われました。内子町における今年の６月１日時点での障が

い者雇用率は、町長事務部局で２．７８％と法定雇用率を満たしておりますが、教育委員会事務

部局では１．２５％と法定雇用率を満たしておりません。障がい者の雇用については、町職員募

集に障がい者枠を設け、毎年募集を行っているところでございますが、平成２６年度から応募が

ないのが状況でございます。今後においても引き続き、障がい者枠を設けた募集を継続すること

で、教育委員会事務部局においても法定雇用率を満たせるよう努力したいと考えております。次

に、障がい者の雇用率を満たしていない場合の納付金についてですが、障がい者の雇用の促進等

に関する法律において、公の機関から納付金を徴する規定がございません。これは、公の機関の

予算は住民等からの税金で賄われている事から、税金を投入して納付する事が適切でないという

判断で、納付金納入制度がないということになっております。なお、障がい者雇用率を満たして

いる場合、民間ですと国から調整金の支払いがありますが、公の機関へは調整金の支払いはござ

いません。以上、私からの答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 項目がたくさんあるんですが、まず最初に、町長が答弁していただき

ました学校の給食の無料化についてなんですけど、再質問なんですけど、町長の言われることも

十分私も分かります。そういった中で小さい自治体ほどどうにか人口減に歯止めをかけるために

はやはり保護者のために子どもたちのためにという形で教育関係費にお金がだいぶ入れられてい

る自治体もあります。中には山梨県の早川町でしょうかね、２０１２年度からは義務教育無償化

を掲げておられるんですが、それによると、町が全額負担するのが給食費、修学旅行費、卒業ア
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ルバムなどの製作費、教材費、卒業制作経費、社会科見学費、授業としてのスキー、スケート教

室代、そういった本当に多くの教育費が無償化にされているようでございます。私もそれを無償、

無償、保護者は喜ばれるかもしれませんが、またその一方では問題になっているのは、給食費を

なかなか払わないけど、スマホや高級ブランド品を買いあさる保護者もいるというそういったこ

とも問題になっているということもあります。ですから、一概に先程の財政のことを考えますと、

将来的にはこうなるべきだという方向になるのではないかというふうに思うんですけど、他の自

治体を見ながらといわれますが、やはりエアコンの問題も同じですけど、早くこの考え方にも着

手するならされたらというふうに私は思います。というのは、一部材料費は町が負担しているん

ですけど、また第２子とか第３子からは無料にするとかそういったやり方も一部の無償化という

のができると思いますので、内子町ってやはり子育てに対しては、力を入れているなというふう

な考え方もあるのではないかというふうに思いますが、もう一度この件について町長の考えをお

尋ね致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） やっぱり、本当に無償化になったら、いいなと親子さんたちは助かると

いいますか、安心できるだろうなという気持ちがおありになるというのは私もよく分かります。

この点についてはですね、よく分かります。ただ、申し上げましたように、そういうところを全

て税金を投入して本当にやることが今の段階で適切なのかどうなのかというのは慎重に判断しな

いといけないというふうに思っています。やっぱり消費税を上げるなり、なんなりしてですね、

少しもうちょっと地方自治体がそういうものに投資しやすいような環境を国の責任においてとっ

ていただくと。一旦、無償化で走り出しますと、途中でやめるというわけには参らないというふ

うに私は思っておりますものですから、そういうところの見通しもしっかり私はたてないといけ

ないだろうなと思っております。ですから、ちょっと先程申しましたように総合的にこれは判断

させていただきたいというふうに思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） 分かりました。今度とも検討していっていただいたらと思います。 

 続きまして、通学路の安全対策等についてなんですけど、これから実施していくということで

まだ作業中だということですので、課長の方から迅速に力強くやりますということでしたので、

しっかりと安全対策をしていただいたらと思います。また、マニュアル等も学校の方は全部ある

ということですので、安心を致しております。もう一つですね、地震で震度５以上あった場合は

児童の安否の確認が必要であって、登下校時は教職員が通学路をたどるといった確認方法を例示

してあるんですが、内子町のマニュアルにおいてもこういった方法になっているのかお尋ねしま

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） 申し訳ございません。その点については、また確認をさせていた

だけたらと思います。 
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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） あと保護者との連絡体制について、しっかりと情報発信をしていると

いうことであったんですけど、この間の地震でも電話での対応がかなりありますけど、アクセス

してもつながらない。それから、ホームページも集中して情報発信がうまくできなかったという

ふうな情報が出ております。こういった情報発信はメール配信だけなのか電話配信なのか、そこ

ら辺は内子町の場合、どういうふうにされておりますでしょうか。 

○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） その点についてですけれども、これは不審者情報の提供とも重な

ってくるわけでございますけれども、現在、学校が保護者の方に携帯で一斉にメール配信をする

ようになっております。ただ、まだ登録がされてない保護者の方については、電話等の対応とい

うことで、現在のところは進めておるところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 先程言いましたように、地震の時には、アクセスが集中してホームペ

ージが動かないという電話もつながらないという状況になるということがはっきりと大阪の地震

では言われておりますので、そこらをもう一度、詰めてやっていただいたらと思います。 

次、防犯ブザーについても全部各学校に普及されているということで１００％されているのか

確認したらと思います。 

○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） 防犯ブザーにつきましては、毎年、防犯協会から小学校入学時に

全児童に配布を致しております。 

○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） それではＡＥＤについてでありますが、これは合併をした頃も１３年

前ですけれども、この頃もＡＥＤはある程度施設には設置すべきではないかと私何度も言いまし

て、当時の河内町長さんの時ですか、それをそんなに言うならもうひとつ予算化しますというて

２つは買いましょうという答弁もその時にあったんですけど。今はかなり台数も増えてきている

と思います。ただ、先程私言いましたが、目の前にあるのは知っていても、ガラスを割って入る

ことはできないということは難儀な話であると思います。全国の自治体とかそういうところもや

はり同じ問題を抱えているようであります。中で先進的なまたお金がかかるんですけど、専用の

ＡＥＤを入れるボックスがあるという。ただ、１台が機種にもよりますが、７０万とか８０万。

ＡＥＤよりも高いということであります。それはなぜかと言ったら温度調整をしないといけない

んですね。ですから、真冬とか高熱の時に５℃から３０℃でカメラの湿度ケースみたいなものだ

と思うんですけど、温度調整をしないといけないから、そういうボックスは高いんだということ

であります。で、ただ、考え方によればこれも私が１３年前に質問の中で言った災害対応型の自
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動販売機にメーカーが設置してくれるのをお願いしたらとどうですかという形で町の施設の自動

販売機そういうのを設置されたんですけど、これも結局、防犯的な問題がメーカーがあるという

ことで室内だけの自動販売機になっているんですよね。自動販売機に入れられているＡＥＤだっ

たら、温度調整がちゃんと管理されるから、大丈夫だというふうになっているんですけど、そう

いった点をですね、例えば五十崎にある町民体育館だったら自動販売機を外に設置しておけば、

天神小学校や五十崎中学校でもすぐ近くになりますから、いざという時には自動販売機のＡＥＤ

をもっていくことができるんではないかと私は思うんですが。今なら町民会館のガラス戸割って

入らないと使えないんですよね。ですから、そういった何らかの考え方を変えることによって、

できるのではないかと思いますので、そういう方法を何か考えて今後もしてほしいんですけど、

それに対してのお考えをお尋ね致します。 

○教育長（井上淳一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 井上教育長。 

○教育長（井上淳一君） ＡＥＤですけれども、議員もご承知のように１台が３０万から４０万

くらいかかるということです。内子におきましても各小学校ですとか施設等各１台ずつは配備で

きたかなというふうには思っております。現在、スポーツ少年団、子どもたちが一生懸命運動し

てくれているんですけど、大体、１２から１４団体あるようです。実際に使われているところが

内子小学校、天神小学校、五十崎小学校の体育館とかグラウンド、また剣友会等がそれぞれの学

校で行われております。各学校においては、校舎内じゃなくて体育館に設置している学校等もあ

りますので、体育館でやっているスポーツ少年団については、間に合うかなと。問題はグラウン

ドでやるスポーツ少年団というふうに思っております。そういったところもありますので、まず、

答弁の中で言いましたけど、体協で１台貸し出し用がありますので、そういう大会にはそういう

のを空いている時ですけど、ご使用いただく。それでも足らなかった場合には、町で１台か２台

確保するとか、場合によっては小学校用大会用という１台ずつおくとかいろんなケースが考えら

れると思いますので、そういったものも含めて予算も含めて今後検討課題かなと思っております

ので、ご理解いただいたらと思います。 

○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） そこらは理解できますが、スポーツ大会とかいろんなイベントの時に

は会場が違うところで何カ所かありますし、これからの秋のスポーツの時期になりますと、小田

でもスポーツしていたら、大瀬でもスポーツしておりますし、内子でもスポーツしております。

いろんな大会が子どもから大人までありますので、すべてを網羅せえというのは難しいと思いま

すけれども、ただ、１台、２台あったから、町は準備してましたというんじゃなくて、やはりい

つでも取り出せるという状況にすることも考えていかないと、先程いいましたように、救急車が

来て１０分くらいして来て、心肺停止が５分続いてそれから心臓がかえっても脳が働かなくなっ

たり、なんらかの重い重症になってくるということは、間違いございません。５分以内だったら、

軽度の障がいが残ったりなる場合があるんですけど、５分以上過ぎるとほぼ社会復帰は難しいと

言われていますので、そのためにもそういった設置のことも考えていただいたらと思います。 

 次ですけれども、障がい者雇用についての、やはりもういっぺんそこの点、先程のＡＥＤの考
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え方についてもう一度教育長、答弁してください。他にもいろんな施設あります。スポーツ大会

ありますよということと。 

○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） たしかに各地域でいろんな行事をやっていただいているということは、

承知しております。まず、そういったところも含めまして、利用頻度とか総合的に勘案しながら、

検討課題という形にさしていただいたらと思いますので、ご理解いただいたらと思います。 

○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） ですから、各小学校、中学校には、各地域に学校がありますから、そこ

のＡＥＤがぱっと取り出せるんだったら、より経費もいらないし、安全なんで、そういう設置の

考え方は今後とも検討していっていただいたらと思います。 

最後の障がい者雇用制度についての再質問になりますけれども、確かに税金を集めよる自治体

が罰則があって、その税金に対してその町民から集めた税金、それらを国に納めるというか、そ

ういう機関に納めるというのは確かにおかしいので、やはりそういうのはないのかなというのが

今、分かりましたが、一般の企業の人は、今回、この質問なぜささせていただいたかというと、

町内にある企業の方も納得いかんなと。私たちは罰則でこれを払っているのに、公の機関はそれ

に満たされていなかったって、お断りの場面はテレビにも流れますけれども、ちょっと納得いか

ないなというのが実際のお話でございました。この納付金のお金の関係は結局、障がい者を雇わ

れてなかった企業が、雇った企業に集めたお金を逆にそちらにやって、フィフティフィフティに

なるようにやっていたのが現状ではないかというふうに言われているんですけど、ただ、企業に

よってはこの雇用の仕方によって人を集めるのが大変だから、納付金をそれじゃったら納めた方

がいいといったような考え方もあるようでございます。ただ、これ町長も内子町として国の方に

言っていただきたいのは、確かに教育委員会の方も募集は募るけどなかなか集まらなかったのが

現実であるということであるんですが、企業の方もその障がいのある方に仕事を作らないといけ

ないというそういういろんな難しさがあるんですけれども、ただ、そこらを十二分に考えて障が

い者の方に仕事をただ単一的な用紙をこうしなさいとかこうするとかじゃなくて、一人一人が障

がいをもっておられても、本来の仕事が事務所内でできる仕事を見つけ出してやっていくのが本

当の障がい者に対する思いやりではないかというふうに思います。それが本当の働き方改革では

ないかと私思っておるですけど、このことについて再度、納得が私いかないんですけど、答弁を

いただいたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 内子町の場合、先程答弁させていただきましたように教育委員会部局

で若干足らないという状況でございます。足らないから、じゃあほっといていいのかというわけ

でもそれはないわけで、当然、ハローワークの方からは指導がございますので、我々もその指導

を受けて障がい者雇用については、アンテナを高く張ってですね、議員おっしゃられたことも考

えながら、雇用を推進していきたいというふうには考えています。ただ、教育委員会部局、町長
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部局、それぞれ人事異動等もございますので、変わったからまた率が変わるということもござい

ますが、そもそもこの制度があるというのは、障がい者の社会参加を進めようというそれが一番

の狙いでございますので、そこに我々は着目しないというふうに考えてございます。ただ、数字

を達成したからそれでいいのかというわけでも当然ございませんので、この率を高めるためにあ

らゆるところで障がい者雇用に向けての取り組みが必要であろうというふうに考えております。

積極的なＰＲも含めて今後も一生懸命取り組みた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） 今の総務課長の答弁でやはりそのとおりでございます。ただ、国が言

うように、率だけを上げて企業もですし、自治体もですけど、クリアしているじゃないかとそれ

だけの問題ではないと私も思います。ぜひともですね、本来あるべき障がい者の雇用は、特別な

扱い方をするのではなく、採用しても採用してからでもですけど、お互いの立場を尊重しながら

働ける本当の障がい者雇用につながるような努力をしていただいたらと思います。以上で、私の

質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 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。９月定例会におきまして通告書によりまして、一

般質問させて頂きます。まず、最初に防災減災についてお尋ね致します。この９月定例議会は、

災害定例議会になるんじゃないかなと考えておりますけれど、案の定、防災に対する一般質問が

たくさん提出されまして、多分にかぶった部分もあります。先程、同僚議員の同じ趣旨で考えら

れる質問がございましたら、先程答弁しましたということで答弁していただいてご理解いただき

たいと思いますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

この度、平成３０年７月豪雨に際しまして９月３日時点の内閣府防災情報局の方から発表され

ております、お亡くなりになられた方が全国１４府県２２１名、また３県で１０人の方が行方不

明となっておられます。今年６月の大阪北部地震、９月の台風２１号、同じく北海道胆振東部地

震と未曾有の災害が日本列島を襲ってきました。まさに、昔、「災害は忘れた頃にやって来る。」

という言葉が現在では、「災害は忘れないうちにやって来る。」との言葉に置き換わっているよう

です。まず犠牲になられた皆様のご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた方に厚くお見舞

いを申し上げます。さて、わが町ではこの度の西日本豪雨、人的被害はありませんでしたが、土

砂災害等々たくさんの被害がでました。ともあれ、人的被害がなかったのは何よりだと考える次

第です。これは、稲本町長を本部長とする、災害対策本部の日頃の防災に対する意識の高さが功

を奏したものと考えます。対策本部は６日の未明から昼夜を問わずその任務に当たられ、逐一、

各種災害に手を打ってこられました。孤立集落等も発生しましたが素早く解消できました。消防

団も巡回、避難誘導、土のう積、交通整理等々大変心強い存在でございました。また建設会社の

皆様におかれましては嵐の中、基幹道路の復旧に尽力頂き、早期の復旧に努力して頂きました。

本当に頼もしく感じたところでございます。何よりも人命が一番です。その人命被害を出さない
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ためにも、災害対策本部は住民の安全、安心の要であります。これから、南海トラフ地震等も身

近になって来ている感じもありますけれども、こういう時にこそ、改めて防災の検証をして次に

つなげないといけないと思いますので質問させていただきます。 

まず、今回の豪雨災害で非常用電源が水没して避難誘導の防災放送等に支障がでた自治体があ

ったと聞き及んでおります。防災の要の内子町災害対策本部の非常電源は水没等の心配はないの

かお尋ね致します。 

次に、内子町の自主防災組織等へのもう少しきめの細かい災害状況等の情報の提供をと考える

わけですけれどもいかがでしょうか。ニュース等でも大きく報道されているように犠牲になられ

た多くの方が避難の遅れ、又は避難出来ない状況の方たちでありました。被災地の避難率は平均

で４．６％のとの事です。多数の犠牲者を出した所でも１％を切っているところもあったようで

す。自分自身も含めてですが、「自分の所は大丈夫だろう。」と、身の危険を逃避的に考える脳が

働くみたいで、テレビ等でのインタビューでもそう答えている方がたくさんおられました。そう

いうことで被害者の大半が逃げ遅れて被害にあったというところだろうと考えられます。その意

味ではどう住民に緊張感を持って頂くかが、人的被害の回避につながるかと考えます。大洲で被

害にあわれた方の話では、役所から「避難してください。」との防災放送は聞いたが、まさか、自

分は大丈夫だろうと構えていたそうです。その後、消防団が「避難しろ。」との巡回避難誘導で初

めて自分の身近に危険が近づいていることが実感でき、ぎりぎりのところで避難出来たとの事で

した。その話を聞くにつけ、情報の発信の仕方が非常に大事だと思います。その意味でも、今後

住民の緊張感をいかに高めるかがカギになると思います。また、それには、合わせて自主防災組

織の強化と、情報の共有化は本当に大切だと思います。「避難勧告が出たので避難所を開けてくだ

さい。」との連絡で、避難所のカギは開けたもののあと何をすればと、ある自主防災組織の会長さ

んが話されておりました。また、災害対策本部から数回、そちら方面の様子はいかかですかと、

情報収集の電話がかかってきましたが、他の町内の様子がもう少し情報として入ってくれば、そ

れなりの緊張感を持って対応出来たのだがとも話されておりました。他の市町村の自主防災組織

で、災害が起きたと想定しての訓練だけじゃなくて、起きそうだという時点を想定しての訓練を

日頃から行っていて、この度の災害も防災組織役員が一軒一軒避難を呼び掛けて回り、被害を回

避できたとテレビでも放送されていました。地元の防災訓練でも情報の大切さを認識し、今年の

冬、アマチュア無線所有のメンバーにお願いして無線交信訓練を致しました。その時にも情報の

大切さを更に実感致しました。そのような事から、災害対策本部と自主防災組織の情報の共有化

が非常に大切であると考えるがいかがでしょうか。 

次に、内子町の要支援者の避難体制は整っているのか問います。大洲市でも一般の避難所に、

介護施設が水没しそうなので利用者を送り込んだところ、一般の避難者との間でトラブルがあっ

たと聞いています。内子町の要支援者の避難体制はどうなっているのかお尋ね致します。またそ

ういう人を一目でわかるようにとヘルプマークの配布事業があると思いますけれども、内子町内

のヘルプマーク配布の対象者の人数は何人くらいおられるのか、また確認されておられるのかお

尋ね致します。また、そのヘルプマーク、カードを発行されて受け取られた人数をお尋ねいたし

ます。その対象者の名簿を各自主防災組織へ周知はされているのか尋ね致します。ある組織の会

長さんも、その方達の対応をどうすればいいのか困っておられました。自主防災組織の強化に強
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い町のリーダーシップを求めます。 

先程同僚議員も先程質問されましたけれども、県指定の肱川水系洪水浸水想定区域図が発表さ

れました。内子町のハザードマップの変更はされたのかを問います。岡山県真備町では、今回の

災害で、ハザードマップ通りの浸水災害が起こっておりました。このことを見てもハザードマッ

プの大切さを痛感しました。この度の内子町において水害も、この肱川水系洪水想定区域がその

まま危険にさらされておりました。そのためにも改正されていなければ、早期の改正と周知を望

むところでございます。またその土地々々で災害の種類が変わってくると思いますが、自主防災

組織へのハザードマップの周知徹底とか今後されるつもりはないのかお尋ね致します。 

最後に、この防災の関係の最後でございます。最後に、今後もう少し大きな災害が起こること

を想定して、内子町の災害時のボランティア受け入れ態勢は万全なのかお尋ね致します。災害後

の早期復旧にはボランティアの活躍が非常に功を奏してまいります。混乱なく受け入れるには相

当な計画性を持って当たることが必要だと考えられます。ちなみに、西予市ではオープンジャパ

ンというボランティア団体が来訪しボランティアに参加されておりました。最初、その方達の受

け入れには、市の方も懸念もあったと聞いておりますが、ひとたび事に当たっていくたびに問題

にぶつかること仕切りで、そのオープンジャパンさんに相談することが多くなり、相当頼りにな

る存在だったと聞いております。全国の災害現場を渡り歩き災害復旧に当たっておられる、ある

意味ボランティアのプロフェッショナルです。今後そういう団体を受け入れる予定はあるか、ま

た要請をする考えはあるかお尋ね致します。 

続きまして、観光振興についてお尋ね致します。内子町でもこの度、観光協会を民営化すると

いうことで事務長を公募される運びになっておりますが、更なる観光開発で町の活性化を図られ

る意図は上等だと考えます。しかしながら、今後、新たな観光開発は困難な道のりが予想されま

す。まずは、足元にある資源をしっかりと整備することも肝心かと考えます。町民の憩いの場で

あり、来町者の休息の場であり、コミュニティーの場でもある公園の整備も一つの観光資源であ

ると考えます。そこで内子町の公園の数が現在、いくつあるのかをお尋ね致します。また、それ

らの公園の管理状況、それに費やす管理の費用についてお尋ね致します。また、２０２０年東京

オリンピックの誘致活動の最後のプレゼンで滝川クリステルさんが発した「おもてなし」が記憶

に新しいところではありますが、個人的にはあの言葉が誘致を決定づけたと思っております。こ

こ四国はお遍路さん文化があり、お接待の習慣が根付いております。そもそも「おもてなし」は

四国の言葉と言ってもいいくらいだと思います。その「おもてなし」のひとつにトイレをきれい

にして、観光客をお迎えするということは、とても大事な要素だと思います。そこで内子町の公

衆トイレの数はいくつあるかお尋ね致します。また、多様なお客様が来られるという事で、その

中で障がい者用トイレの数は何箇所あるかお尋ね致します。先日、「公衆トイレが汚い」との町民

の方から連絡を頂き、その後、８月の中旬に町内の３０個余りの公衆トイレを確認に行きました。

木曜日という曜日の関係もあったせいか、その中の２つのトイレが若干汚れておりましたけれど

も、その他のトイレは綺麗に清掃、整頓されておりました。それらのトイレを管理されている、

関係者の日頃の御苦労に頭が下がる思いもしました。が、苦情の連絡を頂いた事もありますので、

手が行き届かない日もあるのかなと想像致します。そこで、それらのトイレの管理状況、誰が、

どのくらいの頻度で清掃等の管理をしているのか、また、それにかかる費用はいくらかかってい
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るかをお尋ね致します。 

次に、インバウンド対策をお尋ね致します。現在外国人訪日数が飛躍的に伸びておりまして、

今年は過去最高の３，０００万人に達すると言われている情報もあります。その中で、特に外国

観光客の１位、２位、韓国、中国等のキャッシュレス化が進んでおりまして、２０１５年の経産

省の発表ではありますけれども、韓国が８９．１％、中国が６０．０％に到達しております。米

国、アメリカは４５％です。現在は、数年経っておりますので、更に伸びていると思われます。

ちなみに日本は１８．４％とキャッシュレス化が進んでおりません。政府もその危機感を抱いて

おりまして、２０２５年までには４０％まで引き上げたいとの目標を掲げて取り組んでいます。

決済環境が改善されなければ買い控えで、訪日客全体で１兆２，０００億円の機会損失もあると

の試算もあります。内子町でも入場料、土産代、宿泊費等々のキャッシュレス化を進める必要性

があると感じますけれども、お考えをお聞き致します。 

この観光の項目、最後になります。最後になりますが、この度小田深山荘が改築されます。小

田深山の自然は、観光資源として素晴らしいものがあります。これから紅葉の時期となりますし、

今年の夏は特に猛暑だったので、避暑を求めて行かれた方もたくさんおられると思います。しか

しながら、深山荘がないのは寂しさ感が漂い過ぎております。早期の完成を個人的には望みます。

その間、その深山荘周辺で涼を楽しんだり、キャンプをしたりされた方もたくさんおられるし、

これから紅葉を楽しんだりということで遊歩道を利用される方があると思いますが、その現在あ

る深山周辺の遊歩道の現状は、少し危険な状態で、逆に通行止めにしていた方がいいのではない

かとの感も否めません。今後、深山荘が完成するまでには遊歩道の整備をするつもりは、あるの

か、ないのかお尋ね致します。 

続いて福祉についてお尋ね致します。この度、１９６回通常国会で東京オリンピック２０２０

を機に、共生社会の実現に向けた、高齢者や障がい者に円滑な移動ができるようにということで、

改正バリアフリー法が成立致しました。その改正点を具体的に問うのと、これは観光にも関係が

ありますが、内子町ではその改正に伴い、今後、何をどう取り組んでいかないといけないのかお

尋ね致します。また、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的

な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払い回数の

見直し等の措置を講じるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講じるとの趣旨

で生活困窮者自立支援法が改正されました。それの具体的な改正点は何か伺います。 

最近、新聞紙上を騒がせている障がい者雇用の水増し問題ですが、当内子町職員の障がい者雇

用は適正にはかられているかお尋ね致します。障がい者の自立した生活を促すために国や地方自

治体、民間企業は障害者雇用促進法で一定割合以上の障がい者を雇うように義務付けされており

ます。法定雇用率に満たない企業は、不足分１名につき月額５万円の反則金を、反則金という言

葉が妥当かどうかは、ちょっと申し訳ありませんけれども、支払わなくてはなりません。国や地

方自治体はそれを推進するとの立場から反則金の仕組みはありません。共生社会、誰もが自立し

た生活を目指せるような社会を作るためにはこの事は本当に残念でなりませんでした。人が生き

やすい社会を作るために自治体が率先して取り組んで引っ張っていっていただきたいと思ってお

ります。 

最後の質問になります。最後に農業委員会会長さんにお尋ね致します。現在、使われていない
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小規模農地を活用して、新規就農者の移住定住促進につなげる意味で、その空き家に付属する農

地の下限要件を緩和する取りきめが近隣の大洲市、西予市、八幡浜市で実施されておると思われ

ます。内子町で取り入れるつもりはないかお尋ね致します。５０アールの農地は移住者にとって

は結構負担が伴う広さの農地だと思います。本格的ではないが家庭菜園を楽しみながら移住した

いという希望者もおられると思います。本格的な就農という形でなくても、その方たちが農業の

技術の習得のためにも、手伝いをしてもらう、働き手になっていただく事も考えられますので、

空き家遊休農地解消、移住定住促進、新規就農、人手不足解消の観点からも是非進めてもらいた

いと思いますけれどもいかがでしょうか。よろしくご答弁をお願い申し上げます。以上、一括質

問を終了させていただきます。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○農業委員会会長（堀本健二君） 議長。 

○議長（山本徹君） 堀本農業委員会会長。 

〔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） 先程の向井議員からご質問、移住者促進における空き家付属

農地取得に際して耕作地の下限要件の引き下げについてのお答えさせていただきます。この件に

ついてはですね、本年４月、町長より、空き家を有効活用した移住・定住の推進を進めるうえで、

農地付きの空き家情報を提供することが、町施策の展開につながり、ひいては、遊休農地の解消

にもつながるとして、面積の引き下げ検討の要請がありました。これを受け、農業委員会では、

５月、６月、７月の定例総会で審議し、７月総会において、現行の別段の面積である３０アール

を空き家に付随した農地に限定した設定として、１アールに引き下げることを議決し、去る８月

１日より施行する旨、告示をしたところでございます。町民の皆さまには、今後、町のホームペ

ージへの搭載、１０月の広報紙にてその内容をお知らせし、遊休農地の有効活用を図り、町が進

める移住・定住を支援して参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○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） 私からは一番最初のご質問の防災減災についてお答えをさせていただ

きます。まず、一つ目、災害対策本部の非常電源は水没等の心配はないのかというご質問でござ

いますが、平成２４年度に本庁、内子分庁、小田支所の非常用自家発電設備を更新・増強し、非

常時における「内子町災害対策本部」の機能強化を図っているところでございます。内子町対策

本部の設置場所については、本庁３階としております。本庁の非常用電源設備は本庁２階、町民

会館入り口付近に設置をしております。水没等の心配はないかというご質問ですけれども、屋外

に設置している以上全くリスクが無いということは言えないというふうに思っております。しか

しながら、災害対策本部の機能を失う事は当然できませんので、あらゆる災害を想定し計画を立

てておく必要がございます。先程のご質問にも答弁させていただきましたが、仮に本庁に設置し

た災害対策本部が水没の恐れがあるという場合などにつきましては、内子分庁、小田支所等に本

部機能を移す計画としております。そのようなことで対応してまいりたいと思います。 

２つ目の内子町の自主防災組織等への災害状況等の情報提供をもう少しきめ細かくしてほしい
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という問いでございますけれども、現在、災害時の情報提供の方法としては必要に応じて、防災

行政無線、メール配信、電話による連絡、町のホームページ、広報車などがございます。また、気

象庁の情報、Ｙａｈｏｏ！の防災情報やＮＨＫのデータ放送など、災害発生時には町からのお知

らせ以外でも積極的に情報収集していく事が命を守る行動につながると考えております。町とし

ても、更なる情報提供の多様化を検討して参ります。 

それから３つ目の内子町の要支援者の避難体制は整っているのかというご質問でございます。

こちらについては、先程森永議員の同様の趣旨と考えてございますので、割愛はさせていただき

ますが、内子町の避難行動要支援者避難支援プランは、平成２７年３月に策定はしましたけれど

も、個別計画は各自主防災組織で主体的に取り組んでほしいということでお答えはさせていただ

きました。町としてもその取り組みを支援させていただきたいというふうに考えております。 

４つ目の内子町内のヘルプマーク、カード対象者の数と、ヘルプマーク、カードの発行数を問

うというご質問でございます。内子町では平成２９年度からヘルプマークを配布しております。

現在までの配布数は、２５個となっております。なお、カードの発行数につきましては、把握を

してございません。 

５つ目の県指定の肱川水系洪水浸水想定区域図に伴う内子町のハザードマップの変更はされた

のか問うというご質問につきましても、先程の森永議員の同趣旨ご質問で答弁させていただいて

おりましたので、割愛させていただきます。 

６つ目の内子町の災害時ボランティア受け入れ態勢を問うというご質問でございます。本件に

つきましては、昨年の９月議会において向井議員より「発災後のボランティア受入体制計画は具

体的に立てられているのか。」というご質問をお受けし、ご答弁を申し上げたところでございます。

重複する部分がございますが、改めて答弁をさせて頂きます。内子町では、大規模な災害が発生

した場合、円滑な応急対策を実施するため、ボランティアの自主性・主体性を尊重しつつ、ボラ

ンティアの能力が効果的に発揮されるよう、災害救済ボランティア活動への支援体制の整備を図

るため、内子町社会福祉協議会が主体となって「災害ボランティアセンター」を立ち上げます。

そして、必要に応じ、「内子町災害救援ボランティア支援本部」を内子町社会福祉協議会内に設置

して、各機関が連携し災害復旧に対応するということになります。ボランティアの受入体制とし

て、主たる運営主体である内子町社会福祉協議会は、ボランティア希望者の受け入れ登録と要支

援者のマッチング調整などが主な業務となります。ボランティアの受入れに際しては、老人介護

や外国人との会話力等、ボランティアの技能等が効果的に活かされるように配慮して、ボランテ

ィアの活動の円滑な実施が図られるように努めることが非常に重要でございます。内子町の役割

としては、被災地ニーズの把握や情報提供等を内子町支援本部等に提供するとともに、必要に応

じて役場本庁舎、分庁舎、支所、その他、町の所有施設等をボランティアの活動拠点として提供

を致します。あわせて、ボランティア活動に必要な資機材を可能な限り貸し出すことにより、ボ

ランティアが効率的に活動できる環境づくりに努めます。更に、大規模災害時には行政機能が長

期的にストップすることから、他の自治体への協力要請についても町として最初に取り組まなけ

ればならない重要な業務であります。今回の７月豪雨災害を経験し、内子町、内子町社会福祉協

議会も様々な現場を訪れ、見て体験したことにより、ボランティアセンターの効率的な運営方法

など多くのスキルを得られたと考えています。いつ、どこで、どのように起こるか分からない大
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規模災害に備え、日頃から意識を持ち、いざという時に得られた成果が発揮できるよう努めたい

と考えております。なお、ご質問の中でプロフェッショナルのボランティア集団の要請はどうか

というご質問もありましたけれども、当初からプロフェッショナル集団の要請については、当然、

考えはございませんが、災害対策本部を運営する中で必要に応じてそのような事態になりました

ら、当然、多くの選択肢も考える中でそういった方々の受け入れも考えていかなければならない

というふうに考えているところでございますので、ご理解いただいたらと思います。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） 私の方からは観光振興について、小田深山の遊歩道の整

備についての項目以外のところでご答弁させていただきます。 

まず、内子町の公園の数、それらの管理状況、費用についてでございますが、内子町の条例で

定められている公園についてお答えさせていただきます。まず、内子町都市公園条例に定められ

ている公園は、７箇所でございます。管理は、１箇所が民間に委託しており、費用は１８１万４，

０００円でございます。１箇所は、内子町が行っており、費用は１，０８９万２，０００円でご

ざいます。残りの５箇所は、清掃など地元自治会にボランティアで行っていただいています。 

次に、内子町普通公園条例に定められている公園は、６箇所でございます。管理は、民間に委

託しているところもあれば、清掃など地元自治会にボランティアで行っていただいているところ

もございます。費用は、芝の管理費等３５万円支払っているところもあれば、水道代・電気代だ

けを町で支払っているところもございます。 

次に、内子町農村公園条例、内子町フレッシュパークからり条例に定められている公園は、５

箇所でございます。管理は、地元区や自治会、株式会社内子フレッシュパークからりに委託して

おります。費用は、からりに３０万円支払っているほかは、地元で管理していただいております。 

次に、内子町森林公園条例に定められている公園は、２箇所でございます。管理はそれぞれ内

子町が行っており、費用は、平成２９年度実績で、１１７万７，０００円でございます。 

次に、内子町城の台公園条例で定められている公園が１箇所ございます。管理は、内子町が行

っており、費用は、１，０００万１，０００円でございます。 

最後に、内子町小田深山千年の森公園条例で定められている公園が１箇所ございます。管理

は、ＮＰＯ法人オダの木協会に委託をしており、費用は、８０万円でございます。なお、所管部

署は、建設デザイン課、総務課、産業振興課、自治・学習課、町並・地域振興課などでございま

す。 

 次に、内子町の公衆トイレの数についてのご質問でございますが、町民会館の外トイレや内子

児童館の外トイレなど、自由に使えるトイレも含めまして、内子地区に２７箇所、五十崎地区に

２０箇所、小田地区に９箇所ございます。内子町の障がい者トイレの数でございますが、多目的

トイレもございます。多目的トイレと障がい者トイレとは異なりますので、多目的トイレ、障が

い者トイレ別にご報告させていただきます。まず、多目的トイレでございますが、公衆トイレに

設置されているところが１６箇所でございます。自治センター、ビジターセンターなど施設内に
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設置されているところが８箇所、合計で２４箇所ございます。 

次に、障がい者トイレでございますが、公衆トイレに設置されているところが１２箇所、施設

内に設置されているところが１０箇所、合計で２２箇所ございます。 

次に、トイレの管理状況、また、誰がどれくらいの頻度で清掃等の管理をしているのか、ま

た、それにかかる費用はいくらかかっているのかという質問でございますが、内子町が直営で管

理しているところもございますし、個人に委託しているところもございます。また、社会福祉団

体や自治会、地元の団体などに委託しているところもございます。清掃の頻度は、設置場所や利

用者の数により、まちまちでございますが、毎日清掃しているところもあれば、週１回、月１回

などのところもございます。費用は、年間で２７６万３，０００円になりますが、年間６０万円

から１万円までまちまちでございまして、場所によっては、地元で費用負担いただいているとこ

ろもございます。なお、所管部署は、総務課、環境政策室、自治・学習課、町並・地域振興課な

どでございます。 

最後に、インバウンド対策、特にキャッシュレス化のご質問でございますが、内子町では、イ

ンバウンド対策として、多言語対応と致しましては、６ヶ国語の言語を１つのコードで読み取る

ことができるＱＲトランスレーター看板３６箇所、そのほか、パンフレットなど紙ベースのもの

やホームページ等９９箇所、合計１３５箇所の敷設により、平成２９年度は、年間４万１，００

０件のアクセスがあり、活用は、初期の目標、年間１万を大きく超えて活用が広まっておるとこ

ろでございます。また、訪日外国人旅行者に人気のある日本文化を体験できる拠点となる、古民

家を活用し、リノベーションした宿も、民活及び国の補助、町補助金による支援で昨年度２棟整

備されました。また、地域おこし協力隊を卒業し、当町で起業された方が、保存地区内にゲスト

ハウスをオープンさせるなど、インバウンドを目した環境は、官民一体となって整備されつつあ

ります。２０２０年の東京オリンピック、パラリンピックで一挙に増加する訪日外国人観光客の

受け入れ環境整備は今後も取り組んで参ります。２９年度内子町の外国人観光客数は、５，１７

６人で、多い国のベスト５を挙げますと、台湾、香港、中国、韓国、フランスになります。キャッ

シュレス化の取り組みに関しましては、国の実証事業、古民家等の地域の観光資源を活用した訪

日外国人旅行者の受け入れ環境整備を通じた地域活性化事業に取り組みました。最先端のキャッ

シュレス環境整備手法説明会、スマートフォンの装填カードリーダー実践体験ワークショップな

どを行い、内子町で３４箇所の導入ができました。これまでに既に導入されていた８箇所の事業

所と合わせて合計で４２箇所となりました。観光に関する宿、レストラン、土産物販売店約１０

０店舗の４０％が整いましたが、今後も推進していかなければならないと思っています。また、

最近では、このキャッシュレスの手数料が高く、何にもしなくてもカード会社が利益を得ること

が問題視されていますが、通常５％から６％かかる手数料もこの端末の場合は、３．７５％と比

較的抑えられているので、飲食関係者も利用いただいています。以上、答弁とさせていただきま

す。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(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） 私からは、小田深山の遊歩道の整備に関するご質問についてお答
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えします。小田深山渓谷内にあります遊歩道につきましては、現在、安芸貞渕から深山荘前まで

の延長１，１５０ｍを散策コースとして設定致しております。このコースは、アップダウンが多

く、道幅も狭いことから、また大雨の後などは、谷の増水で渡れないなどの問題がございます。

このため、昨年１１月に危険箇所等の確認を行い、それらの修繕費を今年度予算に計上し、８月

１日から工事を行っているところでございます。修繕箇所としましては、勾配のきつい歩道への

木製手すりの設置や転落防止柵の設置が延べ４０ｍ、廻り岩にある丸太橋の修繕、五色河原など

にある渡り橋の交換が２ケ所、歩道の整地や石垣の補修が延べ５００ｍ、緩やかな階段への付け

替えが１ケ所となっております。この他、キャンプ場等も含め、倒木や倒木の恐れがある枯れた

木や枝の除去を行っているところでございます。今後の遊歩道の管理につきましては、指定管理

者であるミカタスイッチ株式会社に管理委託をしていますので、定期的にコースの点検や整備を

していただき、来場者の安全を確保していきたい考えています。また、今後も、危険個所や大規

模な修繕の必要性が発生した場合は、町で確認し、修繕等を行っていきたいと考えております。

以上、小田深山の遊歩道の整備に関するご質問への答弁とさせていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私からは福祉についてご答弁申し上げます。まず、一番目に

バリアフリー法改正と具体的な改正点についてお答えいたします。高齢者、障がい者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法と言われるものでございます。高齢者や

障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、旅客施設・車両・道路・路外駐

車場、都市公園、建築物等に対して、バリアフリー化基準への適合を求めると共に、駅を中心と

した地区や、高齢者や障がい者などが利用する施設が集中する地区において、住民参加による重

点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定めています。１２年ぶりとなる今

回の法改正においては、急速な人口減少・少子高齢化に対応し、バリアフリー化を一段と加速さ

せることを目的としています。今回の改正の主なポイントでございますが、公共交通の事業者に、

段差解消策や介助体制の強化などを盛り込んだ計画の策定と進捗状況の公表の義務付けをおこな

っております。また、バリアフリー方針の作成や、重点対象地区を定めるマスタープランの策定

を市町村の努力義務とすること。駅などの旅客施設にスペースの余裕がない場合、隣接する建物

の内部に多機能トイレの設置を促す制度の創設などでございます。新たに導入する貸し切りバス

や遊覧船もバリアフリー基準の適合対象にすること。建築物や都市公園などの施設管理者が、施

設のバリアフリー情報を提供することなどを努力義務としてあげられています。内子町の取り組

みでございますけれども、今回の改正で努力義務とされたマスタープランの策定につきましては、

この計画に求められているものは、詳細には確認できておりません。そして、今後、国の作成支

援費支援や、県によるサポートなど、そういった具体的な事業の詳細を確認しながら、内子町に

おいて、この計画、必要かどうか精査をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

次に、生活困窮者自立支援法の改正についてでございます。生活困窮者自立支援法は、生活困

窮者の自立を促進することを目的に平成２５年に制定されました。支援事業の実施主体は、市お

よび福祉事務所を置く町村及び都道府県でございまして、内子町では内子町社会福祉協議会が県
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から委託を受け、自立相談支援事業、家計相談支援事業を実施しているところでございます。今

回の法改正では、自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的な実施を促

進するなど、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、子ども学習支援事業の強化、居住支

援が強化されているところでございます。これらにあわせて、生活保護世帯の子どもの貧困の連

鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援する、進学準備給付金を一時金として給付する事業の

創設など、生活保護法や社会福祉法の改正による自立支援の強化・適正化が図られることとなっ

ております。また、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進のため、児童扶養手当法の改正によ

り手当の支払回数が現行の年３回から年６回へ見直がなされることとなっております。 

最後に、内子町職員の障がい者雇用のご質問でございますけれども、内子町の職員の障がい者

雇用に状況につきましては、先程の下野議員に対しての総務課長の答弁と同様でございますので、

割愛させて頂きます。以上でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 災害の関係で情報の共有という観点から、再質問させていただきます。

うちの自治会でアマチュア無線クラブの方においでいただいて、通信訓練をやったんですけど、

今回の災害時にそういうアマチュア無線に要請したのか、しなかったのかということが一点と、

皆様からどんどん情報が入ってくると思うんですけど、そういうものに対してＬＩＮＥというの

がけっこう使い便利がＳＮＳ、ＬＩＮＥというのが使い便利がいいと思うんですけど、自主防災

組織の連絡とか情報を水害がリアルタイムで水害が写真で送れるようなことにできますので、Ｌ

ＩＮＥっていうのを導入することができないのかという点と、防災の情報の関係で「みたチョ」

という防災関係のサイトと提供を結ばれておると思うんですけど、その「みたチョ」というサイ

トはどういうサイトなのか教えていただいたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） まず初めに無線の関係でございます。アマチュア無線の団体の要請は

してございません。ただ、私もアマチュア無線に精通している方からですね、けっこう電波も飛

ぶし、災害時には非常に有効だと。免許の取得者も数多くいるので、利用したらどうかというア

ドバイスを受けたところでございますので、こちらの方は今後の検討材料にしたいというふうに

思います。それからＬＩＮＥを活用しての情報発信ということです。これにつきましても、非常

に有効であるというふうに考えております。ＬＩＮＥは言葉情報からそれから動画、それから画

像についても情報共有できると非常に便利なアプリでございます。これを利用しない手はないな

と思いますが、今回の７月豪雨の被災対応の一つの課題としてですね、情報の収集と整理、情報

発信、こちらの方の対応が非常にまずかったという反省点を実はもってございます。これは非常

に多くの情報が一度に電話によって入るものですから、それを時系列にしかも要領よく取りまと

めるということはですね、なかなか難しかったというところもございます。情報発信する上では

ある程度情報を取集して、精査してですね、それを加工して発信しないとかえって混乱を招くと

いうことになりますので、その辺、上手にすることがまず必要かなというふうに思います。先ず

は、情報の整理をどういうふうにしていくかということをですね、まずやって、それからどうい
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うふうにして発信するかということについてもあわせて考えていきたいと思います。それから「み

たチョ」についてもですね、以前、この議会の一般質問でもご質問がありましたのでお答えをさ

せていただきましたけど、これも非常に有効的な手段であると思いますし、詳細については、ち

ょっと整理をさせていただきたいと思います。また、後ほど答弁させていただきたいと思います

けれども、いずれにしましてもＩＴ技術とかですね、スマホを使ったアプリの利用っていうのは

非常に有効的であるというふうに考えておりますので、そちらの方もゆくゆくは町の災害対応に

取り入れてみたいというふうに考えてございます。「みたチョ」については、ちょっとしばらくち

ょっとお時間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） もう一点、災害関係、自主防災組織の連絡協議会とか研修会、温度差が

あると先程の答弁でもあったと思うんですけど、それを是正するためにも、研修会、連絡協議会、

ぜひやってもらいたいということで以前の議会でも質問させていただいたんですけど、やるよう

な方向で検討しますということで、ございましたけれども、現在の状況はいかがでしょうか。 

○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） 先程の答弁の中でも若干触れたんですけど、いろいろな情報共有の場

にはですね、積極的に参加をしたいなというふうに思っておりますし、防災士連絡会も昨年１２

月に発足をしていよいよ始動だというようなところでそれぞれ皆さん、自主防災組織独自でも一

生懸命取り組んでいただいている様子が窺えると思います。それに遅れないように町もですね、

積極的にいろいろな場面を通じて研修会等の実施も考えたいと思いますし、一番には自主防災組

織の防災力の底上げというのが肝要だろうというふうに思いますので、そういう現地に出向いて

の実質的な防災訓練であるとか、そういうようなところひとつひとつきめ細やかな対応を今後考

えていきたいなというふうに思います。まだ、行動に移せてない部分もございますので、順次取

り組んでいきたいと思いますので、ご理解をいただいたらと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 県の発表した肱川水系洪水浸水想定区域、今回、本当にあそこあたりが

ですね、浸水の被害にもろにさらされかけたところでございます。以前から麓団地に水が入りそ

うなということを情報的に入れておりまして、なんとか治水対策やってもらえないでしょうかと

いうことで相談あったりしたこともあります。その水害浸水地域の治水対策なんとかならないか

という要望がありましたけれども、デザイン課長いかがでしょうか。早急に対応できないでしょ

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） 浸水想定マップを含めて治水対策でございますが、今年度

は大規模な災害が起きたということで、まずはですね、河床掘削の方から県の方とあわせてやっ

ていきたいなというふうに考えております。 
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○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続いて公園の関係なんですけど、特に山の上の方の公園にはお客さんが

行かれるということはないと思うんですが、例えば龍王公園とかはですね、たくさんの観光客の

方もみえられております。同僚議員が先般も藤棚の関係とか公園の整備とかご質問されたんです

けど、お盆前にたぶん行ったと思うんですけど、草ぼうぼうで魅力も何もないんですよね。で、

龍王公園の管理費の金額が分かればよろしくお願いします。 

○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） 龍王公園の管理費でございますけれども、草刈りとか園内

清掃でございますが、これシルバー人材センターと新風会様にお願いしてやっていただいている

ということで合計で１８４万１，０００円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） １８４万円けっこうなお値段だと思うんですけど草刈りだけでもですね、

年に１回くらいしかされていないような気がするんですけど、お盆前とかはしっかりと対応する

くらいな夏休みのシーズン、子どもさんもあそこに遊びに行かれますので、対応できるくらいな

ことで管理をしてもらいたいと思うんですけど、１８４万は年間何回の草刈りがされております

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） これ年間草刈りについては、１回を予定しております。確

かに時期については、刈る時期等も今後考慮しながらやっていきたいなというふうには考えてお

ります。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 年間最低でも２回くらいはできんでしょうかね。本当に今のままでは廃

れていく一方のような気が致しますけれども、藤棚の下の方も遊歩道歩いて健康のためにも散歩

される方もおるんじゃないかなと思うんですけど、草ぼうぼうでハメが出そうなんで、なかなか

散歩しようかなという気持ちにもならないんですけど、そこら辺、いかがでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 回数とか刈る場所、けっこう範囲が広いものですから、な

かなか大変ではございますが、今後検討していくということでご理解をいただいたらと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 生活困窮者自立支援法の改正についてでございますけれども、この改正

では、社会から孤立、引きこもり状態の人のことをしっかりと定義の中に組み込まれてそういう



平成３０年９月第９８回内子町議会定例会 

‐ 46 ‐ 

人を明確にどういう経済的困窮者、社会から孤立している困窮者、もう一点あったと思うんです

けど、明確にこういう困窮者がいるということを明確にされてそれの一つ一つ細かく手を打って

いこうということで、そういう困窮者がいたら、発見したらこういう手立てがありますよってい

うのを利用勧奨していくっていうたぶん法律になっておると思うんです。以前からずっと何人か

の議員さんも同僚の議員も質問されておったわけなんですけど、引きこもりに対するアウトリー

チ、今まではなかなかできないということで答弁されておったんですけど、今回は発見したら勧

奨しなさいということになっておると思うので、今、正に、引きこもりに対するアウトリーチ、

訪問支援というのもしっかりとたぶん明記されておると思うので、事業主体はたぶん県とか県事

務所があるところが事業主体にはなっておると思うんですけど、そういう現場の状況を内子町が

率先してですね、そういうところへ提案していただいて、アウトリーチができるような事業の推

進を目標にもっていただきたいと思うんですけど、課長、お考えをお聞かせください。 

○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） 内子町でも昨年度民生委員が実態調査をしておるところでご

ざいます。そういった状況を踏まえながら県や関係団体とは協力をしながら対応策をとってまい

りたいと考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 社会的孤立っていうのは、世界的にも問題になっております。自分の周

りにも何人かそういう対象の方がおられるわけでございまして、特にイギリスではこの社会から

孤立している言い換えれば引きこもり状態の人、それの担当の大臣を作って、国をあげて問題解

決をしていこうという動きがあります。そういう孤立した状態の人がたくさんおるということで

イギリスでは、そういう経済損失が４．９兆円、もう５兆円損失が経済的な損失になるというこ

とで、言われております。ぜひですね、そういうことでは、日本も一緒だと思うので、しっかり

と対応していただきたいと思います。それとですね、この度、１５歳から３９歳までは５年に１

回やられておるのはご承知のとおりでございますけど、２０１０年と２０１５年にやったんです

けど、その１５歳から３９歳は。２０１０年と２０１５年では１０万人くらい数が減っておるん

です。減っておるという状況の中に、長期化ということが含まれておるんじゃないかなと思いま

す。そいういった意味で親が８０、子どもが５０、８０５０問題といって、親がなくなった後に

その５０代の息子が生活に困ってそういう支援が必要な人になっていくんじゃないかということ

で、それの手前でしっかりと手をうっていこうということで８０５０問題ということで問題解決

にいっておるわけなんですけど、今回、５，０００人全国でそういう人を抽出して国も調査しよ

うとしておるんですけど、それの対象者が内子町におられるかどうかをお尋ね致します。 

○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。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 引きこもりの長期化、高齢化というのは大きな問題になって

おりまして、昨年実施した民生委員さん対象の実態調査の中でも多くが高齢の方ということが現

状としてあげられております。実数については今ちょっと手元に資料がございませんが、多くの
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方が高齢化しているという状況は確認しております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 厚生労働省がやろうとしている調査の５，０００人の中に、内子のアン

ケートしてくださいという人はきてないということですね。今の段階では。 

○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） それにつきましては、確認ができておりません。多分でござ

いますが、直接本人さんへというふうなことになろうと思います。内子町に国から依頼があって

町が抽出したということは、ちょっと考えられないと思います。 

○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） 安倍総理も国民総活躍社会、また共生社会、また多様な人間性の社会、

そういう日本を目指されておりますし、ＳＤＧｓでも誰一人取り残さないということが一番の大

きなテーマになっております。引き続き、社会福祉向上が経済的にもいろんな意味で向上するん

じゃないかなと思いますので、町を挙げてこの生活困窮者等の問題を取り組んでいただきたいな

と思って質問の方、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先程、向井議員の方からありました、「みたチョ」の質問でございます

けれども、簡単に説明すれば無料でダウンロードできるアプリで、最寄りの避難所まで誘導でき

るものでございます。こちら無料でダウンロードできますので、ご利用いただいたらと思います

けれども、避難所の方向に誘導するというような無料のアプリでございますが、そのほかにもい

ろいろ気象情報とか、全国の市町村を表示する便利な機能というのも備えているようでございま

す。普段はですね、平常時は防災グッズの紹介なんかもされているようなものでございますので、

あわせていろいろなアプリと合わせてご活用いただいたらと思いますが、こういう避難支援のア

プリというのは「みたチョ」以外にも、愛媛県におきましては「ひめシェルター」というのがで

すね、こちらのアプリも無料でダウンロードできる避難支援アプリもありますので、要するにい

ろいろな支援ツールをできるだけたくさん利用していただくとことによって、被害も最小限に止

められるのではないかなと思いますので、我々も一生懸命研究はしてまいりますけれども、その

都度、情報も発信して参りたいと思います。以上です。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午後３時より再開します。 

 

午後２時４８分 休憩 

 

午後３時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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 先程の下野議員の質問に対して、理事者の答弁を許します。 

○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） 先程の下野議員からのご質問でありました、震度５以上の地震が

発生した場合の学校での対応ということでございますけれども、まず、各学校、マニュアルを作

成をしております。それで震度５以上の地震が発生した時、その地震が在宅時であった場合であ

れば、電話連絡であるとか家庭訪問を行うとか、それぞれ学校に応じて対応をとるような形でマ

ニュアルを作成しております。以上です。 

○議長（山本徹君） 只今の答弁に対し、下野安彦議員の再質問を許します。 

○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） 的確なマニュアルがあるということで安心しました。ありがとうござ

いました。 

○議長（山本徹君） 続いて、向井議員への答弁で誤った発言をおこなっており、訂正したい旨

の申し出がありましたので、理事者の答弁を許します。 

○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） 先程の向井議員のご質問に対する答弁で内子町農村公園

条例内子町フレッシュパークからり条例に定められている公園の答弁の中で、うちこフレッシュ

パークからりに管理は委託しておるんですけど、費用につきましては、からりでなくて町の方が

直接支払っておりますので、ご訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議長（山本徹君） 只今の答弁に対し、向井一富議員の再質問を許します。 

○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） ございません。 

○議長（山本徹君） 次に、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。 

○２番（関根律之君） ２番、関根律之です。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） それでは、通告に従いまして一般質問をします。５番目ということで、

そろそろ疲れが出てくる時間帯だと思いますが、どうか最後までよろしくお願い致します。 

７月上旬に西日本を襲った豪雨災害に引き続きまして、９月に入ってからも近畿圏を襲った台

風２１号による暴風や高潮による災害、北海道厚真町で震度７を観測した大地震など、日本列島

は立て続けに大規模災害がありました。亡くなられた方には御冥福をお祈りいたしますとともに、

被災された方々には、心よりお見舞いを申し上げます。 

さて、７月６日の豪雨で、内子町でも早朝に町内全域に土砂災害警戒情報が発令されたのに続

き、午前７時２０分には町内放送で「内子町全域に避難勧告が発令され、直ちに、近くの避難所
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へ避難してください。」というメッセージが流されました。後日、避難所への避難者の数は延べ１

７７人という報告がありました。人口比では約１％ということになります。内子町には土砂災害

警戒区域が、指定予定箇所を含めると６００か所を超えて存在していることを鑑みても、今回の

避難所への避難者数は少な過ぎるのではと考えます。今回の豪雨災害や立て続けに起こる大災害

を期に、今後も起こり得る豪雨災害や南海トラフ大地震に備えるためにも、内子町でも防災対策

を再点検する必要があるように思います。 

１番、内子町地域防災計画、平成２９年７月修正の資料によれば、町内を１１地区に分けた地

区のうち、大瀬、立川、御祓地区には災害種別で土砂災害対応の施設がありません。地区に土砂

災害対応の指定避難所がないこれらの地区は、今後中核となる避難所、自治会館、学校等に土砂

災害対応の施設となるような工事の検討、計画はされていますでしょうか。 

２番目と致しまして、地区の中核となる避難所で土砂災害対応施設となる工事ができない場合

は、避難勧告等の発令の際に、遠方の避難所に自家用車や乗り合わせなどで避難できる時間的な

余裕を鑑みて早めに避難情報を出すなど、地域別の避難情報発令の基準の見直しも必要ではない

でしょうか。 

３番目と致しまして、地域別防災マップには、地震時の指定緊急避難場所、指定避難場所の記

載はありますが、災害種別で土砂災害、洪水時対応等の記載がありません。避難所の災害種別も

記載できないでしょうか。また、インターネットの災害情報サイト、Ｙａｈｏｏ！天気・災害の

「避難場所マップ」にも、避難所の情報が正しく掲載されるような対応について伺います。 

４番目と致しまして、避難所に避難するのをためらう原因を取り除くために避難所に住民が一

定期間快適に過ごすことができるよう、設備の充実が求められるように思います。非常食や飲料

水の他にも例えばテレビ、インターネットが使えるＷｉ-Ｆｉ環境、シャワー施設、収容可能人数

分の毛布などが挙げられます。特に収容人数の多い学校や自治センターなどについては、優先し

てこれらの設備等を整備できないでしょうか。 

次に、自治会制度についてです。１番目と致しまして、自治会主催の行事の準備や、草刈り等

の共同作業の負担が大きいなどの理由で自治会を脱退する人も少なくないという話を聞きます。

自治会制度を発足した当初と比べ、地域の高齢化や人口減少も進み、自治会制度も変化に対応す

ることも必要と考えます。発足した当初と現在の自治会加入率はいかほどでしょうか。２番目と

致しまして、現在の自治会ごとの加入率で、高いところと低いところそれぞれの数値はいかがで

しょうか。また、加入率が低い自治会について、行政としての課題をどのように捉えております

でしょうか。一般質問を終わります。 

○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。 

○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） まず、私の方からは１番目の防災の関係について答弁をさせていただ

きます。１つ目の指定避難所の災害種別についてでございます。特に、土砂災害に対する施設の

工事などについてでございますけれども、先程の森永議員の同趣旨ご質問で答弁させていただき

ましたが、内子町では、施設の規模や維持管理なども考慮して、自治センターや自治会館、学校
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体育館などの公共施設を指定避難所とさせていただいております。避難所を新たに設けるという

ものではなくて、該当施設の改修・更新時に、移転の検討も含めた中で、防災機能を高めた整備

を行って参りたいと考えておりますのでご理解いただけたらと思います。 

２つ目の、避難勧告等の発令についてでございますけれども、先般の７月豪雨のような、大雨

による土砂災害の恐れがある場合の避難勧告等についてですが、基本的に気象台と愛媛県が共同

で発表する土砂災害警戒情報を基準としております。また、気象台のホームページでは土砂災害

の危険度を示すメッシュ情報が示されており、内子町のどのあたりが危険なのか確認する事がで

きます。また、気象台とのホットラインや担当者レベルでの情報交換も行っており、これらを総

合的に判断して、避難勧告等を災害対策本部から発令をしております。発令につきましても、空

振りを恐れず、早め早めの避難勧告等に努めておりますので、ご理解いただけたらと思います。

また、水害や土砂災害から命を守るために、日頃からお住まいの地域や自宅や学校・職場には、

どのような危険箇所があるのかも家族や地域で確認していただき、被害にあわないための行動を

地域全体で考えていただきたく思います。 

３つ目の、防災マップの記載内容についてでございます。災害種別の記載につきましては、次

回の防災マップ更新時に検討させていただきますけれども、過去の検討経緯では多くの情報を載

せることによって、防災マップが見辛くなるのもいかがなものかというような、記載情報につい

ては整理した経緯がございます。また、Ｙａｈｏｏ！の災害情報サイトで提供されております避

難所情報ですけれども、以前に、Ｙａｈｏｏ！からの依頼によってデータを提供しましたが、確

認しましたところ、議員ご指摘のように避難所の情報が正しく掲載されていない場所がございま

すので、原因究明も含めて、早急に対応したいと思います。 

４つ目の避難所設備の充実についてでございます。７月豪雨では、自主的に避難いただいたり、

防災行政無線、地域の自主防災組織や防災士、消防団員による呼びかけなどにより、親類や知人

宅等に避難された方を除き、延べ３１４人が避難を致しました。ご指摘のとおり、避難所生活に

不便を感じ、避難したくないと感じる方もいらっしゃるのは、全国的にも周知の事実だと思いま

す。今後においては、ラジオ、携帯電話の充電器等計画的に整備できたらと考えております。Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境につきましては、昨年度整備しました情報通信基盤を活用し、まずは自治センター

から取り組みたいと考えております。シャワー施設については、町が指定しております避難所は、

あくまでも日常的には、避難所以外の用途、自治会館、学校体育館等でございますので、積極的

に整備していくのは難しいと考えております。また、非常食や毛布等備蓄品の避難所への整備に

つきましても、管理の面から当面は従来どおり４つの拠点、すなわち、五十崎小学校、内子東自

治センター、大瀬の米蔵、小田支所での運用とさせたいただきたいと思います。以上、ご理解賜

りますよう、お願い申し上げまして、私からの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） 私からは自治会制度について答弁させていただいたらと思い

ます。自治会導入の狙いにつきましては、住民自身が知恵を出し合い、自分たちの地域は自分た

ちで汗を出し合って、いい地域をつくって行こう、地域の自治力、自治意識を高めていこうと始
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めた制度でございまして、このことは発足してから１４年、１６年経過した今も変わっておりま

せん。ご質問の加入率でございますが、発足当初が合併前ということもございまして、合併後の

平成１８年度と２９年度の加入率で答弁をさせていただきます。平成１８年度が８６％、平成２

９年度が８１％になります。続いて、自治会ごとの加入率で高いところと低いところのそれぞれ

の数値、また加入率が低い自治会においては行政として、課題をどのように捉えているかという

ご質問でございますが、自治会の加入率が高いところは１００％、低いところは６３％になって

います。課題につきましては、加入率云々でなく、少子高齢化等による地域の担い手不足や役員

の負担増といった声を聞くことがあります。しかし、５０戸前後の小規模な自治会であっても、

地域住民が力を合わせてがんばっておられる自治会もありますので、加入率の大小で判断するも

のではないと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（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、１番目の災害種別での

施設ですが、避難所で今後、改修、更新、整備を行っていきたいという、漠然としたというか答

弁だったように思うんですけども、具体的にですね、大瀬地区、立川地区っていう広い地区で土

砂災害の対応施設がないというふうに計画上は書いてあるわけですけども、例えば私の住んでい

る立川地区で、避難所として多くの人が学校と自治会館というのを想定していると思うんですけ

ども、土砂災害の対応の工事というのは、今までも検討された上で、なかなか費用の面で相当難

しいということでそうなっているのか、他の場所を考えた方がいいというようなことなのか、全

部というのは難しいかもしれないですけども、そのあたりの土砂災害対応の避難所になるための

基準みたいなものは何かあるんでしょうか。 

○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） 例えば学校の体育館でございますと、大人数の避難者を受け入れるこ

とが出来るということで非常に有効だと思います。ただ、新たに体育館を土砂災害対応として作

るっていうのは非現実的だろうというふうに思っています。なので、学校施設については耐震化

で対応していくしかない。それから自治会館、自治センターにつきましては、自治会館等につき

ましては築がかなり経っているところもありますので、こちらは計画的に改修改築をしているよ

うな状況です。その中で自然災害に耐えれるような、例えば今年度改築行います南山自治会館に

つきましては、急傾斜地に位置している関係上、傾斜側の面については、全て補強しているとい

う、そういう構造にもしている状況でもございます。どのような基準でという事をおっしゃられ

ますが、なかなかその基準もはっきりと示すことはできませんけれど、災害に強い建物へ向けて

改修改築に併せて装いを変えていくというようなところで取り組んで参っているのが現状でござ

います。それとですね、土砂災害対応していないといわれる、根拠となる避難所一覧なんですけ

ども、こちら土砂災害に対応している施設が半分ぐらいなんですが、こちらもですね、土砂災害

警戒区域あたりは、年々更新をされておりますので、それに対応するような内容にも変更してい

く必要があります。こちらの方は防災計画の見直しの中で順次最新のものにして参りたいという

ふうには考えております。 
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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） 土砂災害種別となる明確な基準は無いようですけども、是非ですね、大

瀬地区とか立川地区とか、ある程度大きな括りでの住民の地区で土砂災害の対応の避難所という

のもできるようにですね、既に体育館等は相当耐震化工事など終わっているところもあると思い

ますし、柔軟にですね、検討していただいて、なるべく近くでそういう対応の指定避難所となる

ように計画を進めていただければというふうに思います。 

次にですね、シャワー施設、Ｗｉ-Ｆｉ環境、インターネット環境ですけども、既に自治センタ

ー等では、Ｗｉ-Ｆｉ環境を進めているということですけれども、東自治センターと立川自治会館

に聞いたところだと、まだその光回線が来てないということで、その辺の情報もどうなのかなと

いうこともあるんですけども、自治センターについては少なくとも光回線は町として引く考えで

あるということでよろしいでしょうか。 

○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） 光ケーブルについては全町域カバーしておりますので、引き込みはす

ぐできると思います。東自治センターを含め、自治センターは町の施設ですので町で引き込むと

いうことになります。先程私が答弁したのは、Ｗｉ-Ｆｉ施設を各自治センターに今後順次整備し

てきたいというふうに答弁をさせていただきました。 

○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） Ｗｉ-Ｆｉ環境についてはわかりました。シャワー施設については、なか

なか難しいという答弁でしたけれども、例えば、大きなですね、東センターはスポーツセンター

を併設していますし、自治センターでも人数とかってところもあるとは思うんですけども、ある

程度やっぱりその災害が起きた時のシャワーの数ということも考えると、全てとはいかないまで

ももう少し増やした方がいいのではないかという感じはするんですけども、その辺はやはり現状

通りで難しいということでしょうか。 

○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） 避難時間にもよると思うんですね。一晩もしくは二晩の避難であると

するならば、もちろん季節にもよるんですが、何とか我慢していただくこともできるのかなと思

いますけども、それが長期にわたりますと当然これは衛生面に関わってきますし、それが引いて

は健康面にも繋がってきますので、シャワーの仮設等につきましてもですね、それは検討しない

といけないだろうというふうに思っています。また、避難所の立地条件によれば、例えば、隣の

施設がもしシャワールームがあるんであれば、そちらの方を使うことも現実的には可能なんだろ

うという思いますけれども、いずれにしましても、その施設にシャワールームの増設というのは

ですね、なかなか先程もお答えしましたように、設置目的が違う施設に設置をするのはなかなか

難しいのではないかなと思います。ただ避難所の設備充実という点につきましては、やっぱりシ

ャワールーム以外にもですね、いろんな面で考えないといけないことがあると思いますので、総
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合的に見て整備をしないといけないんだろうなというふうに思っております。 

○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） シャワー施設以外にも他にも整備しないといけないところがあるという

ことで、いろいろとご検討はもちろんされているんだと思いますけれども、大きなところでです

ね、停電と断水への対応っていうのは、やはり考えておかなくてはいけないところだと思うんで

すけども、その停電があったときに、こういった中核となる避難所でその自家発電機等は用意検

討されているのかどうか。例えば、今回北海道の地震で、そのニュースによると、コンビニチェ

ーンがその自家用車から電源を取って、１，０００店舗を超える店舗で営業したというような情

報も出てますけれども、もしそういったことが技術として利用できるんであれば、そういうこと

も検討課題として挙げていったらいいと思うんですけども、そのあたりのことも検討されている

かどうか、お伺い出来ますでしょうか。 

○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） 先程言いましたように、避難所における備品の充実ってのは、これか

らも今までも課題だろうと思います。特に、電源の確保ってのは、今回の北海道の地震にも見た

ように、今、情報収集手段がスマホに頼っている場合が非常に多い、スマホ抜きでは考えられな

い状況にまでなっている。そのことにつきましては新聞報道にもありましたけれど、そのための

電源確保というのは、やっぱり必要なんだろうなと思っています。今まで各避難所に非常用電源

をという計画で進めてはきませんでしたけども、今後は大規模災害に備えて可搬式のバッテリー

等もですね、少し準備をしていかないといけないだろうと思いますし、最近の状況でもですね役

場の発電機を持って行ったというケースもございますので、その辺りからですね、電源の確保と

いうのは考えていきたい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） もう一点、断水時にですね、飲料水の確保というのはもちろんある程度

準備をされてると思うんですけども、避難所等で断水時に水洗トイレが使えない、水洗トイレを

使ってしまうと大変なことになってしまうというようなことも聞くんですけれども、断水時に水

洗トイレの使用マニュアルみたいなものを整備しておくですとか、あと災害用の簡易トイレって

いうのは市販されているようで、一人ひとりそこに用を足して直ぐにジェル状に固めて衛生的に

廃棄物として処理できるというようなそういう物もあるようですけれども、そういうのも災害用

トイレ、それから断水時の水洗トイレの使用マニュアルについては、現状、今後についていかが

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） 現在、内子町では平成２７年３月に内子町避難所運営マニュアルとい

うのを策定致しました。ただこれは標準的な運用マニュアルで、細かいところまでは規定してお

りません。いろいろなことを経験していく中で、議員言われるようにトイレの問題でありますと
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かですね、先程、久保議員の質問にありました段ボールベットとかですね、そういう一つ一つの

細かいところについてもう少しその避難所ごとの避難マニュアルがあってもいいのではないかな

と考えております。必要のないところ、必要なところ、それぞれ若干違うと思いますので、その

辺のすみ分けも考えながら、今後、個別の運営マニュアルというのもですね、対応していかない

といけないかなと思っております。トイレにつきましては、おっしゃられるように固形にするよ

うなものもありますので、そう言ったものもですね、備蓄品として考えていきたいなと思ってお

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） 避難所に関連してもう１点。福祉避難所について今日も同僚議員から質

問ありましたけれども、現在、みどり苑と神南荘と緑風荘の３カ所が指定されているということ

で、受け入れ可能人数っていうのは、先程の地域防災計画の情報によると、それぞれ５０人とな

っているんですけども、これからその福祉避難所についても今後どの程度まで充実させるべきか

というのはどの自治体も課題として考えられているとの答弁もありましたけれども、併せて防災

土砂災害の指定場所という意味では、神南荘だけが土砂災害対応の施設となってるってことも含

めまして、やはり福祉避難所の対応が不足してるのではないかというふうに思うんですけども、

そのあたりも含めまして、改めて答弁をお願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） 避難者の中で特に高齢者それから身体障がい者の方の避難については、

福祉施設の避難が適当だろうというふうに考えております。特に高齢者が昨今、増えている中で

すね、要支援者の数は年々増えてきている現状も踏まえても、やはりこの福祉避難所ってのは、

今後大切なところになってくるんだろうと思います。こちらの方につきましては、いろんな協定

あたりも結びながらということになってこようともいますし、場所的なことも考えるならばです

ね、検討も必要かなとも思いますので、今後の課題にさせていただきたいなというふうに思って

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） 今の福祉避難所も含めまして、町の方も防災マップの改訂ですとか、設

備の充実とか、今後いろいろと今回の災害を機にいろいろ考えられていくという答弁をたくさん

いただいたんですけれども、そういう充実を今までよりも充実したそういう情報ですね、ぜひ町

民の方に、防災マップではなかなか限られた紙面で難しいってところもあるかもしれませんです

けれども、ホームページですね、まずは一番ホームページが一番情報としてはたくさん出せます

し、広報紙等ももちろんですけども常に見られるという意味ではホームページにそういう情報を

記載していただきたいというふうに思いますけども、最後にいかがでしょうか。 

○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） もちろんホームページが一番有効だろうというふうに考えてますので、
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こちらもより情報伝達が上手くいくようにですね、工夫しながら運用してまいりたいというふう

に思っております。 

○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） それから自治会制度の方ですけれども、加入率が当初から１０年で８６％

から８１％ということで、落ちてはいますけど思ったより結構高い加入率だなという印象を持っ

たんですけども、低いところで６３％、これはやっぱり相当低いなという印象です。防災意識が

高いところもあるしという話も今日のいろんな同僚議員の質問の中でもありましたけれども、進

んでいるところと、なかなか少子高齢化による担い手不足で、なかなか自治会が機能しにくいと

いうなところもあるということも聞いておりまして、そう言ったなかなか運営が苦しい自治会ほ

ど行事の準備とか草刈りとかの負担もやってる人にとって大きくなっていってしまい、益々大変

になっていって、自治会を脱退するという悪循環も招くように思います。そこでですね、やっぱ

りあの低い自治会については加入率が低い自治会については、やはり行政の方である程度フォロ

ーを手厚くしていただくような事も考えていただきたいと思いますし、そうは言ってもやっぱり

その自治会制度だけではなかなかすべての住民を網羅して行政サービスをご提供する住民の意見

を聞き取るというのはやはり難しいんだろうと思います。そこで、例えば日曜の行政サービスや

自治会活動、防災意識などを確認するためにも全住民に対する要請アンケートですとか、ホーム

ページで今でも各課ごとに、メールなどで問い合わせできるような仕組みにはなってますけれど

も、例えばそのホームページの一番トップ画面で何かお困り事はありませんかとか、そういう総

合的にまずは受け付けて対応するというような、自治会などに入っていなくてもコミュニケーシ

ョンが取れるような、そういう体制も今後整えていただきたいと思うんですけどもその点、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） 関根議員に私からお答えをしたいんですが、自治・学習課長が答弁しま

したように、自治会というのは自分たちが責任をもってこの地域をきちっと治めていく、そして

未来を作っていく自分たちでやるんですよっていう話なんです。ずっと内子町はやってきました。

確かに人口減少高齢化っていう社会的な変動はありますけれども、必ずしも人口が少ないからだ

めだという事ではなくて、その地域のあるべき姿なり運営をどうするかっていうのは、それぞれ

の自治会の中に運営委員会なり、なんなりそういう組織があると思うんですね。１年間こういう

ことをやっていこう、次はこうしていこう、ここは課題があるから集中的にやろう、これはもう

やめようとかですね、いろんなものがある。そこで民主的に話し合われて１年間の運営方針、力

も皆で出して行こうということを決められるというふうに思ってるんです。大体そういうふうな

ことじゃないかなと思ってるんですね。人口が少なくても南山地区のようにですね、人口の何倍

も迎えるようなことを地域で一生懸命やられているところもありますし、長田地区のように本当

に人口が少ないんですけども、お山の学校をして都会から子ども達をお迎えしてですね、研修の

場所を作ってらっしゃるところもある。自分たちの身の丈に合ったそういう活動が自主的にやら

れている。町はもちろんそのために最大の支援をさせていただきたいというふうには思っており
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ますから、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

○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） 町長がおっしゃる意味もよく分かります。私も都会の方から出てきて、

あまり自治会活動とか都会の方ではあまり参加しない人も多いですけども、山間部に住みまして、

自治会活動や日頃の地域との繋がりというのは、非常に大事だなと痛感しておりますし、そうい

うことをなくすべきでないし、むしろ今まで加入していない、例えば若い世代とかそういう方で

も、自治会活動などに加入していただける努力などは必要だと思うんですね。だとしても、なか

なか加入率が低いところってのは先程も申し上げたように、悪循環となってどうにも苦しいとい

うところもあると思うので、そこはぜひ行政として一声かけて自治会の役員だけではちょっと厳

しい面もあるような気がするんですけども、加入率が低いところについてはアンケートを実施す

るとかそういうことも検討していただけたらなというふうに思います。これはそういうお願いと

いうことで、以上をもちまして再質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 今のことに対して、答弁は要りませんか。 

○２番（関根律之君） 要りません。 

○議長（山本徹君） 以上で一般質問を終わります。以上で本日の議事日程はすべて終了いたし

ました。明日１３日は午前１０時から本会議を開きます。日程は全議案に対する審議であります。

本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時３８分 散会 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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日程第２６ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第２７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第２８ 議案第５８号 第５６号 内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契約につい

て 

日程第２９ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事に係る工

事請負契約について 

日程第３０ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 
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○本日会議に付した事件 

日程第１から日程第３０まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

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

規則第１１９条の規定により、議長において、１２番、林 博議員。１３番、山崎 正史議員を

指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第９号のとおりであります。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 ３ 報告第 ５号 専決処分の報告について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 報告第５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５号、専決処分の報告について。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、議案書１の３ページ、報告第５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４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

償の額を定め和解した件につきましては、平成３０年６月２５日、内子町平岡甲１８５番地１の

五十崎自治センター駐車場内を走行していた来場者の軽自動車の底面に、地上に露出していた樹

木の切り株が接触し、車両に損傷を与えたもので、相手方への損害賠償の額は１６万３，９００

円、専決処分の日は、和解が成立した８月２４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６月２５日１０時３０分頃、内子町五十崎甲１８５番地 1 の

五十崎自治センター駐車場内において、相手方の軽自働車が駐車場入口から侵入し、中央通路を
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直進した後、駐車場奥側より玄関横に駐車しようと右折したところ、駐車場に以前植栽され、現

在は枯死したために職員が伐採した樹木の切り株が地上に露出しており、それに気付かなかった

相手方がその切り株に乗り上げ、軽自働車の車両底面に著しい損傷を与えたものでございます。 

町が管理する公共施設の管理不十分により起きた事故で、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するとともに、修理工場に車

両の修理見積もりを行っていただいた上で、損害額１４万５，０００円を算定致しました。更に、

修理工場に入庫していた間の代車費用１万８，９００円を含む１６万３，９００円を賠償金額と

して確定し、８月２４日、相手方と和解が成立したものでございます。なお、今回の事故が起き

た自治センター駐車場は、日々不特定多数の方が利用する場所であり、このような事故があって

はならない場所でございます。樹木伐採後は、切り株に古タイヤを被せて車両の接触防止を行っ

ておりましたが、事故が起きた時間帯にはそのタイヤはなく、更に草が生い茂って切り株が見え

ない状態でございました。日頃からきちんとした対応を取っておけば発生しなかった事故でもご

ざいます。町施設の管理責任を問われる大きな事故であると深く認識すると同時に、二度とこの

ような事故が起きないよう、万全の対策を講じるとともに、類似施設においても、危険箇所がな

いか早速調査をしたところでございます。以上、報告第５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。 

○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） 切り株の問題ですけど、その後対処をしたということですが、元々そ

ういう状態であったらタイヤで入れないようにするというより、実際なら枠をして車が入れない

ようにするとかいうような対応をしておかないと、本来は町の過失が発生しなかった話でなかろ

うかなと。動かないものに車を乗っている人が当てたということだったら、一般的には保険的に

はですけど、自己責任という形ですけど、管理責任が町としてあるんだと思いますから、そうい

う対応をとったのか、現在。それとほかのところを調べたという報告がありましたけど、ほかの

ところには、そういう場所がなかったのかどうか。その２点をお伺いします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） まず、事故が発生した現場については、現在、三角コーンとそれから

車両が侵入できないようにバーを張り巡らせておりまして、十分に来場者にも分かるように対応

をしております。議員ご指摘のように切り株が深く出ておりまして、当然、処理をした後は、早

速そのような対応をすべきところをただ単に古いタイヤをかぶせていただけというような状況で

ございまして、深く反省をしておるところでございます。それから早速課長会等を通じて、類似

施設の調査を行いましたが、とりあえず危険な場所については報告がありませんので、現在のと

ころは良好な環境が保てているのかなというふうに認識をしてございます。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 
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○８番（大木雄君） 草に生い茂って株が見えなかったということなんですけど、切り株は地上

何センチくらいだったのか。それと、今、同僚議員が言われたんですが、対処をしておるという

ことなんですけど、これは対処うんぬんじゃなくて、早期に撤去をする方がいいと思うんですけ

ど、そういった方向で考えはどうか。 

○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） 損傷を与えた自動車が軽トラックでございまして、その底面が当たる

程度の高さですので、３０センチくらいは出ていたかと、写真を見る限りではそのように判断を

しております。それから和解が成立する前につきましてはですね、いろいろな現場検証等もあり

ましたのでそのままにして、先ほど山崎議員さんのご質問にお答えしましたように、バリケード

を張り巡らせたということなんですが、早速、対処の方はですね、自治センターの職員等で対応

させていただいております。二度とこのような事故が起きないようにですね、現場の方もきちん

とさせていただいているということでございます。繰り返しになりますけど、普段から管理をき

ちんとしておけば、このような事故は起こらなかったという現状はございますので、町にすべて

の責任があるというところで賠償責任ということで今回の報告に至ったわけでございます。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） 地上３０センチあるということは、普通ある程度見えますよね。そういっ

た時に運転手さんの過失ということは考えられないんですか。 

○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） その点も十分に調査を致しました。３０センチといいましてもなだら

かに株の方に向かって地面もせりあがっている状態でしかも草が生い茂っていたということで、

一旦見た目ですね、３０センチの隆起は確認できないだろうと我々も判断させていただきました。

なおかつ通常、駐車場として頻繁に車両が往来する部分でもございますので、運転者の過失とい

うところについきましてはですね、ないだろうという町の判断でございます。 

○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） この日は平日だと思うんですけれども、何か自治センターでは町民の

方が多く集まるようなイベントとか何か会議があったのでしょうか。けっこう広い駐車場ですの

で、余裕が駐車場にあってそういったところに入られたのか。それともイベントが平日だったん

ですけど、止めるところがないので、どこか入れるのかなと思って入られたのかを質問します。 

○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） この日は月曜日でございまして、平日でございます。自治センター等

で催し物はございませんでした。駐車場につきましては数台の車しか止まっていなかった状態で

す。当然、見通しがよかったのもありまして、来場者につきましては、空いているところを走行

したということで、ございます。 
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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） 駐車場に止められるという感覚で止められて傷んだのではなくて、走

行をされていて傷んだということでよろしいのでしょうか。 

○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） 説明でも申し上げましたように、１階入り口横にですね、駐車をされ

ようとして、車を右折されたということでございます。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

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４ 報告第６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書類の

提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 報告第６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状

況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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６号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出につきましては、その内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げます。 

○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、報告第６号、株式会社内子フレッシュパークからりの

経営状況につきまして、説明させていただきます。資料ナンバー２の１ページをご覧いただきた

いと思います。まず、事業の報告でございますが、会社全体の項目のところから説明させていた

だきます。第２１期、農産物を含めた全体の総売り上げ、７億３，０００万円を目標に営業を展

開してまいりましたが、販売実績は、対前期比４．６％減の６億８，７００万円となりました。

部門ごとの販売実績につきましては、レストラン、パン工房、燻製工房で前年に比べまして増加

となりましたが、それ以外の部門につきましては、前年度を下回る結果というふうになっており

ます。５行目でございます。今期の会社全体の売上は、対前期比４．１％減の３億９，３３６万

円となりましたが、売上原価や人件費を含む一般管理費も減少したため、税抜き前当純期利益は、

６４万円の黒字となっております。 
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２ページへ行っていただきまして、４行目でございます。全体と致しまして、天候不順による

農産物の落ち込みと１月上旬の大雪などによりまして、来客数が減少致しました。収益を伸ばせ

なかった要因というふうに思われます。また、部門ごとの経営内容につきましては、お手持ち３

ページから８ページにかけて、記載しておりますが、主なものを申し上げますと、まず３ページ

の特産物直売所の販売でございます。これにつきましては、前年度に比べ１名減となります、３

８７名の方に出荷をしていただきましたが、天候不順による果樹、野菜の落ち込みと来客数の減

少による影響から、前年期と比べまして出荷商品の販売額は、３億７，７８５万円と６．７％減

少致しております。しかし、昨年１１月には、直売所を支えていただいております「出荷者運営

協議会」の活動が、地域農業と消費者を結び、地域を元気にしているモデル事例ということで、

内閣総理大臣賞を受賞したところでございます。協議会では、この賞に満足することなく、さら

に直売所への誇りと自信をもって、出荷意欲を高める活動に期待するところでございます。 

次に、４ページの椿店でございます。営業３年目となり、お客様の利便性を高めるために日曜

営業の開始や各種イベントの開催など集客に向けた取り組みを強化して参りましたが、単独での

店舗運営をすることが困難ということで、１２月末をもちまして閉店を致しました。しかしなが

ら、参考資料として記載しております「売上内訳」表に記載のとおりでございます。会社全体の

売り上げに対しまして貢献しているということも現実でございます。今後は、アンテナショップ

形式などの形式によりましてファンド拡大を検討して参りたいというふうに考えております。 

 次に、５ページのレストランでございます。ＪＲ四国の伊予灘ものがたり「双海編」など大型

キャンペーンによりまして、前期に比べまして３８９万７，０００円、４．８％増となり、黒字

の決算となりました。引き続き、レストラン店舗の営業方式の検討や弁当、それから、お料理膳

など消費者ニーズにあった商品の開発によりまして、安定した経営を目指して参りたいというふ

うに思います。 

次に、シャーベット工房でございます。天候不順によります、来客数の減少により売上げが減

少しました。しかし、新しい取引先とギフト契約が締結できましたことから、材料を確保し、さ

らに数量を増やす取り組みを行って参ります。 

次に、６ページでございます。パン工房は、職人を１人雇用し、サンドイッチの販売に加えま

して、スイーツの本格販売を開始致しました。前期と同程度の売り上げが確保できたところでご

ざいます。ブランド商品を維持しながら、新しい商品の開発を進めて参りたいというふうに思っ

ております。 

次に、燻製工房でございます。燻製工房では、イベントにも積極的に参加し、前期に比べ３６

０万５，０００円、８％の黒字の決算となりました。引き続き、ハム・ソーセージのＰＲに努め

販路拡大を進めて参ります。 

次に、７ページ、あぐり亭でございます。あぐり亭は、外部への販路を持たない分、来客数に

よる減少が大きな影響を受けました。前年度と比べ、８．９％の減というふうになっております。

来期に向けましては、客室の空調設備の改修、それからスタッフの人員の確保できたこと。また、

町が進めております、新規作物である食物繊維が豊富なもち麦のうどんというふうなところを活

用するなど、内子らしい季節感を盛り込んだメニューの提供によりまして、集客に努めて参りた

いというふうに考えております。 
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次に、農産の加工場でございます。販売額の売り上げ計上方法を変更したことによりまして、

売り上げ減となっておりますが、農産物の加工品、店頭販売額については、微増というふうなこ

ととなっております。じゃばらは、従来の商品に加えまして、認知症改善のためのサプリメント

への活用、それから、もち麦は豊富な食物繊維によりまして、女性の方のリピーターが多くなっ

ている現状がございます。加工品製造とあわせまして、引き続き商品開発や販路開拓に向けて取

り組んで参るところでございます。以上が、第２１期事業報告でございます。 

次に、決算の内容につきましてご報告をさせていただきます。決算報告書の１４ページ以降に

収支関係を載せさせていただいております。まず、１５ページをご覧いただきたいと思います。

期末の貸借対照表でございます。資産の部から説明させていただきます。まず、１行目でござい

ます。流動資産でございます。現金及び預金から未収入金までを合計致しました流動資産の合計

は、１億１，７４８万１，４１５円でございます。 

次に、中ほど、固定資産でございますが、カッコ書きの、有形固定資産、無形固定資産、投資そ

の他資産をあわせた合計は、２，１２１万３，５８７円で、流動資産、固定資産をあわせました、

左側表の下段、資産の部の合計は１億３，８６９万５，００２円でございます。 

次に、右側の表、負債の部でございます。買掛金から仮受消費税までを合計致しました流動負

債、負債の部の合計は、４，５５７万８，２７６円でございます。 

次に、表右下段、株主資本、純資産の部の合計でございます。こちらは、９，３１１万６，７２

６円となり、負債・純資産の部の合計は、１億３，８６９万５，００２円というふうになってお

ります。  

続きまして、１６ページの損益計算書につきましてご説明させていただきます。売上高が、３

億９，３３６万４，８８０円でございます。売上原価は、期首の棚卸高が、２，７１３万８，２０

５円。仕入及び原材料費が、１億５，７０８万３，６７６円でございまして、この合計額１億８，

４２２万１，８８１円から期末棚卸高３，４３２万４，２４３円を差し引きました売上原価は、

１億４，９８９万７，６３８円でございます。売上高から売上原価を差し引きました売上総利益

につきましては、２億４，３４６万７，２４２円でございます。これから、販売費及び一般管理

費でございます、２億４，２８１万８，２１７円を差し引きました営業利益は、６４万９，０２

５円でございます。これに営業外収益、合計でございます、１０２万６，１５７円を加え、営業

外費用、合計２万７，７００円を差し引きました経常利益は、１６４万７，４８２円でございま

す。特別利益は、駐車場に設置致しました急速充電設備の補助金３５８万１，０００円でござい

ます。この金額を加えた額から、特別損失であります、固定資産除却費、固定資産売却損に、先

ほどの補助金の額を加えた合計、４６０万４，１８６円を差し引き、税引前当期純利益は６２万

４，２９６円となりました。その額から、未払いとなっております、法人税等３２万５００円を

差し引きました当期純利益は、３０万３，７９６円となってございます。損益計算書に記載され

ました経費でございます、販売費及び一般管理費につきましては、１７ページに記載されており

ますので、お目通しをいただいたらというふうに思います。 

次に、１８ページ、株主資本等変動計算書でございます。当期は、先ほどのように、当期は純

利益が３０万３，７９６円でありますことから、６月２２日開催されました定期株主総会におき

まして、本年度は利益を配当しない旨、決定をされました。そのため、今期は、計算書の中ほど
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でございます、繰越利益剰余金の当期首残高に、先ほどの当期純利益、３０万３，７９６円が加

算され、利益剰余金の合計額は、２，３１１万６，７２６円となり、株主資本の期末残高も同様、

当期の額を加算し、合計は９，３１１万６，７２６円でございます。以上が、第２１期の決算状

況でございます。 

それでは、本年、第２２期の事業計画等についてご説明させていただきます。１１ページへお

戻りをいただきたいと思います。第２２期の事業計画及び会社全体の売上目標でございます。３

０年度におきましては、農家のみなさんから出荷された、農産物等の品質維持のため、直売所の

一部を温度調整機能が備えられた施設に改修を予定しております。期間中、仮店舗によります営

業を余儀なくされるところから、販売額をページ下段に記載しておりますとおり、前期と比べま

すと、５７５万円、７．９％減となる６億７，２５０万円の目標に下げてございます。しかし、社

員一丸となりまして、更なる丁寧な接客に努めるとともに、営業活動を強化致しまして、影響が

最小限となるよう、営利努力する所存でございますので、ご理解を賜りたいと思います。各部門

の目標につきましては、そちらの方に記載しておりますので、お目通しを賜ったらというふうに

思います。以上、経営状況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。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） ２点お聞きしたいと思います。第１点は農産加工の関係で、じゃばらの加

工についてお尋ねをしたいと思うんですが、元々農産加工は大変難しい事業だと把握をしており

ます。報告にも書いてありますように２８年度から言いますと、じゃばらの生産が倍近く生産さ

れておるということで植栽の経過を見ますと、まだまだじゃばら量が出てくるんではなかろうか

というふうに推測をするわけですが、販売面、加工面、前向きな方向が見えておりますので、大

変心強く思うんですが、だいたい現在、内子町内に植栽されているじゃばらから最盛期どの程度

じゃばらが出荷されてくる予測をもたれておるのかということと、こうやって量が増えてきた場

合、農家からの買取をされておろうと思うんですが、そこらの単価の変化が出てきておるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。それともう一点は、第２２期の事業計画、販売目標あたり

を見ますと、やはり先ほど説明がありましたように、仮店舗での営業とか椿店の閉店に伴う販売

目標を下げて会社運営をされるということであろうと思うんですが、６億７，２５０万という販

売目標、これも２１期、前期の実績に比べても１，４５０万５，０００円減という目標で会社運

営をされるという報告をされたんですが、販売目標はそれだけ下げておられるのに、売り上げ高

合計は２１期よりも１，１８３万６，０００円多く売上高が出てくるというような計画なんです

が、ここらについて説明を求めたいと思います。 

○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。 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、ご質問であります、まず、じゃばらの関係でございま

す。これにつきましては、生産量が３５トンでございます。出荷者数は、２５戸、生産面積は、

５．６ｈａでございます。一応、からりとの契約栽培いうことでございますので、全量買い取る

という形で今現在、営養しているところでございます。今のところ、先ほど申し上げましたよう
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に、じゃばら製品の関係の営業の拡大というところで、搾汁しました液の部分、それから乾燥さ

せた皮の部分というふうなところで今現在、販路の拡大をやっているところでございまして、一

応、全量はけているという現状がございます。今後につきましては、天候によりまして、不作、

良作というふうな状況もございますので、また、その辺につきましては、会社と契約しておりま

す生産者の方とお話をしながらという形になるというふうに考えております。それからもう一点、

ご質問のありました、２２期の計画でございます。全体の販売目標が下がっていることに対して

売り上げ高が増えているということでございますが、店頭での販売というものがやっぱり減少は

してくるというふうなことで思われますが、それに反しまして、今度外部へ出ていくような営業

展開というふうなところで、そちらの方に重点を置いて売り上げを伸ばすということで、売り上

げ高につきましては、前期を上回る目標ということで立てているところでございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） じゃばらの契約栽培で全量からりの加工場が買い取るということですが、

契約であれば当初の契約どおり、単価はもうそのままということなんでしょうか。そこの単価が

こないので教えてほしいと思います。それと、２２期の目標、外に出て販売を促進していくため

に、売上高が大きく出てきておるんだということなんですが、各部門の販売目標も２１期に当然、

下げられておるんですが、販売と売り上げとはどう計算の仕方が違うんでしょうか。 

○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） まず、先ほどのからりの買い上げの単価でございます。申し訳ご

ざいません、手持ちに資料がございません。ちょっとお時間いただいて調べさせていただきたい

と思います。それから、販売目標、それから収支の売上高ということでございます。こちらにつ

きましては、売り上げの方につきまして、販売額につきましては、手数料を含んだ売り上げとい

う形になっております。その関係がありますので、その分が増えたような形の金額計上というふ

うになっておりますので、ご了承いただいたらというふうに思います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） このからりの視察者調べをされておるようですが、データ的に２５年度

から２９年度、表に表していただいておりますが、団体数、視察者数が極端に減ってきておるん

じゃないかなと思うんですが、この状況をどのように捉えられておるかお尋ねしたいと思います。 

○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。 

○産業振興課長（入海孝君） この視察者数でございますが、こちらにつきましては、からりを

窓口とした視察者の受入ということで人数の計上をさせていただいております。町を経由して視

察のご依頼ということで議長会とかそういう形のものは産業振興課の方を窓口としてお受けして

いるという状況がございますので、からりを直接窓口としたという人数が減っておるというとこ

ろで全体としてはあまり変わりはないというふうな状況だというふうに思います。 
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○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） ちょっと単純に数字だけ見れば、ちょっと魅力がなくなってきたから視

察が少なくなったのかなと思っておるんですが、そういった全体的には変動はないということで

あれば頑張っていただいておるんだろうと思いますので、今の説明を理解できました。 

○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。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第５ 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する

書類の提出について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○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７号、小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出

につきましては、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の程、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） 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況につきまして、

ご報告致します。議会説明資料の２の黄色い表紙からになります。小田まちづくり株式会社の第

１７営業期経営状況につきましては、去る８月２１日に、定時株主総会が開催され、承認された

ところでございます。 

１ページをお開き下さい。第１７営業期の営業報告でございますが、事業期間は、平成２９年

７月１日から平成３０年６月３０日となっています。今期は、昨年１０月に「えひめ国体」ライ

フル射撃競技が小田の城の台で開催されましたが、特産品販売施設せせらぎの売上げにはあまり

つながっておりません。また、台風や大雪、厳しい寒さなどの影響で、農産物が生育不良であっ

たり、高齢化などが原因で農産物の出荷が少なかったことなどにより、来場者数、販売額が前期

と比べて、大きく減少いたしております。小田の郷せせらぎの売上げ状況としまして、特産品販

売施設せせらぎの利用客数７万９，７２１人、対前期比９４％、売上額６，３９０万５，２２９

円、対前期比９３％となっています。また、軽食堂かじか亭の来客者数は１万４，７８３人で、

対前期比９８％と減少致しております、売上額は１，１２３万２，３５０円で、前期比１０３%と

増加をいたしております。なお、オダメイド製造部門につきましては、昨年１０月より、ミカタ

スイッチ株式会社で生産・販売を行っており、かじか亭につきましても同社で管理運営を行って
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いるところでございます。 

２ページをお開き下さい。せせらぎへの農産物等の出荷者は、１２６名で前期と同数となって

おります。売上額別の出荷者数は、表のとおりでございます。年間の１人当たりの売上平均額は、

約５０万７，０００円、対前期比９３％、お客様１人当たりの売上単価が８０１円で、前年より

６円下がっております。 

次に、３ページの事業報告でございます。今期は、毎月行っております、せせらぎデーの開催

の他、町内外のイベントに１３日間参加しておりまして、オダメイドやせせらぎの商品販売と合

わせまして、小田の郷せせらぎのＰＲ活動を行っています。 

次に、決算状況について、ご説明致します。５ページの貸借対照表をお開き下さい。まず、左

側の資産の部でございますが、Ⅰの流動資産が、現金及び預金、売掛金、棚卸資産等合わせまし

て２，１５９万２，７３１円でございます。Ⅱの固定資産の合計が、９８１万６，９９０円、その

内訳は、有形固定資産９５４万２６２円。無形固定資産、２７万６，５２８円。投資その他の資

産が２００円でございます。Ⅲの繰延資産として２４５万１，８４８円を計上しています。これ

は、前期からのオダメイドの研究開発やホームページのデザイン作成に要した費用の自己負担分、

その他の研究開発費を繰延資産としたものでございます。資産の部の合計は、３，３８６万１，

５６９円となっております。次に、右側の負債の部でございます。Ⅰの流動負債は、買掛金、未

払い金など合わせて５１６万５，３２７円となっております。Ⅱの固定負債はございません。 次

に、純資産の部につきましては、1の資本金３，５３５万円に、３の利益剰余金、マイナス６６５

万３，７５８円を加えた純資産の部合計は、２，８６９万６，２４２円となっています。負債・純

資産の部の合計は、３，３８６万１，５６９円でございます。 

続きまして、６ページ損益計算書でございます。Ⅰの売上高の合計が、２，６７９万７，４６

３円、内訳は、町からの指定管理料、急速充電維持管理などの業務委託収入としまして、３５７

万７，３６３円、ＪＡ商品、ソフトクリーム、９月までのオダメイド商品などの直接販売商品の

売上が、１，４８９万７，０１４円、出荷者から手数料をいただいて販売している商品の販売手

数料が、８３２万３，０８６円となっています。Ⅱの売上原価の合計、１，１６５万９，２５９円

を差し引き、期末棚卸高１２４万１，６８６円を加えました、売上総利益は、１，６３７万９，８

９０円でございます。Ⅲの販売費及び一般管理費が、１，６０５万８，６９６円でございまして、

詳細につきましては７ページをご覧ください。売上総利益から、この販売費・一般管理費を引い

た３２万１，１９４円が今期の営業利益でございます。この営業利益に、預金利息等の営業外収

益５，１００円を加え、繰延資産償却の営業外費用１０万８，０００円を差し引きました経常利

益が２１万８，２９４円でございます。 

次に、第 1７期は特別利益、特別損失はありません。法人税等の税額１８３，５００円を差し引

きました３万４，７９４円が当期の純利益となっております。 

7 ページには、先ほど申し上げましたとおり販売費及び一般管理費の内訳と下の表が期末棚卸

資産の内訳となっています。これについてはお目通しいただいたらと思います。 

８ページをお願いします。株主資本等変動計算書となっており、今期を含めた利益剰余金は、

マイナス６６５万３，７５８円となっています。 

９ページは、個別注記表、1０ページからは第１８期の事業計画及び収支予算書となっています。
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内容につきましては、お目通しをいただいたらと思います。第１８営業期は、せせらぎ施設全体

の売上を、前期比３％増を目標としており、収益を伴うイベントの開催や地域農産物を使った加

工品開発、ミカタスイッチ株式会社とも協力したオダメイドの更なるブランド化を目指すととも

に、材料となる農産物の栽培を奨励していくことといたしております。また、取締役会・生産出

荷組合・町との意思疎通を図りながら、一体的な取り組みによって、地域への来訪者増を図りな

がら、健全経営に努めていくことと致しております。以上、第１７営業期における小田まちづく

り株式会社の経営状況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。 

○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） １１ページの事業実施計画を見ておりますとですね、小田うどんのＰＲ

というふうなことが記載されておるんですけど、私もせせらぎでは小田のうどんをよく購入して

おります。そして私が知っている限りでは農協は別として５件の製麺所があったと思うんですよ。

それが今、露口さんと二宮製麺所、２カ所になっていますよね。この２カ所も高齢化というよう

な問題もあろうかと思うんで、小田うどんを今後とも特産品として残していくためには後継者の

問題がでてこようと思うんですけど、その辺、現状等はどうなっておるのか、もし分かれば教え

てください。大変、小田のうどんが好きな私としては、そのことが心配なものですから。 

○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） おっしゃるように、個人で言えば露口さん、それから森口さんと

こがございました。あと、二宮さんとこもございましたが、現在、森口さんとこは、もうやめら

れております。二宮さんとこも高齢化でまだ出してはいると思いますが、ほとんどなくなってい

る状態で、露口さんとこはやっている。あとですね、農協のＪＡ加工所が中川という地区にあり

ますが、そこで製造をいたしております。ここにつきましては、順次後継者を作ってですねやっ

ておりますので、あと個人的に言えばですね、後継ぎができるところといえば見当たらないとい

うのがあるんですが、今後につきましては、今の農協を引き続きやってもらうのが当然なんです

が、個人につきましてもですね、後継ぎができるような方向でまちづくり株式会社さんの方でも

相談をかけていったらと思います。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

○５番（森永和夫君） もちろん、農協さんは組織的にもしっかりしておるし、大丈夫と思うん

ですけど、せっかく今までそういった個人の製麺所があるものですから、ぜひその灯を消さない

ようにがんばっていただきたいと思います。 

○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） 小田まちづくり株式会社、せせらぎの運営の中でいろんなイベントで出店

をいただいてイベントも盛り上げていただきますし、売り上げ、会社のためにもそういう運営を
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されておるんですが、せせらぎに日常、業務に携わっておられる従業員もそれほど人数がおらな

い中で年間これだけイベントに出店をされるということは法定労働時間あたりは、守っておられ

るという理解でいいんでしょうか。これだけ出るとあれだけの人数だったらかなり厳しい労働時

間数になっておるんじゃないかと思うんですが、そこらはしっかりと管理されて守っておられる

のか質問をしたいと思います。 

○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、従業員につきましては、せせらぎがですね、７人のパート

がおられます。これはせせらぎの販売施設の中で順次、午前の部、午後の部と組んでやっており

ます。イベントとかで出店をした場合ですね、去年の９月までは納堂さんが協力隊として活動い

ただいておりまして、それからオダメイドの職員として納堂さん入れて３名おいでましたが、そ

の中で対応はさせていただいております。１０月以降は株式会社を納堂さんの方がミカタスイッ

チ株式会社を立ち上げておりますので、そちらの方でやっておるんですが、出店につきましても

このミカタスイッチ株式会社の納堂さんを中心にやっていただいておりまして、せせらぎのパー

ト従業員につきましては、この出店の方にはかかわっておりません。 

○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。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第６ 報告第８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出

について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 報告第８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を

説明する書類の提出について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○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８号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書

類の提出につきましては、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の

程、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） 報告第８号、公益財団法人・内子町国際交流協会の経営状況

について、ご報告いたします。 

資料２のオレンジ色の次のページをご覧いただいたらと思います。まず、事業報告でございま

すが、平成２９年度におきましても、町民一人一人が国際理解感覚を持ち、活力のある社会を形
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成すること、将来を担う人材を育成し、国際的な視野と実践力を持つことを目指し、各種事業を

おこなっております。大きいⅠの「交流・促進事業」についてでございますが、１．意識啓発・情

報発信事業につきましては、毎月１回、機関紙「ゆうてぃあ」を「広報うちこ」へ掲載するほか、

ホームページ等により協会の活動を発信しております。 

２．各種講座運営事業につきましては、２ページ上段をご覧いただいたらと思います。（３）の

外国語講座につきましては、一般の町民を対象にした英語・ドイツ語の講座５コース、小学校低

学年を対象に「英語であそぼう」を開催致しました。３．交流イベント・体験事業につきまして

は、「国際交流の集い」事業として、３ページ上段の「子どもフェスティバルの出展や凧合戦・駅

伝大会等」に参加を致しております。大きいⅡの「助成事業」につきましては、３ページから４

ページにかけてになりますけれども、第２３回青少年海外派遣事業を１１月２５日から１１日間

の日程で、１２名の中学生をローテンブルク市とスウェーデン・ストックホルムへ派遣をいたし

ております。なお、ライオンズクラブ様から１名分の派遣費用をいただいております。続きまし

て、２から４の助成事業につきましては、申請はございませんでした。 

４ページ中段大きいⅢ「法人管理」１．寄附金につきましては、町内各企業、団体等へ寄附の

お願いをおこなっております。また、賛助会員制度を昨年度創設し、会員拡大に努めております。

２.理事会・評議員会から次の５ページの５職員の状況につきましては、ご覧のとおりとなってお

りますので、よろしくお願いを致します。 

次、６ページ、７ページでございますが、これについても役員の状況については、お目通しい

ただいたらと思います。 

続きまして、収支決算書類についてご報告致します。８ページをご覧ください。貸借対照表、

「当年度(Ａ)」の欄をご覧いただいたらと思います。科目の大きいⅠ資産の部で、１の流動資産

の合計が、５９９万７，７１３円で、２の固定資産の特定資産・合計が、２億１，９６９万６，９

６６円、流動資産と固定資産を合わせた資産合計が、２億２，６０３万８，１１９円でございま

す。大きいⅡ負債の部で、１の流動負債は、未払い金と預り金を合わせた負債合計１７万６２４

円。大きいⅢ正味財産の部で１の指定正味財産の合計が、２億２，９５２万２，２１０円。２の

正味財産の合計が、２億２，５８６万７，４９５円で、一番下の「負債及び正味財産合計」が２億

２，６０３万８，１１９円となっております。 

次に、９ページの正味財産増減計算書、会社でいう損益計算書となりますが、真ん中どころの

「当年度(Ａ)」の欄をご覧下さい。まず、大きいⅠ、一般正味財産増減の部、１．経常増減の部、

（１）経常収益の特定資産運用益３１８万７，９１９円で、事業収益の外国語講座及び各種事業

会費等の合計が、９４万３，８００円、内子ライオンズクラブ寄付金を含めます受取寄付金が 

５６万７，３７２円など、経常収益合計が、５６８万３，１２２円となっております。次に、（２）

経常費用の事業費の主なものとして、人件費が３７１万６，８５４円、青少年海外派遣助成金が

１７４万円、経費の旅費交通費、８６万６，６０８円には、青少年海外派遣事業の団長・引率の

旅費が含まれております。経常費用計が、８５３万１，６９１円となっております。 

 次に１０ページをご覧ください。評価損益等調整前当期経常増減額がマイナス２８４万８，５

６９円、特定資産評価損益等がマイナス７万８，４０３円、その結果、当期経常増減額がマイナ

ス２９２万６，９７２円となっております。一般正味財産期末残高が、マイナス３６５万４，７
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１５円となっております。次に、大きいⅡ指定正味財産増減の部、当期指定正味財産増５額が、

マイナス４０９万２，９７１円となっており、指定正味財産期末残高が、２億２，９０５万２，

２１０円となっております。以上のことにより、大きいⅢ正味財産期末残高は、２億２，５８６

万７，４９５円となっております。 

続いて、１１ページに財産目録を掲載しております。これは、貸借対照表にあります、資産並

びに負債の内容について掲載をしておるものでございますので、お目通しをお願致します。最後

に、１２ページから１５ページにかけまして、平成３０年度事業計画を、１６、１７ページが平

成３０年度収支予算書となっていますので、ご参照いただいたらと思います。以上、報告第８号、

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況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。 

〔「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。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

 

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

 

午前１１時０５分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 先ほどの林議員のからりに関する質問の中に対して、理事者の答弁を許します。 

○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。 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、林議員さんからご質問がございました、じゃらばの買

取の単価につきまして、ご報告させていただいたらと思います。平成２９年でございますが、傷、

それから汚れがないものにつきましては、月キロ当たり１７０円でございます。そのあと等級が

落ちるものにつきましては２級、３級品ということでキロ当たり９０円。それから７０円という

ふうな単価で買い取りをおこなっております。 

○産業振興課長（入海孝君） 只今の答弁に対し、林議員の再質問を許します。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員 

○１２番（林博君） ２９年度に今、答弁いただいた単価で買い取りをしたということですが、

これは当初、栽培を契約した時点の単価とどう変化しているのか。契約した当初の時点では、単

価までは入ってなかったのか。もし、入った契約で栽培であるんだったら変化がしておるのか質

問をしたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えをしたいと思います。当初はですね、商品を作るため

には原材料が必要だということで、意識的にキロ２００円くらいで買い上げておりました。しか

し、なかなか作ってもそれをどういうふうに販売していくかというのは、非常に難しいところで

ございます。ですから、なかなか受給のバランスがとれないということも起こってまいりました。

したがって、これは出荷と生産農家と話し合いながらこれくらいにしていただけませんか、ある

いはこれくらいでいきましょうかという調整をしながら、今日まで来ているということでござい

ます。以上でございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員 

○１２番（林博君） 今、町長に答弁いただいたんですが。それが農産加工の一番難しいところ

だろうと思います。ただ、作ったんでは農産加工やっていけませんので、あれなんですが、当初、

２００円程度で買い取ってやっていくという方針を決められましたので、今後営業努力をますま

す努力をいただいて、生産される農家が少しでも所得が上がるように期待をしたいと思います。

以上です。 

 

   日程第７ 報告第 ９号 健全化判断比率の報告について 

  日程第８ 報告第１０号 資金不足比率の報告について 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 報告第９号 健全化判断比率の報告について」及び「日程第

８ 報告第１０号 資金不足比率の報告について」以上の２件を一括議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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９号、健全化判断比率の報告について。報告第１０号、資金不足

比率の報告について。この２件の報告案件につきましては、その内容を総務課長に説明致させま

すので、よろしくご審議の程、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、議案書１の８ページ、報告第９号健全化判断

比率の報告についてと、議案書１の９ページ、報告第１０号資金不足比率の報告についてご説明

致します。本案件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、財政の健

全化判断、財政の早期健全化判断、財政の再生判断を示す指標につき、監査委員の審査に付し、

その意見をつけて議会への報告及び公表が義務付けられているものでございます。健全化判断比

率、すなわち実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの指標に

つきましては、８ページ、報告第９号の一覧表で示してございます。また企業会計においては、

９ページの報告第１０号の一覧表に示しているように、資金不足の比率を示す指標ということに
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なります。これらの５つの指標によって、財政運営の健全化等を示すことになっております。ま

ず、議案書１の８ページ、報告第９号健全化判断比率の報告についてご説明致します。平成２９

年度における実質赤字比率及び、連結実質赤字比率は黒字となってございますので該当はござい

ません。実質公債費比率は４．０％でした。ちなみに、平成２８年度は５．２％、平成２７年度は

６．４％ということでございます。実質公債費比率が１８％を超えますと、新たな財政計画や起

債発行に当たって県との協議が必要になってきます。将来負担比率も該当なしで、前年度と同様

に基準値内となってございます。また、それぞれの項目にある括弧の数字は、イエローカードに

あたる、早期健全化基準の数字となっています。 

続いて、議案書１の９ページ、報告第１０号資金不足比率についてご説明致します。平成２９

年度における資金不足比率は、２つの事業会計において資金不足は発生してございません。なお、

参考数値イエローカードにあたる経営健全化基準の数字が入ってございます。以上、報告第９号、

及び報告第１０号は、７月１７日役場本庁会議室におきまして、赤穂代表監査委員、才野監査委

員の審査を終えましたので、別冊資料８の８月１６日付審査意見を付して、本日、内子町議会９

月定例会に報告をするものでございます。よろしくご審議のほどお願い致します。 

○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。よって、報告のとおり受理することとします。 

 

    日程第９ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出

について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○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１１号、内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につきまし

ては、その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げま

す。 

○学校教育課長（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） それでは、報告第１１号、内子町教育委員会の点検・評価の書類

の提出について、ご説明を申し上げます。お手元の資料ナンバー３をご覧ください。内子町教育

委員会では、平成１９年６月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正を受けまして、

毎年、教育行政の管理、執行状況について自己点検及び報告を行い、その結果に関する報告書を

作成し、議会に提出するとともに、公表しているところでございます。 

 点検・評価の対象となります事業でございますが、平成２９年度中に実施を致しました学校教
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育課関連の２３事業、５ページから２７ページ、また、自治・学習課関連につきまして１９事業、

２８ページから４６ページでございます。内容につきましては、去る８月１７日に開催されまし

た、全員協議会で説明させていただいた通りでございますので、省略させていただきます。今後

におきましても、「学校教育の方針と施策」「社会教育の方針と目標」「人権・同和教育基本方針」

を基に、教育や文化、スポーツの推進に努めて参りたいと思いますので、なにとぞよろしくお願

いいたします。 

 以上、内子町教育委員会の点検・評価の報告とさせていただきます。 

○議長（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。従って、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第１０ 議認第 ５号 平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１１ 議認第 ６号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

  日程第１２ 議認第 ７号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

日程第１３ 議認第 ８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

日程第１４ 議認第 ９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出 

決算の認定について 

  日程第１５ 議認第１０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１０ 議認第５号 平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」「日程第１１ 議認第６号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の

認定について」「日程第１２ 議認第７号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」「日程第１３ 議認第８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」「日程第１４ 議認第９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１０号 平成２９年度内子町後期

高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の６件を一括議題とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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５号、平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について、

議認第６号、平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第７号、

平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第８号、平成

２９年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第９号、平成２９年度
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内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１０号、平成２９年

度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、一般会計が、歳

入額で１１３億２，６８９万６，８６５円、歳出額が１１０億１，４１２万２，１７６円となっ

ております。特別会計を含めた全会計では、歳入総額が１６７億５，８１２万３，３３２円、歳

出総額が１６２億６，８６８万８，９４７円となっております。その内容につきましては、会計

管理者に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○会計管理者（稲葉勉君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲葉会計管理者。 

〔稲葉勉会計管理者登壇〕 

○会計管理者（稲葉勉君） それでは私からは、議認第５号から議認第１０号までの「平成２９

年度一般会計決算及び特別会計決算」の認定についてご説明致します。各会計の決算につきまし

ては、地方自治法第２３３条第３項等の規定により、監査委員の審査に付した決算書及び付属書

類に、監査委員の意見書等を添付して議会に提出し、その認定をいただくものでございます。 

それではまず、議認第５号の「一般会計歳入歳出決算」についてご説明致しますので、資料ナ

ンバー４「平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算書」の２ページ、３ページをお開き下さい。

まず歳入です。１款、町税の収入済額は、１４億４，９８０万９，４７３円です。この金額の歳入

全体に占める割合は１２．８％で、対前年度比８５１万円余り増えております。税目ごとに見ま

すと、町民税、固定資産税、軽自動車税が増で、町たばこ税は減となっています。その右隣りに

不納欠損額が３２４万円余りございますが、１１４人分を処理したものでございます。次の収入

未済額２，９７５万円余りは、９１８人分の滞納額で、前年度比１６２万円余りの減となってお

ります。また、調定額に対する収入率は、９７．８％で、前年度比０．１％の増でございます。詳

細につきましては、決算資料７の６ページから８ページにて、後ほどご確認いただきたいと思い

ます。２款から７款の収入済額につきましては、記載のとおりでございます。８款、地方交付税

の収入済額は、４９億９，１８９万６，０００円で、前年度と比較して２億２，０９０万円の減

となっています。また、その歳入全体に占める割合は、４４．１％です。この地方交付税につき

ましては、平成２７年度から３１年度にかけまして、合併特例措置の段階的な縮減になっており

ます。１０款、分担金及び負担金の１項、分担金の収入未済額１２２万８，０００円は、公共土

木及び農林業の施設災害復旧費分担金の事業繰越によるもので、２項、負担金の収入未済額２７

７万５００円は、保育料の未納額でございます。１１款、使用料及び手数料の収入未済額１，６

９６万５，４０４円は、そのほとんどが町営住宅使用料の未納分です。その詳細は、決算資料７

の１０ページにて、後ほどご覧いただきたいと思います。 

次に、決算書の４ページ、５ページをお開き下さい。１２款、国庫支出金の収入未済額２億９

０６万７，０００円は、社会資本整備総合交付金、社会保障・税番号制度通知カード・個人番号

カード関連事務交付金及び、公共土木施設災害復旧費の補助金に関する事業繰越でございます。

１３款、県支出金の収入未済額１億１，２４６万４，０００円は、農山漁村地域整備交付金事業、

がけ崩れ防災事業、農業及び林業施設災害復旧費の事業繰越でございます。１５款、寄附金の収

入済額２，３５８万円につきましては、指定寄附金及びふるさと納税の寄附金です。１８款、諸

収入の３項、貸付金元利収入の収入未済額１，６２３万２，４３６円は、住宅新築資金等貸付金
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と奨学資金の未収分です。その詳細につきましては、決算資料７の１１ページ、１２ページにて、

後ほどご確認いただきたいと思います。１９款、町債ですが、収入済額８億３，１６７万２，０

００円で、前年度比３，３８７万円余りの減となっております。収入未済額１億４，７７０万円

につきましては、農林水産業債、土木債、災害復旧事業債の事業繰越でございます。歳入の合計

でございます。収入済額は、１１３億２，６８９万６，８６５円で、前年度比１億７，１１３万円

余り、率にして１．５％の増となっております。 

 続きまして、決算書の６ページ、７ページをご覧ください。歳出の主なものを説明させていた

だきます。まず、１款、議会費の支出済額は、８，４８１万８，１９４円で前年度と比較し、２２

４万円余りの減となっております。２款、総務費の支出済額は、１５億６，０６９万１０１円で

前年度と比較し、５億４，２３７万円余りの増となっております。その大部分は、内子町情報通

信基盤整備事業の補助金でございます。総務費の繰越額につきましては、通知カード・個人番号

カード関連の事業繰越によるものでございます。３款、民生費の支出済額は、２８億９，９５５

万８，４４４円で前年度と比較し、２億６，５９１万円余りの増となっております。４款、衛生

費の支出済額は、８億７，４８１万１，３３８円で前年度と比較し、２，９９６万円余りの増と

なっております。６款、農林水産業費の支出済額は、９億１，３２０万８，２７５円で前年度と

比較し、２億３，０５４万円余りの増となっております。翌年度繰越額は、林業施設費の事業繰

越しによるものでございます。７款、商工費の支出済額は、１億４，４０４万３６９円で前年度

と比較し、３，９６５万円余りの増となっております。翌年度繰越額は、観光施設費の事業繰越

しによるものでございます。８款、土木費の支出済額は、８億３，９７５万１，９１５円で前年

度と比較し、１億６，９５３万円余りの減になっております。繰越額につきましては、道路橋梁

新設改良費、河川費及び住宅費の事業繰越によるものです。 

 次に、決算書の８ページ、９ページをお開きください。１０款、教育費の支出済額は、１２億

８，６０５万７，３５８円で前年度と比較し、１億７，４１４万円余りの減となっております。

繰越額につきましては、社会教育総務費の事業繰越によるものでございます。１１款、災害復旧

費」の支出済額は、１億８，１９９万１３９円で前年度と比較し、５，３８８万円余りの増とな

っております。繰越額につきましては、農林業施設及び公共土木施設の災害復旧費の事業繰越に

よるものでございます。１２款、公債費の支出済額は、１１億２，５６５万１，１１８円で、前年

度と比較し、６，１００万円余りの減となっております。なお、歳出全体に占める割合は１０．

２％でございます。１３款、諸支出金の基金費は、１億７，１６３万４，５６９円で、減債基金、

地域福祉基金、公共施設整備基金に積み立てたものでございます。１４款、予備費の支出はござ

いません。そして、一番下の歳出合計の支出済額は、１１０億１，４１２万２，１７６円で、前年

度比３億１，６３６万円余り、率にして３％の増となっております。なお、一般会計の委託料、

工事請負費、負担金・交付金の主なものにつきましては、決算資料７の２６ページから３８ペー

ジにて、後ほどご確認いただきたいと思います。 

 決算書１１ページ以降の決算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただき、決算

書の１６４ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。区分３の歳入歳出差引

額は、３億１，２７７万４，６８９円、繰越明許費繰越額は、９，０６２万１，０００円で、実質

収支額は、２億２，２１５万３，６８９円です。次のページの公有財産につきましては、別の資
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料にて後ほど説明いたしますので、１６９ページをお開きください。出資による権利でございま

す。ご覧のとおり平成２９年度におきましては、出資金に関する増減はございません。 

次に１７０ページをご覧ください。物品の所有状況でございます。取得価格が５０万円以上の

物品を重要物品とし、一覧表に掲載しています。その増減につきましては、後ほどご確認いただ

きますようお願いします。 

 次に１７１ページをご覧ください。奨学資金の貸付による債権です。返済状況につきましては、

表の下に備考として貸付金は９９９万６，０００円、返済金は８１６万４，０００円で、表中の

年度末現在高は６，７８７万４，０００円になっております。 

次に１７２ページ、１７３ページをお開きください。基金の決算です。主なものについて、ご

説明申し上げます。表中左側２番、減債基金ですが、３，９８０万円余りを将来の起債返済財源

として積み立てております。表中左側３番、地域福祉基金につきましては、一般の方からの寄附

金１，５００万円が増となっており、減につきましては、愛媛大学寄附講座に充てるため２，２

００万円の繰出をしたものでございます。表中左側７番、公共施設整備基金です。債権の欄４億

４０万円を預金に変更し、利息を含めた４億１１７万円余りを積立てております。預金の欄５億

４，５００万円は、情報通信基盤整備事業や小学校の改修工事に充てるために取崩したものでご

ざいます。また、債権の欄、１億６６７万７，０００円は、余剰金を積立てたものでございます。

表中左側１４番、小田まちづくり基金につきましては、ソルファ小田スキーゲレンデの管理倉庫

の建設費補助金に９００万円の繰出しをしております。 

１７３ページに移りまして、表中左側１９番、エコロジータウン内子ふるさと応援基金は、寄

附金とその利息で８５２万円余りが増となっており、寄附金のお礼経費と学校図書購入に４６３

万円を繰出しております。 

それでは、先ほど申し上げました公有財産につきましてご説明致しますので、決算資料７の９

８ページをご覧ください。公有財産の異動でございます。まず、土地の異動です。旧小田中学校

跡地３万４，９４４㎡を学校用地から雑種地に用途変更致しました。その下の宅地でございます

が、麓分譲地の売却により６８２㎡が減少しております。次に、右側の建物でございます。林産

加工施設作業用建物の譲渡により、９４８㎡が減となっております。以上で、議認第５号「一般

会計決算」の説明とさせていただきます。 

 引き続き、議認第６号から第１０号までの各特別会計歳入歳出決算についてご説明致しますの

で、資料ナンバー５、特別会計決算書の２ページ、３ページをお開きください。小田高校寄宿舎

特別会計でございます。まず、歳入です。１款、寄宿舎事業収入の収入済額４５９万２，４００

円は、寄宿舎使用料収入です。その使用料金は、月２万６，７００円で、利用者数は最も多い時

で１５名でございました。３款、諸収入の１２９万６，９６０円は、利用者から徴収致しました

各部屋の光熱水費を受け入れたものでございます。歳入の合計は、一般会計繰入金の３２９万３，

１０９円を含めた９１８万２，４６９円でございます。 

 次に４ページ、５ページをお開き下さい。歳出です。１款「寄宿舎事業費」で、９１８万２，４

６９円になっております。その内訳ですが、寮長ほかの人件費２１８万円余りと、寮生の給食費

４３９万円余り、施設管理費２６０万円余りとなっています。 

次に１２ページをご覧ください。区分５の実質収支額は、ご覧のとおり０円でございます。 
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 次に、１４ページ、１５ページをお開き下さい。国民健康保険事業特別会計です。まず、歳入

です。１款、国民健康保険税の収入済額は、４億７６２万４，０８７円で、前年度比６６５万円

余りの減となっております。また、調定額に対する収入率は、９０．５％で、前年度比０．７％の

増です。不納欠損額は、３５人分で１３３万６００円です。収入未済額は、４，１４３万７，７７

６円で、その詳細につきましては、決算資料７の５８ページにて、後ほどご確認ください。次の

３款、国庫支出金から、７款、共同事業交付金までは、保険給付費に対するそれぞれの負担率に

よる支出金及び交付金の収入ですので、後ほどお目通しをいただきたいと思います。歳入合計は、

２６億３６６万１，３００円で、前年度比１億３２万円余り、率にして３．７％の減でございま

す。 

次に、１６ページ、１７ページをお開き下さい。歳出でございます。２款の「保険給付費」１５

億２１１万７，６０６円が主なもので、前年度比８，１３７万円余りの減となっております。２

款「保険給付費」の４項、出産育児諸費３３４万４，０００円は、出産育児の一時金８人分でご

ざいます。５項の葬祭諸費６６万円は、１人当たり２万円の葬祭費で、３３人分でございます。

歳出合計ですが、２４億８，４４９万５，２５８円で、前年度比１億３，８５８万円余り、率にし

て５．３％の減となっております。 

次に、４４ページをご覧ください。調書の区分５実質収支額は１億１，９１６万６，０４２円

で、前年度比３，８２６万円余りの増となりました。 

次に、４６ページ、４７ページをお開きください。介護保険事業特別会計です。まず、歳入で

す。１款「保険料」の収入済額は、４億１，５７２万２，２００円で、その保険料を納めていただ

く第１号被保険者の数は、２９年度末現在で６，４９１人です。また、不納欠損額が２４４万４，

０００円、収入未済額は、１，３１２万円余りとなっております。その詳細につきましては、決

算資料７の７０ページにて、後ほどご確認いただきたいと思います。 

 ４款、国庫支出金及び６款、県支出金は、それぞれの負担率による収入で、金額は記載のとお

りです。１０款、繰入金は、一般会計からの繰り入れで、３億６，７５５万円余りとなっており

ます。歳入の合計が、２５億６，９５１万１，３４３円で、前年度比６，５３７万円余り、率にし

て２．６％の増です。 

次に、４８ページ、４９ページをお開き下さい。歳出です。主なものは、２款、保険給付費で２

３億５，２４３万２，９４３円になっております。なお、２９年度末の要支援・要介護者数は１，

３４２名で、その内訳は、居宅サービスの利用者７５０人、施設入所の利用者３１３人、地域密

着型の利用者１９１人で、認定を受けたがサービスを受けていない方８８人となっております。 

歳出の合計は、２５億１，６８２万２９円で、前年度比９，５８３万円余り、率にして４％の増

でございます 

 次に、８４ページをご覧ください。調書の区分５実質収支額は、５，２６９万１，３１４円で、

前年度比３，０４６万円余りの減となりました。 

次に、８６ページ、８７ページをお開き下さい。介護保険サービス事業 特別会計でございます。

まず歳入です。１款、サービス収入」は、利用者１６４人のケアプラン作成にかかる収入９１４

万７，３００円です。２款「繰入金」は、記載のとおり一般会計からの繰入金７４１万９０５円

で、歳入合計は１，６５５万８，２０５円でございます。 



平成３０年９月第９８回内子町議会定例会 

‐ 80 ‐ 

 次に、８８ページ、８９ページをお開き下さい。歳出です。１款「総務費」の支出済額は９３４

万３，７０５円で、そのほとんどが人件費です。２款、事業費は、ケアプランの外部委託等の経

費で記載のとおり７２１万４，５００円です。歳出合計は１，６５５万８，２０５円でございま

す。 

 次に、９８ページをご覧ください。調書の区分５、実質収支額は、０円となっております。 

次に１００ページ、１０１ページをお開き下さい。後期高齢者医療保険事業特別会計でござい

ます。この医療保険は、７５歳以上の高齢者を対象とし、独立した医療保険制度により、その事

務は県内すべての市町が加入する広域連合で運営され、各市町では保険料の徴収と窓口業務を主

な事務としている保険事業でございます。まず歳入でございます。１款、後期高齢者医療保険料

ですが、収入済額は、１億４，０５５万６，４２８円で、２９年度末の被保険者数は３，７９９人

です。収入未済額は、３３万６，８０２円です。３款、繰入金の８，７６７万３，６５２円は、一

般会計からの繰入金で、歳入の合計は２億３，２３１万３，１５０円となっています。 

 次に１０２ページ、１０３ページをお開き下さい。歳出でございます。その主なものは、２款、

後期高齢者医療広域連合納付金で、２億２，５４７万７，３４２円、歳出の合計は２億２，７５

１万８１０円でございます。 

 最後に、１１２ページをご覧ください。区分５の実質収支額は、ご覧のように４８０万２，３

４０円となっております。以上で、議認第６号から議認第１０号までの「平成２９年度各特別会

計決算」の説明とさせていただきます。なお、追加の説明資料として、わが町の家計簿、平成２

９年度版を用意していますので、後ほどご覧いただきたいと思います。私からの説明は、以上で

ございます。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） 監査委員から、審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） それでは、ご報告申し上げます。 

 お手元の資料番号８、ピンクの仕切り紙の次をご覧いただきたいと思います。平成２９年度 一

般会計・特別会計決算審査意見書の２６ペ－ジをご覧ください。総括意見としてまとめさせてい

ただいております。地方自治法第２３３条に基づく平成２９年度における一般会計・特別会計の

歳入歳出決算審査は、代表監査委員の私、赤穂、議員選出の監査委員である才野議員及び監査委

員事務局により、会計課作成の資料番号７、決算資料を中心に、内子町監査基準に掲げる行政監

査の考えを取り入れ実施しました。その結果、各会計の決算書及び関係調書等は、予算並びに関

係法令に準拠して作成されており、誤りのないものと認めました。具体的な意見は、次のとおり

でございます。まず、１番、一般会計予算額に対する不用額についてでございます。不用額は、

歳出予算現額から支出済額及び翌年度繰越額を控除し残ったお金であり、見方によっては、無駄

な予算執行と言われている予算の使い切りを行っていないことでもあります。大切なことは、不

用額発生の原因でございます。良い不用額の発生事例としては、一つに、事業の効率的な執行の

節約、また競争原理を生かした入札による残金、入札減少金、さらに予見し難いため万一に備え

余裕を持たせた予算などが挙げられます。今回の決算審査では、いずれの事例も見受けられまし
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た。一方、良くない事例としては、予算編成時の調査・検証不足による過大見積もり、予算執行

上の管理不足など、多様な理由が挙げられますが、今回の決算審査では、事務処理・事務管理に

起因した事例が１件見受けられました。具体的には、担当者の事務の繁閑調整不足と管理者の進

捗管理不足に起因し、具体的な検討が進まず、結果としてＡＥＤの整備が年度内にできなかった

ものであります。これはお手元の資料 7 番の決算資料２１ページに表記されておりますので、後

ほど、ご覧ください。引き続き、事務管理の徹底や、早めの決算見込みと不用額の把握に努め、

補正予算での対応、あるいは、将来のための基金として活用するなど、限られた財源の最大限の

活用に努めていただきたいと思います。 

次に、２番、一般会計委託料及び工事請負費についてであります。競争性、透明性、経済性の

確保についてですが、驚くほどの多くの業務が外注で執行されております。これは、民間の活性

化や事務の効率化に繋がり評価できることでもあります。大切なことは、この財源が税金である

ことに鑑み、「より良いものをより安く調達しているか。」で、地方自治法の精神と趣旨がいかに

生かされているかであります。今回の決算審査では、競争性・透明性・経済性を踏まえ、更には

地元業者の受注機会の確保を図る地域要件を考慮した競争入札、比較見積もりが行われており、

適正な予算執行が行われていました。前回の決算審査で検討事項としていた「三業者以上の見積

もりによる随意契約については、指名競争入札での執行ができないか検討されたい。」これについ

ては、指名競争入札に改善した事例も見受けられました。近年、入札・契約制度は多様化してい

ます。それぞれのメリット・デメリットを念頭に、それぞれの事業に見合った最良の方法を検討

され、引き続き、適正な契約執行に努めていただきたいと思います。次に、留意事項についてで

あります。不正に繋がりやすい随意契約、あるいは複数年契約となる長期継続契約については、

法的根拠が重要です。執行伺い決裁書類には、根拠となる条項、理由の記載漏れがないよう留意

を願います。今回の決算審査では、契約の内容は適正であるものの、根拠となる条項、理由の記

載漏れが一部見受けられました。根拠の明確な記載を徹底願います。 

次に、工事の現地検査についてですが、多くの工事から抽出した工事については、「内子町監査

基準」による工事検査の着眼点を参考に書類検査と現地検査を実施しました。着眼点としては、

契約と執行は適正か。設計書どおりに工事が施工されているか。設計・金額・工期、変更理由は

適正かであります。 書類検査と現地検査の結果、それぞれの工事ともに適正に執行されていまし

た。特に変更については、事前に目視でき予測できる場合や関連する設備の経過年数の確認など、

十分な調査と準備により、適正な執行に努めていただきたいと思います。また、工事の各段階や

竣工時の検査においては、発注仕様書のとおりの成果・効果が出ているかという観点からも厳正

な検査を行うよう留意願います。 

次に、３番、滞納、収入未済、不納欠損についてであります。町民税、固定資産税、軽自動車

税、町たばこ税、これら町税をはじめ、国民健康保険税、貸付金、負担金、使用料等の全体の滞納

は、次の滞納額の推移のとおり、平成２２年度以降は減少傾向が継続しており、平成２９年度は、

対前年度比で４３６万７，０００円の減少となっています。これは、厳しい経済と高齢化の状況

下で、職員の皆様方が長期にわたり、日々頑張られた成果であると思います。また、税務課主導

の「内子町債権管理対策会議」等による緊密な連携によるものであり、高く評価できるものであ

ります。徴収事務は、自主財源の確保、公平な負担、行政の信頼につながるものです。収入未済
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額については、連帯保証人などへの対応等、初期対応に積極的に取り組み、現年分の徴収が、収

入未済とならないよう努めるとともに、その解消に一層努力していただきたいと思います。加え

て、今後とも、法令に基づいた適正な滞納減少に努めていただきたいと思います。町税の徴収率

及び滞納額は、次の「町税の徴収率及び滞納額の推移」のとおりで、平成２９年度は徴収率９７．

７７％これは平成２３年度以降最高率であります。滞納額は３，２９９万７，０００円、平成２

３年度以降最少額となっています。具体的には、法令に基づく厳正・的確な滞納整理、高額・悪

質事案の愛媛県地方税滞納整理機構への引継ぎ、振替納税の利用勧奨などの結果であり、高く評

価できるものであります。 

次に、４番、資金運用についてであります。資金の運用については、歳計現金のこまめな定期

預金運用、数年前から長期債券、国債などによる積極的運用を行っています。今後とも、関係課

との緊密な連携のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思います。ここで大事

なのは、「その時に、最も効率的で、安全であろうと判断」した「意思決定の過程」を記録してお

き、説明責任を果たせるようにしておくことであります。地方自治体は、もうけ主義ではなく、

安全確実な運用が重要であります。 

次に、５番、情報化、ＩＴ化対応についてです。内子町においては、光回線の整備が進み、更な

る情報化、ＩＴ化が進展しています。ここで重要なのは、電子計算機処理等に係る個人情報及び

データの保護は適正に行われているか、職員への情報管理やシステムの周知・研修・監査・点検

が十分に行われているかであります。情報管理の徹底、セキュリティの確保に引き続き、厳格な

対応をお願い致します。 

最後に、内子町の財政は、健全財政であります。これは、短期で成し遂げたものではなく、こ

れまでの議会及び理事者の皆様方の地道な改革と改善に取り組まれた成果であると思います。今

後も、過疎化と人口減少、少子化・高齢化の進行など、厳しい地域の現状が続くと思われますが、

これまで同様に補助金制度の積極的な活用、基金の適正な積立と活用により、事業の選択と適時

適切な実施に努めていただきたいと思います。内子町の更なる進展を望み、決算審査報告といた

します。 

○議長（山本徹君） 「議認第５号」から「議認第１０号」までの平成２９年度各会計歳入歳出決

算認定についての説明と報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議認第５号」から「議認第１０号」までの決算認定６件は、予算決

算常任委員会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議認第５号」から「議認第１０号」の決算認定６件は、予算決算常任委員会に付託し、

開会中に審査することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 午前中の審査はここまでとし、午後１時２０分から再開します。 
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午後１２時１９分 休憩 

 

午後１時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１６ 議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１７ 議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１６ 議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び「日程第１７ 議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定

について」以上の２件を一括議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○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４９号、平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分について、

議認第１１号、平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、その内容を建設デ

ザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定・ご認定賜りますようお願い申

し上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、議案第４９号、平成２９年度内子町水道事業会

計剰余金の処分について。議認第１１号、平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定につきま

しては、関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。資料につきましては、議

案第４９号は議案資料１の１７ページから、また議認第１１号は資料６の決算書でございます。 

議案資料１の１７ページをお開きください。平成２９年度内子町水道事業会計では、利益剰余

金が生じましたので、その処分につきまして議会の議決を求めるものでございます。 

次の１８ページをお開き下さい。水道事業剰余金処分につきましては、地方公営企業法第３２

条第２項の規定によりまして、毎事業年度生じた利益の処分は、条例の定めるところにより、議

会の議決を経て行わなければならないこととなっており、未処分剰余金６，９７９万６，５３３

円を処分額と致しまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充てる目的の減債積立金

に５，９７９万６，５３３円。欠損金を埋める目的の利益積立金に１，０００万円を積み立てま

して、処分するものでございます。 

次に議認第１１号、平成２９年度内子町水道事業会計決算認定についてご説明致します。資料

につきましては、別冊資料６でございます。 

２ページをお開き下さい。まず収益的収入でございます。1款の事業収益が、４億８，０４７万
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３，５８４円で前年度に比べ０．３６％の増額となっております。１項の営業収益は、２億７，

９７０万４，００９円で給水収益でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入

等で２億７６万９，５７５円となっております。 

次に３ページの支出でございます。１款の水道事業費用におきましては、３億７，８５４万７，

９９４円で前年度と比べ０．５４％の減となっております。１項の営業費用におきましては、３

億３，１６９万３，６８８円で、２項の営業外費用は４，６７３万９，６１６円でございます。 

続いて、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございま

すが、1款資本的収入におきまして、総額で８億２，４８６万２，２４５円でございます。対前年

度比１１５．３５％の増となっております。 

続きまして、５ページの支出でございます。１款、資本的支出総額１０億２，４６２万１，９

９７円で対前年度比９５．２５％の増額となっております。収入支出とも増加したことは、簡易

水道事業の統合に伴う上水道事業第７次拡張事業をはじめとする事業継続によるものが大きな要

因となっております。結果、収入総額から支出総額を差し引きました１億９，９７５万９，７５

２円につきまして、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度消費税等資本的収支調整額

で補填しております。詳細につきましては、６ページに記載しておりますのでお目通しをお願い

します。 

続きまして７ページをお開きください。損益計算書でございます。まず、営業収益でございま

すが、給水収益から加入金まで合わせまして２億５，９０３万５，５２１円でございます。次に

営業費用でございますが、原水及び浄水費からその他の営業費用まで合計で３億２，４６９万３，

７６８円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、６，５６５万８，

２４７円となっております。続きまして、営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの

合計で、１億８，２３８万３，１５３円でございます。営業外費用が４，６８１万３，６８３円と

なっており、このことによります経常利益は、６，９９１万１，２２３円となっております。こ

れに特別利益、特別損失を考慮致しまして、当年度純利益は６，９７９万６，５３３円となり、

平成２９年度未処分利益剰余金は６，９７９万６，５３３円となります。この剰余金処分につき

ましては、議案第４９号でご説明いたしましたが、内子町水道事業の利益及び資本剰余金の処分

等に関する条例第２条第１項のとおり、内子町水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合におい

て前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残

額があるときは、議会の議決を経て減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てるこ

とができると規定されており、８ページから９ページには剰余金計算書を、１０ページには、剰

余金処分計算書の案を記載しておりますのでお目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、平成３０年３月３１日現在の内子町水道事業貸借対照表を記

載しており３０年３月３１日現在では、資産及び負債・資本とも合計７３億４，８３１万６，７

２５円となっております。１４ページ以下には、事業報告などの関連資料を記載しておりますの

で、お目通しをお願い致します。 

 以上、簡単でございますが、議案第４９号、平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分に

ついて及び、議認第１１号、平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定についての説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 



平成３０年９月第９８回内子町議会定例会 

- 85 - 

○議長（山本徹君） 監査委員から、審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。 

 お手元の資料番号８番、ブルーの仕切り紙の次にあります、平成２９年度内子町公営企業会計

決算審査意見書のこれの３ページをご覧ください。地方公営企業法第３０条に基づく平成２９年

度内子町公営企業会計決算審査は、代表監査委員の私、才野監査委員また、監査委員事務局によ

り、実施致しました。４番、審査の結果のとおり、審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報

告書及び附属明細書は、関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、

当事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況につい

ても、地方公営企業法の趣旨にそって経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう効

率的な運営がなされているものと認めました。 

 １４ページをご覧ください。公営企業のうち、最初に、水道事業に係る具体的な意見をまとめ

させていただいております。まず、１番、経営状況についてです。平成２８年４月１日付で全て

の簡易水道事業と統合して、２年目の経営状況であり、その状況を示す「損益計算書」では、水

道事業の正常な収益力を示す経常利益は６，９９１万１，２２３円、当年度未処分利益剰余金は

６，９７９万６，５３３円となっており、良好です。 

次に、２番、財政状況についてです。財政の状態を示す「貸借対照表」による財政比率は、次の

とおりで、概ね良好であります。固定資産対長期資本比率は、事業の固定的・長期安定性をみる

指標ですが、１００％以下が望ましく、９３．１９％となっています。流動比率は、１年以内に

返済すべき流動負債をどの程度返済可能かを見るための指標ですが、最低でも１００％以上が必

要で、１８３．４５％となっております。負債比率は、企業の健全性、安全性を見る指標ですが、

１００％以下が望ましく、７１．５９％となっております。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてであります。資本的収入及

び支出では、第 7 次拡張事業をはじめとする継続事業への企業債借入、国庫補助金の受給、工事

請負費の増加が大きな要因で、収支ともに増額となっており、１億９，９７５万９，７５２円の

不足額が生じておりました。この不足額は、過年度分損益勘定保留金、減債積立金、当年度消費

税等資本的収支調整額で適正に補てん処理が行われていました。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてであります。工事請負、委託業務の契約

にあたっては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約が行われていました。 

次に、５番、資金運用についてです。水道事業の資金運用については、平成２７年以降、内子

町水道事業資金管理方針規程に基づき、内子町水道事業資金運用会議を設置し、歳計現金のこま

めな定期預金運用、近年、長期債券、メキシコ国債やフランス社債などの外国債等による積極的

運用を行っています。先ほどの一般会計・特別会計決算審査意見の繰り返しになりますが、今後

とも、関係課との緊密な連携のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思います。 

次に、６番、今後の経営についてであります。人口減少に伴い料金収入の伸び悩みが予想され

る中、簡易水道事業との統合で、施設の老朽化等による修繕及び更新、耐震化、水道料金等、多
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くの課題が考えられます。特に、近年、有収率の低下が懸念されます。有収率は年間、有収水量

を年間排出量で除した１００分比であります。具体的な数値は、平成２９年度が７２．１７％、

平成２８年度が７５．２１％、平成２７年度が７７．４２％となっており、簡易水道との統合後、

低下が顕著となっております。参考までに、平成２８年度の類似自治体の全国平均有収率８１．

６８％を大きく下回っております。有収率減少の原因として、送水・排水管の老朽化による漏水

が要因の一つと考えられますので、引き続き、計画的な漏水調査を実施し早期対応を行うことが、

喫緊の課題であると思われます。今後も、長期的な展望に立って課題解決に取り組み、統合の目

的である広域的受益の均衡化、経営の効率化と基盤の強化を図り、安心で安全な水道水の安定供

給に、一層努められることを願い、水道事業の決算審査報告と致します。 

○議長（山本徹君） 「議案第４９号」及び「議認第１１号」の説明と報告が終わりました。これ

より、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議案第４９」号及び「議認第１１号」の２件は、予算決算常任委員

会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４９号」及び「議認第１１号」の２件は、予算決算常任委員会に付託し、開会

中に審査することに決定しました。 

 

日程第１８ 議案第５０号 平成２９年度内子町公共下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１９ 議認第１２号 平成２９年度内子町公共下水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第１８ 議案第５０号 平成２９年度内子町公共下水道事業会計剰

余金の処分について」及び「日程第１９ 議認第１２号 平成２９年度内子町公共下水道事業会

計歳入歳出決算の認定について」以上の２件を一括議題とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○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５０号、平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分につい

て、議認第１２号、平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定につきましては、その内容を

建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（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〕 
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○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、議案第５０号、平成２９年度内子町下水道事業

会計剰余金の処分について、議認第１２号、平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定につ

きましては、関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。資料につきましては、

議案第５０号は、議案資料１の２０ページから、また議認第１２号は資料６の決算書の中程から

ございますが、内子町下水道事業会計決算書からとなっておりますので、ご用意をお願い致した

いと思います。本下水道事業は、平成２９年４月１日から地方公営企業法を適用し、地方公営企

業に移行し、経営状況の明確化・適切な施設管理など効率的な事業運営、事業の健全経営に努め

ているところでございます。 

議案資料１の２０ページをお開きください。平成２９年度内子町下水道事業会計で、利益剰余

金が生じましたので、その処分につきまして議会の議決を求めるものでございます。 

次の２１ページをお開き下さい。水道事業剰余処分につきましては、地方公営企業法第３２条

第２項の規定よりまして、毎事業年度生じた利益の処分は、、条例の定めるところにより、議会の

議決を経て行わなければならないこととなっておりまして、未処分剰余金５０万２，５７３円を

処分額と致しまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充てる目的の減債積立金に積

み立てまして、処分するものでございます。 

次に議認第１２号、平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定についてご説明致します。

資料につきましては、別冊資料６の中ほど、内子町下水道事業会計決算書でございます。 

２ページをお開き下さい。まず収益的収入でございます。1款の事業収益が、２億７，６５７万

７，９８３円となっております。１項の営業収益は、７，８７１万５，０８５円で主なものは、下

水道使用料でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入等で、１億９，７８６

万２，８９８円となっております。 

次の３ページの支出でございます。１款の下水道事業費用におきましては、２億７，６００万

１，５７０円となっております。内訳と致しまして、１項の営業費用は、２億４，１２７万２，７

７７円で、主なものは、委託料、減価償却費でございます。２項の営業外費用は３，４１２万５，

０９６円となっており、主に企業債利息でございます。 

続いて、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございま

すが、1款資本的収入におきまして、総額で８，４４７万５，０３０円でございます。 

続きまして５ページの支出でございますが、１款、資本的支出総額１億４，８８８万６，９３

０円となっており、主なものは、第２項の企業債償還金でございます。結果、収入総額から支出

総額を差し引きました、６，４４１万１，９００円につきまして、引継金、当年度分損益勘定留

保資金、当年度消費税等資本的収支調整額で補填しております。詳細につきましては７ページに

記載しておりますのでお目通しをお願いします。また、６ページには、企業会計移行による３月

３１日付け、打ち切り決算によります、未収入金、未払い金を特例的収入及び支出として記載し

ております。 

続きまして８ページをお開きください。損益計算書です。まず、営業収益でございますが、下

水道使用料、その他営業収益を合わせまして、７，２８９万７，１６３円でございます。次に、営

業費用でございますが、官渠費からその他の営業費用まで合計で２億３，５９２万８，７５６円

でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、１億６，３０３万１，５９
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３円となっております。続きまして、営業外収益は、他会計補助金から雑収益までの合計、１億

９，７８６万３，５１１円でございます。営業外費用が３，３７２万７，６９８円となっており、

このことによります経常利益は、１１０万４，２２０円となっております。これに特別損失を差

引まして、当年度純利益は５０万２，５７３円となり、平成２９年度未処分利益剰余金は５０万

２，５７３円となります。この剰余金処分につきましては、議案第５０号でご説明致しましたが、

内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例第２条第１項のとおり、内子町下

水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合においては、前事業年度から繰り越し欠損金があると

きは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額があるときは、議会の議決を経て減債積立

金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができると規定されておりますので、９ペ

ージには剰余金計算書を。１０ページには、剰余金処分計算書の案を記載しておりますのでお目

通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、平成２９年度４月から企業会計に移行したため、平成２９年

４月１日現在の内子町下水道事業貸借対照表を、また、１４ページから１６ページには、平成３

０年３月３１日現在の内子町下水道事業貸借対照表を記載しており３０年３月３１日現在では、

資産及び負債・資本とも合計４５億９，４５１万７，００３円となっております。１７ページ以

下には、事業報告などの関連資料を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。 

 以上、簡単ですが、議案題５０号、平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について

及び、議認第１２号、平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定についての説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。お手元の資料、番号８番、先ほどの資料

ですが、ブルーの仕切り紙の次にあります、平成２９年度内子町公営企業会計決算審査意見書、

これの先ほど見ていただいた３ページをご覧ください。地方公営企業法第３０条に基づく平成２

９年度内子町公営企業会計決算審査は、私と才野議員、監査委員事務局により実施致しました。

４番の審査の結果のとおり、審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報告書及び付属明細書

は関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、当事業の経営成績及

び財政状態を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況についても、地方公営企業

法の趣旨にそって経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう効率的な運営がなされ

ているものと認めました。 

続いて、２７ページをご覧ください。公営企業のうち、下水道事業に係る具体的な意見をまと

めさせていただいております。まず、一番、経営状況についてです。平成２９年４月１日から地

方公営企業法を適用して、地方公営企業に移行し、経営状況の明確化・適切な施設管理など効率

的な事業運営を目指すとともに、使用料金の改定を行っております。移行１年目の経営状況は、

損益計算書で見ると、下水道事業の正常な収益力を示す経常利益は１１０万４，２２０円、当年

度未処分利益剰余金は５０万２，５７３円となっております。また、維持管理費の経費回収率、
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これは下水道使用料を汚水処理費、維持管理費、ランニングコストですね、これを割った１００

分比でございます。使用料金の改定が主な要因として、９５．６９％と大幅に改善しております。

前年度は７３．４７％ということで、前年度比２２．２２％増となっております。必要とされる

１００％に大きく近づいてきております。 

次に、２番、財政状態についてです。財政の状態を示す貸借対照表による財政比率は、次のと

おり、厳しい項目もあり、一般会計からの多額の繰り入れで賄っている状況にあります。固定資

産対長期資本比率は、事業の固定的・長期安定性をみる指標ですが、１００％以下が望ましく、

１０２．８７％となっています。流動比率は、１年以内に返済すべき流動負債をどの程度返済可

能かを見るための指標でありますが、最低でも１００％以上が必要ですが、２６．９７％。負債

比率は、企業の健全性、安全性を見る指標でありますが、１００％以下が望ましく、５０．７７％

となっています。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてです。資本的収入及び支出

では、企業債償還金が大きな要因として６，４４１万１，９００円の不足額が生じていました。

この不足額は、引継金、当年度分損益勘定保留金、当年度消費税等資本的収支調整額で適正に補

てん処理が行われておりました。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてです。工事請負、委託業務の契約にあた

っては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約等が行われておりました。 

 最後、５番、今後の経営についてであります。人口減少に伴い下水道使用料収入の伸び悩みが

予想される中、８４．９６％にとどまっている水洗化率、これのアップ、施設利用率を参考とし

た施設の適正規模の在り方の検討、施設の老朽化を見据えた長寿命化対策、汚水処理費の低減化、

使用料金等、多くの課題が考えられます。引き続き、長期的な展望に立って課題解決に取り組み、

安定的なサービスの提供、維持可能な下水道事業の経営の効率化を図るため、一層努められるこ

とを願い、決算審査報告と致します。 

○議長（山本徹君） 「議案第５０号」及び「議認第１２号」の説明と報告が終わりました。これ

より、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議案第５０号」及び「議認第１２号」の２件は、予算決算常任委員

会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第５０号」及び「議認第１２号」の２件は、予算決算常任委員会に付託し、開会

中に審査することに決定しました。 

 

日程第２０ 議案第５１号 内子町改良住宅等管理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２０ 議案第５１号 内子町改良住宅等管理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５１号、内子町改良住宅等管理条例の一部改正につきましては、

改良住宅、札の辻住宅の用途廃止に伴い、内子町改良住宅等管理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、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議

の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第５１号内子町改良住宅等管理条例の一部改正につい

てご説明申し上げます。議案資料１の２３ページから、また議案説明資料１０につきましては１

ページでございます。よろしくお願い致します。 

それでは、議案書１の２３ページをお願いします。内子町改良住宅等管理条例の一部改正でご

ざいますが、札の辻住宅の用途廃止に伴い、内子町改良住宅等管理条例の一部を改正するもので

ございます。詳しくは、説明資料１０でご説明したらと思います。１ページでございます。内子

町寺村にございました、札の辻住宅は老朽化に伴い取り壊したことによりまして、説明資料１ペ

ージの新旧対照表のとおり、別表の札の辻の項を削るものでございます。なお資料１の２には札

の辻住宅の位置図を添付しております。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第５１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５１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２１ 議案第５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

○議長（山本徹君） 「日程第２１ 議案第５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 議案第５２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につきまし

ては、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の辺地債要望額等に変更が生じたため、同計画の一

部を変更するもので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律第３条第５項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、

総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 議案第５２号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更につき

まして、私の方よりご説明申し上げます。 

議案書１の２５ページをご覧下さい。辺地にかかる公共的施設の総合整備計画につきましては、

辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律の規定により、公共

施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために、必要な財政上の特別措置などを定め、辺地と

その他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図る為の計画でございま

す。内子町では、計画期間を平成２８年度から平成３２年度までの５年間とし、１２の辺地のう

ち、６つの辺地におきまして、５カ年計画で、町道や林道、集会所施設等の整備計画を進めてい

くこととしております。この度、南山辺地における公共施設の整備計画に変更が生じたことから、

計画の一部を変更するために議会の議決を求めるものでございます。 

 計画変更となる公共施設とその内容につきましては、２７ページにお示ししておりますが、別

冊１０議案説明資料の２ページにて説明させて頂きますのでご覧下さい。変更となる公共施設は、

集会所、すなわち南山自治会館でございます。当初の計画では、事業費を７，２１２万円、その

財源につきましては全て一般財源とし、うち辺地対策事業債の予定額を７，０００万円としてお

りましたけれども、実施設計等を行いました結果、事業費が９，９５０万円に増額となり、辺地

対策事業債の予定額も８，６００円と変更する内容でございます。また、この事業変更に伴いま

して、合計の額も記載のとおり、それぞれ変更となります。なお、南山自治会館につきましては、

先の８月１７日臨時議会におきまして、工事請負契約締結の議決を頂き、平成３１年２月末日完

成を目指して現在工事を進めている所でございます。なお、参考と致しまして、辺地にかかる公

共的施設の総合整備計画位置図を３ページに掲載しておりますので、お目通しをいただいたらと

思います。以上、議案第５２号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更についての説明

とさせて頂きます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑にはいります。 

〔「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５２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５２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２２ 議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第２３ 議案第５４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２

号）について 

  日程第２４ 議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

  日程第２５ 議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

  日程第２６ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）に 

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第２２ 議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

３号）について」「日程第２３ 議案第５４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２号）について」「日程第２４ 議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について」「日程第２５ 議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会

計補正予算（第１号）について」「日程第２６ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会

計補正予算（第１号）について」、以上５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（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５３号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）につい

て、議案第５４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２号）について、

議案第５５号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第

５６号、平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について、議案第５７号、平成３

０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について、一括してご説明を致します。 

補正予算関係資料９をご用意ください。まず、水色の仕切りでございます。議案第５３号、平

成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）についてご説明致します。 

１ページをご覧下さい。平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞ

れ１４億６，５８６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１３億１，４６９万円とするもので、

前年度の９月補正後予算と比較して９億４，４９９万円、９．１％の増額となっております。 

１０ページをご覧下さい。表中右の欄の補正額の財源内訳、合計欄のとおり、一般会計補正予

算（第３号）に充当致します財源は、国県支出金が７億６，３２４万円、地方債が３億６，９４０

万円、一般財源として１億８，８２９万３，０００円となっております。まず、主な歳入をご説

明致します。 

１１ページ、上段をご覧下さい。８款１項１目の「地方交付税」でございます。平成３０年度

の普通交付税の額確定に伴いまして、７，７５６万円を補正し、４６億５，７５６万円としてお

ります。なお、前年度と比較をして、１億６，７４２万６，０００円、３．７％の減となっており

ます。 

１３ページ、上段をご覧下さい。１６款１項１目の基金繰入金でございます。内子小学校、五
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十崎中学校のエアコン整備に公共施設整備基金より９，７００万円を、その他の財源不足分とし

て財政調整基金より２，３８０万８，０００円を繰り入れることとしております。 

同じく、１３ページ、下段をご覧下さい。１９款１項の町債でございます。１目の総務債とし

て、臨時財政対策債の発行可能額確定に伴い、６，２７１万４，０００円を増額補正しておりま

す。９目の災害復旧事業債においては、農業・林業・公共土木施設災害復旧事業債として３億６，

９４０万円を計上しております。 

続きまして、主な歳出をご説明致します。１５ページをご覧下さい。６款１項３目の農業振興

費でございます。補助金として、２，４８９万３，０００円を計上しております。ＪＡ愛媛たい

き農業協同組合へ栗選果プラント更新工事補助金として１，３９４万円を計上しています。ＪＡ

愛媛たいき農業協同組合管内の栗の生産量は、県内一の生産量となっており、風味・品質共に評

価が高く、生産量の拡大が求められております。そのような中で安定的な品質維持と生産者の所

得維持拡大を図ることを目的として、４０年を経過した栗選果プラントの更新を行う為の工事補

助金でございます。次に、えひめ中央農業協同組合へ菌床センター生産施設移動式栽培棚更新補

助金として１，０９５万３，０００円を計上しています。えひめ中央農業協同組合の小田菌床セ

ンター生産施設は、菌床しいたけの中核となる施設でございまして、栽培技術向上や販売対策活

動をおこなっています。そのような中で、安定的な供給と生産者の所得向上を図ることから移動

式栽培棚の更新工事をおこなうための補助金でございます。 

同じく、１５ページ、下段をご覧下さい。６款２項２目の林業振興費でございます。森林整備

担い手確保育成対策事業費補助として、５９４万６，０００円を計上しています。これは、森林

組合及び林業認定事業体における職員の労働安全対策の充実、技術及び技能の向上などを図るこ

とにより、資質の高い森林整備の担い手を育成する事を目的とした補助金でございます。 

１７ページ、下段をご覧ください。１０款１項３目の教育諸費でございます。大瀬中、五十崎

小、立川小学校のエアコン設置設計委託として２２６万８，０００円、また、１８ページの上段

でございますが、内子小学校、五十崎中学校のエアコン設置工事として９，５８９万２，０００

円を計上しているところでございます。 

また、平成３０年７月豪雨による災害復旧費用等に関しましては、まず、１６ページ、中程を

ご覧ください。８款２項２目の道路橋りょう維持修繕費でございます。崩土除去、暗渠詰まりな

どの修繕に要する費用として２，０００万円を計上しています。 

１７ページ、中程をご覧下さい。９款１項２目の非常備消防費でございます。大雨警報による

消防団出動に伴う手当として２７４万２，０００円を計上しています。 

１９ページをご覧下さい。１１款１項１目の農業施設災害復旧費でございます。農地及び農業

用施設の被害箇所１０６件の復旧工事として５億５，１１８万７，０００円を。続いてその下で

ございます。１１款１項２目の林業施設災害復旧費でございます。林道大久喜線ほか１４件の復

旧工事として１億９，６６８万２，０００円。続いてその下でございます。１１款２項１目の公

共土木施設災害復旧費でございます。町道鈴木程野線ほか２６件と、５月の豪雨によって被災し

た鵜川大久保線の復旧工事として、４億５，９００万円をそれぞれ計上しております。なお、こ

れら災害復旧事業の位置図につきましては、議案説明資料１０の４ページから６ページにかけて

掲載しておりますのでお目通しください。 
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続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。議案第５４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２号）でございます。 

１ページをご覧下さい。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２号）は、

歳入歳出それぞれ１億９４３万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２２億９，５８８

万６，０００円とするものでございます。 

７ページをご覧下さい。主な歳入につきましては、７款１項１目の繰越金でございます。前年

度の繰越金が確定したことに伴いまして、繰越金として１億９１６万６，０００円を補正してお

ります。 

８ページをご覧下さい。主な歳出につきましては、中段の９款１項６目の療養給付費等負担金

返還金でございます。療養給付費等負担金実績による返還金３，６７３万７，０００円を計上致

しております。 

続きまして、ピンク色の仕切りでございます。議案第５５号、平成３０年度内子町介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

１ページをご覧下さい。平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、歳

入歳出それぞれ３，４８５万１，０００円を追加致しまして、歳入歳出予算の総額を２５億８，

５８０万７，０００円とするものでございます。 

７ページをご覧下さい。主な歳入につきましては、１１款１項１目の繰越金でございます。前

年度の繰越金が確定したことに伴い、繰越金として３，４５７万７，０００円を補正しておりま

す。 

８ページをご覧下さい。主な歳出につきましては、８款１項２目の償還金でございます。介護

給付費国庫負担金確定による返還金２，３７８万４，０００円を計上致しております。 

続きまして、浅黄色の仕切りでございます。議案第５６号、平成３０年度内子町水道事業会計

補正予算（第１号）でございます。 

１１ページの補正予算説明書をご覧下さい。平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１

号）は、収益的支出の補正で、主なものとしては災害による給水袋補充及び、人事異動による手

当の組み替えとなっておるところでございます。 

最後に、同じく浅黄色の仕切りでございます。議案第５７号、平成３０年度内子町下水道事業

会計補正予算（第１号）でございます。 

１１ページの補正予算説明書をご覧下さい。平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第

１号）は、収益的収入及び支出において補正を行っております。収入につきましては、１款２項

４目の一般会計補助金を。支出につきましては、２款１項５目の時間外手当を、それぞれ１１７

万５，０００円増額しております。支出におけるその他の補正につきましては、予算の組み替え

でございます。 

以上で、補正予算の説明を終わります。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。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 
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お諮りします。「議案第５３号」から「議案第５７号」までの５議案は、予算決算常任委員会に

付託することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第５３号」から「議案第５７号」までの５議案は、予算決算常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

 

 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午後２時３０分から再開します。 

 

午後２時２０分 休憩 

 

午後２時３０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２７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「日程第２７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求め

ることについて」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

てでございます。人権擁護委員の中野見秀氏が、平成３０年１２月３１日で任期満了となるため、

中野見秀氏を引き続き人権擁護委員に推薦するものでございます。中野氏は、昭和５３年１２月

１日のお生まれで、内子町五百木２６７６番地にお住まいでございます。徳林寺の住職をお務め

の傍ら、平成２７年１０月から人権擁護委員としてご活躍中で、福祉活動にご尽力される一方、

人権問題にも特に高い知識と多様な経験をお持ちでございます。よって、人権擁護委員候補者と

して推薦致したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでござ

います。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

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

す。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） お諮りします。 

本案は人事案件でございますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。  
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お諮りします。「諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。 

よって、本案は、これを適任とすることに決定しました。 

 

  日程第２８ 議案第５８号 第５６号 内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契約に

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第２８ 議案第５８号 第５６号 内子運動公園野球場改修工事に

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） 議案第５８号、第５６号内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契

約についてでございます。 

議案書１の２、１ページをお開きください。本案につきましては、９月１２日に入札を執行し、

仮契約を締結した、第５６号内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契約について、地方自

治法第９６条第１項第５号並びに、内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきまして

は、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致

します。 

○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５８号、第５６号内子運動公園野球場改修工事に係る

工事請負契約について、ご説明申し上げます。まず、契約の目的でございますが、第５６号内子

運動公園野球場改修工事に係る工事請負でございまして、契約の方法につきましては、指名競争

入札による契約で、指名業者は、株式会社山本建設、西渕工務店、村上工業、一宮工務店、土居鉄

工所五十崎支店の５業者でございます。契約金額は、８，７４８万円でございまして、契約の相

手方は、内子町内子２０７７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、９６．５％、工期につきましては、議会の議決のあった翌日から平成３１

年３月８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１０の２の 1 ページをご覧いた

だいたらと思います。野球場改修工事概要の平面図になります。まず平面図の右側をご覧くださ

い。右上のところになりますけれども、スコアボードの改修前後の立面図になります。既設もの

を撤去し、新設致します。得点板は差し込み式で、１０回仕様としています。また、ボール、スト

ライク、アウトの表示は、無線操作式でおこないます。このユニットにつきましては、バックネ
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ットの上部にも設置いたします。右下部分が記録員室棟となっておりますが、改修前後の平面図

になります。既存の建物を撤去し、奥行きを広げて新設を致します。用具庫についても、今回新

たに新設致します。１塁及び３塁側のダグアウトにつきましては、上部を撤去し、新設致します。

また、観覧席につきましても、既設のベンチを撤去し、ＦＲＰ製のベンチを設置する予定です。 

防球ネットにつきましても、１塁側及び３塁側に高さ８ｍで設置を致します。外周のフェンスに

つきましても、既設を撤去し新設を致します。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。 

○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、課長の方からご説明があって、大変、内子の運動公園、長くできて

から使用をして、改修をしていただくということで大変喜んでいるんですが、今現在、高等学生

がグラウンドの方、借りて使わせていただいているようですけど、高等学生になると練習用のボ

ールなども硬球で大変危険性もあるわけですけど、現在、夜間照明が２灯あるわけですけど、小

田の城の台公園なども夜間照明４灯くらいあって大変明るいんですけど、これからも夕方の練習

になると大変危険な状態で、せっかくのこれだけの改修をしていただくんであれば、夜間照明を

あと２基くらい追加してしてやってもらえんだろうかということでご質問を致します。 

○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。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） このことにつきましては、６月補正予算の時にもお聞きをし

ているわけでございますが、その時にも説明をさせていただきましたように、いろいろな関係団

体と協議をした上で今回の設計に至っておりますので、ご了解をいただいたらというふうに思っ

ております。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第５８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５８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２９ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事に 

係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第２９ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所

棟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。 
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○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５９号、第５８号地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事

に係る工事請負契約についてでございます。本案につきましては、９月１２日に入札を執行し、

仮契約を締結した、第５８号地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事に係る工事請負契約

について、地方自治法第９６条第１項第５号並びに内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。その内容

につきましては、産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願いいたします。 

○産業振興課長（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） 議案第５９号、第５８号地域連携販売力強化施設直売所棟建築主

体工事に係る工事請負契約について、ご説明申し上げます。 

説明資料の１の２でございます。議案書の２ページをお開きいただきたいと思います。まず、

契約の目的でございますが、第５８号地域連携販売力強化施設直売所でございますが、これは株

式会社うちこフレッシュパークからりの直売所でございます、これにかかります、建築主体工事

にかかります、工事請負ということでございます。契約の方法につきましては、指名競争として

おり、町内業者であります、株式会社西渕工務店、株式会社山本建設、株式会社土居鉄工所五十

崎支店、町外業者と致しまして株式会社一宮工務店、それから村上工業株式会社、建築５社を指

名し入札をしたものでございます。契約金額は、５，２０５万６，０００円、契約の相手方は、内

子町城廻３７６番地１、株式会社西渕工務店、代表取締役、西渕菊寿でございます。落札率につ

いては、９９．４％でございます。工期につきましては、平成３１年２月末の完成予定というこ

とでございます。 

 続きまして、工事概要についてご説明申し上げます。説明資料の１０の２、２ページをご覧い

ただきたいというふうに思います。直売所棟工事の配置図・立面図それから平面図になります。

工事は、右下、平面図の青色の点線で囲んでおります、現在の花木、それから工芸品売場を青果

物売場に整備するものでございます。また、この工事にあわせまして、中央通路側では、売り場

を中央テントの支柱付近まで、右側は、トイレ側通路付近まで広げ、延べ３１６．６９㎡の売り

場に拡張・整備するものでございます。以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、

ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 一点だけ、議案の５８と５９とに関連するんですけど、５８について

は業者は８も９もついな業者を指名入札されているんですけど、入札率が５８については９６．

５いう説明を受けました。かたや、からりの部分は９９．４と。このはっきり分からないんです

が、その辺、入札率の差が出る原因というのはどのように担当としては考えておられるか。でき
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れば、多大な町への財産を入れるわけですから、できれば安くていいものを作ると。先ほど監査

委員さんからも２９年度事業につきましてはもろもろ意見を聞きました。その辺がどうしても必

要なものなのかどうなのか。その一点だけ。 

○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） 議員ご指摘の指名業者も同じ５業者でございます。ただ、入札に

つきましては、それぞれ金額を元に札入れをするということでございますので、町と致しまして

入札率が高い低いというところが判断基準にないというところがございますので、ご理解を賜り

たいというふうに思います。 

○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。 

お諮りします。「議案第５９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第５９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第３０ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第３０ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

４号）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） 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第４号）についてご説明申し上

げます。 

追加議案書９の２の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４

号）につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，５００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１１３億３，９６９万円とするものでございます。補正予算（第４号）につきましては、

平成３０年７月豪雨により被災した農林畜産業施設の応急的な復旧を進めるために必要な経費に

ついて早急に確保する必要があることから、追加補正予算として要求するものでございます。そ

れでは、内容についてご説明申し上げます。 

はじめに、歳入でございます。７ページをお開きください。まず、１３款２項４目、農林水産

業費県補助金でございます。７月豪雨により被災したほ場の応急的な復旧支援や、代替機械の導

入支援などの補助金として１，７９０万円を計上しています。続きまして、１６款１項１目、基

金繰入金でございます。財源不足分として、財政調整基金より７１０万円の繰入金を計上してお
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ります。 

８ページをお開きください。歳出でございます。６款１項３目、農業振興費でございます。農

業生産に必要な施設の再建・修繕や、農業用機械の修繕・再取得、また、被害を受けた農作物の

植え直しや、被災圃場等の応急的な復旧のための機械レンタル料などの補助として２，３００万

円を計上しております。次に、６款１項１０目、畜産業費でございます。畜産業に必要な施設の

再建・修繕や、家きんの導入に対する補助として１５０万円を計上しています。次に、６款２項

２目、林業振興費でございます。被災した侵入防護策、ワイヤーメッシュでございますけれども、

この再整備に対する補助として５０万円を計上しております。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。 

〔「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６０号」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６０号」は、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 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、９月２７日の本会議でお願い

します。次の本会議は、９月２７日、午後３時に開会します。 

 本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 ２時５２分 散会 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成３０年 ９月第９８回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成３０年 ９月１２日（水） 

○開会年月日   平成３０年 ９月２７日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

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

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

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

１５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  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１０号） 

平成３０年９月２７日（木）午後３時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議認第 ５号 平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ４ 議認第 ６号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第 ７号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第 ８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第 ９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ９ 議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１０ 議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第５０号 平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１２ 議認第１２号 平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第５１号 内子町改良住宅等管理条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第１５ 議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１６ 議案第５４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２号）

について 

日程第１７ 議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１８ 議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第５８号 第５６号 内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契約につい

て 

日程第２１ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事に係る工

事請負契約について 

日程第２２ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第２３ 議員派遣の件 

日程第２４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２５ 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２５まで 

 

午後 ３時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
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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、１４番、寺岡 保議員、１５番、中田 厚寬議

員を指名します。 

 

  日程第２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に

配布しております、議事日程第１０号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

  日程第３ 議認第 ５号 平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第４ 議認第 ６号 平成２９年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

  日程第５ 議認第 ７号 平成２９年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

  日程第６ 議認第 ８号 平成２９年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

  日程第７ 議認第 ９号 平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第８ 議認第１０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議認第 ５号 平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」から「日程第８ 議認第１０号 平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」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。 

久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました、議認第５号「平成２９年度内子町一般会計歳入歳出決算

の認定について」から、議認第１０号「平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」の６件について、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等に

つきましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議認第５

号から議認第１０号までの６件は「原案のとおり認定すべきもの」とするものでございます。去

る９月１９日、２０日、２１日の３日間の日程で委員会を開催し、平成２９年度各会計の決算に

ついて、「歳入歳出決算書」、「決算資料」、「わが町の家計簿」、および各課で作成された説明資料

等に基づき、「事業執行において、どのような効果があったのか。住民の福祉の向上にどう寄与し

ているのか。」を基本として審査を行いました。審査における経過及び主な質疑等についてご報告
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を致します。まず、一般会計決算からご報告致します。総務費関係では、「ふるさと納税の使い道

である『町長お任せコース』は、具体的にはどのようなことを考えているのか。」との質問に対し、

「例えば、桜いっぱいの地域をつくるための自治会活動の支援や近い将来予想される内子座の改

修など、具体的で目に見える形のものが望ましいと考えている。」との答弁がありました。「デマ

ンドバス利用者数が減少しているが。」との質問に対し、「高齢化、過疎化が大きな要因だと考え

るが、利用促進を図るため、路線の見直しも含めながら、できる限りの運営をしていきたい。」と

の答弁がありました。また、「現在は、予約がなければ運行しないのだが、体調不良による通院な

ど緊急の利用についての運営も検討してほしい。」との意見がありました。徴税費関係では、「愛

媛地方税滞納整理機構が取り扱った件数と徴収額は。」との質問に対し、「徴収を引き継ぎした件

数は１５件、徴収額は５５９万１，０３３円で、引継額の６９．８％である。」との答弁がありま

した。農林水産業費関係では、「インバウンド事業の推進では、窓口が町並・地域振興課にもある

が、一本化したらどうか。」との意見に対し、「グリーンツーリズム関係は町並・地域振興課、農

業体験・農家民泊については産業振興課でと役割分担をしているが、次のステップになった段階

で、検討をしていきたい。」との答弁がありました。「残留農薬の分析はどのように実施している

のか。」との質問に対し、「抜き打ちでからり出荷物３００件を検査しており、そのうち３０件は

大阪の分析業者に委託し、それ以外は町で簡易検査をしている。」との答弁がありました。民生費

関係では、「消費生活相談員の活動内容は。」との質問に対し、「住民が犯罪トラブルに巻き込まれ

ないように相談業務を中心に活動しているが、様々な集まりに出向き啓発活動なども行っている。」

との答弁がありました。「天神小学校の児童には児童館が遠いという保護者の声もあり、放課後子

ども教室などの対応はできないか。」との質問に対し、「保護者のニーズを調査して検討していき

たい。」との答弁がありました。「特定健診の受診率は、直接病院にかかっていて検査している人

は含まれないのではないか。」との質問に対し、「特定健診は健康な人の病気を発見することを目

的としており、はっきりとした受診率はわからないが、正確な受診率の把握については、今後検

討していきたい。」との答弁がありました。土木費関係については、「町営住宅使用料の滞納額が

増えてきているようだが、その対策は。」との質問に対し、「生活困窮者もおり対応に苦慮してい

るが、滞納については真摯に向き合い、新しい切り口も模索していきたい。」との答弁がありまし

た。商工費関係では、「ダイニングアウト事業後の事業展開について。」との質問に対し、「内子独

自のイベント開催を予定していたが、豪雨災害の関係で見合わせた。これ以外にも関連したイベ

ントが開催されている。」との答弁がありました。衛生費関係では、「工場排水による悪臭で住民

が困っている事例があるが対策は。」との質問に対し、「水質上の問題はないが、臭いを除去する

のは難しく、保健所などと改善できる余地はないか検討していきたい。」との答弁がありましたが、

「他市町村の類似施設も参考に、対応してもらいたい。」との意見がありました。「事故などの危

険が伴うスプレー缶の穴あけは必要なのか。」との質問に対し、「内子町では収集車両のリスクも

あり、穴あけをお願いしているが、状況をみながら検討していきたい。」との答弁がありました。 

教育費関係では、「小田高校のバス通学補助に小田振興会（小田高等学校振興対策連絡協議会）か

らの分も含まれているが、この形を続けていくのか。」との質問に対し、「小田高校を残したいと

いう地元の熱い思いで協力いただいているが、内子高校についても考えていく必要があり、しば

らくは今の状態を続けたい。」との回答がありました。「立川小学校でタブレットが導入されてい
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る。小規模校では有効な手段だと考えるが。」との質問に対し、「試験的に立川小学校に導入して

いるが、将来的には各学校への導入を検討したい。」との答弁がありました。「社協がおこなう『生

き生きサロン』では、高齢化が進み維持することが難しくなってきている。自治センターでサポ

ートできないものか。」との質問に対し、「サロンに関わっていくことは必要だが、運営は地域の

方にやっていただきたい。」との答弁がありました。５つの特別会計については、それぞれ質疑は

ありましたが、福祉や社会生活など住民サービスに直結する事業であり、今後も健全な運営を続

けていただきたいと思います。国民健康保険事業特別会計では、「保険税を滞納している人には短

期被保険証を出しているのか。」との質問に対し、「納税相談とセットで交付している。」との答弁

がありました。介護保険事業特別会計では、「保険料の未納者がサービスを利用した場合は。」と

の質問に対し、「サービスを受けるときに給付制限があるので、滞納分を納付するように相談をし

ている。」との答弁がありました。以上、審査状況について報告を致しました。 

採決の結果、平成２９年度における各会計決算は、予算の議決目的及び施策に基づき、執行さ

れていると認められ、よって、「議認第５号」から「議認第１０号」は、原案のとおり認定すべ

きものと決定致しました。それぞれの事業において、各担当課長より説明を受け、議決した予算

に対し、その執行状況の適否を確認することができました。厳しい財政状況ではありますが、今

後においても健全な財政運営をお願いするものであります。なお、今回の審査において各委員か

ら出された意見、要望等については十分検討のうえ、今後の町政運営と来年度の予算編成に反映

させていただきたいことを申し添え、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

 久保委員長、席にお戻りください。 

 「議認第５号」から「議認第１０号」までの６件は、一括して討論、採決を行いたいと思いま

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、「議認第５号」から「議認第１０号」までの６件は、一括して討論、採決を行うこと

に決定しました。討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。「議認第５号」から「議認第１０号」に対する委員長報告は、認定とするも

のです。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議認第５号」から「議認第１０号」までの決算認定６件は、委員長報告のとおり認

定されました。 

 

日程第 ９ 議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１０ 議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第９ 議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処
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分について」及び「日程第１０ 議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定に

ついて」以上の２件を一括議題とします。 

予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果について、報告を求めます。 

久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました、議案第４９号、平成２９年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について、議認第１１号、平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定についての２議案

の審査結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第４９号」、及び「議認第１１号」

は、原案のとおり可決及び認定すべきものとするものでございます。 

議案ごとに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。議案第４９号「平成

２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、剰余金の処分について

は「議会の議決を得るもの」とされています。水道事業で生じた利益剰余金は、６，９７９万６，

５３３円です。減債積立金に５，９７９万６，５３３円を積立し、企業債の償還に備えるもので

す。また、残りの１，０００万円を将来の欠損金を埋めるための積立として利益積立金に積み立

てるものであります。いずれも、法に基づいた適切な処分であると判断致しました。採決の結果、

「議案第４９号」は、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

議認第１１号、平成２９年度水道事業会計決算については、予算議決のとおり、いずれも適正

に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の結果、

原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。今後、より一層の企業努力を期待して、委員

長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

久保委員長、席にお戻りください。 

 討論、採決は１件ずつ行います。「議案第４９号 平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処

分について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第４９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議認第１１号 平成２９年度内子町水道事業会計決算の認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議認第１１号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

  日程第１１ 議案第５０号 平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１２ 議認第１２号 平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

○議長（山本徹君） 「日程第１１ 議案第５０号 平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程１２ 議認第１２号 平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認

定について」以上の２件を一括議題とします。 

予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果について、報告を求めます。 

久保委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました「議案第５０号 平成２９年度内子町下水道事業会計剰余

金の処分について」、「議認第１２号 平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定について」、

の２議案の審査結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第５０号」及び、「議認

第１２号」は、原案のとおり可決及び認定すべきものとするものでございます。 

議案ごとに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。「議案第５０号 平成

２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、剰余金の処分につい

ては「議会の議決を得るもの」とされています。下水道事業で生じた利益剰余金は、５０万２，

５７３円です。減債積立金に全額を積立し、企業債の償還に備えるものです。いずれも、法に基

づいた適切な処分であると判断致しました。採決の結果、「議案第５０号」は、全会一致で可決す

べきものと決定いたしました。 

「議認第１２号 平成２９年度下水道事業会計決算について」は、予算議決のとおり、いずれ

も適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の

結果、原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。今後、より一層の企業努力を期待して、

委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

 久保委員長、席にお戻りください。討論、採決は１件ずつ行います。 

「議案第５０号 平成２９年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 
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 採決を行います。本案に対する委員長報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第５０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議認第１２号 平成２９年度内子町下水道事業会計決算の認定について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長報告は、認定とするものです。委員長報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議認第１２号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

日程第１３ 議案第５１号 内子町改良住宅等管理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５１号 内子町改良住宅等管理条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

〔寺岡保産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第５１号 内子町改良住宅等管理条例の一

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５１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、改良住宅「札の辻」住宅の用途廃止に伴い、内

子町改良住宅等管理条例の一部を改正するものです。委員から、「この土地の今後の利用目的と管

理について」との質問に対し、「今後の利用方法については、地元自治会と協議を進めたい。また

管理についても地元との協議が必要だが、当面は町で管理していく。」との答弁がありました。採

決の結果、「議案第５１号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたの

で、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻りください。これより、討論を行います。討論はありませんか。 
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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５１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５１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５１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１４ 議案第５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

○議長（山本徹君） 「日程第１４ 議案第５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

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９月１３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５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査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５２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。今回の計画の変更は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の辺地債要望額等

に変更が生じたため、同計画の一部を変更するもので、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条第５項の規定により、議会の議決を求めるものです。

委員の質疑においては、「辺地度点数によって補助率が変わったりすることがあるのか。」との質

問に対し、「点数による差はないが、辺地の点数が１００点以上であるという大原則があり、集落

の人口が５０人以下となると辺地の指定から外されることになる。」との答弁でありました。採決

の結果、議案第５２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。 

 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。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５２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５２号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第５２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１６ 議案第５４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２

号）について 

  日程第１７ 議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

  日程第１８ 議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

  日程第１９ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て 

○議長（山本徹君） 「日程第１５ 議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

３号）について」「日程第１６ 議案第５４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２号）について」「日程第１７ 議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について」「日程第１８ 議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会

計補正予算（第１号）について」「日程第１９ 議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会

計補正予算（第１号）について」までの５議案を一括議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました５件の補正予算について、９月１８日に全委員１５名出席

のもと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につき

ましては、配付致しております審査報告書のとおり、全５議案「原案のとおり可決すべきもの」

でございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。議案第

５３号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出それぞれ１

４億６，５８６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１３億１，４６９万円とするものです。 

一般会計補正予算（第３号）に充当する財源は、国県支出金７億６,３２４万円、地方債 ３億６，

９４０万円、一般財源 １億８，８２９万３，０００円となっています。主な歳入については、

地方交付税ですが、普通交付税の額の確定に伴い、７，７５６万円を補正し、４６億５，７５６

万円となっています。基金繰入金ですが、内子小学校、五十崎中学校のエアコン整備に公共施設

整備基金より９，７００万円を、その他の財源不足分として財政調整基金より２，３８０万８，

０００入れています。総務債として、臨時財政対策債の発行可能額確定に伴い、６，２７１万４，

０００円を増額補正しています。災害復旧事業債においては、農業・林業・公共土木施設災害復

旧事業債として３億６，９４０万円が計上されています。歳入予算ですが、委員から「基金繰入
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金により学校のエアコン整備を進めているが、補助メニューもあるのではないか。」との質問に対

し、「できるだけ早く整備するために、一般財源で対応していきたい。」との答弁がありましたが、

「新しい補助制度もできるので、制度の活用もしながら、整備を進めてほしい。」との意見があり

ました。 

 主な歳出予算ですが、２款総務費においては、婚活イベント支援補助金として２０万円が計上

されています。委員から、「町自体が婚活の事業主体とはならないのか。」との質問に対し、「様々

な団体に工夫したイベントを開催してもらうために制度を立ち上げた。」との答弁がありました。 

６款農業振興費においては、委員から、「愛媛たいき農協は、栗生産量が県内１位だというが、

県外においては他地域の栗が有名であり、ブランド力を高める努力をしてほしい。」との意見があ

りました。１０款・教育費 伝統文化施設総務費においては、歴史民俗資料館白アリ駆除・防除

委託料として、７１万８千円が計上されています。委員から、「４月に分かってから放置すること

に問題はなかったのか。」との質問に対し、「業者からは、これ以上被害は広がらないとの報告が

あったため、９月補正で対応した。」との答弁がありました。また、１０款・教育費 教育緒費で

は、大瀬中、五十崎小、立川小学校のエアコン設置設計委託として２２６万８千円を、また、内

子小学校、五十崎中学校のエアコン設置工事として９，５８９万２，０００円が計上されていま

す。委員から、「未整備である学校の整備計画は。」との質問に対し、「残り４校についても１年前

倒しをして、平成３２年度中に完了を目指したい。」との答弁がありました。１１款、災害復旧費

においては、委員から、「今回の豪雨災害で補助災や単独災の対象にならなかった被害はあるのか。」

との質問に対し、「基本的には何らかの対応をしている。」との答弁がありました。その他、予算

について多くの質疑がなされました。採決の結果、議案第５３号、平成３０年度内子町一般会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計２件についてですが、議案第５４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２号）につきまして、歳入歳出それぞれ１億９４３万６，０００円を増額し、

総額を２２億９，５８８万６，０００円とするものです。主な歳出は、療養給付費等負担金実績

による返還金３，６７３万７，０００円が計上されています。特に質疑はなく、採決の結果、全

会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第５５号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出それぞれ３，４８５万１，０００円を増額し、２５億８，５８０万７，０００円

とするものです。主な歳入につきましては、前年度の繰越金が確定したことに伴い、繰越金とし

て３，４５７万７，０００円が計上されています。主な歳出につきましては、介護給付費国庫負

担金確定による返還金２，３７８万４，０００円が計上されています。特に質疑はなく、採決の

結果全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

 次に、事業会計２件についてですが、議案第５６号、平成３０年度内子町水道事業会計補正予

算（第１号）につきましては、収益的支出の補正で、主なものとしては災害による給水袋補充及

び、人事異動による手当の組み替えとなっています。 

特に質疑はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

 最後に、議案第５７号、平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につきまして

は、予算の組み替えにより、時間外手当を１１７万５，０００円増額しています。委員から、「時
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間外勤務が多すぎる。過重労働ではないか。」との質問に対し、「人事異動や災害等が重なり、長

時間勤務となった。今後は仕事が一人に集中しないように、職場の人員配置や人材育成に気を配

りたい。」との答弁がありました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定致しました。以

上で、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） 委員長報告に対する質疑を省略します。久保委員長、席にお戻りください。

討論、採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第５３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第３号）について」の討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。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５３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第５４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２号）につ

いて」の討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、「議案第５４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

続いて、「議案第５５号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。採決を行います。 

  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５５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第５６号 平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について」の討

論を行います。 

討論はありませんか。 
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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。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５６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

最後に、「議案第５７号 平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」の

討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。採決を行います。 

  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５７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 議案第５８号 第５６号内子運動公園野球場改修工事に係る工事請負契約につ

いて 

○議長（山本徹君） 「日程第２０ 議案第５８号 第５６号内子運動公園野球場改修工事に係

る工事請負契約について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

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９月１３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５８号「第５６号 内子運動公園野球場改修工事

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５

８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、９月１２日に入札を執行し、仮契約を締結し

た、第５６号内子運動公園野球場改修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、「夜間照明の協議はどういう団体と行ったのか。」との質問に対

し、「よく使用していただいている内子高校や野球協会等とである。」との答弁でありました。採

決の結果、議案第５８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。 
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 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。 

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５８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５８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５８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２１ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所棟建築主体工事に 

係る工事請負契約について 

○議長（山本徹君） 「日程第２１ 議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化施設直売所

棟建築主体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

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９月１３日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第５９号 第５８号 地域連携販売力強化

施設直売所棟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

査経過等につきましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、

「議案第５９号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について、説

明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、９月１２日に入札を執行し、

仮契約を締結した、第５８号地域連携販売力強化施設直売所棟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、「からりの現建物を撤去し、営業

もしながらの工事となると、５か月の工事期間では短いのではないか。」との質問に対し、「工期

的には厳しい状況にあるが、設計者や現場と積み上げた中で決め、スタートしている。」との答弁

がありましたが、工期については、多くの質問がありました。さらに、「国の内示を５月に受けて

いるのに、解体工事業者が決まっていないなど、動きが遅いのではないか。」との質問に対し、「出

荷者協議会などと協議しながら進めており、放置していたわけではない。」との答弁がありました。

また、「壁面は一部板張りなのか。」との質問に対し、「基礎部分から上は、遮熱断熱複層ガラスを

使用している。」との答弁があり、「設計のコンセプトは。」との質問に対し、「森に囲まれた店舗

をイメージしている。」との答弁がありました。また、「工事期間中の売り場の対応は。」との質問
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に対し、「研修室や屋外テントなどを使用し、なるべく影響の出ないようにからりと協議している。」

との答弁がありました。委員の討論において、「今の工期では短すぎるため、建物の品質が良いも

のになるか不安であるし、事故等の発生も懸念されるため、この契約は適正ではない、との立場

から本議案については反対である。」との反対意見があり、また、「さらに工事が遅れる恐れもあ

り、工期について変更契約も対応できるので、結論を早く出したほうが良いということで賛成で

ある。」との賛成意見がありました。採決の結果、「議案第５９号」は、賛成多数により、原案のと

おり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

寺岡委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。「議案第５９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５９号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立多数です。 

よって、「議案第５９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２２ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第２２ 議案第６０号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

 久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月１３日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました補正予算（第４号）について、９月１８日に全委員１５名

出席のもと、課長からの説明を受け、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、原案のとおり可決すべきものでございま

す。説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。議案第６０号、平成３０年度内

子町一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，５００

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１３億３，９６９万円とするものです。この補正予算（第

４号）は、平成３０年７月豪雨により被災した農林畜産業施設の応急的な復旧を進めるために必

要な経費について、早急に確保する必要があることから、追加補正予算として要求されています。

委員からは、「今回の豪雨災害における支援事業の制度説明はどのようにしているのか。」との意
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見に対し、「緊急を要したため、ＪＡを通して周知している。」との答弁がありました。採決の結

果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。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。 

久保委員長、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６０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６０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６０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２３ 議員派遣の件 

○議長（山本徹君） 「日程第２３ 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２４ 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２３ 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

ことに、決定しました。 

 

日程第２５ 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２４ 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



平成３０年９月第９８回内子町議会定例会 

- 117 - 

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。 

 

○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。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） ひとことご挨拶を申し上げます。本定例会におきましては、議員の皆さ

ん方に置かれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして真摯に慎重に審議していただきま

した。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た。改めて篤く御礼を申し上げ

たいと思います。審議の中で出していただきましたご意見等につきましては、また現下の方で十

分検討させていただきたいというふうに思っております。今回、提案させていただきました議案

の中で一般会計の災害復旧というものが大きなウエイトを占めておりまして、今後、県そして国

と十分協議をしながら、被災された町民の皆さん方の一日も早い復旧を願う気持ちに応えるべく、

スピード感をもって対応して参りたいというふうに思っておりますので、それぞれの立場でまた

議員の皆さん方のご指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げる次第でございま

す。本定例会長い期間になりました。本当にありがとうございました。御礼を申し上げたいと思

います。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 以上をもって平成３０年９月第９８回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ４時０５分 散会 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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30.9.13 
受理 

議認 

５ 
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について 

平成 
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認定 
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議認 
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平成２９年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.27 
認定 

議認 

９ 

平成２９年度内子町介護保険サービス事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.27 
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１０ 

平成２９年度内子町後期高齢者医療保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.27 
認定 

議案 

４９ 

平成２９年度内子町水道事業会計剰余金の処分に

ついて 
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原案可決 
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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２号）について 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.27 
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平成３０年度内子町介護保険事業特別会計補正予
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30.9.27 
原案可決 

議案 
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平成３０年度内子町水道事業会計補正予算（第１

号）について 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.27 
原案可決 

議案 
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平成３０年度内子町下水道事業会計補正予算（第１

号）について 
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30.9.12 
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原案可決 

諮問 

１ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 

平成 

30.9.12 

平成 

30.9.13 
原案可決 

議案 
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原案可決 
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５９ 
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