
令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 1 - 

令和２年６月第１０９回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和２年６月１０日（水） 

○開会年月日   令和２年６月１０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条第１項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  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 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 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長  畑 野 亮 一 君 

環境政策室長  中 嶋 優 治 君     政策調整班長  上 山 淳 一 君 

上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君     危機管理班長  松 岡 裕 樹 君 

商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 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  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第４号） 

令和２年６月１０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 
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日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

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（森永和夫君） ただ今から、令和２年６月第１０９回内子町議会定例会を開会いたしま

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

び農業委員会会長の出席を求めております。また、説明員として 出席通知のありました者は、副

町長及び各課長・班長等の１８名であります。 

この際、再任されました農業委員会会長と本会議に説明員として出席される新任の方々を紹介い

たします。まず、堀本 健二農業委員会会長を紹介致します。 

○農業委員会会長（堀本健二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 堀本会長。 

○農業委員会会長（堀本健二君） 只今、ご紹介いただきました農業委員会会長、堀本健二でご

ざいます。まず、最初に一言お礼を申し上げたらと思います。先般の３月議会におきまして、我々

農業委員１７名、町長さんの推薦のもと、議長さんはじめ、議会の皆さん満場一致でご承認いた

だきましたこと、この場をお借り致しまして厚く御礼を申し上げます。いつも町長さん言われて

おりますように、内子は農業の町でございます。我々、農業委員会も農家ファーストではありま

すけれども公正公平に審議をして参りたいと思います。今後ともどうかご指導のほどよろしくお

願い致します。 

○議長（森永和夫君） 次に、田中 哲会計管理者を紹介致します。 

○会計管理者（田中哲君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 田中会計管理者。 

○会計管理者（田中哲君） 失礼します。会計管理者兼会計課長の田中でございます。内子町の

公金を扱う大切な会計管理者として会計を厳正に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしく

お願い致します。 

○議長（森永和夫君） 次に、畑野 亮一小田支所長を紹介致します。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） この度の人事異動で小田支所長の任務に就くことになりました畑

野でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長(森永和夫君)  次に、山中 保正農林振興課長を紹介いたします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 失礼します。４月１日の人事異動によりまして、農林振興課長
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を拝命することになりました山中保正と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 次に、前野 良二こども支援課長を紹介いたします。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） ４月１日の人事異動により、こども支援課長を拝命しました

前野と言います。今後ともよろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 次に、大竹 浩一商工観光班長を紹介致します。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 町並・地域振興課商工観光班長を拝命致しました大竹です。今

後ともどうぞよろしくお願い致します。 

○議長(森永和夫君) 次に、上山 淳一政策調整班長を紹介致します。 

○政策調整班長（上山淳一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 上山政策調整班長。 

○政策調整班長（上山淳一君） 失礼します。総務課政策調整班班長を拝命しております上山で

す。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、

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

員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 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６月３日開催の議会運営委員会において協議され、本日か

ら１９日までの１０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（森永和夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月１９日までの１０日間に決定しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第４号のとおりでありま

す。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（森永和夫君） 「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、「議長諸般の報告」を終わります。 
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  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（森永和夫君） 「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（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに令和２年６月内子町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、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、報告が４件、議認が８件、条例の改正が７

件、指定管理者の指定が５件、計画の認定が２件、補正予算が５件の合計３１件でございます。

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

決定賜りますようお願いを申し上げます。さて、これから夏にかけて、本来であれば海や山でレ

ジャーを楽しみ、町外からも多くの観光客が訪れる季節でありますが、今年は新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で、いかざき大凧合戦や内子笹まつり、寺村山の神火祭り、内子座文楽など多

くのイベントが中止となりました。今年３月以降、中止や延期となったイベント等で影響を受け

た参加者数は８万７，０００人を超えております。今年４月の町内の旅館やホテル２６カ所の宿

泊者数は１，２７７人、前年同月の３，４１０人と比べ６２．６％減少しており、宿泊業や観光

業、飲食業などを中心に深刻な影響を受けております。そのため町は、地域経済を下支えするた

めの支援策や感染拡大防止に関する対策を実施してまいりました。 

まず、地域経済を下支えする取り組みと致しまして、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が

悪化しております町内事業者支援のために、町独自の資金利子補給事業を創設し、総額２，５０

０万円の予算を４月１日に専決処分致しました。さらに追加の支援策として、事業者の経営安定

と雇用を守るため、売り上げが減少した事業者向けに５０万円を上限に給付する事業者等経営安

定事業及び雇用調整助成金に上乗せ支給する制度を創設し、総額７，７００万円の予算を４月１

７日に専決処分致しました。また、国が４月３０日に補正予算を成立させたことを受けて、国民

１人当たり１０万円を給付する特別定額給付金事業及び子育て世帯への臨時特別給付金事業に、

総額１６億６，０３４万４，０００円の予算を５月１日に専決処分致しました。５月末時点で取

りまとめた各事業の申請状況でございますが、全融資件数は８９件、融資額は１１億２，４６０

万円で、そのうち、利子補給事業への申請件数は７１件、令和２年度における利子補給金は７６

８万７，０００円となっています。事業者等経営安定補助金は４４件で、２，１４９万９，００

０円、雇用調整助成金についての申請は今のところございません。特別定額給付金は６，４８０

件の申請があり、率にして９０．９７％を受け付けています。このうち、対象世帯の８５．４４％

に当たる６，０８６世帯につきましては給付を終えており、その額は１４億３，３７０万円でご

ざいます。子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、１，５２６万円を６月１１日に支給

する予定でございます。その他の支援と致しまして、給食センターへ食材を納入している事業者

への損失額の一部補助や、新型コロナウイルス感染拡大の影響により奨学金の返済が困難になっ

ている償還者に対し、今年度の償還を猶予することと致しております。また、介護保険料や国民

健康保険税の支払いが困難な方については減免を行えるよう本議会に条例の一部改正を提案させ
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ていただいております。今後さらに農林業への影響が懸念されますが、現状分析を行いながら適

切な支援策を講じてまいりたいと考えております。 

次に、感染拡大防止に関する取り組みについてご報告致します。幼稚園、小学校、中学校の再

開につきましては、県立学校の対応方針に合わせ、５月１２日から各園各校の実情に応じ週２回、

午前中の分散登園校を実施してまいりましたが、５月２５日からは全面再開といたしました。引

き続き園児、児童、生徒の健康観察を行うとともに、３密回避、手指消毒、マスクの着用など感

染予防対策を十分に講じてまいります。保育園や学童保育につきましても同様の感染予防対策を

実施いたします。自治センターや図書館、社会教育・社会体育施設等の町が管理する施設につき

ましては、当面の間、室内における利用人数の目安を５０人までとし、感染予防対策を施して、

参加者の体調確認を行うことを条件に５月２５日から利用を再開しております。６月１９日以降

のイベントなどは、屋内外とも１，０００人以下または収容人数の半数以下のいずれか少ない方

の人数で利用を可能とします。なお、自治会や社会教育・社会体育関係団体の活動につきまして

も自粛要請を行ってまいりましたが、町管理施設と同様の対応をしていただくことを条件に、５

月２５日から解除致しました。ただし、当面の間は水分補給以外の飲食を行わないこととしてい

ます。夏季に開園している「内子運動公園プール」、「五十崎プール」、「参川水泳プール」につき

ましては、間隔を空けて利用することが難しく、密集した利用になりがちであることや、帰省客

など不特定多数の利用になることから、今年度は閉園することを決定致しました。今年１月頃か

らマスクの品薄状態が顕在化し、町内での入手が困難な状況になっていましたが、地元企業のご

協力や愛媛県町村会からのマスクの斡旋により必要数を購入するとともに、町民の皆さまからの

ご寄付や国からの支給などにより、一定程度の備蓄を確保することができました。マスクの配布

につきましては、各自治会の会議用や、マスクを着用していない児童生徒への配布用、利用制限

が行えない社会福祉施設、保育園の職員、地域福祉を支えていただいております民生児童委員、

見守り推進員の活動用、重症化リスクの高い在宅の重度の身体障がい者を介護されている方々や、

出産を控えている妊婦さんへの配布を行いました。また、町内の医療機関においても一時的に品

不足となる事態が生じていたことから、地域医療を存続させるため、医療機関へのマスクの配布

も行ってまいったところでございます。現在までに国から配布されたマスクなども併せ、およそ

２万８，０００枚の配布を完了しております。手指消毒アルコールにつきましても、マスク同様

入手が困難な状況にありますが、各方面からのご支援ご協力により、こちらも現在十分な量を確

保しており、役場窓口、学校、社会福祉施設等に配布しているところでございます。緊急事態宣

言が解除され、町民の生活は徐々に元の状態に戻りつつありますが、第２波が発生する可能性も

ありますので、マスクや消毒液につきましては、必要な方々へ今後も継続して配布してまいりま

す。また、国内外では、新型コロナウイルス感染者やその家族、勤め先、また、介護や医療、物

流や販売関係者等、私たちの生活基盤を支えてくれている方々への差別行為や偏見が社会問題に

なっています。感染された方へはもちろんのこと、他者への攻撃や排除、不確かな情報の拡散な

ど、これらの行為は絶対にあってはなりません。不当な差別をしないよう、今後とも様々な機会

を捉え注意喚起を行い啓発に努めてまいります。防災面でも対応が必要でございます。梅雨期を

迎えるにあたり、避難所開設時には３密にならないよう避難所の収容人数を考慮し、指定避難所

以外にも避難所を開設するなど分散して避難するように致します。避難された方には健康状態の
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確認を行い、手洗いの励行を呼びかけ、換気、共用部分の消毒など感染予防に努めます。また、

マスクや消毒液、ペーパータオルなど衛生用品を備蓄するとともに、避難者にも衛生用品やタオ

ルなどを持参するよう呼びかけを致します。民間においても新たな取り組みが始まっています。

飲食店の方々が「うちこテイクアウト部」を立ち上げ、持ち帰り商品の販売や商品配達サービス

を開始したほか、内子まちづくり商店街協同組合では寄付者を募り、５，０００円で６，０００

円分使えるプレミアム付き商品券を６月１日から販売されるなど、皆さんが力を合わせてこの難

局を乗り切ろうと努力されておられます。役場におきましても、職員の皆さんに取りまとめてい

ただき、毎日お弁当を一括注文するなど、わずかではありますが協力させていただきました。 

町が進めている事業も再考を迫られていますが、コロナ危機の影響が長期化し経済に大きな影響

が出ていること、中でも宿泊業は極めて影響が大きいこと、コロナ収束後の人の移動や観光の形

態が不透明であることなどから、新深山荘建設計画につきましては当面の間、凍結することとい

たしました。そのほか公共事業につきましては早期発注を行い、地域の雇用確保、事業量の確保

に努めたいと考えております。今後とも暮らしや地域経済、国や県の動向を注視し、スピード感

を持って適切に対応してまいります。町民の皆さまにおかれましては、自粛要請が長期化したこ

とから、先行きの見えない不安、ストレスを抱えていらっしゃるものと思います。町としても感

染予防対策の徹底や経済活動の支援を行いながら、一日も早く事態が収束して日常生活が戻るよ

う全町をあげて取り組む所存でございます。議員各位におかれましても、どうかご協力をお願い

いたします。 

それでは、早速当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報告いたし

ます内容は、１番目に６月補正予算の概要について。２番目に内子町総合計画後期計画について

でございます。 

それでは最初に、令和２年度６月補正予算の概要についてご報告いたします。６月補正予算に

つきましては、歳入歳出それぞれ１３億８，３１５万６，０００円を追加致しまして、歳入歳出

予算の総額を１１８億５，４７０万円と致しております。これは、前年度同期の予算額と比較し

て、１９億６，２３２万円、１９．８％の増額となっております。詳細につきましては、後ほど

ご説明いたしますが、主だったものと致しましては、国が進めるＧＩＧＡスクール構想にともな

い、感染症等の発生による臨時休校時においても、ＩＣＴを活用して子どもたちの学びを保障で

きる環境を実現するため、小・中学校内のネットワーク環境を整備する事業及び、児童生徒１人

１台の端末整備を行う経費として１億５，０９８万８，０００円を計上しております。 

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

センターの耐震補強設計が整いましたので、監理委託料７５９万円、工事請負費１億６，３６５

万８，０００円を計上しております。今後も自治会館等の建替えについては計画的に進める予定

でございます。また、新型コロナウイルス対策関係として、マスクや消毒液、非接触式体温計な

どの購入費、ＷＥＢ会議導入経費、児童扶養手当受給世帯に対して、一世帯あたり３万円を給付

する「ひとり親世帯等臨時特別給付金」、林業復興・振興木材搬出補助金などの予算を計上してお

ります。その他、内子運動公園管理棟改修工事や公営住宅麓第１団地改修工事、町道、農林道整

備工事などを実施し、その財源は、国県支出金や地方債などを充てながら、不足する部分につい

ては財政調整基金と公共施設整備基金から２億４，９１７万１，０００円を取り崩して充当する
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予定に致しております。 

次に、内子町総合計画後期計画についてご報告致します。平成２７年に策定致しました第２期

内子町総合計画前期計画と、まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間終了に伴い、令和元年

度において、両計画を１本化した第２期内子町総合計画後期計画の策定作業に取り組んでまいり

ました。策定にあたりましては住民の意見を計画に反映させるため、中高生から高齢者まで幅広

い年代の方に参画していただきました。ご協力いただきました皆さまに感謝を申し上げます。計

画では外部人材の活用や、安心、安全な暮らしの実現、仕事の創造、観光振興、次世代技術の導

入など１２のミライプランを掲げております。本来は年度内に策定を完了する予定でしたが、令

和２年４月の機構改革に伴い、新たな組織体制の基でＫＰＩ指標等を設定する必要があったこと

から、予算の明許繰り越しをさせていただきました。今月中にまち・ひと・しごと創生推進会議

に諮問を行い、７月にホームページや広報紙へ掲載する予定でございます。また、８月には後期

計画の概要版を全戸配布する予定としています。 

以上、２件の事柄についてご報告申し上げましたが、今後も新型コロナウイルスに負けないた

めの支援を継続して取り組むと共に、感染流行の第２波に備えた対応を強化してまいりますので、

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

しくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（森永和夫君） 「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するか、最初から一問一答の選択制といたします。 

最初からの一問一答方式は、初めてのことであり、不慣れな点もあろうかと思いますが、議員各

位、理事者とも、町民のみなさんにより分かりやすい一般質問となるように、ご協力いただきま

すようお願い致します。議員の発言時間は会議規則第５６条第１項の規定により４０分以内とし

ます。発言残時間は前方左側の壁に設置しております残時間表示板でご確認ください。要点を簡

潔に、要領よくまとめて質問されますよう、議員各位のご協力をお願いいたします。理事者にお

かれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等がございましたら、先にその旨を告げてから

発言してください。質問通告者は、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、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（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 皆様、おはようございます。４番、久保美博です。今年の梅雨入りは平

年より５日早い５月３１日に梅雨入りが発表されました。梅雨期は大雨による災害の発生しやす

い時期です。また、梅雨明け後の盛夏期に必要な農業用の水等を蓄える重要な時期でもあり、一

方、梅雨期は曇りや雨の日が多くなって日々の生活等にも様々な影響を与えます。今は、新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が全国で解除され、解除を前向きにとらえる声が聞か

れます。感染への不安は残るものの人の移動が元に戻ることへの期待感は町民の中で徐々にでは
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ありますが高まっております。宿泊施設、観光施設、飲食店等こうした業種においては再開後も

客足は見込めず、経営者からは「光が見えない」と悲鳴が上がっております。店側の自助努力に

は限界があり、支援の拡充を求める声が強くあります。それでは通告書に従い２項目について質

問をさせていただきますが、今回は、先ほど議長から報告がありましたように、議会改革の取り

組みで従来の一括質問・一括答弁方式と一問一答方式の選択制を取り入れました。私は初めて取

り組む一問一答方式で行います。初めてですので、不手際があるかもしれませんが、一生懸命取

り組みたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い申し上げまして質問に入りたいと思います。 

１項目といたしまして、新型コロナウイルス感染拡大に関する支援策について５点ほど質問さ

せていただきます。 

まず１点目は、新型コロナウイルス感染症によって経済的に影響を受けている町民や事業者の

負担を軽減するため、水道料金の基本料金を２カ月分免除してみてはどうかということでお伺い

を致します。 

○議長（森永和夫君） 只今の久保美博議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 水道料金の基本料金の免除につきまして、ご答弁をさせて

いただきます。まず、水道料金につきましては、水道メーターの口径により基本料金と使用水量

で算出されます。水道事業全体の中で、口径の１３ｍｍと２０ｍｍが９７．３％を占めており、

その基本料金は、９８５円でございます。令和２年５月分の水道料金は、２，１９５万１，２１

３円となっており、そのうち基本料金は、６８５万２，２７２円でございます。減免措置につい

て全国の事例をみてみますと、厚生労働省の調査により、５月２７日時点で、回答のあった事業

者１，２８５事業者のうち、減免実施の事業者は１４．８％、１９０事業者となっております。

愛媛県内においては、１事業者が減免実施の検討をされているようでございます。内子町におい

てでございますが、内子町の水道普及率は、８７．８％となっており、全世帯に水道が普及して

おりません。未普及の方々も水道の維持管理に多大な労力を費やされており、コロナウイルスの

影響もあることから、仮に基本料金の減免を実施した場合、未普及世帯の不公平感が否めないと

考えておりますし、世帯、事業者の支援策としては効果が限定的ではないかと考えております。

また、町の特別措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により、水道使用料の納付が困難

な場合には、給水停止措置の中止や支払い猶予、分納の提案など、丁寧な対応をしているところ

であり、現時点での水道基本料金の減免は考えておりません。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今の答弁ですが、今の基本料金を免除ということに対しましては結局、

対象者が限定化しておるというようなことを言われたわけなんですが、これもそれぞれ未普及の

対象者もそれなりにまたアイデアを出していただいて支援するという方法はとれるんじゃないか

と思います。先ほど、ちょっと１３ミリ言われたんですかね。基本料金全額が９８５万円ほどと
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言われたんですかね。大きな金額なんですが、結局そういったことで今の家計の負担を軽減する

という目的からしたら、先ほど申し上げましたように未普及の取り扱い、上水道の取り扱い、そ

こらをもう少し考えていただきたいと思いますがどうでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今の件でございますけれども、確かに未普及の世帯が約９

００世帯くらいございます。この方については基本料金を減免しない場合は給付の形とかいろん

な政策を考えないといけんということではあります。しかし、現時点でコロナウイルスによる影

響がそこまでではない。今後、不透明なところもありますので、状況によってはそういうことも

考えないといけない場合もあるとは思いますが、現時点では減免は考えていないということでご

理解をいただきたいと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 分かりました。今、言われるように、いろいろなアイデアを出していた

だいて、やはり町民の家庭の負担軽減につなげるというようなことでまた計画も必要かと思いま

す。そういったことで考えていただいて、次の（２）のひとり親家庭の件に進んでいったらと思

います。 

 ２点目は、ひとり親家庭で特に母子世帯において経済的に厳しい状況があると思います。母子

世帯での就業状況は、パート、アルバイトなど非正規雇用が多いと思います。今回の新型コロナ

の拡大において就業環境は激変したのではないかと思います。そこで支援の手を差し伸べること

で経済的負担の軽減につながると思います。児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の支援を

検討してみてはどうかお伺いしたらと思います。なお、今回の６月補正予算で、予算書の２０ペー

ジの３款民生費、２項児童福祉費、３目ひとり親福祉費で、ひとり親世帯等臨時特別給付金４０

５万円が計上されております。この事業内容等についても併せて説明をお願いしたいと思います。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） 児童扶養手当を受給している、ひとり親家庭の支援について

答弁させていただきます。今回の６月補正予算で、新型コロナウイルス感染予防対策のために、

学校の休校や保育園等の登園自粛要請などで、生活環境への影響が大きかったひとり親家庭を支

援する目的で、児童扶養手当の受給世帯に、１世帯当たり３万円を給付する予算、４０５万円を

計上しております。内容については、令和２年５月１日時点で内子町に在住し、令和２年５月分

の児童扶養手当の受給者です。給付金の手続き方法は、給付対象者に対し給付金申請案内、及び

給付申請書を送付し、給付対象者から 郵送による申請書の提出後、この予算をお認めいただく

と７月中旬には、給付できると考えています。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 
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〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今の１世帯当たり３万円、総額で４０５万円ということなんですが、な

ぜ１世帯３万円としたのか。根拠をお伺いしたいと思います。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） まず、世帯給付した理由でございます。学校の休校で子ども

たちが家で過ごす時間が増え、光熱費や食費などへの世帯への家計への負担が増大していると。

そういった世帯としての負担が増したことが深刻であると考えたため、世帯当たりと致しました。

なお、また３万円と理由については国の給付金事業、特別定額給付金を子育て観点でみるとひと

り親世帯への受給額が両親がいる世帯に比べて１０万円少なくなります。また、現在国が二次補

正予算で１世帯５万円以上のひとり親世帯への支援が８月に給付されるという話も聞いておりま

す。今回の町の給付金は７月支給を予定しており、できるだけ早いひとり親世帯への支援と国の

給付金が支給されるまでのつなぎの支援として３万円とさせていただきました。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 根拠はそういったお考えで取り組むということなんですが、この総額４

０５万ということは単純に割り算すると１３５世帯ですかね、支給対象世帯がそういうことなん

ですが、ここで児童扶養手当は制度上、障がい年金を受給されている方は対象にならないと思う

んですが、この独自の政策においては、そういった今の障がい年金受給者とか、遺族年金の受給

者は対象外という児童手当、扶養手当は対象外になっていると思うんですが、独自の政策はそう

いった方も対象にするということでしょうか。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） 今回考えておりますひとり親世帯への特別給付金なんですけ

ど、あくまで児童扶養手当の受給世帯に支援することを考えています。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） この３万円というのは受給者からすれば、金額が多いのは誰も文句言わ

ないと思うんですが、３万とした根拠もお聞きしたんですが、これはもし今の地方創生臨時給付

金を活用して取り組むとなればまた追加ということもあり得るのかなと思ったりします。先ほど

受給者の基準日は５月１日現在と言われたと思うんですが、例えば今日住所変更で住民になりま

したということは、そういった方もその支払いの対象として取り扱うように考えておられますか。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） 今回の手当の受給対象者としたのは、５月受給者でございま

す。５月受給者というのはいわゆる小学校が３月、４月と休校になったというところで、５月の
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受給者ということは、４月の生活状況をみて５月の受給者に支援をするということを判断させて

いただきました。すなわち５月１日時点で内子町に住所がある人、そして、４月にコロナウイル

スの小学校休校等により影響を受けた５月の受給者を対象としておりますので、今回、６月にも

し内子町に転入された方がおられましても、その方は今回は対象外になります。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今、転入されても対象外ということなんですが、やはり交付金の目的か

らすれば手を差し伸べてほしい。その人にやっぱそういった支援が行き届くような方策をやっぱ

考えるべきではないかと思うんですが、その辺、また検討していただいて、そういった取り組み

をしていただいたらと思います。内子町は、住みよい町、子育てしやすい町として銘を打って頑

張っている町ですから、そういった政策対応についてはスピード感をもって対応していただいた

らと思います。それでは、以上でこの２項目終わりまして、次の（３）に入りたいと思います。 

３点目は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除された後、再開後も客足は

見込めず、経営者から「光が見えない」という声を聴きます。町内の飲食業を支援するプレミア

ム付き前売り応援券の発行を検討してみてはどうかいうことで伺いしたいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） 「プレミアム付き前売り応援券の発行の検討」に関するご質問

に関して答弁させて頂きます。新型コロナウイルス感染拡大の影響は、特に、全国に緊急事態宣

言が発せられて以降、飲食店を中心に売り上げの低迷が続いており、終息後の町内事業所の振興

につなげるため、現在、内子町商工会と連携して「プレミアム付き応援チケット」を検討してお

ります。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） このプレミアム付き応援券なんですが、先ほど町長のあいさつの中にも

ありましたように、今の商店街を活気づけるために、内子まちづくり商店街共同組合が寄附金を

活用してプレミアム商品券を販売しておられます。売れ行きは好調で高い経済効果を得られるな

らば全町を巻き込んだ事業に手を差し伸べたいというようなことを考えておられるのですが、こ

れいいチャンスだと思うのですが、町もこういったことで今の商店街が取り組んでおる商品券に

対して手を差し伸べるということは全く考えておられんのでしょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 現在の内子まちづくり商店街共同組合の商品券は、限定された

店舗での取り扱いとなっております。今回は全町の事業者を対象に商工会と連携して取り組みた

いと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 



令和 2 年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

‐ 12 ‐ 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今言われるように、商店街を限定的なことだと思うんですが、全町上げ

て商品券を考えているということですので、町の活性化につながるようなことでより活発にそう

いったことに取り組んでいただいたらと思います。 

 ここでこの新型コロナの影響で冒頭でもあいさつの中に入れておったんですが、宿泊、観光、

飲食業等でどれくらいの被害を今受けているのか。現状は把握されておられたらお聞かせいただ

きたいと思います。また、観光等で終息後の取り組みについてどう考えておられるのかお聞かせ

いただいたらと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 現在、飲食業の２月から４月の直近１カ月の対前年度比売り上

げの減少率を見てみますと、約４，４００万円の減少になっております。これは１か月のみとなっ

ておりますのでコロナウイルス関連の２月から５月まででしたら、それ以上の金額が出ているん

ではないかなと思っております。観光業へ対しての支援の関係なんですけれども、現在、飲食業

ばかりではなく、観光の町内子としても観光客が非常に激減している。皆無の状況になっており

ますので、また、支援策を考えていきたいというふうに考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今、言われるようにいろいろなアイデアを出していただいて町の活性化

につなげていってほしいと思います。以上で今の３番を終わりまして、次の（４）に入らせてい

ただきたいと思います。 

４点目なんですが、新型コロナウイルス感染症で農林業も打撃を受けているとお聞き致します。

町内の葉物野菜農家、花卉栽培農家も影響を受けているんじゃないかと思いますが、影響を受け

ている状況等が分かればお聞かせをいただいたらと思います。また、木材価格低迷を受けた支援

策として価格差を補填する支援策を検討してみてはどうかということでお伺いをしたいと思いま

す。なお、今回の６月補正予算で、予算書２４ページに振興木材搬出事業についてとありますが、

これの内容等についても併せてお伺いをしたいと思います。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

〔山中保正農林振興課長登壇〕 

○農林振興課長（山中保正君） それでは、新型コロナウイルス農林業への影響と木材価格低迷

を受けての独自支援策について答弁をさせていただきます。農業では、直売所、ＪＡなどの販売

金額について、２月から５月を見てみますと、例年この時期は出荷量も少なく、前年比１割程度

の減収となっています。特に落ち込みが大きかった花農家につきましては、経営安定補助金を利

用されております。現在、町内農家への影響は限定的ですが、今後内子町の主力である落葉果樹
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のシーズンに入るため、市場の動向を注意深く見守っていく必要があると考えております。また、

今朝の愛媛新聞にも掲載されていましたように、八幡浜支局新型コロナウイルス農業対策協議会

が設立されておりますので、愛媛県や他市町と連携を密にし、各種対策事業に取り組んでいきた

いと考えております。一方林業では、例年この時期は、木材価格が下がる傾向でございますが、

新型コロナウイルスの影響で住宅着工件数の予測が不透明になり、建築材の流通が悪くなったた

め、１月後半から５月にかけまして杉・ヒノキの原木平均価格は１㎥当たり１万７７２円となり、

過去３年間の同時期の平均に比べ、１㎥当たり１，０２５円のマイナスで８．７％の落ち込みと

なっております。木材価格低迷を受けた独自支援策といたしまして、木材流通を維持するため、

森林整備を行い、搬出された方に対し、予算の範囲内で木材搬出補助金を交付するための制度を

作り、６月補正で７５０万円を計上しております。今後も、状況を見ながら各種団体とも情報を

共有するとともに生産者の立場にたって、支援をして行きたいと考えています。以上でございま

す。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 只今の説明での林業振興、木材搬出事業で７５０万円を予算していると

いうことなんですが、私も木材のことは詳しくないんですが、７５０万とした根拠、どういった

事業内容かを少しお聞かせいただいたらと思います。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） ７５０万円の根拠についてご説明を致します。１㎥あたり５０

０円１万５，０００㎥を予定しております。１年間の出荷量が約３万㎥となっておりますので、

約半分程度７５０万の予算で対応できると考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） ということは、木材搬出事業に㎥あたり５００円を出すということはよ

かろうが悪かろうが言葉は悪いんですがいい材料も悪い材料もひっくるめた要は山から出すこと

によっての手当、㎥当たり５００円ということで理解しとってよろしいんでしょうか。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 今回の補助金はコロナ対策のものであり、すべての搬出材につ

いて補てんするものでございます。価格の低い木材についても補てんしておりますので、価格差

について補てんすることは考えておりません。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 私の言いました価格差を補てんしたらどうかということについては今の
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二重払いみたいになりかねないというようなことだろうと思うんですが、そういったことで山か

ら出される山主さんに㎥当たり５００円還元するという事業だと思いますので、ぜひ今の宿泊、

観光以外の農業、林業にも手を差し伸べるということでいい取り組みだと理解しております。ぜ

ひ、進めていってもらいたいと思います。農業の方なんですが、先ほど柿の栽培農家の落ち込み

が大きいということをちらっと聞いたんですが、私もコロナの関係で冠婚葬祭の取り組みも縮小

されて花の流通が非常に落ち込んでいるんじゃないかと思っておったんですが、今の花卉農家も

含めてからりとか、せせらぎ、ＪＡの出荷状況等、どういった状況にあるか分かれば説明いただ

いらたと思います。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 農産物の販売金額でございますが、２月から５月までを見てみ

ますと、からりでは対前年度比の９１％、せせらぎについては、９２％、農協関係については、

９０％の売り上げとなっており、１割程度の減収となっているところでございます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 先ほど、７５０万の根拠の中で１㎥５００円、１万５，０００㎥の７５

０万と言われたと思うんですが、これは月に換算すれば３，０００㎥になるんですかね。これ出

荷、山から出されるそれを対象とする期間、いつからいつまで出される方が対象にするとか年度

出荷者が対象となる。期間はどういった設定をされているんですかね。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 森林組合の方に尋ねたところ、年間の出荷量が約３万㎥です。

それで換算しますと、半年分くらいな補助になると考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） わかりました。今の山から出された場合の手当をするということですの

で、ぜひ進めていってもらいたいと思います。農業も林業もすべて厳しいというような状況であ

りますから、少しでも手を差し伸べるということで取り組んでいただけたらと思います。これで

終わりまして、次の（５）番に入りたいと思います。 

 ５点目なんですが、梅雨入りをして、これからやってくる大雨や台風の季節となります。そし

て、いつでも起きうる地震、自然災害は、新型コロナウイルスが流行していても起きる可能性が

あると思います。災害発生に備えた避難体制の構築と特に避難所の整備における感染症対策につ

いてどのように考えておられるかお伺いをしたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 
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○総務課長（山岡敦君） 今のご質問に対しまして私の方から避難体制の構築について、それか

ら避難所での感染症対策について、この２つに分けまして、ご答弁させていただきます。 

まず、避難体制の構築につきましてです。避難の基本につきましては今まで通り、避難所を開

設して、住民の方に避難していただくという形となります。災害の種類や程度により対応は変化

して参りますが、まずは、迅速な避難所開設を基本とし、住民の皆さんには、新型コロナウイル

スに感染することを恐れて避難を躊躇するようなことなく、身の危険を感じた場合には速やかに

避難をしていただくよう呼びかけます。避難所開設後は、避難所の衛生管理に注力をしていくと

いうことになろうかと思います。新型コロナウイルス感染を防ぐためには、３密状態をつくらな

いこと、そして万が一、感染が疑われる避難者が避難した場合の対応、これが大変重要になって

まいります。避難所運営については、国や県が示す「避難所運営の留意点」を参考に、可能な限

り避難場所を、またより広い場所を確保するとともに、避難者の状況に応じて小グループに分散

できる部屋の確保など、そういった対応が望ましいというふうにあげられておりますけど、職員

の人的配置の面、また避難所のハード面から既存施設ではある程度限界があると考えております。

内閣府や愛媛県が周知を図っている、避難所でない安全な場所へ避難する「分散避難」も一つの

選択肢であると考えております。また、ご自分のいる場所が安全で危険が及ばない場合というこ

とも想定されます。こういった場合には、避難所に避難することによって、感染リスクが高まる

という危険性もありますので、そういった場合には自宅待機、あるいは垂直避難というようなこ

とも考えていかなければならないところでございます。 

続いて、避難所での感染症対策についてでございますが、感染症対策においても国や県が示す

内容に沿って対応し状況に応じて臨機応変に対応してまいりたいと考えております。基本的なこ

とになりますが、避難される方についてはマスクの着用とこまめな手指消毒、検温に必ずご協力

いただくこと。また、避難していただく際には、マスクはもちろんのこと、マイ石鹸やマイ体温

計、マイタオル、マイコップなど、コロナ対策に有効な備品を「避難用持ち出し袋」の中に追加

していただけたらと考えております。避難所の共用部分については、定期的な消毒などの徹底が

必要でございます。そのために必要な物品も拡充するようにしています。災害対策本部では、予

定も含めて備蓄品、備蓄量として、マスク４万枚、手指消毒液１９０リットル、避難所消毒用原

液１２リットル、使い捨て手袋１，８００枚、ペーパータオル３万２，０００枚などを準備して

おりまして、必要な方に必要数届けられるよう万全を期す考えでございます。また、従来から行っ

ております、避難所での職員による健康管理等も実施してまいります。そのための必要備品とし

て、非接触型体温計、フェイスシールド、防護服なども購入予定としてございます。以上、答弁

とさせていただきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今の避難所の体制の構築、避難所の整備について詳しく説明いただいて、

取り組みが進んでおるなということで理解しております。ただ、先ほど消耗品の購入ということ

で１，１００万利用して、マスク、体温計、消毒液、購入されておるんですが、先ほど答弁にマ

スクは４万枚購入されたということですから、町民一人あたりには行き届くということで理解し



令和 2 年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

‐ 16 ‐ 

ておるんですが、もし避難所において必要という時には間に合うということで理解してよろしい

でしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） その通りでございます。必要に応じて必要数を避難所にお届けしたい

というふうに考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今、課長の方から答弁いただいてそれぞれ避難所での３密を防ぐ対応、

あと避難の方法での分散避難というんですかね、そういったことも考えておるということで町民

も安心できるかなと思っておるんですが、避難所の分散、避難した時にじゃあ避難所として指定

している場所が足りないということになれば宿泊施設を利用させていただくとかいうことがある

かもしれません。そういった時には、今の宿泊施設に対しての宿泊費ですかね、それらの助成も

考えるべきかなと思ったりするんですがその辺はどうですか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 国の方からこちらの方に対応マニュアルというのが届いております。

それを見てみますと、町内のホテルとか旅館についても避難所として利用することも考えてほし

いというような内容でございます。特に人口が過密するような都市部におきましてはやはりいろ

いろなところに分散して避難するのがコロナ感染対策については有効であろうと思いますので、

そういった施設を有効的に活用するということにつきましては、検討していかないといけないと

思います。もちろん内子町においても災害の程度によりまして当然そういったような状況になり

ましたらお願いするような形になろうかと思いますけど、そのために準備として旅館やホテル側

との災害協力協定でありますとか、今、おっしゃられた宿泊に対する協力金とか、また従業員さ

んたちにも対策の方法等しっかりとした対応をしていただく必要がございます。じゃあ一足飛び

に部屋があいているからすぐにということについては、なかなか準備もかかるということにもな

りますし、町内の状況を見てみますと、町内各地に旅館とかホテルがあるわけではございません。

中央部に集中している、しかも数に限りがございますので、これはあくまで選択肢のひとつとし

て将来、このような形で利用するということも考えて参りたいと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） いろいろと説明いただいたわけですが最後に、避難所の運営マニュアル、

これらはやはりコロナによっての今までの災害等だけのマニュアルができとったんかなと思うん

ですが、このコロナによって見直しも必要かと思うんですが、その辺の検討はされておるんでしょ

うか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 基本的にはこの新型コロナウイルスに特化した今回の避難所運営とい

うことで、これは国からの通知あるいは愛媛県の発表している資料に基づいて当町でもこの指針

に基づいて同様に対応していきたいと思います。内容につきましては、現在、早急に町民の皆さ

んにお知らせしたいと考えておりまして、たちまちはホームページで対応、避難所運営について

の留意点、こちらの方をお示ししたいと考えております。あわせて町民の皆様に対しましても今

月、今準備を進めているところでございますが、できるだけ早めにコロナ対策の状況の中におけ

る避難の在り方についてお知らせしたいなと考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今まで新型コロナウイルス感染についての５項目についてお伺いいたし

ました。このコロナの対策の支援として国からの地方創生臨時交付金ですかね、これは補正予算

で１兆円、内子町に１億１，０００万くらいですかね、入ってきていると。二次補正では２兆円

ということですから単純に考えて倍は来るのかなと思うんですが、この交付金はいったいいくら

内子に入ってくる予定なのか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 一次補正の分につきましては各課から対象となる事業を集計致しまし

て、交付金の申請をさせていただいております。内子町におきましてはすみません手元に資料ご

ざいません、ちょっと探している最中なんですが、１億１，０００万あたりだったかと思います。

それから二次補正の分については、内容等、金額等の提示がございませんので、内子町にどれだ

け交付されるのかということについては、まだ不透明な部分がございます。でもそれに向けてど

ういったような事業が考えられるかというのは検討しておかないと有効に使えないということに

なりますので、そういったことも早急に町内で取りまとめて準備を進めて参りたいと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） 今の交付金を最大限に活用してぞれぞれの町民に支援をしていくという

うようなことで、今申し上げた対策が必要な人に着実に行き届くよう現場目線で迅速かつ柔軟に

対応してもらいたいと思います。そういったことで、１項目目終わりまして、最後、次の２項目

目に入っていったらと思います。 

 新深山荘建設についてお伺いいたします。５月全員協議会で説明のあった新深山荘建設につい

て、その後の新聞報道で新型コロナウイルスの影響で経営の見込みも立たない中、計画通りの建

設推進は困難と判断。「町民の暮らしや事業継続が危ぶまれる状況が続いており、今はコロナ対策

に注力すべきだ」とし、「場合によっては白紙の段階から計画を見立てる必要もある」とありまし

たが、コロナ収束後の取り組みをどのように考えておられるのか伺います。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 
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○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

〔畑野亮一小田支所長登壇〕 

○小田支所長（畑野亮一君） それでは、新深山荘建設に関するコロナ収束後の取り組みについ

て、答弁させていただきます。新深山荘建設計画につきましては、ご質問にありましたとおり、

新型コロナウイルスの影響を鑑み、一時凍結とさせていただいております。今後につきましては、

経済の回復状況や観光の動向を見定めたうえで、計画の見直しも含めて検討させていただきたい

と考えています。コロナ収束後の世界について現時点で予測することは困難ですが、３密を避け

るうえで、換気を考えなくてよい野外でのキャンプや、他者と接触することなく利用できるコテー

ジやバンガロー等の需要が伸びることは、十分考えられます。現在の新深山荘建設計画は多くの

関係者の努力と労力の賜物であり、これまでに経費も費やしていることから、できる限り現在の

設計を生かして実現したいと考えておりますが、今後の動向によりましては、新聞報道にもあり

ますとおり、白紙の段階から計画を見立てる必要もあると考えております。なお、今年度につき

ましては、当初予算で渓谷遊歩道の改修計画にかかる経費をお認めていただいていることから、

そちらの取り組みを始めています。また、これとは別に秋の紅葉シーズンに備えて、来訪者に快

適に過ごしていただくための準備を検討しています。具体的には、休憩場所の設置、飲食物の販

売、キャンプ場の貸し出し体制の整備、ホームページでの情報発信、来訪者アンケートの実施な

ど、将来を見据えた試験的な取り組みを実施したいと考えております。以上、答弁とさせていた

だきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） この点について町長にお伺いしたいと思います。先ほど申し上げました

ように新聞報道では白紙の段階というようなことが出てきたんですが白紙ということは断念もあ

り得るということで理解してよろしいでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 今、答えましたように、状況がまだ見えません。今までせっかく積み上

げてきたわけですからそれを生かすということは当然考えていかないといけないと思います。そ

れがひとつ。それから、生かすにしても支出的なものを修正するということもあるかもしれませ

ん。これも今後の動向の中で深山荘のあのゾーンがいったいどういうふうな賑わいの場になるの

かということは現段階ではまだ分かりません。そういうふうなことも踏まえていろいろな面から

検討していかないといけないということで現段階でこうだということはなかなか断言できる状況

ではないというふうに思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） まずは、この新型コロナウイルスに全力を傾けるということで取り組む

ということに専念していただきたいと思います。以上で私からの質問を終わります。 
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○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先ほど第一次補正の臨時特別交付金でございますけど、額が１億１，

３７９万４，０００円でございます。以上でございます。 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩します。午前１１時３０分から再開します。 

 

午前１１時１８分 休憩 

 

午前１１時３０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、大西 啓介議員の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 議席番号１番、大西啓介です。会議規則及び申し合わせ事項に従い、一

般質問を行います。私も今議会より導入された最初から一問一答方式での質問とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

さて、今回の質問は全て新型コロナウイルス感染症対策についてです。私、前３月議会一般質

問の際、新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、「飲食店や観光業の損失は計り知れませ

ん。１、２週間がヤマ場と言われていますが、この未曾有の事態に対して、内子町行政としても、

しっかりとアンテナを張り巡らせ、国・県や商工会などと連携し、スピーディーできめ細かい対

応をしていただきたいと切に願います。」と申し上げました。その時点では、まさかここまでの事

態になるとは考えておらず、冒頭あいさつの中で触れただけでした。しかし、その３ヶ月後、現

在においても、国内の新たな感染者の発生が止まったわけではありません。最近のニュースでは

アジア圏や欧米で少し和らいできた感が見て取れますが、南米など国によってはまだまだこれか

ら酷くなるということも伝えられております、また日本国内でも第２波、３波が来ると言われて

おり、実際につい先日、北九州市の小学校でクラスターが発生し、関東では現時点でも「東京ア

ラート」が発令中です。もちろん町内でも、飲食店やサービス業を中心に、大きな影響が出てお

ります。商店街を歩く人の姿は消え、売上は０になり、不安な気持ちを抱えながら、日々を過ご

す商店主達。私は商店街組合の代表もしておりますが、そんな方々の相談数は日に日に増加し、

その内容は深刻になってきていました。そんな中、商工会、観光協会、内子並びに小田の料飲組

合、そして商店街組合、全ての団体から「コロナ禍に対する支援策」の要望書を町長に提出した

ところ、極めて迅速な対応をしていただきました。おかげさまで私の知り得るところではまだ一

人の廃業者も出ておりません。一事業者として、またそれぞれの団体に係わる一人として、厚く

お礼申し上げます。本当にありがとうございます。実際にその補助金、さらには国・県の様々な

支援のお蔭で、「当座の生活ができる。」「不安が小さくなった、もう少し我慢できそうだ。」とい

う声が届いており、私も一息つけたところであります。更に、ご挨拶の中でもありましたが、町
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長からは「町内飲食店で役場職員の昼食用に弁当を取ってはどうか」とご発案いただき、実際に

毎日数十単位で注文をお受け致しました。また、銀行など従業員を抱える企業にもご連絡いただ

き、いわゆるトップセールスで飲食店のご支援もいただきました。そして、ある役場職員さんか

らは、「給付金の１０万円を寄付したい」というお申し出を頂き、内子まちづくり商店街組合加盟

店で使える「うちまちプレミアム商品券」がスタート致しました。職員さん以外でも一般町民の

方々からの寄付も含め、総額は２５０万円を超えます。組合の予算も併せた総事業費およそ３０

０万円からの直接消費額、商品券の発行額になりますが、１，０００万円以上を見込む事業とな

りました。さらにポイント制度などの活用により、間接的には数千万円の経済効果が見込まれる

と思われます。重ねて、理事者並びに全ての町職員の皆様に、心よりお礼申し上げます。こういっ

た危機的な状況下においては人間の本心が出ると申します。私はこの内子町が大好きなんですが、

ますます、この内子町は素晴らしいと胸を張って言えるようになりました。今後も国や県、町か

ら様々な支援策が出てくると思われます。その効果が次は全町に広がるよう、商店街代表として、

また個人として、精一杯努め、恩返ししていきたいと思います。さて、皆さんを褒めてばかりで

は質問になりません。そろそろ本題に入りたいと思います。 

町長ご挨拶の中でコロナウイルス対策に対して触れられております。また前質問者の答弁にも

あったと思います。いろいろと重なる部分もあると思いますので、割愛等されてよろしくお願い

します。最初の質問です。経済・教育・生活環境等において、現在内子町が実施している「新型

コロナウイルス感染症対策事業」の内容と、事業者や各家庭における活用状況はどうなっていま

すか。それぞれの予算額と執行状況も含めて、お答え願いたいと思います。 

○議長（森永和夫君） 只今の大西啓介議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） それでは、新型コロナウイルス対策の現在、内子町が実施しており

ます新型コロナウイルス感染症対策事業の内容と、事業者における活用状況に対するご質問に関

して答弁させて頂きます。まず、新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業についてでご

ざいます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者の資金繰りを支援するため、

セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証の規定による認定を受け、愛媛県が新たに創設

した低金利の「新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用し融資を受けた方に、３年というの

が多い中でございますが、当町におきましては５年間、全額利子補給をするものでございまして、

今年度分として３２０万円、債務負担行為では、令和３年度から令和８年度までの利子補給分と

して２，１８０万円の予算を計上しております。申請件数は、５月末現在におきまして７１件、

令和２年度支給分は、７６８万７，０００円となってございます。 

次に、事業者等経営安定補助金でございます。新型コロナウイルス感染症に伴う事業者に対す

る追加支援策と致しまして、事業者等が国等の融資制度を利用した場合、売り上げの減少率に応

じ、融資額の３分の１以内、上限５０万円を補助する新たな制度「事業者等経営安定補助事業」

に７，５００万円の予算を計上しています。申請件数は、５月末現在におきまして４４件で、２，

１４９万９，０００円でございます。 
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次に雇用調整助成金でございます。雇用調整助成金を利用した者に事業所の負担分として上限

１００万円を助成する新たな制度に２００万円の予算を計上しております。この事業につきまし

ては、今のところ申請はございません。 

次に、緊急小口資金貸付事業についてでございます。生活に困窮する世帯や事業者への支援と

いたしまして、内子町社会福祉協議会が申請窓口となっております緊急小口資金貸付事業がござ

います。貸付額は１０万円、特例の場合は２０万円となっており、貸付に関する相談は２８件、

貸付実績はそのうち１１件、貸付総額は１９０万円でございます。この他、失業で生活資金にお

悩みの方には生活再建プランの作成など、生活再建を総合的に支援する生活支援費貸付事業がご

ざいますが、こちらの貸付実績は現在のところございません。 

次に、感染予防のためのマスク等の配布でございますけれどもこの件につきましては、行政報

告で町長が報告した通りでございますので、省略をさせていただきたいと思います。 

次に、内子町子育て世帯への臨時特別給付金でございます。一般会計補正予算（第３号）の専

決予算で、子育て世帯を支援する目的から、児童手当を受給する世帯に、対象児童１人つき１万

円の臨時特別給付金を給付する予算、１，８０４万円を計上させていただいておりますが、招集

挨拶で申しましたとおり、６月１１日に公務員を除く子育て世帯に支給する予定でございます。 

次に、特別定額給付金事業でございます。住民に一律１０万円を支給します「特別定額給付金」

とその事務費として１６億４，１４９万円を計上しております。５月末日現在で、対象世帯数７，

１２３世帯に対しまして、受付の件数が６，４７３件、率にしまして９０．９％でございます。

うちオンライン件数が８７件、１．２％となってございます。給付金額の金額と致しましては、

１４億３，３７０万円、世帯で申しますと６，０８６世帯で８５．４％となっております。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品等の購入費、現予算で対応している分でご

ざいます。具体的には、体温計の非接触式、赤外線でございますが、４３個、購入をしておりま

す。また、マスク、４万２，７５５枚。消毒用アルコールまた、飛沫防止クリアパネル４０枚。

その他、キッチンペーパー等の購入をしておりまして、合計で ３１５万４，３２２円を支出して

いるところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） さまざまな対策をしていただいてありがとうございます。その中で最初

におっしゃっていただいた利子補給について予算をオーバーしているとお聞きしたと思うんです

が、こちら専決で決まった議案だと思うんですけど、また予算に届いてない部分、そこまでいき

そうにない部分、事業あると思います。その辺の再分配は可能と理解してよろしいでしょうか。

予算足りない分こっちからもって行けるよということでよろしいでしょうか。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） 予定で組まさせていただいておりますので、不足する部分は当然補

正対応で今後対応していきたいと考えております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） ありがとうございます。そんな中で政府のいろいろなコロナ対策事業、

内容がたびたび変わって、県や町の対応も大変だったと思います。そんな中で、県の支援策、町

の支援策が重なっている部分もあったかと思います。利子補給等、割合等について。これも途中

で県がみますよということになったりいろいろ変化があったと思うんですけど、現在、そういっ

たことでこれは町の負担がだいぶ減りましたという事例などはありますか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） 政府の対策事業内容変更による、その内容や補助率等が変化し

たものはあるかに対するご質問に関して答弁させて頂きます。国においては、議員ご指摘のとお

り、日に日にといっても過言ではなく、各種支援策が出されている状況で、内子町では、その中

の一つであります雇用調整助成金に対して、４月１７日専決予算において、内子町新型コロナウ

イルス感染症対策雇用調整助成金を創設しており、国及び県の支給残を助成することとしており

ます。しかしながらその後、国の追加経済対策として２次補正予算案が示され日額上限の引き上

げ及び、支給率の改正も行われる予定となっております。また、融資制度の対象業種の追加や、

適用期間の延長、中小企業生産性革命推進事業、いわゆる持続化補助金、ものづくり補助金、Ｉ

Ｔ導入補助金の補助上限と補助率の拡充が行われております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） いろんなところから拡充がされて使いやすくなるというのが一番の対策

だと思われます。また分かりやすくいろんな事業者への説明もまたお願いしたいと思います。 

３番目の質問ですけど、そんな様々な支援策について、事業者の申請のタイミングで先ほどの

話と被るんですが、不利益が発生してはいるような事例はないでしょうか。例えば３月に融資を

受けた事業者と５月に融資を受けた事業者では、金利や返済について格差が発生しているなどで

す。また、生活費として社会福祉協議会の融資制度を利用した場合なども同じなんですけど、融

資の上限額が途中で変わりました。１０万円から途中で２０万円に増え、また継続的に融資が受

けられるという制度に変更があったわけです。こういったことで３月に申し込んだ方と５月に申

し込んだ方で苦情まではいかないかもしれませんが、相談があったとかいう事例はございません

か。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それにより、事業者の申請のタイミングで不利益が発生しては

いないかのご質問に関して答弁させて頂きます。先の答弁との関りがあるかどうかは分かりませ

んが、融資実績から見てみますと、３月と４月若しくは５月に融資を受けられた事業者とでは、
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融資の限度額と返済期間に違いはあるものの、利率についてはいずれも実質無利子となっており

ます。ただ、４月６日以降に愛媛県独自枠の融資制度を受けられた方は、町独自に５年間の利子

補給を受けられることから、他の融資制度は３年間無利子なのでその違いはあります。また、生

活緊急資金として社会福祉協議会の融資制度もあり、融資手続き決裁に時間がかかることから、

資金繰りが間に合わないなど、同時に融資を受けられた方もいらっしゃると思います。以上、答

弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） ありがとうございます。さまざまな制度の中で各事業者がまた各家庭の

方々が不利益が生じないように対応していっていきたいと思います。 

４番目の質問に移ります。コロナウイルス感染症の影響により、仕事がなくなり、収入が減り、

生活困窮家庭が増加しているというニュースも耳に致します。ひとり親家庭の支援は、いろいろ

と先程来お聞きしておりますが、それ以外の世帯について生活困窮がどうなっているのか。調査

等実施されているでしょうか。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） 生活困窮者への調査の関係なんですけど、現在、町内全体を

対象とした調査は現在おこなっておりません。町内の状況調査につきましては、今月末のひとり

親家庭医療受給者の受給者証更新手続きに合わせて、それの受給者に対してアンケートを配布し

たところです。対象世帯は１０９世帯でございます。アンケートでは世帯の状況や雇用、新型コ

ロナウイルス感染症が仕事や家計に与えた影響などについてお答えいただくように、お願いをし

ているところでございまして、調査結果を今後のひとり親家庭支援の参考にしたいと考えており

ます。生活に困窮する世帯や事業者への支援については、内子町社会福祉協議会が申請窓口となっ

ている緊急小口資金貸付事業をご案内しております。貸付に関する相談は２８件、貸付実績はそ

のうち１１件です。貸付総額は１９０万円です。この他、失業で生活資金にお悩みの方には生活

再建プランの作成など、生活再建を総合的に支援する生活支援費貸付事業がございますが、こち

らの貸付実績はございません。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） なかなか目に見えてこない、声が届いてこない生活困窮者っていらっしゃ

ると思いますので、また行政の方でもアンテナ張って情報発信等お願いしたいと思います。 

次の質問に移ります。最近、インターネットのニュース等でみたのですけれども、コロナ対策

事業における予算確保の手段の一つとして「ふるさと納税」制度を活用する市町村が増えてきて

いるそうです。その理由として、もちろん税収増を目的とする面もあります。コロナ対策費とし

て国からの交付金もあると思いますが、予算は多いほど対策も広く実行できます。また、商業に
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限らず、農林業へも直接支援も可能です。困っている事業者の商品や産品等を返礼品登録すれば、

アイデア次第で全国に向けて販売を伸ばすことができます。内子町の「ふるさと納税」窓口であ

るインターネットサイト「ふるさとチョイス」でもコロナ対策支援への寄付窓口としての活用を

呼び掛けていますが、内子町において、今後コロナ対策予算確保の手段として「ふるさと納税」

制度の活用を予定されているでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、現在、町において、

感染拡大の防止、それから雇用の維持と事業の継続など、様々な制度を創設して支援等を行って

おり、また、今後も様々な支援制度の創設を計画しております。そこに必要な財源確保につきま

しては、非常に重要な課題でございます。財源のひとつとして、国では、新型コロナウイルスの

感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創

生を図るため、先ほど議員からもございましたように、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ

細やかに必要な事業を実施できる「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」、こちら

が創設をされているところです。町といたしましては、この臨時交付金や、財政調整基金を優先

的に活用して新型コロナウイルス感染症対策事業の財源を確保するということにしてございます。

「ふるさと納税」制度を利用して積み立てております「エコロジータウン内子ふるさと応援基金」

につきましては、納税者が選択した使い道に優先的に活用する予定でございます。寄付者からの

特別な使途希望がない限り、条例で規定する基金目的に沿って運用を考えていきたいと思います。

また、ご質問にありました新型コロナウイルス対策のために寄付を募るという呼びかけについて

も現在のところ、予定はございません。ただし、町内の事業者、返礼品の運用によって町内の事

業者が少しでも潤うという考えについては、私も同感でございます。そのために町内の返礼品の

拡充についても精力的におこなっておりますし、現在、愛媛県で統一して共通返礼品を設けよう

というそういう動きもございます。こちらも新型コロナウイルスに特化した取り組みではないか

もしれませんが、県内の地場産業の振興に一つ寄与するものではないかなと考えております。以

上で答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） このふるさと納税制度、アイデア次第で様々な角度で様々な分野に支援

ができる制度だと私は理解しております。是非とも今後の活用をお考えいただければと思います。 

 次の質問です。政府の観光振興策「Ｇｏ Ｔｏキャンペーン」に対して、内子町独自の観光振

興策、または観光協会の支援などは検討されていますでしょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） ご質問に関して答弁させていただきます。「Ｇｏ Ｔｏキャン
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ペーン」は、当初７月頃から利用できるようでしたけれども、現在、国の二次補正案審議の中で

事務委託先について再公募される予定とされ、キャンペーン開始が遅れる可能性もある中で、こ

の「Ｇｏ Ｔｏキャンペーン」とは別にコロナ収束後に、観光客をいち早く引き戻すために、観

光の町ならではの施策が必要であると考えております。現在、内子町観光協会と連携し、町独自

の支援策を検討しているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 私もその観光事業者の一人であります。現在の状況がいつまで続くのか。

このコロナがどこまで影響が続くのかというのは本当に分からない状態ですが、ただ少しずつ人

は動き始めております。ひょっとしたら秋くらいには動き始めるのじゃないかなということも想

定した上でいろいろと対策事業を私自身も個人事業としても考えておりますし、町としてもタイ

ミングがいつになってもいつでも取り込んでいける、消費を内子町に落としていただけるような

施策を考えていただければと思います。観光協会内でもいろいろなキャンペーン等アイデアが出

ております。そのあたりと一緒に検討していただいて今後も支援策の方をお願いしたいと思いま

す。 

 次の質問です。今後、商業以外にも様々な分野において、この新型コロナウイルス感染症の経

済的な悪影響が広がっていくのは間違いありません。先程来、ご答弁いただいた支援策の他に、

内子町として実施を検討しているコロナ対策・支援事業はあるかお尋ね致します。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） ご質問に関して答弁させて頂きます。事業者向けにこれも現在、

国の二次補正案となっておりますが、「特別家賃支援給付金」の給付残の給付と、先ほど久保議員

のご質問のところでも答弁させていただきましたけれども、内子町商工会と連携して「プレミア

ム付き応援チケット」を検討しております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 家賃支援については、私の方にもいろいろとさまざまな方からそういう

支援があればいいという声も届いております。ぜひとも実現させていただきたいと思います。 

 続きまして、８番目の質問に移らさせていただきます。小田分校がオンライン授業に取り組ん

だと先日、新聞記事に掲載されました。熱心な先生がいらっしゃって実現したと伺っております

が、小・中学校でのオンライン授業も早急に進めるべきだと考えております。先日の全員協議会

の場でも申し上げましたが、もし第２波、３波が来た時にまた小・中学校が休校となると、オン

ライン授業が必ず必要となってまいります。というかやらなければ、すでにやっているところも

ございますので、やっているところと、やっていないところの学力格差が大きく開き、大問題に

なることが予想されます。準備も大変だと思いますし、先生方の慣れも必要だと考えます。しか
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し、子ども達の将来に大きな影響があることですので、とにかくスタートすることが大切だと考

えます。最新の機器でも必ず不具合は発生します。まずスタートして、やりながら軌道修正して

いくのが、デジタル時代の進め方です。実際にオンライン申請等、国の莫大な予算を使ってでも

いろいろな不具合が出るのがこのデジタル時代のやり方でございます。そういう意味でも、２波

３波が来てから準備を始めたのでは遅いと考えます。現時点で、町内小・中学校でのオンライン

授業に向けた取り組みは、どのような状況でしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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、ＩＣＴ教育の町内小・中学校での取り組み状況でござ

いますけれども、近年、教育現場でのＩＣＴ 活用は、教育政策上の重要課題とされております。

文部科学省もＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて進めておりましたが、今回のコロナウイルス

感染症の拡大によりまして、さらに早期実現に向けたロードマップが提示されております。当町

におきましても、まず、６月補正予算におきまして学校内の高速大容量に耐えうる通信ネットワー

クの整備、そして児童生徒 1 人１台端末の整備に係る予算を計上致しております。第２波も予想

されますことから、家庭でも繋がるオンライン学習環境の整備に向けての準備もいたしておると

ころでございます。今後も、ＩＣＴの活用により全ての子ども達の学びを保障できる教育環境を

スピード感を持って対応をしていきたいと考えております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） スピード感をもって進めていただくということなんですけど、この場合

の端末とはタブレットでしょうか、ノートパソコンでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 端末につきましてもどういうものにするか。関係機関、県だった

り、国だったり、各市町だったり、そういうところと情報交換をしておるところでございます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 最近のニュースで見たんですけど、私パソコン多少興味があっていろい

ろと勉強もしているんですが、今回のＧＩＧＡスクール構想の中でノートパソコンを子どもたち

に与えると、そのスペックとそのノートパソコンの費用、代金が釣り合わないということもいわ

れております。そのあたり今後導入するにあたって、検証する詳しい機関なり、方なりに聞いて

いただくなりしてスペックと機能がバランスがいいかどうかいうことも考えていただきたいんで

すけども、そういった取り組みもお願いできますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 
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○学校教育課長（泉邦彦君） 只今ご質問ありましたようにそれぞれ端末いい面、悪い面それぞ

れございます。そういったこと踏まえまして専門家の声でありますとか、また国、県等の関係機

関とも情報を取り入れながら最適な最良なものを購入して進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） よろしくお願いします。そのオンライン学習実施についてなんですけど、

まずやらなければいけないことは、各家庭でのインターネット環境整備だと考えます。そして行

政において、それが困難な家庭に対する補助・支援が必要になってくると考えておりまして、内

子町は周辺町村に先駆けて、光回線を全町に整備した町です。その恵まれた環境と申しますか、

今まで取り組んでいただいたその政策から少しの負担、費用で各家庭でインターネットの環境整

備ができると思います。ぜひ早急に環境整備をしていただくそのための支援策をお考えいただき

たいのですが、ご答弁お願いできますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今、ご質問ありましたように、例えば学校間であったり、家庭

での格差が生じてはなりませんので、そういった格差が生じないようなそういった施策を今後検

討していきたいというふうに考えております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） これは教育環境整備でございますので、ぜひともしっかりした調査と支

援をお願いしたいと思います。 

最後の質問になります。今回の新型コロナ感染について。その感染者やその家族などに対する

非難や中傷などはあってはならない行為です。しかし、県外ナンバーの車やまちを歩いている観

光客に対して、必要以上に非難するような言動、いわゆる「自粛警察」とも呼ばれるような行き

過ぎた行為も、実際に町内で目にします。またＳＮＳ上で、度を越えた非難的な書き込みも見受

けられました。現時点では、感染の心配も小さくなり、そこまでする方は見なくなりましたが、

もし２波、３波が来たとき、このような状況がまた再発し、更に深刻な事態になりかねません。

ちょっとしたことでトラブルや事件が発生しやすい不安定な社会になり、人々の心にも、経済に

も悪影響を与えてしまいます。実際、コロナウイルス収束にはまだまだ時間がかかると思われま

す。「緊急事態宣言」が解除され、県を超えて人が動き始めた現況において、町民の不安を和らげ

る「心」への対策や、冷静に対応するための呼び掛けなど、町として取り組んでおられることは

ございますでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 
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○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 心への対策や冷静に対応するための呼びかけでございますが、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、これまで生活の様々な活動の自粛をこれまでお願いし

てまいりました。仕事、学校、外出や趣味などさまざまな領域で生活の変化に伴い、町民の皆さ

んにも心身ともにストレスを受けられているのではないかと思っているところでございます。内

子町では新型コロナウイルスに関する情報提供につきましては、県内での感染状況に応じ、情報

提供が過多にならないよう、留意をしながら、回覧であるとか広報うちこであるとか、町内放送、

そういったあたりを活用し、正しく知り、正しく対策をすることに重点を置いた啓発に努めてま

いりました。町の公式ホームページでは、可能な限り速やかに情報の発信を行ってまいりました。

４月の８日には町内での感染者確認を受け、濃厚接触者については、すべての方のＰＣＲ検査が

行われたことや、二次感染の恐れはないことをお伝えするとともに、根拠のないデマや風評に惑

わされることのないよう、冷静な判断と行動をお願いし、我々が未だかつて経験したことのない

この難局を、みんなの力で乗り切ることを町長からのメッセージとして発信をしたところでござ

います。今現在、愛媛県においては新型コロナウイルス感染拡大により、心のケアが必要な方を

対象とした、こころの相談窓口を開設しておりまして、内子町の公式ホームページでもそのこと

について周知を行っております。また内子町でも保健センターでは随時、心の相談を受付けてい

るところでございます。また、社会教育施設や、社会福祉施設では感染症予防対策を十分に取っ

たうえで、施設の利用などを再開をしておりまして、厚生労働省が公表した、新型コロナウイル

スを想定した新しい生活様式の定着に向けた具体的な実践活動を周知し、再度感染が拡大する可

能性を極力抑えながら、感染症予防対策が今後長丁場となることに備え、以前の社会生活を取り

戻しながら、これまで行ってきた感染回避行動が生活様式として無理なく、そしてストレスなく

定着するよう、町民の皆様にお願いしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） ありがとうございます。少しコロナの感染拡大も落ち着いてきた状況で

す。皆さんの心が町民含めて世界中の皆さんの心が健やかに戻るように地域でも世界中でいろい

ろな取り組みをしていきたいと私個人も思っております。我々、民間事業者としても今回のコロ

ナ禍において消費が落ち込んだ状況において、さまざまな取り組みをしております。しかし、ワ

クチンや特効薬が開発されるまでは、元通りの世の中にはならないと思われます。町行政におか

れましては、今後とも事業者に町民に寄り添ったご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

もう一つだけ、内子町役場各課等において、歓送迎会が中止、延期になっておると思います。そ

ろそろ町の飲食店も再開しておりますので、そちらのご利用もぜひお願い致しまして、質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） 午前中の一般質問はここまでとし、休憩します。午後１時２０分から再

開を致します。 

午後０時１５分 休憩 

 

午後１時２０分 再開 
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○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野でございます。項目が少ないので今まで通り私は一括質

問をして一括答弁をいただき、その後一問一答方式でおこないますので、どうかよろしくお願い

します。 

今回の６月一般質問は、難しい質問ではありません。内子町総合交流促進施設、共同福祉施設、

俗にいう龍王温泉宿泊施設の進捗状況について質問したいと思います。新たな指定管理者の元、

龍王温浴施設をいち早く再開して欲しいという施設利用者の代弁であります。昭和１７年６月に

詩人の野口雨情が現在の龍王公園にある城跡を訪れ、「心して吹け 朝風夜風 ここは龍王 城

の跡」の詩を書き残したと言われ、公園の一角には記念碑が建立されています。野口雨情も訪れ

たという現在の龍王公園ですが、その歴史を調べてみますと、昭和４７年４月に内山地区施設事

務組合が設立され、昭和５０年５月に龍王福祉センターが竣工して開所され、昭和５１年４月に

財団法人龍王開発協会が設立されました。小田川沿いの龍王城跡に内子と五十崎の町並みが見渡

せる丘に昭和５１年５月に老人休養ホーム龍王荘が完成して開所されました。昭和５１年と言え

ば、町長が２５、６歳の頃の話でしょうか。私はまだ高校生で龍王公園の造成工事を遊びがてら

に見に行った記憶があります。昭和５５年４月に五十崎共同福祉施設が竣工して８カ年に及ぶ当

時の継続事業である龍王公園整備事業が完成しました。約３０年近くそのような形で運営されて

参りました。そして、平成１７年に内子・五十崎・小田が合併して新たな内子町として第２段と

言える龍王開発が進み現在に至っています。この龍王温浴施設の泉源でありますが、俗に龍王温

泉とは言われているのですが、実質は神南山の大久喜鉱山が栄えていた時代に、小田川を挟んだ

上宿間にある大登鉱山の調査ボーリングで出てきたのが源泉であると聞いております。今も県道

肱川公園線の小田川側の田んぼとの間にコンクリート造りの大登源泉のポンプ室があり、そこか

ら配管されたパイプにより道路に埋設され、豊秋橋を渡ってはるばると龍王公園まで引かれてい

ます。そこから公園駐車場南側の斜面に設置された１１６枚の太陽光パネルに送られて冷泉を沸

かしているシステムであったと思いますが間違いないでしょうか。単純泉で特徴は少ないが、特

記する点はＰＨ１０．５と高い冷鉱泉であります。無色透明で気持ちの良いアルカリ性の湯です。

ただ、大登鉱源泉の抑揚管の清掃をしても道路に埋設された管からの漏水により水量が不足気味

であり、合併して２年後の２００７年１２月に現在の龍王公園敷地内で４００ｍ程度のボーリン

グをしております。温泉と言える成分まで達しなかったが、現在の温浴施設を補える水量が得ら

れる噴出量であると報告を受けた記憶があります。日本人にとって、いつの時代にも温泉や公衆

浴場は癒しの場所であります。家に風呂があっても、大きな浴槽で手足を伸ばして入浴すれば 1

日の疲れを癒すことができます。また、この様な温浴施設を利用する背景には、精神的なゆとり

への欲求も関わっていると思います。家の風呂では得られない、解放感、他人とのコミュニケー

ションなどを通して、精神的な満足感を味わうことができます。私も地元の温浴施設でもありま
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すし、歩いて行ける場所ですので度々利用してきました。風呂に入ればいろんな話が出てきます。

特にサウナ風呂に入ると、一般的な世間話から始まり、その時々の社会情勢の話になったり、住

民に関心がある場合には行政運営についての賛否の意見になったり、住民それぞれの考えもあり、

私への質疑だけでなく議論が深まれば討論が始まる時もあります。今からですと、次期の町長選

挙の動向や町議会議員選挙の候補者等の話で賑やかな風呂場談議になる時期になってまいります。

オーベルジュ内子の温浴施設を利用されている住民の方々は、興味津々なために情報が早くて、

「指定期間満了となるために募集していた管理者への応募は無かったと聞くが今後はどうなる

の。」と早々に気にされていました。いつも利用されている町民の方は気が気でないようで、特に

今回のコロナウイルス感染による営業中止時には、皆さん大浴場やサウナに入れないストレスが

溜まっておられた様です。久々に営業が始まったオーベルジュ内子の風呂場では「やっぱり温泉

はええの。家の風呂じゃ疲れが取れん。」とか小田の大平から来られた方は「地元の町に温浴施設

が無いのはいけんぜ。」とか「1 日も早くオープンする様にしてよ。」との多くの利用者の声であ

ります。オーベルジュ内子の温浴施設・宿泊施設は、内子町を周遊する観光における「滞在」に

寄与できる重要な施設であり、オリエントホテル高知が指定管理となり現在の施設になったのは、

既存施設にはない別のクオリティを求める観光客をターゲットとして、内子町に既にある宿泊施

設とかぶらない様にとの考えで、オリエントホテル高知の提案を選考されたと当時の河内町長の

話であったと記憶しています。龍王温浴施設を利用されている町民の方は、オリエントホテル高

知が応募されなかった事により、施設再開や運営が今後どの様になるのか心配されておられます。

５月１５日の全員協議会では、新たに指定管理者を募集され、新たに改修工事をするとの説明で

あったのですが、以下について質問します。 

町長は町が指定管理で任せる宿泊施設や公共の温浴施設の理想の在り方はどうあるべきと考え

ておられるか質問致します。 

２番目に龍王温浴施設を利用されている町民は、いつから再開されるのだろうか。また、誰が

どの様に運営されるのだろうかと聞かれます。再オープンに向けての時期はいつ頃になるのか具

体的なスケジュールをお尋ねします。また、運営内容はどの様なスタイルになるのか分かる範囲

質問致しまして、一括質問と致します。 

○議長（森永和夫君） 只今の下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） それでは、私の方から町が指定管理者で任せる宿泊施設や温浴施設

の理想の在り方とはというご質問に対してお答えをさせていただきます。 

宿泊施設や温浴施設については、まさに住民の福祉の増進に寄与する目的をもつ施設であり、

施設の特性や魅力を最大限に発揮していただくため、指定管理施設として民間事業者等に管理を

お任せして、行政では行き届かない民間目線で、よりよい運営を行っていただきたい施設であり

ます。そのために、施設設置者である町としても、できうる限りの整備を行っていきたいと考え

ています。施設の理想のあり方とのご質問でございますが、宿泊施設については、洗練された上

質のサービスの提供により、内子町に心地よくゆったりとくつろいでいただける滞在型観光を満
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喫できる場所、また温浴施設については、住民の皆さんに親しみ愛される日常の健康増進の場所

である一方、非日常的な癒やしの空間が提供できる場所でもあるべきと考えております。また、

宿泊者のみの営業となっておりましたレストランについても、内子に訪れた方々や町民の方々と

の交流の場、憩いの場、内子の食を体験の場であるべきだと考えています。以上答弁とさせてい

ただきます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） それでは私の方から、「再オープンの時期と運営内容はど

の様なスタイルになるのか」に関するご質問に関して答弁させて頂きます。再オープンの時期で

すが、本議会に上程させていただいている議案、予算のご決定を賜りましたら、今年の７月１日

から新たな指定管理者での運営を予定しておりますが、施設は築後１０年を経過しており、施設

内の劣化が各所に見られ、修繕が必要なことから、出来る限り速やかな開業に向けて新たな指定

管理者とも相談をしながら行って参りたいと思います。「運営内容」についてですが、「温浴施設」

は、継続して運営されます。レストランは、地産地消のレストランとし、休止していたランチ・

ディナーの営業を開始予定です。宿泊は、既存のイメージを損なわず、なおかつ親子連れや大人

３人でも利用できるように変更予定とされております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 最初の質問で副町長に答弁していただきました、レストラン、町民の

憩いの場となるように対応していくということでまた住民の皆さんも一般的な温浴施設だけでは

なくそれが非日常的なスタイルも今までと同じように継続していきたいという気持ちだととりま

した。今までも最初の一括質問でも言いましたように住民の皆さんに使っていただける温浴施設

ではないといけないんですけど、住民によっても利用される方とこういう温浴施設を利用されな

い方と両方あると思うんですよ。いろんな意見を聞いてみるのが大事だなんですけど、やはり一

番に利用されている人はほぼ毎日でも開いていたらいいんだがなというふうに。それとオープン

する時間ですよね、これらも高齢化されますと風呂は夕方入るものではなくて、日中から入られ

たいというような要望もされるんですけど、これはあと指定管理をされるそこの管理者との考え

方、営業関係の利益につながってくることだと思うんですけど、オープンの時間に対する考え方

はどのように捉えておられるでしょうか。今まででしたらオリエントホテルさんの管理でいくと

週に１日木曜日は休みという形だったんですけど、これらに関してはどのように考えておられる

でしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 温浴施設の運営に関しましては、前の指定管理者でもあ

りますオリエントホテル高知さんの考え方もあったでしょうけど今まで収支のバランスで温浴施

設がどうしても赤字経営のもととなるといいますか、光熱水費が多くいる関係がありましてその

関係で営業時間等を勘案されて営業されていたと思うんですけどそこのあたりに関しましては、
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今度の新しい指定管理者とも相談しながら、また、熱効率とかそういったものも新たなものに変

更するように検討しておりますのでそこらも含めて新しい指定管理者さんとご相談させていただ

いて決めていきたいと考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 経営が出来なければどうしようもなりませんので、あまり住民の人の

要望だけ聞いても難しいと思いますけど希望としては、幅広い時間帯でいつもオープンしている

状況が理想ではありますので、できるだけそれに近づけていただいたらと思います。 

次の質問ですけど今回の補正予算でも組まれているんですけど、龍王宿泊施設温泉の配管工事

費、戸別の５つあるコテージに約６６０万円くらいが修繕費として新たな配管費用がみてあるん

ですけど、この規模というのは宿泊されている方が温泉水ではないので戸別にも温泉を引いてく

れという話だと思うんですけどそれでよろしいでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） そうでございます。前の指定管理者でありますオリエン

トホテル高知さんからの利用者からの声としてどうしても部屋にも各部屋にもお風呂があるんで

すけど、そのお風呂が従来は温泉ではない一般の井戸水の泉水でした。温泉に入ろうと思ったら

大きい方のお風呂に行かないといけないんですけど、一般の利用者と競合したりとかそういった

のがあって、できれば各部屋に大浴場と同じ泉質のものを引いてほしいという要望がございまし

て今回、その要望に応えるような形で各部屋に温泉を引き込む工事を計上させていただいており

ます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 先ほどの一括質問でも述べたのですが、そしたら温泉ということの源

泉は大登の穴から引いて大登温泉が龍王の施設で使われていると思うんですけど、温泉の定義の

確認をしたいと思いますが、温泉とはどのような形ですか。 

○議長(森永和夫君)  通告にない質問ですのでちょっと時間をということですので。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 温泉の定義でございますけれども地中から流出する温水

及び鉱水及び水蒸気その他のガスで次にあげる温度または物質を有するものをいうということで

泉源における水温が摂氏２５度未満のものは冷泉または鉱泉と呼ぶことがある。２として以下の

成分のうちいずれか一つ以上のものを含むということで、遊離炭酸ですとかリチウムイオン、ス

トロンチュームイオン、バリュームイオン、フェロまたはフェリイオン、第一マンガンイオンな

どの成分でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） そしたら、現在の龍王の温浴施設で使われている水の配合と申します
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のは掘削した水で大登から運ばれてきた水が、１トンに対して大登の水が鉱泉水がどれだけ使わ

れているか、また新たに龍王で新たに４００ｍボーリングした水をどれだけ使っているのか。と

いうのは、龍王の現地で掘った水は、そこの数値に何か１つ含まれたら温泉といえる成分である

といえるんですけど、そこに当時は達しなかったということだと思うんですよ。ですからやはり

大登のお湯を使わないと温泉といえないということなんですけど、現在はどれくらいの比率でで

きているんですかね。それをしないと、というのは、今後配管をして戸別の部屋に引くわけです

よね。その引かれる水はどれだけの温泉としたものを引かれようとしているのか、水の成分とい

うのは、現在調査はされていますか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今度の各部屋に温泉を引くという工事は今、大登のところ

から上がってきて、太陽光パネルがあると思いますが、それから出た分についてレストラン横く

らいに一回タンクを作ってその温泉水をタンクを作って各部屋に配管して各部屋のところで加熱

するというシステムを入れて沸かすという仕組みを考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 当時の話をすると変な言い方ですけど、大登鉱の鉱泉を例えば１００

対１でもいいですけど、入れたらそれで満たされると。それで温泉といえる。それが入ってなかっ

たら温泉とは言えないというのがそれが原則みたいな話を聞いたんですけど、ですから今後利用

される方の要求に応えて温泉水を配管されて、ガスで沸かすということを言われたんですけど、

その比率が現在の温泉でどのくらいで使われているのかもある程度今後調査もし、どれだけのも

のを供給しないとオリエントさんの元の施設がそういうものを要求されているからそういう風に

するんですというけど、実質に何とか温泉といったら源泉のかけ流しとかいろいろありますけど、

ほとんどが加水します。というのは、一番には資源の有効利用ということで加水をする。水量を

増やしますよね。それがあったり、酸性がきつすぎたら体に良くないので、水を入れて加水しな

ければ体にピリピリ感が強いので加水する場合があります。そして６０度、７０度、吹き出る温

泉水だったらそのまま入れたらとてもじゃないがゆで卵になりますから、水温を下げるために加

水をします。そういったことで、加水をするんですが、加水が悪いというのではないんですよ。

ですが、今の龍王が今後そうしようとしているのは、どれだけの温泉水にしようとされているの

かくらいは、私は調査してやっていくべきだと思うんですが、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（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 加水をどの程度するかということは、施工する段階で調査

をしておこなったらと思いますが、今、説明しましたように、大登からきておる温泉を太陽光パ

ネルを通ってそのままの状態のものを加熱するということは考えております。その分をどれだけ

加水するかということについては、検討させていただいたらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 
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○１１番（下野安彦君） それから、龍王の施設内でボーリングした経緯の記憶として大登鉱か

ら配管している管が漏水をしているとどこがどれだけ漏水しているか分からない状況なので、そ

れを修繕するととてもじゃない金額になるので、それだったら、今のボーリングして新たに汲む

方がいいんじゃないかということでなったんですけど、そういうことも考慮をされていますか。

考えの方として。課長さんらも新しくなってきたので、なかなか難しいかもしれないんですけど、

そういったことを考えた中でのこういう温浴の修繕工事にならないといけないと思うんですけど、

そこらは昔の資料とか検討されたでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） ボーリングを今の公園のところからしたという分でしょう

か。その分についても利用形態については、検討をしてその分がどれだけ利用できるかというの

は、それを混ぜるとかどうかという問題についても検討はしたいなというふうに思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 現在もボーリングした水は使われているんでしょう。そこだけは確認

しとかんといけんけど。ですから、その水の量や大登鉱の水の量であるとかそれ以外に水道水で

加水をしよるのか、そこらも全然分かっているんでしょうか。分かってないんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今、議員ご指摘のボーリングした水は当然利用しておりま

す。その分を加水には使うというのが基本でございます。それでどれだけ加水するかというのは

検討させていただいて、それだけでは足らないということになったら水道水ということも考えら

れますけど、基本はボーリングの水を使うということでご理解をいただいたらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 最後に町長も言われたんですが光熱費が施設の運営に影響していると

いうことなんですけど、現在据え付けられている太陽光の修繕も考えていかねばならないという

のは、全員協議会での稲本町長からの答弁だったんですけど、現在も稼働しているんですかね。

そこらはどうですか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今の太陽光パネルにつきましては老朽化はしておりますが、

稼働はしております。その能力がゼロではないというふうな状況ではございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それならば、そこらも太陽光で沸かす沸かさんで、大きく光熱水費が

変わってくるんだったら、今度の指定管理者の方たちもそれで全然やり方が変わってくるんでは

ないかと思いますので、ぜひそこらの修繕の考え方をどうしていくか。今のままでのお湯の沸か
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し方というのをまだ十二分に検討しなければ、今後の運営に影響してくると思いますので、調査

をしていただいたらと思います。最後に、現在働かれている方たちは今後新たに指定管理される

ところとの雇用の関係はどのような形になるんでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 現在、オリエントホテル高知にお勤めの町内の皆様は全

員雇用する予定でおります。ただ、無条件で雇用するというのではなく、一応、面接をした上で

新しい指定管理者の考え方もございますから、そのあたりを踏まえて面接した上で引き続いて雇

用するという計画としております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 最初からありましたように、修繕してからオープンに向けて取り組む

ということでした。先ほどから言いましたように利用者はいち早いオープンを期待しております

ので、修繕工事等もスムーズにいくようにお願いをしまして、私の質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） 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。６月議会にあたりまして、質問通告書に基づき質

問させていただきます。今回の質問は従来どおりの一括質問、一括答弁でよろしくお願いしたい

と思います。 

今回の一般質問は、新型コロナウイルス感染問題に関する事を中心に質問させて頂きます。ま

ずは、この度の新型コロナ感染症で感染されて闘病されている方、亡くなられた方にお見舞いと

お悔やみを申し上げます。ここにきて全国に発令されておりました緊急事態宣言は解除され、徐々

に元どおりの生活に戻っていくのだろうとは思いますが、第２波、第３波の流行が懸念される中、

１００％戻るのには、相当な時間を要すると考えられます。現在、全国的にも影響を受けている

経済的に苦労されている方がたくさんおられ、国も第一次、第二次と補正予算を組んで支援の手

を差し伸べております。その事を受け内子町でもコロナ対策として様々な支援策を出して頂いて

いるところではありますが、一時的には乗り越えられるかもしれませんけど、長期化するともた

ない状況になってくるのではないかと思います。先般の全員協議会の時に「内子町コロナ感染の

影響による融資制度の認定対象事業者への融資」状況の説明を受けたわけでございますが、あの

時の説明で資金の借り入れが４９件で、約７億７，０００万円との事でしたが、あれから日にち

も経っていますので、更に増えている事だと思います。直近の総金額と、業種別の詳細を答えら

れる範囲でお答えください。 

この状況は、いつまで続くか想像もつきません。その貸付の返済に大変なご苦労が続く事は想

像がつきます。そこで、新しい生活、新しい経済が問われている中、この苦難の時を新しい町づ

くりのチャンスと捉える事が大切だと思います。そこで、まだまだ、県、国をまたいでの人の行

き来が制約されますので、地域外からのお金の回りが悪いと思われます。お金の地産地消、地域
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循環型の町づくりをしていかなければならないかと考えます。国内外の人の移動が抑制される中

で、町内の皆様に町内でお金を回して頂く事を促がす必要があると思います。その為の内子町の

独自の地域通貨制度の導入を図っていってはいかでしょうか。この地域通貨は、ヴェルグルの奇

跡と言われてオーストリアの小さな町で１９３２年世界大恐慌に見舞われた町で失業者が多く出

て大変な状況の時、その当時の町長が町内のみで通用する証書を印刷して町民に紙幣として配布

しました。その紙幣は、月が変わるごとに１％ごとの価値が失うため、より早く、無駄なく使わ

せる仕組みになっていて、この証書を使うことによりその町の経済が回り出したという事が始り

みたいです。日本でも地域経済の活性化と相互扶助を目的に１９９０年代にはブームを呼びまし

たが、管理者の負担の重さから多くの地域通貨が姿を消しました。その地域通貨がここにきて今、

スマホのアプリとかカードの利用、キャッシュレスが謳われ始め出して、また見直されておりま

す。内子町でも内子まちづくり商店街協同組合が、先般からコロナ対策プレミアム商品券販売を

試験的に始められております。ペレット発電の材料を地域通貨ドン券で材料を購入されています

が、これらを発展させた形の地域通貨の制度導入により地域循環型消費を促すべきではないかと

考えます。全国でも「岐阜県高山市のさるぼぼコイン」、「千葉県木更津市のアクアコイン」、「埼

玉県深谷市のネギ―」、「香川県高松市のめぐりんマイル」のような地域通貨が有名ではございま

すが、その他にも、全国で１００以上のエコマネーが地域活性化の一役を担っております。それ

らのシステムを凌駕するような内子町独自の地域通貨、ポイントサービスを導入してはいかがで

しょうか。それには、可能な限り若者にも町づくりに参加して頂くためにも、そのマネーをデジ

タル化で導入をしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。今、取り組まれている商店街協

同組合のプレミアム商品券制度も、町も全面的にバックアップして頂きながら是非、実現すべき

だと考えますがいかがでしょうか。商店街が元気でなければ、今の歴史的伝統建造物群地区の魅

力も半減すると思います。今後、歴史的風致維持向上計画も実現に向けていかれると思いますが。

コロナが治まって観光客をおもてなしで迎え入れるためには商店街の存在は非常に大きいと思い

ます。また、商店街に人を呼び戻すためには、商店街を町民に利用しやすく便利にしていくこと

が必要だと思います。空き家後を利用した駐車場の確保とか、自動車運行の制限、店前軒先、テ

ラスを利用しての販売、町民のニーズに答えて商品を増やす、買い物カートを使用した店間の移

動等々、利用促進の施策も町が全面的にサポートして頂きたいたいと思いますがいかがでしょう

か。 

次にコロナ感染の中での梅雨入りで雨水期の防災についてお尋ね致します。ここのところ毎年

全国で豪雨災害に見舞われ甚大な被害を出しておりますし、昨夜も南海トラフ地震の前兆をにお

わすような地震がありましたが、まさに自然災害がいつ内子町を襲ってもおかしくない状況にあ

るような気がします。コロナ感染渦中の防災対策は十分なのか心配するところです。そこで、防

災計画、避難所運営マニュアル等に不備はないのかお尋ね致します。特に避難所運営は現況の避

難体制では３密極まり無い状況になると考えますが、現況の内子町指定の避難所の最大収容人数

は何名収容可能か、また、３密を控える避難のための面積は、現状の何倍を想定したらいいか伺

います。また、避難所用備蓄品にはどんなものを準備しているのか、また、だいたい何名分の備

蓄品を用意しているのかをお尋ねいたします。 

そして、感染防止を考えるとおのずと避難所は不足すると考えられますが、避難所に町内の旅
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館やホテル、町の観光施設を避難所として利用できないかお尋ねいたします。 

また、災害避難への感染症対策を住民、自主防災組織への周知徹底はどうするのか、また周知

されているのかをお尋ねいたします。 

次にコロナ対策での、内子町のひとり親に対してどのような支援がなされているのかをお尋ね

いたします。子育ては夫婦でしてもなかなか大変な作業になりますが、まして、ひとりで育てる

には本当に大変なご苦労があると思いますので、十分な支援が必要と思います。また、内子町の

ひとり親世帯の数と、この度の学校休校により親が仕事を休まなければならなかった方もおられ

ると思うのですが、その事例はあるのか参考に教えて頂きたいと思います。あれば、何件ほどか

お尋ね致します。本年からこども支援課が新設されて、子育て支援の本領が発揮されるのは、ま

さに今だと思います。「内子で子育てしてよかった」と喜んでもらえるような子育て支援をして頂

きたいと思いますがよろしくお願いします。 

次に、コロナ問題で休校中の授業の遅れが生じたり、長期休暇で心にケアのいる子どもが増え

たりするのではないかと考えますが、現状を問うとともに、今、そのことに対してどう対応して

いるか、そして、今後どう対応していくのかお尋ね致します。現在、よく「就職氷河期世代」と

言う言葉を耳にしますが、この１年を「取り残された１年」とか言われる事のないようなケアを

お願いしたいと思いますが、いかがかお尋ね致します。 

最後に、この度の学校休校に伴い議論が湧き上がっております学校の９月入学方式についてお

尋ね致します。日本も、明治初期には諸外国に合わせる形で９月の入学をとり入れていたという

ことですが、これが国の会計年度に合わすとの形で、今の４月入学に落ち着いたと聞いておりま

す。先進国はほぼ９月入学であります。世界のグローバル化を考えると９月入学も個人的にはあ

りかと考えますが、お考えをお聞かせください。教育長の所信を伺いたいと思います。よろしく

お願いします。以上です。 

○議長（森永和夫君） 只今の向井一富議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） それでは私の方から、新型コロナウイルス感染終息の内

子町の新しい町づくりについての融資制度の認定対象事業者への融資総額と職種別内訳を問うに

対するご質問に関して答弁させて頂きます。 

５月末日現在、金融機関等に受付・申請され、町で受付しているものは８９件、１１億２，４

６０万円」となっており、主な業種別では、飲食業４１件、１億８，３６０万円、宿泊業４件、

２，２００万円、旅行業３件、４，２００万円、製造業９件、３億９，０００万円となっており

ます。 

次に、経済の地産地消型町づくりを進める必要があると思うが考えを問うに対するご質問でご

ざいますが、新型コロナウイルス感染拡大により商工業ばかりでなく、農業や林業など多岐に渡

る業種の方々に影響がでております。地域経済が循環することによって、町の経済にも波及効果

があることは認識しており、これまでも内子町では農業を中心に地産地消を進めているところで

ございます。しかしながら、地産地消型ばかりでは、人口減少とともに消費力の向上は期待でき
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ず、地産外商、いわゆる外貨を稼ぐことも併せて、取り組む必要があると感じております。 

次に、（３）内子町独自で他自治体で導入の地域通貨、地域ポイントサービスの導入をしてみて

はどうかに対するご質問でございますが、地域通貨とは、地域の活性化を目的とし、限定したエ

リア内で流通したり、決済手段として利用されたりする通貨で、１９９９年、平成１１年に政府

から配られた、地域振興券などがきっかけにより、各地に広がりをみせており、その中でもご案

内の４つの事業は成功事例として挙げられているようでございます。議員ご承知のとおり、内子

町でも、現在、森林の保全活動や木材の活用を促進するため、地域通貨券、いわゆるドン券を木

こり市場プロジェクトで実施しているところでございます。また、内子まちづくり商店街協同組

合でも買上金額に対してポイントで還元する仕組みが導入されております。地域通貨を導入する

には、地域通貨の発行母体をどうするのか、加盟店を増やすための交渉などいくつかの課題もあ

るところでございます。町内から外に流出するお金を減らす、町外から入ってくるお金を増やす

ことは重要なので、地域通貨制度の導入は慎重に進めて参りたいと考えています。 

次に、（４）商店街の利便性と機能性の追求が必要と考えるがいかがに対するご質問でございま

すが、先程、答弁させて頂きました、地域通貨制度の導入をすることによって、キャッシュレス

決済、ＱＲコード決済ができることでその利便性はあると思いますが、既に商店街の中でも大手

のキャッシュレス決済サービスを導入されている店舗もあり、今後の地域通貨は、機能性も含め、

デジタル化やキャッシュレスの利便性だけを売りにするのは難しいと思われます。今後は、商店

街の無電柱化なども含め、商店街の魅力づくりを支援してまいりたいと考えています。 

最後に、（５）内子まちづくり商店街協同組合が進められているプレミアム商品券事業を町とし

ても全面バックアップしていく必要があるかに対するご質問でございますけれども、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、内子まちづくり商店街協同組合、以下「うちまち」と略させていただ

きますが、飲食店を中心に甚大な影響が出ていることから、消費者の商店街への誘客を図り、活

性化に寄与することを目的に同事業を実施されております。その対象店舗は、「うちまち」に加入

されている店舗での実施となっており、対象店舗が限定されていることから町としましては、久

保議員への答弁でも申しましたが、内子町商工会と連携して、町内全域で取り組みできるよう検

討を進めているところでございます。以上答弁とさせていただきます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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、私の方からは内子町のコロナ渦中の防災について答弁させ

ていただきます。まず一つ目、避難所の最大収容何名か、それと３密を控えるための面積、何倍

を想定したらよいかというご質問でございます。 

まず、内子町で指定している指定避難所６７か所の収容可能人員の合計ですが、１万４，１６

０人の計算になります。これは避難者の必要面積を１人につき２㎡を目安で算定したものでござ

います。何倍を想定したらいいのかということについては、久保議員さんのご質問にも答弁させ

ていただきましたように、３密を防ぐためには、可能な限り広い場所を確保することが望ましい

とは思いますが、こちらはハード面から既存施設ではなかなか限界があろうかと考えております

し、内閣府や愛媛県が周知を図っております、避難所でない安全な場所への避難、いわゆる分散
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避難も呼びかけていきたいと考えています。 

先ほど申しました収容可能人数の合計ですが、これは全避難所を押しなべての計算でございま

すので、それぞれの施設ごとに対応は変わってくるんではないかと思いますが、仮に一人につき

２㎡じゃなくて４㎡、倍のスペースを確保した場合、これは他の自治体の先行して実施された調

査の結果によりますと体育館の場合は約４分の１から５分の１に収容人数が減少するというよう

なことが新聞報道にもありましたのでこのあたりも目安の一つとして今後考えていきたいと思い

ます。 

２つ目のコロナに特化した避難所用の備品備蓄、どのようなものがあるか、それから何名分の

備蓄品を準備しているかというご質問ですが、避難所のための予定も含めた備蓄品と致しまして

は、先ほども久保議員さんのご質問にも答弁させていただきましたように、マスクは４万枚、手

指消毒液１９０リットル、ポンプ式ハンドソープ１２６個、これは２５０ミリリットルのボトル

でございます。あと避難所消毒用原液１２リットル、それから間仕切り用の段ボール２３２ｍ分、

それから使い捨て手袋 １，８００枚、ペーパータオル３万２，０００枚、その他、災害対策用と

して非接触型の体温計、こちらは１７個を常時使えるものとして準備をしたいなと考えておりま

す。また避難所対応にあたる職員については、フェイスシールド防護服も購入する計画としてお

ります。何名分の備蓄品かという問いについては、災害の種類、避難の状況などにより異なって

参ります。よって、明確な答弁は難しいと考えますのでご理解いただいたらと思います。 

次に町内の旅館やホテル、観光施設を避難所として利用できないかというご質問でございます

が、令和２年４月７日付けで内閣府、消防庁、厚生労働省の連名で、「避難所における新型コロナ

ウイルス感染症への更なる対応について」の通知があり、「発災した災害や被災者の状況等によっ

ては、避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、

通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図るとともに、ホテルや旅館等の活用

等も検討すること」とあります。十分な避難スペースの確保、３密防止という点では、臨時的な

避難所として町内の旅館やホテルの使用は有効なものと考えますが、通常、施設は営業をされて

おられます。また避難可能な人数は流動的であり、また立地する場所も町内の中央部に限られて

ございます。そういったことを総合的に考えますと、早急な対応が求められる非常時においては、

どう避難を誘導するかということが非常に困難ではないかなと考えています。また、先ほどのご

質問にもお答えしましたが、旅館やホテルを避難所として利用するためには、特に今回、新型コ

ロナウイルス感染予防ということから考えますと、まず感染予防対策を十分に講じた上で、営業

にも配慮しなければなりませんし、仮に協力を求めるのであれば、事前の災害協力協定の締結、

それから協力補償などの問題、また避難者への対応等、さまざまなことが考えられますので、現

時点では、あくまで選択肢の一つとして捉えたいなと考えているところでございます。さらに、

町の観光施設を避難所として利用することも選択肢の一つですが、災害の種類や程度によって避

難のあり方は変わって参ります。国や県は、避難所の数が増えれば、それだけ対応にあたる職員

に不足が生じますし対応にも遅れが出て参りますので、このあたりも避難所の数、それから対応

する職員のことを考えますと、慎重に考えなければならないなと考えているところでございます。

災害の状況によっても異なりますが、基本的には、感染予防を徹底した上で定められた避難所に

避難していただく、また親戚や友人の家等への避難についても、あらかじめご検討いただけたら
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と考えているところでございます。 

 ４つ目の住民自主防災組織への周知徹底はどうするのかということでございますが、まず、広

報うちこ５月号で、避難所における感染症対策の記事を掲載しましたが、６月中旬頃に各戸回覧

にて、改めて再度周知を行う予定としております。また、国からの要請も含めた愛媛県が示して

いる「新型コロナウイルス感染拡大防止のための避難所運営の留意点」など、避難所運営におい

て参考となるものをホームページの防災情報にアップする予定にしております。ただ、基本は今

まで通り、避難所を開設して住民の方が避難されるという形に変わりはございません。避難して

からの避難所の衛生管理に注力していくことが大切でございます。風水害時の避難行動を５段階

で示す警戒レベルにおきましては、レベル３では高齢者や障がい者、乳幼児とその支援者は避難、

またレベル４では全員避難を呼びかける。こちらの取り組みについては、従来と変わりはござい

ません。その他、避難される方につきましてはマスクの着用とこまめな手指消毒、検温に必ずご

協力いただくこと。また、避難していただく際には、マスクはもちろんのこと、マイ石鹸、マイ

体温計、マイタオル、マイコップなど、コロナ対策に必要な備品を避難用持ち出し袋の中に追加

していただけたらと考えてございます。繰り返しになりますけれども、危険な場所にいる方が、

まずは空振りを恐れず、新型コロナウイルス感染に恐れることなく、躊躇することなく、避難し

ていただくことが最優先であるということを付け加えさせていただいて、私の答弁とさせていた

だきます。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） 私の方からは内子町のコロナ対策のひとり親支援について答

弁させていただきます。まず、一点目の内子町のコロナ対策でのひとり親の支援の現状というこ

となんですけど、内子町独自のひとり親家庭の支援については、ひとり親世帯の臨時特別給付金

を６月の補正予算で計上しております。内容については、久保議員にお答えしたとおりでござい

ます。 

次に、ひとり親世帯の数と学校休校により親が仕事を休まなければならなかった事例はあるか

ということなんですけど、まず、ひとり親家庭等の生活と安定と自立促進を寄与することを目的

に支給される児童扶養手当の受給資格を有する世帯は、５月１日現在で１３９世帯です。 

次に、学校休校により、親が仕事を休まなければならなかった事例については、詳細は把握で

きませんが、国の新型コロナウイルス感染症対策として、小学校の臨時休業等により、仕事を休

まなければならなかった場合に、有給休暇を取得させた事業主に助成金を支給する小学校休業等

対応助成金を申請するために、学校に問い合わせたがあった件数は６件ございました。私の方か

らの答弁とさせていただきます。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡教育長。 

〔山岡晋教育長登壇〕 

○教育長（山岡晋君） 私からコロナ渦中の学校運営についてお答えを致します。休校中の授業

の遅れ、また、心のケアがいる子どもたちへの対応でございますが、学習の遅れに関しましては、
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休校期間中の家庭学習の定着の確認から始めまして、まずは学校生活に慣れていくために通常の

時間割で指導を再開しております。今後の指導につきましては、夏休みを短縮し、授業日を延長

するとともに、２学期以降の時間割の工夫、学校行事の一部中止、精査等によって、学習の機会

を学校生活の中で、確保する予定でございます。なお、学力については、学校と家庭が連携を図

りながら、児童生徒にしっかりと寄り添って対応ができるよう引き続き努めていきたいと考えて

おります。 

次に、心のケアについては、児童生徒にとって、かつて経験したことがない長期の休校期間に

よる不安やストレス等、精神的な安定状況を的確に把握できるよう、きめ細やかな健康観察を行

い、必要に応じて教育相談、健康相談、スクールカウンセラー等による支援を行うことといたし

ております。また、家庭環境の大きな変化により様々な状況が想定されますので、学校教育課と

こども支援課が連携をとり、児童生徒の状況を的確に把握ができるよう「子ども支援チェックシー

ト」を配布して、よりきめ細やかな支援を行う準備をしております。併せて、学校内外の生活場

面すべてにおいて、偏見や差別につながるような行為が生じないよう、発達段階に応じた指導を

行っていきたいと思います。 

次に、９月入学方式をどうとらえているか所信を問うとのご質問にお答えを致します。９月入

学についての議論は以前からありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による休校長期化の

中で、いわゆる終業の時期を遅らせるということも一つの選択肢として考えていく必要があるの

ではないかということで、今回の議論が始まったと理解を致しております。そこに、かねてから

９月入学を進めたいと考える方々の思いが重なり、賛成、反対と議論が展開されてきたように思

います。その議論の中で、「学習の遅れや中止した学校行事などを取り戻すことができる可能性」

や「欧米諸国と入学・始業時期がそろうことによる留学生の往来の増加、大学の国際化」などが

９月入学の利点として挙げられる一方、入試、家庭の負担増、企業等の採用時期の見直し、幼児

教育との接続、学校経営の補償等、様々な課題が指摘をされております。議論が深まりを見せな

い中、我々が、今、取り組むべきことは、現行制度の中での学習の遅れに対する確かな学びの保

障やオンライン学習の環境整備、そういうことであろうと思います。そこに力を入れるべきであっ

て、拙速な９月入学導入は、学校教育現場のみならず、社会に大きな混乱を招き、その利点の追

求にはつながらないというふうに考えます。先に挙げた９月入学の課題は一つ一つ、大変大きな

課題であり、学校教育現場及び社会全体が落ち着いた後に、時間をかけて関係者の意見をしっか

りと聞いて、確かな議論を進めていけばよいのではないかと思っております。今後の動向を注視

していきたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 新たなまちづくりについて慎重に考える必要があるという答弁がござい

ました。慎重でもいいのでしっかりと商店街及び町の経済がしっかりと回っていくようにまちづ

くりを取り組んでいただきたいと思います。そちらの方の質問はございませんけれども、あと防

災の関係なんですけど、今、防災士、僕も昨年取りまして研修会に行かせてもらった時に避難所

の段ボールベッドを紹介していただきました。すごく機能的にもいいものがあるなと考えたわけ

なんですけど、久保議員の答弁の中にもなかったし、僕のとこにもなかったんですけど、段ボー
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ルベッドの導入についてはどう考えておられるか教えてください。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 答弁の中で間仕切り用の段ボールこれにきましては２３２ｍあるとい

うふうにお答えをさせていただいております。段ボールで仕切るということは非常に有効的で、

飛沫感染防止には非常に大きな効果が期待できるということがありましたので、こちらはいい方

法だろうというふうに考えております。段ボールベッドにつきましてはその他寝具とかタオルも

含めて４０セット準備しておりますので、こちらも有効的に使いながら避難所運営にあたりたい

というふうに思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 分散型避難と言われましたけど、例えば国が示しておる分散型の親戚の

家に行くとか、車の中で避難するとか、テントを張って避難するとかあると思うんですけど、そ

こら辺の避難者の数っていうのを町の方も掌握する必要があると思うんですけど、そういう分散

避難になると掌握がしにくくなると思うんですけど、そこら辺をどう対応されていくのか。お考

えをお聞かせください。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 国とか県が示す分散避難ということにつきましては、おそらく全国一

律ということではございません。それは、それで国はある一定の基準で分散避難というのを呼び

掛けておりますが、やはりそれぞれの地域での分散避難の在り方というものは当然違って参りま

す。確かに内子町で先ほども言いましたように、ホテルや旅館を利用することが果たして有効的

な手段なのかも含めて、例えば、テントを張る避難とかいうのが本当に現実的に叶った方法なの

かということも議論も含めて、やはり避難されている方の健康状態とか、状況把握というのは当

然必要になってまいりますので、それがきちんと把握できる避難所運営を考えないといけないと

思います。避難所については当然我々職員も出向いてケアにあたりますが、これまで各自主防災

組織の方々にも避難所運営を担っていただきました。ただ、今回感染予防という観点からすると、

やはり今まで以上に職員が関与して避難所の運営にあたらなければならないだろうと思いますの

で、そのあたりと含めて、しっかりと避難所の運営状況、それから避難者の状況等をしっかりと

把握していきたいと考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） とはいえども、自主防災組織というしっかりした組織がございますので、

そこらが中心となって避難所の運営をするのがスムーズにいくんじゃないかと思うんですけど、

各戸には文書とかホームページでお知らせするということでございましたけど、自主防災組織の

会長さんらにはしっかりとそこのところもより一層強くそこら辺の方針を周知徹底していただき

たいと思いますけどいかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 自主防災連絡会の会長、それから、役員さん含め、常に情報交換をお

こなっておりまして、今朝ほど自主防災組織の役員の方とお話をさせていただきました。そうい

う中で協力してやれること、それからある程度お任せしないと運営できないところもあろうと思

いますし、常に連絡をとりながら運営してまいりたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 旅館やホテルへの避難というのは宇和島市の方では３，５００円を補助

して身体に問題がある人とか、高齢者とかいう形の人を受け入れるような話ができておるとは思

いますけど、防災計画の中にも旅館やホテルを利用するという項目があったと思いますけど、町

内のそういう業者さんとそういう話を一回でもされたことがあるのかどう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（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回のコロナに関して、旅館とかホテルとの協議をおこなってはござ

いません。これは先ほど説明しましたようにいろいろな準備を入念にして作業をしていかないと

いけない部分もあります。それから避難の在り方についてもどういう呼びかけをするのかどうい

う支援をこれからしていかなければいけないのかということを十分に検討したうえで選択肢の一

つとして今後考えて参りたいと考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 避難のことについては以上で終わります。ひとり親の支援でございます

けれども、先ほど久保議員も質問されましたのでしっかりと答弁をしていただきました。４０５

万の予算が組んであって１３９世帯３万円ということで、これほどひとり親世帯が多いというの

は個人的にはびっくりしたんですけど、例えば５月１日時点でそういう対象になっているという

ことで３万円の支給があったと思うんですけど、この問題で５月以降にそういう状態になるひと

り親の方もおられると思うんですけど、そこら辺の対応はどうされていこうと思われているのか

お考えをお聞かせ願ったらと思います。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） ５月時点での状況を把握できておりませんが、現在、大西議

員への答弁でも申しましたとおり、現在、ひとり親世帯、ひとり親家庭従事者の更新手続きに合

わせて１０９世帯にアンケート調査をおこなっているところです。まだ全通集まったわけではな

いんですけど、そのアンケートの分析結果を見ながら、また必要であれば考えていきたいと思い

ますけど次の国の二次補正予算でもひとり親世帯への支援が予定されております。その状況を見

ながら、考えていく必要がありますけど現在のところその予定はございません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 
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○３番（向井一富君） 続きまして学校の問題ですけど、この長期休暇で学校へ行きづらくなっ

たっていう子どもで学校が始まってから休まれている方はおられますか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 今回のコロナ禍におきまして、学校に行けてない児童も数名おり

ます。ただ、そういった子どもたちの中に学校に行くことが不安であるという保護者もおられま

す。そういった保護者につきましては、各学校で今、行っております感染拡大の予防であったり、

そういったことをしっかりとお知らせした中で、学校は安全ですよという中で保護者にはお話を

しているところでございます。また、子どもの健康、学習面におきましても電話連絡であったり

そういったことで平時以上に保護者と家庭と連絡を密にとって、寄り添った対応をしているとこ

ろでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 長期休暇で学力といいますか、授業がないことに学習をしていくことに

プリントとかなんとかで学校ではやられて、それの追跡調査もされておるとは思うんですけど、

学校と家庭とでは環境が違うのでなかなか腹入りできない子どもさんもおられると思うんです。

日数が新聞でも読まさせてもらったので短縮して夏休みも授業をするということで普段ですと暑

いから休むということになっているところに詰め込みしてもなかなか頭に入りにくいんじゃない

のかなと思うんですけど、特段そこに配慮した教育方法とかありますか、ないですか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のご質問ですけど、まず５月２５日から学校を再開致しまし

た。そこで今、子どもたちが臨時休業中の家庭学習がどうであったか、そういったところを今、

確認しているところでございます。そこでまず夏休み、７月の２１日から３１日、それと８月２

４日から３１日この休みを除いて１３日間授業日にあてております。これは、夏休み期間中に一

気に学力を取り戻そうというのではなく子どもたちの負担、また先生たちの負担を考えての授業

日数ということでございます。この夏季休の授業の内容、習熟度、進み具合の応じて、また２学

期以降、どう対応していくのか考えていきたいと。つまり、学力の保障といいますか補うことに

つきましては、年度を通して子どもたち、また先生たちの負担にならないようなそういった期間

の中での対応ということで考えておるところでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 最後に先生らにも余分な負担がかかってくると思うんですけど、それに

対して先生らのケアということではないですけど、サポートするような支援員という形の人を新

たに招かれたらという予定はあるんでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 子どもたちのストレスももちろんですけど、先生たちの不安とい
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うかストレスも想定外、今まで考えられなかった長期休業ということでございます。そういった

ことでスクールカウンセラーであったり、臨床心理士であったり、そういったことの派遣を考え

ているところでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） ここで１５分間休憩をします。午後２時５０分から再開します。 

 

午後 ２時３７分 休憩 

 

午後 ２時５０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 最後に、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（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔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、一般質問をしたいと思います。私は一問

一答方式でやりたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

まず、一番目と致しまして、新型コロナウイルス感染拡大の第２波以降に備える医療・介護体

制についてです。北九州市や東京都での新規感染者の拡大に見られるように、ウイルスによる市

中感染は続いており、第２波へのしっかりした備えが必要です。住民に「新しい生活様式」を呼

びかけるだけでなく、医療・検査を抜本的に強化することが求められます。安心して経済・社会

活動を再開していくうえで、感染者を早期に発見し、症状に応じた医療と隔離を行う必要があり

ます。そのためには検査のあり方を根本から見直し、よりきめ細かな検査を行える体制を整える

ことが必要です。日本の人口当たりＰＣＲ検査数は、諸外国に比べてけた違いの少なさです。韓

国は日本の８倍、米国は１４倍、欧州諸国は２０から３０倍と言われています。広島、岩手、愛

知など１８道県の知事が、感染拡大を防止しながら経済・社会活動を正常化する「緊急提言」を

発表し、これまでの受動的な検査から「感染者の早期発見・調査・入院等による積極的感染拡大

防止戦略への転換」を提言しています。ごく軽症も含むすべての有症者やすべての接触者への速

やかな検査を行うとともに、症状の有無にかかわらず医療・介護・福祉施設の従事者および入院

者・入所者などに対して優先的に検査を行うことを求めています。これまでのように強い症状が

あらわれた有症者に限定して受動的に検査を行うのではなく、無症状者も含めて検査対象者を適

切かつ大規模に拡大し、先手を打って感染拡大を防止しようというものです。そのためにＰＣＲ

検査の検査能力を現在の２万件から１０万から２０万件に引き上げるとしています。内子町でも

住民の安心を確保するためにも、検査対象者を増やしていくための検査体制の整備・強化が必要

です。近隣市町や県と連携してＰＣＲ検査センター等の設置に向けた検討はされていますでしょ

うか。 
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○議長（森永和夫君） 只今の関根律之議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） ＰＣＲ検査センターの設置についてお答えします。愛媛県に

おけるＰＣＲ検査は県の衛生環境研究所で実施しております。同研究所の検査機器につきまして

は、５月末段階で２台が稼働しておりまして、６月以降、さらに２台を増設するとともに、検査

人員も愛媛大学および松山市から応援を頂くなどし、ＰＣＲ検査体制の強化を図るとしておりま

す。６月３日に確認致しますと、その段階での１日の最大の検査件数は１４４件でございます。

検査時間は、６時間程度かかるということでございました。新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針において、「検査体制を踏まえ、手術や医療的処置前などにおいて、当該患者につい

て医師の判断により、ＰＣＲ等検査が実施できる体制をとる」と示されております。誰もが新型

コロナウイルスを保有している可能性があることを考慮し、今後においても必要なＰＣＲ検査を

実施できる体制を今後維持していくことが今後重要になってまいります。八幡浜圏域において、

今後感染が拡大し、検査の需要が拡大することにより、検査体制の拡充が必要となった場合には、

愛媛県、並びに関係市町と協力をし、迅速に検査体制の確保を行うこととしなければならないと

考えております。現時点で、八幡浜保健所管内でのＰＣＲ検査センター設置の検討はされており

ません。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 松山市ですでに２台が稼働していて、６月以降、さらに２台ということ

を計画中であるということが聞けて、安心しました。八幡浜圏域、人口から言っても感染拡大の

可能性も考えて現時点ではまだそれほど必要ではないと判断しているということについても、わ

かりましたけれども、今後も引き続き関係機関と協力して検査体制の充実に向けて尽力していた

だければと思います。 

 次に、２番目と致しまして、感染拡大期には、発熱した人が体調を崩してかかりつけ医に相談

しても、受診できないということが都市部であったと報告されています。今後、発熱して体調が

すぐれない人が安心して医療機関を受診できるようにするためにも、町内や近隣市町の医療機関

等と対応を協議されていますでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 近隣市町との医療機関との連携対応を協議されているかとの

ご質問でございますが、議員ご指摘される通り、今後、新型コロナウイルス感染症の第２波以降

に適切に対応していくことが重要になってまいります。新型コロナウイルス感染症患者のみなら

ず、他の疾病等の患者さんが支障なく、治療を受けられるよう地域全体の医療提供体制を維持し

ていくために、厚生労働省・愛媛県では医療体制の確保、医療従事者の確保、医療物資の確保、
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それぞれに関して必要な対策を講じることとしております。内子町においては町内での感染予防

対策の周知徹底をしっかりおこなうことにより、感染の拡大防止対策を引き続きしっかり行って

いくこととしております。また、医療物資の確保につきまして、内子町でも各医療機関のご要望

を伺い、必要であるサージカルマスクの提供や、消毒液の提供を行ってまいりました。今後も、

町での備蓄を進め、医療機関の側面的に支援できるような体制をしっかりとってまいりたいと考

えておるところでございます。現在、医療機関と対応の協議をというところまでは至っておりま

せん。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 分かりました。県と中心に県と連携してこういった対策を協議している

ということですけど、町内の各医療機関とは協議をするような段階にないということなんですけ

ど、医療機関からの要望、マスクやアルコール消毒液などを足りているかというようなことを伺っ

て対応したという事例がありましたけど、県がその辺、間に立ってしっかりと協議をしていただ

ければ、いいんですけど、いち住民としては熱が出た時に、例えばそれがコロナではないだろう

ということであったとしても、元々持病からくるものであったり、例えば熱中症みたいなことで

暑くて発熱したということがあった時にも、例えば５月の時点には都市部では受診拒否にあった

みたいなそういう事例も聞いておりますので、町民に安心して医療機関を受診できるというよう

になるような体制をぜひ協議していただいて、そういうメッセージをお知らせ、広報やホームペー

ジ等で出していっていただきたいと思うんですけど、改めてその辺りのところをお知らせ、周知

も含めて再質問したいと思います。お願いします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） これまでにも町民の方々へは場面場面に応じた周知、ホーム

ページ等でのメッセージの発信をおこなってまいりました。今後においても第２波、第３波の状

況をみながら適宜しっかりとしたメッセージや情報発信ができるように対応して参りたいと考え

ております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ３番目と致しまして、発熱等の症状が出ている人が医療機関にかかるた

めに、自家用車が利用できない人がタクシー等を利用することを想定して、例えばこれも都市部

などでは乗車拒否があったみたいな話も聞くんですけど、タクシー会社等と町としてそういった

発熱した人を輸送するための何か対策などはされているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） タクシー会社等の協議でございますけれども、発熱等の症状
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が出ている方の医療機関受診時の移動手段でございますが、この場合、帰国者・接触者相談セン

ターにご相談いただき、専門外来を指示した場合、感染拡大を防止する観点から、相談センター

では、タクシーや公共交通機関の利用はできるだけ避けてほしいとお願いをしております。この

場合、自力もしくは家族や周りの人の助けを借りて受診頂くようお願いしているとのことでござ

います。タクシーでの通院については、内子町から事業者にご相談やお願いはしてはおりません

けれども、これまでの間、感染予防対策の周知徹底について各事業者、これはタクシー事業者だ

けではございません。各事業者の方に感染予防対策を要請を国・県併せて町もおこなってまいり

ました。これを受け、町内のタクシー会社では、運転席とお客さんとの間に飛沫感染防止用のビ

ニールシートの装着や、車内に消毒液を常備するなど、それぞれ独自に感染症予防対策を講じら

れておりまして、これまでに発熱や体調不良を理由として、乗車をお断りするようなケースはな

かったということの報告を受けております。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 帰国者外来相談センターで相談した場合はタクシーや公共バス等の利用

は控えてほしいということを伝えているということなんですけど、その場合、自力や家族の協力

などで医療機関まで移動ができればいんですけど、それが無理な場合は、例えば相談センターと

しては救急車を呼ぶということも相談センターとしてはそういう対応をすることがあるんでしょ

うか。そういうふうに車や家族や頼むことができる人がいないという場合はそういうふうな覚悟

をもっていてよいということなんでしょうか。もし、お分かりでしたらお答えください。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 帰国者接触者相談センターでそれ以外の移動方法について指

示があるかどうかについては、申し訳ございません。私の方では確認ができておりません。また、

救急車の要請でございますが、それは患者さんの症状の度合いによって、救急度によって、判断

されるものだと思います。ですので、本当に救急である場合には救急の要請をしていただいてそ

の際に救急の受付の方では、しっかり症状をお聞きをして、対応をされるするように聞いており

ます。ということでご理解いただいたらと思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 次に、４番目の介護体制についてです。社会福祉学の研究者による５月

に行った在宅介護従事者の意識調査によれば、介護現場は平時でも人手不足だったのにこの３カ

月余りで深刻化して、現場の疲労がピークに達しているということです。少しでも発熱すれば仕

事を休まざるをえませんし、感染を心配して退職する人もいて、ますます人手が減っており、今

後、人員確保はさらに厳しくなると言います。調査では、在宅介護サービスの利用者に、感染を

警戒した利用控えがあり、事業所の休止・制限による心身の機能低下が広がっていることもわかっ

ています。また、都市部に住む家族が地方の高齢家族の介護に通う「遠距離介護」が難しくなっ
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たといいます。調査では地方に住む介護従事者の４割が「感染拡大期には、協力は控えてほしい。」

と答えています。内子町でも、松山などに住む家族が交代で、内子町に住む親の元に通い、介護

をしている方も少なくないと思います。今後、感染の広がりで介護施設等にいる親に家族が会え

なくなり、ますます利用者の心身の機能低下が心配されます。そういう意味でも、今後の感染拡

大に備え、介護スタッフの確保は重要な課題と言えます。介護従事者の賃金は全産業平均に比較

して低く、今回のコロナ対応での介護現場の窮状を考えても、２０２１年度の介護報酬改定の引

き上げは不可欠だと思います。国は第二次補正予算で、新型コロナの感染者らに対応した事業所

以外の職員にも慰労金として５万円を支給することとしていますが、十分な金額とはいえません。

内子町でも、介護従事者への支援金を含め、介護スタッフ確保への対応は検討されていますでしょ

うか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 介護従事者への支援金の検討でございますが、特別養護老人

ホームや地域密着型介護サービス施設では、施設内での感染を防止するため、職員の健康チェッ

ク、面会の制限、業者等の出入りの制限、施設内の消毒の徹底等、様々な対策が講じられていま

す。これらの対策を講じることで当然ながら、従事者の負担は増加しています。離職者の増加や

スタッフが感染した場合には、業務に従事することが一定期間出来なくなることから、人員の確

保も大きな課題となっております。国では新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業

所等に対するサービス継続支援事業を創設しておりまして、その対象は、休業要請を受けた事業

所、感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業著・施設等に対し、割増賃金、

手当の支給に対し支援を行うものでございます。また介護報酬に算定ルールについても月当たり

一定の回数まで実際に提供したサービスより幾分高い報酬を算定可能とするなどの特例をこの７

月請求分から適応されることになっております。また議員も言われましたけれども国の二次補正

では、医療や介護、障がい者福祉施設で働く職員に対し施設において感染者が発生、または濃厚

接触者となった施設では一人２０万円、そうでなくても一人につき５万円を給付する事業が現在

検討されているところでございます。町独自の介護従事者への支援金を含めた対策でございます

けれども、今後の国の支援策の動向を注視をして参りたいと考えておりまして必要であれば独自

の支援策を検討もしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 次に５番目と致しまして、全国の医療機関や介護事業所等で、感染拡大

期間における受診・利用抑制による料金収入の減少で経営が圧迫されている事例があると報告さ

れています。内子町内での医療機関・介護事業所等で経営への悪影響があったかなどを把握して

いますでしょうか。また、その対策について医療機関等と連携して対策などは検討されています

でしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議員が言われます通り、町内の医療機関において、体調不良

による医療機関の受診を町内でも控える傾向があると聞いております。診療科によっては通常の

５０％程度まで患者が減少した医療機関もあると伺っています。介護関連の事業者につきまして

は、居宅介護支援事業者の実務者へのアンケート調査を実施をしておりますが、一時期、デイサー

ビスの受け入れを休止するなど、事業の一部縮小や感染の不安から利用を控える利用者もあるな

どそれぞれの施設で影響が出てきているようでございます。全国的にも、新型コロナウイルスの

影響で経営が悪化した医療機関の再建が重要な課題になってきているのはご指摘のとおりでござ

います。この間、政府は新型コロナウイルス感染者のうち、重症や中等症の患者を受け入れた医

療機関に支払われる診療報酬の引き上げなどの対策を講じられてきたところでございます。また

国の二次補正においても医療機関に対する支援が検討されているところでございます。先ほど触

れたとおりでございます。今後におきましては国の支援策の動向を注視をさせていただきながら、

こちらも必要であれば独自の支援策をしっかり検討してまいりたいというふうに考えます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 医療機関から町内でも受診控えで収入が５０％程度減ったところもある。

介護でも利用控えがアンケートでわかったということですけど、医療機関や介護事業者、アンケー

トがいいんですかね、動向を経営環境が大丈夫かというのを本当にわるくなってからではなくて

ちゃんと町民が安心して受診できる体制というのを把握しておくための定期的な打ち合わせです

とか、メール等によって頻繁に確認しているとかそういうような対策というのはないんでしょう

か。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 現在まででは医療機関でありますとか介護保険事業者に頻繁

に情報提供をお願いしたりとか連絡会をおこなったりとかいうことはおこなっておりません。今

後地域での感染拡大を受けて必要な状況になりましたらしっかりそのあたり対応してまいりたい

と考えておるところでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 最後６番目と致しまして、こういった医療・介護・障がい者等の社会保

障の体制を崩壊させないためにも、国の第２次補正予算での予算措置というのは検討されている

ところなんですけど、今、おっしゃられたこと以外で何か内子町として検討していること、独自

支援みたいなこと、もしありましたら教えていただけますでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えをしたいと思います。これはコロナに関連してという

ことではないんですけど、地域の中で医療とか介護とかいう分野は、命にかかわる分野ですから、

基本的には国が責任をもってその体制を構築していくということが大事な仕事だというふうに私

は思っております。地域医療の維持・充実は地域の人々の生活を支える大変大きな柱でございま

す。介護保険についても、地域で安心して暮らし続けるために欠くことのできない重要な制度で

あることは言うまでもありません。これらの問題は内子町単独で解決できるものではありません。

根本的には今申し上げましたように、国の一つの大きな制度の中でまた圏域ごとに策定されてお

ります地域医療構想の具体化、介護保険制度の抜本的な改善等がどうしても必要でございます。

医療分野では、地域医療をはじめとする救急医療体制及び周産期医療体制の体系的な整備を推進

するとともに、十分な財政支援を行うこと、地域医療確保の観点から、診療報酬の見直しなど、

必要な対策を講じることなどを、これらを全国町村会でも今までもそうなんですけど、これから

も厚生労働省等に対して要望しているところですし、これからも言い続けないといけないという

ふうに思っております。今後も国・県に対して地域の実情を十分にご理解いただき、地域課題に

即した抜本的な改革を要望してまいりたいというふうに思っております。また町民の皆さん方に

は、併せてぜひ、かかりつけ医を確保していただいて、気軽に相談していただけるようなお医者

さんの確保、併せて一緒にこの内子町の地域医療を支えていく、守っていく、そういうふうなこ

とも町民の皆さん方には併せてお願いをしたいというふうに思っております。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 町長から医療介護の体制を整えておくことは非常に重要だということで

力強い答弁をいただきまして、必要に応じて町独自の支援策も検討していくということで、そう

いった方向でしっかりと町民の安心のために、尽力していただくことを要望致しまして、次の質

問に移りたいと思います。 

２番目として、小・中学校の休業とＩＣＴ、情報通信技術の活用についてです。５月１４日に

愛媛県でも緊急事態宣言が解除されました。町内の小・中学校では１８日から分散登校が開始さ

れ、２５日から完全に学校が再開、子どもたちも日常を取り戻しつつあります。しかし、２か月

半に及んだ学校休業は、学習の遅れと学力格差の拡大だけでなく、学校の友達に会えない、外で

遊べないなどのストレスが増大し、子どもたちの心身に深刻な影を落としました。また、暑い中

でのマスク着用や身体的距離の確保など感染防止のための新しい生活様式や、学習の遅れを取り

戻すための行事の中止や夏休みの短縮など、これまでにない対応が子どもたちにストレスを与え、

今後も心理面での影響が心配されています。感染拡大の第２波、第３波も予想されることから、

子どもたちに大きな影響を与える学校休業やＩＣＴを使った新しい学習のあり方について、質問

を致します。 

 １番目として、４月４日、愛媛県より、町内高校に勤務する教諭の新型コロナウイルス感染の

発表があり、同日夜の記者会見で町内全ての幼稚園、小・中学校の休校を４月１７日までとする

という発表がありました。内子町内で感染者が出たということで、発表があった直後の日曜日は、
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町内の通りから人が消え、町の人は戦々恐々とし、休校延長もやむを得ないという雰囲気が広がっ

ていたように思います。しかし、４月４日というのは、特定警戒地域の７都道府県に緊急事態宣

言が出された４月７日よりも前、愛媛県を含めて３９府県に拡大されたのは１４日です。感染の

疑いがあり３日に検査を受け、４日に検査結果陽性が判明し、同日県による発表があったばかり

です。同じ日の４日夜の時点で町内すべての学校の休業を決めるというのは、拙速な判断ではな

かったかと思います。文科省は、４月１日に示された政府の専門家会議による提案を踏まえ、４

月１日改訂版として「臨時休業の実施に関するガイドライン」を出していました。それによると、

学校の臨時休業の考え方については、「地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認し

つつ、県等の衛生主管部局と十分相談の上、判断する。」とあり、また「感染の事実や感染者の人

数のみで臨時休業を判断するのではなく、学校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大す

る可能性について、個別の事情をみながら判断する。」とありました。このガイドラインを踏まえ

れば、４月４日時点、検査陽性が出た教諭が２日間部活動の指導していたことが判明したことか

ら、当該高校について休業と判断することは十分理解できます。しかし、４日の時点で、感染者

が感染した経路がほぼ判明していて、感染者は小・中学校の教員や生徒などに感染を広めていた

可能性が高いと判断できる状況ではなかったと推察致します。仮に、感染者の家族や関係者など

が小・中学校の教員等と接触していたということであっても、春休み中でまだ学校が再開してい

ない段階だったので、該当する接触者を登校させない措置を取れば済むことで、町内全域の小・

中学校に感染拡大する可能性を判断する状況にはなかったのではないでしょうか。当時の判断に

至った経緯・理由をご説明ください。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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、コロナウイルスの感染でございますけれども、ご質問

のとおり、４月４日に町内高校に勤める教諭の新型コロナウイルスの感染が確認されましたけれ

ども、この時点で感染経路が不明であり、かつ行動歴など詳細も把握できていない状況でござい

ました。さらに、内子高校は町内全域から生徒が通学していることなどを考慮して、児童・生徒、

そして町民の方々の健康と命を守るために万全を期して、町内全ての小・中学校の休業を教諭の

感染発症から約２週間後ということで、１７日まで延長することに決定させていただいたところ

でございます。今後も、感染拡大の可能性など個々の状況を見ながら、児童・生徒並びに町民の

皆様の命と健康を最優先にまた迅速に判断をしていきたいと考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） そういうお答えになるかと思うんですけど、特に緊急事態宣言が発せら

れていなかった段階で学校の設置者である町が判断を下したということなんですけど、保護者に

対する通知を見ましても私は休校に至った判断の詳しい説明とか、配慮というものが足りなかっ

たのではないかと思います。学校の臨時休業というのはご承知だと思いますけど、保護者も仕事

を休まなければいけないということもありますし、そのことによる収入減少とか、大きな影響を
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与えるわけです。ですから、次回、学校を臨時休業する場合には、学校を通してでももう少し詳

しい説明をしてほしいと思います。そういった詳しい説明があれば、保護者も職場などにも説明

ができますし、子どもたちにも親がしっかり説明することで、子どもたちも納得したり、安心し

たりできます。保護者もまた、内子町の住民なのですから、町民に大きな影響を与える町の決定

について、説明する責任があると思います。４月４日の休業というのは、判断にいたる説明・配

慮がその時点で十分ではなかったのではないかと私は考えますが、そういう認識はありますか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のご質問ですけど、この事案につきましては、まず４月４日

の１７時５７分から知事が記者発表している。それを受けて町はその夜、発表したわけですけれ

ども、こういった有事の際に迅速に判断を下す、それを町民に伝えていくとそういったことで４

日土曜日の夜でしたけど、記者発表をさせていただいたわけでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 説明配慮が十分でなかったという認識についてはお答えいただかなかっ

たんですけど、問題なかったというふうにとらえているというふうに理解しました。 

 次に移りますけど、今後、第２波等の感染拡大で、学校休業の判断となる基準をどのようにと

らえていますでしょうか。町内の小・中学校で感染者が出た場合でも、町内全ての学校を一律休

業とするのではなく、感染拡大状況を見極めた学校ごとの判断が必要ではないでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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、今後の感染拡大による休校の判断となる基準でござい

ますけど、まず、５月２５日からの学校再開に併せて、出席停止また臨時休業の基準を国及び県

の通知等を基に示させていただいております。町のホームペ－ジにも掲載をさせていただいてお

ります。このコロナ感染症につきましては、長期的な対応が予想されることから、その感染拡大

のリスクを軽減した上で子どもたちの学力保障をしていくために、個別の事情を見ながら学校ご

との休業や再開などの判断もしていきたいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 個別の事情を見ながら学校ごとの判断をしかるべく県や国の通知等を基

に判断していくと。学校ごとに判断していくというお答えがいただけたので安心致しました。ご

存知だと思いますけど、６月５日付の文科省による「学校運営のためのガイドライン」によれば、

臨時休業をする場合の考え方として、緊急事態宣言の対象区域に特定された場合とそうではない

学校で感染者が発生した場合というふうに考え方をわけていますけど、緊急事態宣言下ではない

場合には当該学校で感染者が出た場合に、当該学校についての休校を判断するという指針が出て
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ますので、これは４月１日時点でも同趣旨のガイドラインが出されていたわけなんですけど、私

は４月４日の時点の判断は、このガイドラインを踏まえたものではなかったんではないかという

印象をもちましたけれども、次の休校についてはこのガイドラインに沿った形でやるという答弁

がありましたので、一応、納得致しました。 

 次に、学校のＩＣＴ対応についてです。ＯＥＣＤの調査によると、中学教育におけるＩＣＴ活

用度合いが、４８か国地域のうち日本は下から２番目の低さとなっており、国際的にみて、ＩＣ

Ｔ活用度合いが遅れていると言われています。また、今回の休校期間中もオンラインによる遠隔

授業等が推奨されながらも、実施した学校は５％程度だったと言われ、都市部などでＩＣＴ活用

が進んでいた学校と、ＩＣＴが活用できなかった多くの学校とで学力格差が広がったとも言われ

ています。５月の愛媛新聞の記事で、休校期間中に久万高原町でのオンラインによる遠隔授業を

実施したというものがありました。注目したところは２点あります。一つは４月に情報通信の支

援員を採用したこと。もう一つは、今回の遠隔授業は久万高原町で小学校９校のうち８校が３年

生以上、人数の多い久万小は６年生を対象としたこと。中学校も同様に人数の多い久万中は３年

のみが対象と、遠隔授業を実施する学校、学年を同じとせず、やれるところから始めたというと

ころです。６月補正予算でも、文科省ＧＩＧＡスクール構想での子どもたち一人一台端末のため

の予算を計上されているようですが、端末がそろったとしても、オンライン通信による学校と家

庭を結んだ学習を、学校現場だけに任せておいてはなかなか進めていくことが難しいのではと推

測いたします。内子町でも外部人材でＩＣＴのための支援員を採用して進めていただきたいと思

いますが、検討されていますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） まず、前段の質問につきましては、先ほどの大西議員への答弁の

とおりでございますので、省略をさせていただきますけど、情報支援員につきましては、国の方

針を踏まえつつ、また町内学校現場の意見を聞きながら当町の実情に即した形でサポート体制を

とり、教員などの学校現場に負担が集中しないような対応を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 町内の実情に即して今後、現場と協議をしながら進めていくということ

だったと思うんですけど、ちなみに、この情報支援員というのを採用する場合の費用というのは、

今回のＧＩＧＡスクール構想に含まれるんでしょうか。交付金対象で対象になるものですか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） この情報支援員といいますと今回の国のＧＩＧＡスクール構想で

いきますとＧＩＧＡスクールサポーターというになろうかと思うんですけど、この配置について

は、国の方からの手当も考えられているというようなところでございます。 



令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 55 - 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ぜひ大西議員の先ほどの質問にもありましたように、オンライン授業と

いうのは第２波による休業に向けて進めていくことが重要な課題となっていますので、今までの

やり方だけではなくて、外部人材を入れないとこういった情報通信に詳しい方を入れないとなか

なか進んでいかないんだろうと思いますので、ぜひ前向きに検討していただくことをお願いしま

して次に移りたいと思います。 

地域ごとで通信環境なども異なる中、平等性を重視してすべての学校で同じように遠隔授業を

やろうとすることを目指すと、どうしてもスタートが遅くなってしまうと思います。それよりも、

やり方をある程度学校に任せて対応可能な学校・学年からスタートし、試行錯誤を繰り返しなが

ら進めていくことが必要ではないでしょうか。とりあえず始めてみて、成功や失敗の事例を学校

ごとで共有して進めていくことも必要ではないでしょうか。また、オンラインによる遠隔授業は

ハードルが高いとも言われています。それよりも、朝、夕の決まった時間に、担任の先生が子ど

もたちと遠隔でつながり、子どもたちの顔を見て様子を聞いたり、宿題などの進捗を確認すると

いうことから始めてはという、教育研究者による提言がありました。これならば、通信環境がＷ

ｉ－Ｆｉがなくても通常、親がスマートフォンを持っていると思われますので、親のスマートフォ

ンを借りてでも、すぐに始めることもできると言います。ＩＣＴ活用で町内一律での統一した対

応を目指すのではなく、対応可能な学校、学年からスタートしてやり方もある程度学校に任せて

いくという考え方について、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 只今のご質問ですけど、ＩＣＴの活用につきましては、町内一律

で統一した対応を目指しているわけではございません。既に立川小学校ではタブレット端末を活

用した授業をおこなっております。また石畳小学校につきましても今回の６月補正予算に計上さ

せていただいておりますけれども、早期実現に向けて準備を進めているところでございます。今

後も各学校の実情に応じて、各学校の特色を活かすことが出来るよう学校と一緒にＩＣＴ教育に

ついて取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） すでに立川小でもタブレット授業始められているというお答えだったん

ですけど、石畳小でもそういう予定になっていると。立川小でのタブレットの授業というのは、

いわゆる生徒子どもたちが家庭にいて、オンラインによって先生たちとつながって家庭と学校で

のそういったやりとりというものではないですよね。求められているのは、家庭と学校とのオン

ラインでつながったそういった教育支援、学習の整備だと思うんですけどそれについてお聞きし

ているわけなんです。具体的にいつまでにどのようにできることを目指すのか。そのあたりの方
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針を教えていただけますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） いつまでにということにつきましては、大西議員の答弁でご説明

させていただいておりますけれども、第２波がくることも当然予想されます。そういった中で国

であったり、県、そういったところと情報を取りないながら早期にスピード感をもって対応して

いきたいということでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 早期にスピード感をもってというそういう目標は力強いんですけど、結

局いつまでにという期限。どこから始めるのかというそういう戦略をもって進めないと今ただで

さえ、学校現場というのは学習の遅れを取り戻すために非常に忙しいと思うんですけど、それと

並行してこういった遠隔授業というのをやっていくというのは、並大抵の相当な戦略、どこをモ

デル校にしてとかそういったことを考えていかないと進まないのではというふうに思いますので

ぜひ具体的なスケジュール感をもって進めていただきたいと思います。 

 次にいきますけど、５番目としまして、すでに光回線やＷｉ-Ｆｉなどインターネットの通信環

境が整備されている家庭と、ない家庭があります。感染第２波による休校も見据えて、家庭と学

校をオンラインで結んだ学習環境を整備していくためにも、各家庭で異なる通信環境をどのよう

に支援していく方針でしょうか。例えば、低所得の家庭にはＷｉ-Ｆｉルーターを貸し出したり、

通信料を補助するなどの方策は検討されていますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 各家庭の異なる通信環境についてでございますけれども、現在、

各学校を通じて、各家庭の通信環境について調査を実施したところでございます。これからのＩ

ＣＴの活用状況などによっては自治体間の格差であったり、また、家庭の学習環境の格差も広が

りかねない訳でございますので、子どもたちの学びを保障できる環境の整備を学校と連携をしな

がら、また経済的な理由などによって格差が生じることがないよう、しっかりとした対策を講じ

ていきたいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） これはなかなか難しい問題だと思いますし、他の自治体の動きなども参

考にしながら、どこまでの方を支援対象とするのかというのは課題であると思うんですけど、例

えば今も低所得の世帯に対して就学援助制度というのがありますけど、この対象となる支給経費

にこの通信環境の整備であるとか通信料というものを加えるというような話は、国や県からも含

めてそういうような検討はされているんでしょうか。 



令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 57 - 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 先ほど答弁致しました通り、経済的な理由などによって格差が生

じることのないよう、国が今言っておりますＧＩＧＡスクール構想の中にも低所得者世帯に対す

る措置ということも盛り込んでおりますので、そういったことも当然踏まえて今後対応していき

たいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） それと６番目として、学校が再開し、子どもたちの心身のケアや遅れを

取り戻すために学校現場は大変忙しいと思われ、オンライン学習を進めていくために時間を割く

のはなかなか困難な状況があるだろうと思います。不登校の児童・生徒の居場所となり、学習支

援を行っているふれあいルームをオンライン学習を進めるための一つのモデルとしてみてはいか

がでしょうか。元々、週２回のみの活動なので、学校に通っている子どもと比べて学習時間が少

ないので、ふれあいルームの登校日ではない曜日や登校日の午後などに、オンライン学習の時間

とすることは検討できるのではないでしょうか。また、ふれあいルームに通っていない、不登校

の子どもに対しても、オンラインによる学習支援は、すべての子どもたちに教育機会を確保する

観点からも、意味があると考えますがいかがでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） 最後に、ふれあいルームにつきましては、まず昨年度末にパソコ

ン５台を配置をさせていただきました。今年５月には、インターネット環境を整備させていただ

いております。それにあわせてパソコンも１台追加、計６台を配置させていただいておりまして、

学校と変わらない学習環境を整えております。現在は、ドリル学習などの個別学習や、インター

ネットを活用した調べ学習でございますけれども、子どもたちの特性や心身の発達段階等の状況

を十分に踏まえながら、個別最適化された学びの確保に努めていきたいというふうに考えており

ます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 私が質問した趣旨と違うお答えになっていたと思うんですけど、私が言っ

ているのは、家庭と学校教育主体とのオンラインによる学習、そういった環境を整えることがこ

れから休校ということを見据えて必要ではないかということが言われているわけで、忙しい一般

のクラスよりもふれあいルームはまだ時間があるので、対象のモデルとして、これはふれあいルー

ムだけではなくてもいいんですけど、例えば石畳小とか、このクラスであるとか、この学年であ

るとか、そういうことで進めていきながら、その経験を他の学校とも共有していくというやり方

を進めていくことが、スピード感を持ったやり方ではないかと思うんですけれども、改めてそう
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いったモデル校・モデルクラスを選んで、推進していくというお考えについていかがでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） ふれあいルームをモデルとか、そういうことではなくて、各町内、

小・中学校、ふれあいルームも含めて、当然含めてということでございますけれども、先ほど答

弁いたしましたように、各学校、これふれあいルームも含めてということでございますけれども、

それぞれ実情に応じ、またそれぞれ特色にあったＩＣＴ教育の環境というものについて、今後も

関係機関等々とも情報交換をしながら、取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 感染の第２波に備えるだけではなくて、目の前の子どもたちのために何

がいいかを話し合い、学校現場を育てていくということは、現在の厳しい状況を打開するだけで

なく、未来の希望ある子ども達と学校の関係を新しく作るための大きな力になると思います。ぜ

ひ、学校現場の創意工夫と自主性を尊重して、教育委員会は新しい教育環境を作るためのサポー

トをしていくいただくことを望みまして、次の質問に移りたいと思います。 

○議長（森永和夫君） 関根議員、残り時間５分となっておりますのでよろしくお願いします。 

○２番（関根律之君） はい。町総合交流促進施設「オーベルジュ内子」のリニューアルについ

てです。先ほど下野議員から詳しい温泉愛のある質問がありまして私も大いに共感をもって聞い

ていましたので、多くはここで質問することはないと思うんですけれども、そういった意味で一

番目の本施設の運営方針については、既にお答えいただいたので、質問はしません。 

２番目として、観光業の復興の見通しが立たない現在ですね、急いで改修工事を進めるのでは

なくて、一旦立ち止まって、住民アンケートの実施など幅広く町民の声を聞いて今後の運営方法

を協議していくことが必要ではないかと、これまでもオーベルシュ内子、前の指定管理者の時に

も一般質問で、こういった住民の声を幅広く聞くべきではないかということを申し上げたわけで

すけれども、一旦こういった方針と言いますか、指定管理者が変わる時なので、ぜひですね、こ

のオーベルシュ内子、この施設を例えば、町の広報誌ですとか、そういうもので紹介して、利用

している人も利用していない人も関心を持ってもらって、どういうふうな施設になったらいいか

というような声を聴くということが、町民にとって町民福祉の向上にとって必要なことではない

かというふうに思いますので、そういった幅広く町民の声を聴くということについて、そういっ

た計画方針がないかお聞きしたいと思います。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） それでは、「観光業の復興の見通しが立たない現在、急い

で改修工事を進めるのではなく、一旦立ち止まり住民アンケートの実施など幅広く町民の声を聞

いて、今後の運営方法を協議しては。」に関するご質問に関して答弁させて頂きます。このご質問

も、先ほどの答弁と同じで、本議会に上程させていただいている議案、予算のご決定を賜りまし
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たらになりますが、本施設は築後１０年を経過しており、施設内の劣化が各所に見られ、修繕が

必要な状況となっており、現在の劣化部分、これまでの宿泊者などの意見も取り入れながら、新

たに宿泊棟への温泉引き込みのための配管工事などを予定しております。現在、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により、県外からの不要不急な外出自粛ムードの中、観光客含め宿泊者の誘

客は期待できない中、コロナ終息後を見据えて、いち早く再オープンすることが肝要と考えてお

ります。また、いったん立ち止まり、住民アンケートの実施など幅広く町民の声を聞いて今後の

運営方針を協議してはとのことですが、今回、指定管理者を公募、再公募する上で、前指定管理

者が拾い上げている町内外の利用者の声なども参考にし、温浴施設の脱衣場の改修、各部屋への

温泉の引き込み工事等も行い、現在ある施設を有効利用して皆様に喜んでいただける施設運営を

してまいりたいと考えています。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（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 最後にしますけれども、やはり前のオリエントホテル高知の経営は、お

風呂の利用者にとってみれば、やはりリピーターという方はいらしゃったんですけど、なかなか

全く行かないというか、興味がないという方も多かったわけですけれども、それはやはり大きい

のは、宿泊者を気にして町民のためのこのお風呂の方のサービスをなかなか充実できなかったの

ではないかというところが、一番大きいんだと思います。休憩する場所がないとか、例えば、お

風呂を出た後、町の地場産品を買えるような場所がないとか、本当に利用者の目線に立ったそう

いった運営というのを今後、本当に指定管理者と共にですね、検討していってもらいたいと思い

ますので、そういうことを求めまして私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（森永和夫君） 以上で、一般質問を終わります。 

 

   

○議長（森永和夫君） 本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

明日１１日、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致します。 

午後４時００分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和２年６月第１０９回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和２年６月１０日（水） 

○開会年月日   令和２年６月１１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  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 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 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長  畑 野 亮 一 君 

環境政策室長  中 嶋 優 治 君     政策調整班長  上 山 淳 一 君 

上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君     危機管理班長  松 岡 裕 樹 君 

商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 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  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第５号） 

令和２年６月１１日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
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日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 報告第 ２号 平成３１年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ４ 報告第 ３号 平成３１年度内子町一般会計事故繰越計算について 

日程第 ５ 報告第 ４号 平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 

日程第 ６ 報告第 ５号 平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越計算について 

日程第 ７ 議認第 ３号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて 

日程第 ８ 議認第 ４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処

分の承認を求めることについて 

日程第 ９ 議認第 ５号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例についての専決処分の承

認を求めることについて 

日程第１０ 議認第 ６号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて 

日程第１１ 議認第 ７号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認

を求めることについて 

日程第１２ 議認第 ８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を

求めることについて 

日程第１３ 議認第 ９号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を

求めることについて 

日程第１４ 議認第１０号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を

求めることについて 

日程第１５ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第６０号 内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理者の指定につ

いて 

日程第２３ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

日程第２５ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者の指定につい

て 

日程第２６ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者の指定につい

て 

日程第２７ 議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）について 

日程第２８ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）について 
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日程第２９ 議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第３０ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第３１ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第３２ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第３３ 議案第７６号 令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３３ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） 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、６番、菊地 幸雄議員、７番、泉 浩壽議員を指

名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 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５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 報告第２号 平成３１年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 報告第２号 平成３１年度内子町一般会計繰越明許費繰越

計算について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第２号、平成３１年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算につきま

しては、事業執行にあたり不測の日数を要するため、３月議会においてお認め頂いた一般会計補

正予算（第５号）で繰越明許費として計上した事業に係る繰越計算書について、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。その内容につきましては、総務課

長に説明させますので、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。 
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○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、報告第２号、平成３１年度内子町一般会計繰

越明許費繰越計算につきましてご報告させて頂きます。議案書１の２ページから３ページをご覧

ください。款、項、事業名、翌年度繰越額と、簡単に繰越理由につきましてご説明申し上げます。 

２ページでございます。まず、２款、総務費、１項、総務管理費でございます。企画調整費、

第２期内子町総合計画後期計画書策定事業１４３万円につきましては、令和２年４月１日付けの

機構改革に伴い、計画の目標数値が令和２年度にならないと設定できないものが生じたため、印

刷製本業務の年度内完了が見込めず、必要相当分の予算を繰り越しとしたものでございます。 

続いて、３款、民生費、１項、社会福祉費でございます。社会福祉総務費、プレミアム付商品

券事業３５０万円につきましては、商品券の使用期限が３月末までとなっており、換金業務が４

月以降になるため年度内の事業完了が見込めず、必要相当分の予算を繰り越しとしたものでござ

います。 

続いて、６款、農林水産業費、１項、農業費でございます。農地費、農業基盤整備促進事業１，

７３０万円につきましては、農道室屋谷線他１路線の施工に伴う残土処理場を設計するにあたり、

地権者、町、代表者間の交渉に不測の日数を要したため年度内の事業完了が見込めず、繰り越し

としたものでございます。 

続いて、６款、農林水産業費、２項、林業費でございます。林業振興費、美しい森林づくり基

盤整備事業、１３１万８，０００円につきましては、事業実施にあたり、事業実施予定の森林と

隣接森林との境界確定や森林所有者間の合意形成などに不測の日数を要したため、年度内の事業

完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。林業施設費、育成林整備事業２，０６７万

３，０００円につきましては、内子町森林組合が開設している林道泉線の事業に対して補助を行

うにあたり、近隣の災害復旧事業の集中により工事資材の調達に不測の日数を要したことから年

度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。農山漁村地域整備交付金（山の

みち）事業２，５２６万円につきましては、林道笹ヶ峠線におきまして、隣接地権者間との境界

に関する地権者、町、代表者間の交渉に不測の日数を要したため、年度内の事業完了が見込めず、

繰り越しとしたものでございます。農山漁村地域整備交付金（道交）事業、２，３７０万７，０

００円につきましては、林道仏峠大清水線において、切土斜面の変状が発生したことによる盛土

材の確保が困難な状態になったため、年度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでござ

います。林道成長産業化総合対策事業６５８万３，０００円につきましては、林道室屋谷線にお

いて工事資材等の運搬経路である県道の路側が崩壊し通行不能となったこと、また迂回路の確保

も困難となったため、年度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。 

続いて、８款、土木費、２項、道路橋梁費でございます。道路橋梁費、道路橋梁維持修繕事業 

２５０万７，０００円につきましては、平成２９年度台風１８号豪雨による県道坊屋敷小田線の

被災により、池田地区の集落の分断解消のために施工されました迂回路を、県道復旧にあたり撤

去する工事におきまして、地権者、町、代表者間の交渉に不測の日数を要したため、年度内の事

業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。町単町道整備事業７２０万７，０００円

につきましては、町道小学校神社線並びに公衆用道路境線において、工法の検討などに不測の日
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数を要したため年度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。社会資本整備

総合交付金（町道）事業１億８，９９２万６，０００円につきましては、町道改良事業並びに修

繕事業において、地元調整や関係機関との協議等に不測の日数を要した事から工事着手が遅れた

ため年度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。 

続いて、３ページをお願い致します。８款、土木費、３項、河川費でございます。河川及び防

災費、がけ崩れ防災事業６，０９７万３，０００円につきましては、東Ｂ地区外、８地区におい

て、工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要し

たことから工事着手が遅れ、年度内の事業完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。

土砂災害危険箇所周知対策事業、３３０万円につきましては、土砂災害防災マップの掲載内容の

検討に不測の日数を要した事から年度内完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。 

続いて、８款、土木費、４項、都市計画費でございます。内子運動公園費、内子運動公園改修

事業１億１，１２９万９，０００円につきましては、駐車場の地盤調査や施設改修にあたり、使

用団体との協議、調整に遅れが生じ、発注業者選定が遅れたことで年度内の事業完了が見込めず、

繰り越しとしたものでございます。 

続いて、９款、消防費、１項、消防費でございます。消防施設費、消防団詰所等施設事業１，

２５９万４，０００円につきましては、天神５部詰所新築工事において、低入札となり不測の時

間を要したため年度内完了が見込めず、繰り越しとしたものでございます。防災費、デジタル防

災行政無線戸別受信機整備事業１億９，４７９万９，０００円につきましては、台風１９号でメー

カー部品工場が被災したことにより、設備納品および工事施工に遅れが生じたため年度内完了が

見込めず、繰り越しとしたものでございます。 

続いて、１０款、教育費、５項、社会教育費でございます。自治センター費、五十崎中央自治

会館整備事業６９９万１，０００円につきましては、１２月に一般競争入札にて入札通知をした

ところ、参加者がなく入札ができなかったことで年度内完了が見込めず、繰り越しとしたもので

ございます。 

続いて、１１款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費でございます。農林業施設災害

復旧費、現年発生補助農業施設災害復旧事業６９３万１，０００円、そして、現年発生補助林業

施設災害復旧事業１３０万８，０００円につきましては、工事用資材等の運搬路を選定するにあ

たり、運搬路の一部に集落の生活道が含まれていたため、路面の清掃やアスファルト舗装の張替

えなどで地元との調整が必要となり、不測の日数を要したことで年度内完成が困難となり、繰り

越しとしたものでございます。  

最後に、１１款、災害復旧費、２項、公共土木施設災害復旧費でございます。公共土木施設災

害復旧費、現年発生補助公共土木施設災害復旧事業につきましては、３月議会でお認め頂いた一

般会計補正予算（第５号）繰越明許費において、繰越予定限度額２００万円を計上しておりまし

たが、当初見込みの事業箇所において年度内に事業が完了したことにより翌年度繰越額はなく０

円としてございます。過年発生補助公共土木施設災害復旧事業１億１，１２２万５，０００円に

つきましては、町道影浦線外４箇所におきまして、迂回路や工事用用地借上げ、運搬路の選定な

ど、地元調整に不測の日数を要した事から工事着手が遅れたため年度内完成が困難となり、繰り

越しとしたものでございます。なお、繰り越すべき財源内訳等につきましては、記載内容のとお
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りでございます。以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づく、繰越明許費繰越計

算書の報告とさせて頂きます。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。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 繰越のこういうあらゆる事業に関してすべてではないんですけど、地

元の協議や負担金等のかかる事業があるわけなんですよ。今までも何年か前の農林業関係の施設

の改修の要望を出していましたけど、地元調査をした結果、なかなか事業は難しいでしょうとい

う結論が出て、結局１年以上経過頃に倍以上の事業費が見込まれますけど、これでいきますとい

う通知がきたりして、関係者の方に相談をすると１００万の負担金が２００万になりますという

ことになったりする場合もあります。それまでの経過報告が全くないことがよくあります。それ

で、事業を執行される方は、絶対地元の人らをこれをやってくれという要望が出ているからやる

ということでやられていると思うんですけど、そこの地元には、それなりの負担金やパーセント

違ってかかってくるので、それぞれの負担をする方の割合とかが変わってくるわけなんですよね。

そうすると、当初の考え方と大幅に変わってくるまでに今の進捗状況で行くと変更していくと事

業内容がこのように変わるからこういう経過になりますという説明でもあればいいんですけど、

何にも連絡がなくて最後にぽんと変更してこのような倍額の事業費になりますということがきた

りすることがあるんですけど、こういった対応はどのように考えておられるか、質問致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 事業の進め方と致しまして、要望が出て現地を調査して設

計をして設計ができた段階で地元におろしていくという流れではおりますけれども、事業によっ

て全部が全部ではないんですけど、地元におろす段階が遅れていた事業があったんではなかろう

かと思います。今後はそういうことがないように、現場を確認した段階でどれくらいかかるか、

また、設計をした段階でどのくらいかかるかというのは逐次、地元に報告をしてスムーズに事業

を進めるようにいたしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 今までも県や国の補助をもらってやる事業などもそれが要因となって

地元の皆さんの考え方が変わってそんなに高く事業費がかかるなら、やめましょうということに

なってしまったこともあります。結局、それは県や国に行政の方からお断りをせんといけんなっ

て心苦しい思いを職員の方にもさせるようになってしまうんですけど、そういうことがないよう

にするためには中間でのこういう繰り越すようになります、事業がこのように変わってきそうで

すということは、逐次連絡なりをお願いしときます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 災害復旧の繰越について質問したいと思うんですが、一昨年、西日本豪雨
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による災害もかなりの箇所被害が発生し、また令和元年度も町内各所で災害が発生してこういう

災害復旧の対応をされておるんですが、そこら西日本豪雨、昨年の災害、箇所数が多いのでなか

なか発注も大変であるという話も聞いておったんですが、計上されておる繰越を消化したらだい

たい災害箇所の復旧はできるという捉え方でよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） ３０年災と元年災もありますが、今、この繰越、事故繰の

次説明もありますが、それですべて発注は致しております。完成予定でありますが、まだ農災に

ついて箇所数も多いということから、約８０件ほどはまだ施工中のところはありますけれども、

予定としてはすべて発注はしております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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３号 平成３１年度内子町一般会計事故繰越計算について 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 報告第３号 平成３１年度内子町一般会計事故繰越計算に

ついて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第３号、平成３１年度内子町一般会計事故繰越計算につきましては、

避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかった事業に係る繰越計算書について、地方自

治法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものでございます。内容につきましては、総

務課長に説明させますので、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（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、報告第３号、平成３１年度内子町一般会計事

故繰越計算につきましてご報告させて頂きます。 

議案書１の４ページをご覧ください。款、項、事業名、翌年度繰越額と、簡単に繰越理由につ

きましてご説明致します。 

まず、８款、土木費、１項、道路橋梁費でございます。道路橋梁費、町単独町道整備事業１，

５４５万２，０００円につきましては、西日本豪雨災害の本格的な復旧工事に伴い工事箇所が集

中した事から、労務者の手配調整が難航した事やコンクリ－トブロック等の主要資材が不足し、

入手困難な状況となったため、町道中屋敷線ほか３路線におきまして、明許繰越年度内に事業を

完了する事が困難となったため、事故繰越をするものでございます。 
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続いて、１１款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費でございます。農林水産施設災

害復旧費、現年発生補助農業施設災害復旧事業、１億４，９６８万１，０００円につきましては、  

平成３０年災の工事件数が１０１件となったため、入札不調が続く中、工事の契約までに不測の

日数を要したことにより、明許繰越年度内に事業を完了する事が困難となったため、事故繰越を

するものでございます。現年発生補助林業施設災害復旧事業７，８４３万円につきましては、治

山工事と合わせた災害復旧を計画しておりましたが、治山工事の進捗に遅延が生じたために不測

の日数を要し、明許繰越年度内に事業を完了する事が困難となったため、事故繰越をするもので

ございます。 

最後に、１１款、災害復旧費、２項、公共土木施設災害復旧費でございます。公共土木施設災

害復旧費、現年発生単独公共土木施設災害復旧事業２，２６３万４，０００円につきましては、

西日本豪雨災害の本格的な復旧工事に伴い工事箇所が集中した事から、労務者の手配調整が難航

した事、コンクリ－トブロック等の主要資材が不足し、入手困難な状況となったため、町道熊の

滝宮の成線ほか７箇所におきまして、明許繰越年度内に事業を完了する事が困難となったため、

事故繰越をするものでございます。なお、繰り越すべき財源内訳につきましては、記載内容のと

おりでございます。以上、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定に基づく、事故繰越計算書

の報告とさせて頂きます。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。 

○議長（森永和夫君） 只今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（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 災害復旧にはだいたい国、県あたりの補助があろうという認識でおるんで

すが、ここの公共土木災害復旧費には一般財源しか計上がされてないんですが、国、県あたりか

らの財源はないんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） まず、８款土木費の道路橋梁費につきましては、町単独事

業ということです。災害復旧事業につきましては、当然、国、県の補助もありますが、一般的に

は、国、県の補助金もあとから入ってくるという状況で、この段階では一般財源で処理をすると

いうことになっておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 災害が発生すれば、国の災害査定を受けて、補助額が確定して事業に着手

される。あとで入るというのはどういう意味ですか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 公共土木災害復旧の場合は予算上、一般財源で施工して確

定をしてから予算が入ってくるということでございますのでこういう組み立て方になります。上

の段の農林施設の災害がございますがこれについては箇所数が多いということがあって、災害は

３年間で復旧するということで、本年度は例えば５割補助をつけますとかいうことで、国、県の
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方で率を決められております。その分で繰越額より多く国費が入ってくるということなんかも生

じてくるということですので、ご理解いただいたらと思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 今の林議員の質問、そしたら最終的には財源補正をするということに

なるんですかね。一般財源で出して後から補助が入るから予算する時にはどこかで財源補正を

やっていくというような形なんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） そういうふうになると思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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 ５ 報告第４号 平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（森永和夫君） 「日程第５ 報告第４号 平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第４号、平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算につ

きましては、地方公営企業法第２６条第１項に規定する建設改良費の繰越計算書について、同法

第２６条第３項の規定により報告するものでございます。その内容につきましては、建設デザイ

ン課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 報告第４号、平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費

繰越計算についてご報告させていただきます。 

議案書１の５ページでございます。地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の

繰越でございまして、４款１項の建設改良費において、１億７,２５１万５，０００円を繰越すも

のでございます。内子町上水道第７次拡張工事と町道古田黒内坊線配水管布設替工事において両

工事とも、県営工事と合同で実施している工事でございまして、県との協議に不測の日数を要し

たことと、西日本豪雨の復旧工事が本格化したことによる、労働者の手配調整が難航したことに

より、年度内完成が見込めなかったため、繰越としたものでございます。以上、水道事業会計の
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繰越計算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し

上げます。 

○議長（森永和夫君） 只今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（森永和夫君） 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 ６ 報告第５号 平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越計算について 

○議長（森永和夫君） 「日程第６ 報告第５号 平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越

計算について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第５号、平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越計算につきま

しては、地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による、避けがたい事故のために年度内

に支出が終わらなかった事業に係る繰越計算書について、同法第２６条第３項の規定により報告

するものでございます。内容につきましては、建設デザイン課長に説明させますので、よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 報告第５号、平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越

計算についてご報告させていただきます。 

議案書１の６ページでございます。地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規定による事

故繰越でございます。本繰越は、３１年度事業でございまして、一般的には繰越明許費として繰

越をいたしますが、地方公営企業法第２６条第１項では建設又は改良に要する経費しか繰越が認

められておりません。その他の経費につきましては、第２６条の２項のただし書きにより事故繰

越が認められており、今回委託事業でございますので、この法第２６条第２項のただし書きの適

用によります繰越でございます。２款１項の営業費用の委託事業において、８５０万円を繰越す

ものでございます。ストックマネジメント計画策定を日本下水道事業団に委託し事業を実施して

おりましたが、計画対象施設の検討を本年１月に変更契約により増加して実施をしておりました。

増加分の施設については、現地調査が不可欠でございますが、今回新型コロナの影響で、２月頃

から現地調査に入ることが困難となり、年度内完成が見込めなくたったため、繰越としたもので

ございます。 

以上、下水道事業会計の事故繰越計算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご

承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 
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○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） ちょっと勉強不足で分からないんで教えてください。頭には公営企業法第

２６条第３項の規定により事故繰越をするという説明があるんですが、その下、表の上には第２

６条第２項の但し書きの規定による事故繰越、３項と２項という項目の違いがあるのはどういう

意味があるのかということと、コロナ感染の影響で調査に入ることができないためにという説明

ですが、相変わらずこういう状況ですが、計画の策定がいつ頃になる予定なのか。質問をしたい

と思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 上段の項、第２６条第３項の規定というのは議会に報告す

るという規定でございます。計画の時期でございますが、やっと現地調査も入れるかなという状

況になりましたので、現地調査に入ることができましたら、８月くらいには計画ができるのでは

ないかというふうに思っております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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 ７ 議認第３号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の 

承認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第７ 議認第３号 内子町税条例等の一部を改正する条例につい

ての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第３号、内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることにつきましては、令和２年４月１日に施行する必要があり、議会を招集する

時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町長が専決処分したもの

について報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては、税務課長に説明致させ

ますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○税務課長（𠮷川博徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 𠮷川税務課長。 

〔𠮷川博徳税務課長登壇〕 

○税務課長（𠮷川博徳君） それでは、議認第３号、内子町税条例等の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

議案書１の７ぺージをお願い致します。令和２年度の税制改正に関連し、地方税法の一部を改
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正する法律等が３月３１日に公布され、４月１日より施行になりました。内子町税条例等の一部

改正を、４月１日から施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自

治法第１７９条第 1項の規定により、３月３１日に専決処分をさせていただきました。同条第３

項の規定により、これをご報告し、承認を求めるものでございます。 

専決処分につきましては次の８ページとなっております。「内子町税条例等の一部を改正する

条例」の条文は９ページから２０ページまで。次に、議案説明資料３の１ページから３２ページ

までが今回改正の「内子町税条例等の一部を改正する条例の新旧対照表」となっております。専

決処分いたしました税条例の改正の概要につきましては、説明資料でその内容を説明させていた

だきます。 

議案説明資料３の３３ページをお願い致します。改正理由につきましては、令和２年度の税制

改正に伴い、地方税法が改正されたことによるものでございます。説明資料に概要をまとめてご

ざいますが、「町税に係る主な改正点」を説明させいただきます。まず、固定資産税関係といたし

まして、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税への対応です。現に所有している者、相続人

等の申告の制度化です。登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされるまでの間において、現

に所有している者、相続人等に対し、氏名・住所等必要な事項を申告させることができる。次に、

使用者を所有者とみなす制度の拡大。調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならな

い場合など、事前に使用者に対し通知をした上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台

帳に登録し、固定資産税を課税することができる。このことにつきましては、令和３年度分以後

の固定資産税について適用されます。 

次に、個人住民税としまして、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しで

す。このことにつきましては、令和３年度分以後の個人住民税について適用されます。一つ目は、

未婚のひとり親について寡婦控除を適用する。控除額は３０万円で、適用する条件は死別・離別

と同様とする。二つ目は、寡婦に寡夫と同じ所得制限、前年の合計所得金額５００万円、年収６

７８万円を設ける。三つ目は、上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり

親について、児童扶養手当受給者に限定しないこととするものです。 

後は下の表について説明させていただきます。表、左側の上、欄外に今回専決いたしました町

税条例の一部を改正する条例の条例番号、表の左側の欄に改正します、内子町税条例の番号とそ

の下に施行日を、その右側中央の欄に対応する法令を、一番右側の欄に改正の概要を記載してご

ざいます。内子町税条例等の一部を改正する条例の概要については、以上でございますが、その

他の改正につきましては、資料ナンバー３議案説明資料の１ページから３２ページにかけまして

新旧対照表をつけております。ご覧いただけたらと思います。 

以上で「内子町税条例等の一部を改正する条例」の説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第３号 内子町税条例等の一部を改正する条例についての専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  日程第 ８ 議認第４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第８ 議認第４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第４号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることにつきましては、令和２年４月１日に施行する必要があり、議会

を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町長が専決処

分したものについて報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては、税務課長に

説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○税務課長（𠮷川博徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 𠮷川税務課長。 

〔𠮷川博徳税務課長登壇〕 

○税務課長（𠮷川博徳君） それでは、議認第４号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。 

議案書１の２１ページをお開きください。地方税法施行令の改正が３月３１日に公布され４月

1 日より施行になりました。内子町国民健康保険税条例の一部改正を４月１日から施行する必要

があり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

３月３１日に専決処分をさせていただきました。同条第３項の規定により、これを報告し、承認

を求めるものでございます。 

 専決処分につきましては次の２２ページとなっております。「内子町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例」の条文につきましては２３ページに。次に、議案説明資料３の３８ページか

ら３９ページが今回改正の「内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表」と

なっております。 

 ４０ページから４１ページを説明資料としております。専決処分いたしました国民健康保険税

条例の改正の概要につきましては、説明資料でその内容を説明させていただきます。 

議案説明資料３の４０ページをご覧ください。「国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低
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所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」という国の税制改正の大綱の資料ですが、

上の「１．大綱の概要」にありますように、一つ目に国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限

度額を現行の６１万円から６３万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を現行の１６万円か

ら１７万円に引き上げること。二つ目に国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、

５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を２８

万円から２８万５，０００円に引上げ、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におい

て、被保険者の数に乗ずべき金額を５１万円から５２万円に引上げるものでございます。その下

の「２．制度の内容」で、今申し上げました課税限度額と軽減判定所得の改定イメージがありま

すが、これについてはご覧いただいたらと思います。今回の改正とその比較やその国保税への影

響につきましては、次のページ４１ページに記載してございますので、ご覧いただいたらと思い

ます。以上で、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処

分の承認を求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第 ９ 議認第５号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例についての専決処分 

の承認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議認第５号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第５号、内子町介護保険条例の一部を改正する条例についての専決

処分の承認を求めることにつきましては、令和２年４月１日に施行する必要があり、議会を招集

する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により町長が専決処分した

ものについて報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては、保健福祉課長に説

明させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 



令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 75 - 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） それでは、議認第５号、内子町介護保険条例の一部を改正す

る条例についての専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。 

議案書１の２４ページをお開きください。低所得者の第１号保険料軽減強化に伴い、内子町介

護保険条例の一部を改正する条例について、令和２年４月１日に施行する必要があり、議会の議

決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、３月３１日に専決処分をさせていただきました。同条第

３項の規定により、これをご報告し、承認を求めるものでございます。専決処分につきましては

次の２５ページのとおりでございます。その詳細につきましては、説明資料３の方でご説明致し

ます。 

議案説明資料３の４２ページをお開きください。４２ページには、内子町介護保険条例の新旧

対照表を載せております。今回の条例改正につきましては、低所得者の保険料の軽減強化を図る

ものでございます。低所得者の保険料軽減強化につきましては、「地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」による介護保険法の一部改正によ

り、市町村が所得の少ない被保険者の保険料を減額賦課した場合に、減額した額の総額を一般会

計から特別会計に繰り入れる仕組みが創設されておりまして、１号被保険者の保険料につきまし

ては、平成２７年度から段階的に減額賦課をしておるところでございます。昨年度におきまして

は、１０月の消費税率１０％への引き上げに伴い実施することとされていたところ、完全実施ま

での２分の１の減額幅の基準が定められたことから、内子町においても昨年４月からこの減額幅

の基準により保険料率を条例で定めておりました。今般、令和２年度からの消費税率１０％引き

上げの満年度化に伴い、保険料軽減を完全実施することとなるため、減額に係る基準を定める政

令が公布されたことにより、当該減額に係る介護保険料率の改正を行うものでございます。保険

料率を定めております第６条において、第１号から第９号はそのままと致しまして、その下、第

６条第２項から第４項にて、令和２年度の保険料率は、前項第１号から第３号の規定にかかわら

ず、第２項では第１段階の保険料率を２万２，５００円、第３項では第２段階の保険料率を３万

７，５００円、第４項では第３段階の保険料率を５万２，５００円へと減額するものでございま

す。附則の第２項において経過措置として、平成３１年度以前の保険料については、なお従前の

例によるとしております。この改正により保険料が軽減される第１号被保険者数は、令和２年４

月１日現在、第１段階が１，２９４人、第２段階が１，００８人、第３段階が７４９人、合計で

３，０５１人でございます。被保険者全体の４７．４％にあたります。また、第６条第１項中の

年号表記部分、「平成３２年度」とありますところを、新元号表記「令和２年度」への改正も併せ

て行っておるものでございます。以上、議認第５号、内子町介護保険条例の一部を改正する条例

のご説明といたします。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 
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 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第５号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例についての専決処分の承

認を求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第１０ 議認第６号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ

いての専決処分の承認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第１０ 議認第６号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第６号、内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

についての専決処分の承認を求めることにつきましては、令和２年５月１５日に施行する必要が

あり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町

長が専決処分したものについて報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては、

住民課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○住民課長（二宮善徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 二宮住民課長。 

〔二宮善徳住民課長登壇〕 

○住民課長（二宮善徳君） それでは、議認第６号、内子町後期高齢者医療に関する条例等の一

部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

議案書１の２７ページをお開き下さい。愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例が５月１５日に公布され同日より施行となったため、５月１５日か

ら内子町後期高齢者医療に関する条例を改正する条例を施行する必要があり、議会を招集する時

間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、５月１５日に専決処分を

させていただきました。同条第３項の規定により、これをご報告し、承認を求めるものでござい

ます。専決処分につきましては 、議案書の２９ページ、議案説明資料では４３ページとなってお

ります。専決処分致しました条例の改正の概要につきましては、説明資料でその内容を説明させ

ていただきます。 

議案説明資料３の４３ページをご覧ください。改正の理由につきましては、後期高齢医療の被

保険者が新型コロナウイルスに感染した場合や感染が見込まれる場合、給与等の支払いを受けて
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いる被保険者が療養のため仕事ができなくなり無給になった場合において、傷病手当金が支給で

きるよう愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が改正されました。その支

給に係る申請書の受付事務を内子町が行うために、内子町後期高齢者医療に関する条例第２条の

改正を行ったものです。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第６号 内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩します。午前１１時１０分から再開します。 

 

午前１１時００分 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１１ 議認第７号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第１１ 議認第７号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第

６号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案番号１の３２ページをご覧ください。議認第７号、平成３１年度内

子町一般会計補正予算（第６号）につきましては、期日に施行する必要があり、議会を招集する

時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町長が専決処分したもの

について報告し、承認を求めるものでございます。平成３１年度内子町一般会計補正予算（第６

号）の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億１，０７１万９，０００円を追加いたしまし
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て、歳入歳出予算の総額を１０２億８，４６１万９，０００円とするもので、前年度最終予算と

比較して７億１，１７６万３，０００円の減額、率にして６．５％の減となっております。内容

につきましては、副町長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

いたします。 

○副町長（小野植良久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

〔小野植良久副町長登壇〕 

○副町長（小野植良久君） それでは、私の方から、議認第７号、平成３１年度内子町一般会計

補正予算（第６号）の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

議案書１の３０ページをお開きください。本件につきましては、平成３１年度内子町一般会計

補正予算（第６号）について、期日に施行する必要があり議会を招集する時間的余裕がなかった

ため、地方自治法の規定により町長が専決処分したものについて報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

 ３２ページをお開きください。平成３１年度内子町一般会計補正予算（第６号）の補正につき

ましては、歳入歳出それぞれ１億１，０７１万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

０２億８，４６１万９，０００円とするもので、前年度最終予算と比較して７億１，１７６万３，

０００円の減、率にして６．５％の減額となっております。 

次に、３９ページをお願い致します。表中、右下段に示しておりますように、一般会計補正予

算（第６号）の財源につきましては、地方債８７０万円の減額、その他特定財源５４３万６，０

００円の減額、一般財源１億２，４８５万５，０００円の増額となっております。 

歳入につきましては、４０ページから４１ページにかけての地方譲与税をはじめ、地方消費税

交付金及び地方交付税など、平成３１年度の交付確定額に予算額を補正しております。それに伴

い、４２ページの１６款、繰入金に示しますように、財政調整基金に２，１１５万６，０００円、

公共施設整備基金に１，３３０万円をそれぞれ戻し入れすることとし、減額補正をしております。 

４３ページからの歳出につきましては、地方消費税交付金の額の確定に伴い、充当財源の変更

を行っております。また、４４ページの下段、１３款、諸支出金、１項、基金費、１目、基金費

において、財政調整基金へ１億１，０７１万９，０００円の積立を行っております。なお、それ

ぞれの詳細についてはお目通しいただきたいと思います。以上、議認第７号、平成３１年度内子

町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げました。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第７号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 
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 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  日程第１２ 議認第８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

を求めることについて 

  日程第１３ 議認第９号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認

を求めることについて 

  日程第１４ 議認第１０号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第１２ 議認第８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認を求めることについて」「日程第１３ 議認第９号 令和２年度内子町一般

会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求めることについて」「日程第１４ 議認第１０号 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を求めることについて」以上

３件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分

の承認を求めることについて、議認第９号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専

決処分の承認を求めることについて、議認第１０号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認を求めることについての３件につきましては、いずれも新型コロナウイル

ス感染症対策にかかる予算で期日に施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかった

ため、地方自治法第１７９条第 1項の規定により町長が専決処分したものについて報告し、承認

を求めるものでございます。内容につきましては、副町長に説明させますので、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○副町長（小野植良久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

〔小野植良久副町長登壇〕 

○副町長（小野植良久君） それでは私の方から説明させていただきます。 

議案書１の４６ページでございます。議認第８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認を求めることについて。それから、５７ページでございます。議認第９号、

令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求めることについて。最後に、

６７ページの議認第１０号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を

求めることについてまでの３件につきましては、いずれも早急な対応が求められた新型コロナウ

イルス感染症対策にかかる予算につき、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法
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の規定により町長が専決処分したものについて報告し、承認を求めるものでございます。 

 ４８ページをお願いします。議認第８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の補

正につきましては、歳入歳出それぞれ３２０万を追加し、歳入歳出予算の総額を８７億３，４２

０万円とするものでございます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者の資

金繰りを支援するため、セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証の規定による認定を受

け、愛媛県が新たに創設した低金利の新型コロナウイルス感染症対策資金を利用し融資を受けた

方に５年間全額利子補給をするもので、今年度分として３２０万円、債務負担行為では、５１ペー

ジにございますが、令和３年度から令和８年度までの利子補給分として２，１８０万円を計上し

ております。なお、申請件数は、５月末現在において７１件、利子補給は、新型コロナウイルス

感染症危機関連融資額１１億２，４６０万円に対して、７６８万７，０００円と、すでに予算枠

を上回る多くの方に申請をいただいておりまして、不足する予算については、今後の補正予算で

対応致したいと考えております。 

続きまして、５９ページをお願いします。議認第９号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第

２号）の補正につきましては、歳入歳出それぞれ７，７００万を追加し、歳入歳出予算の総額を

８８億１，１２０万円とするものでございます。新型コロナウイルス感染症に伴う事業者に対す

る追加支援策として、事業者等が国等の融資制度を利用した場合、売り上げの減少率に応じ、融

資額の３分の１以内、上限５０万円を補助する新たな制度「事業者等経営安定補助事業」に、７，

５００万円、雇用調整助成金を利用した者に事業所の負担分として、上限１００万円を助成する

新たな制度に２００万円をそれぞれ計上しております。なお、事業者等経営安定補助につきまし

ては、５月末日現在で、申請件数４４件、補助金額 ２，１４９万９，０００円となっております。

雇用調整助成金への申請は、今のところございません。 

続きまして、６９ページをお願い致します。議認第１０号、令和２年度内子町一般会計補正予

算（第３号）の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１６億６，０３４万４，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１０４億７，１５４万４，０００円とするものでございます。住民に

一律１０万円を支給する「特別定額給付金」とその事務費として７５ページにございますけれど

も、１６億４，１４９万円。子ども１人１万円を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」と

事務費として１，８８５万４，０００円を計上しております。なお、特別定額給付金については、

５月末日現在で、対象世帯数７，１２３世帯中、受付件数が６，４７３件、率にして９０．９％

でございます。うちオンラインの件数が８７件、全体の１．２％となっております。給付金額に

つきましては、１４億３，３７０万円ということで、６，０８６世帯分、８５．４％に相当して

おります。以上、議認第８号「令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

を求めることについて」から、議認第１０号「令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認を求めることについて」の３件につきまして、一括してご説明申し上げました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 討論、採決については議案ごとに行います。 
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まずは、「議認第８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求め

ることについて」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（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求

めることについて」の採決に入ります。 

本案を、原案のとおり承認することに、賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

従って、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

次に、「議認第９号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求める

ことについて」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（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第９号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求

めることについて」の採決に入ります。 

本案を、原案のとおり承認することに、賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

従って、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

次に、「議認第１０号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を求め

ることについて」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（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議認第１０号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

本案を、原案のとおり承認することに、賛成の方は、ご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

 

  日程第１５ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第１５ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５８号、内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例につきましては、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、総務課長

に説明させますので、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。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から議案第５８号、内子町固定資産評価審査委員会

条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 議案書１の７８ページをお開きください。本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 議案書１の７９ページに一部改正条例案を、また議案説明資料４４ページに新旧対照表を掲載

しております。議案説明資料にてご説明をさせていただいたらと思います。まず、内子町固定資

産評価審査委員会条例につきましては、地方税法第４２３条において、固定資産課税台帳に登録

された事項に関する不服の審査をおこなう機関、固定資産評価審査委員会につきまして、同法４

３６条の規定を受け、制定している条例でございます。その中で改正する箇所は、条例第６条第

２項において規定する書面審理につきまして、行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号）第１０条第１項第２号及び第２項第３号において、情報通

信技術利用法というふうに省略をされておりますが、その第３条第１項という表記を「情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項」という

ふうに改める内容でございます。これは、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年５月３１日に公布され、その一部が令

和元年１２月１６日に施行されたことに伴いまして、「行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律」に係る題名が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改称さ

れたことから、この条例において引用する法律の名称を変更し、改正するというものでございま

す。なお、この条例は公布の日から施行いたします。以上、議案第５８号、内子町固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げました。よろしくご審議のうえ、

ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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〕 
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○議長（森永和夫君） 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１６ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１６ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５９号、内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまし

ては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正さ

れ、個人番号を通知する通知カードが廃止されることに伴い再交付手数料を廃止するため、条例

の一部を改正するものでございます。内容につきましては、住民課長に説明させますので、よろ

しくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○住民課長（二宮善徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 二宮住民課長。 

〔二宮善徳住民課長登壇〕 

○住民課長（二宮善徳君） それでは、議案５９号、内子町手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてご説明させていただきます。 

議案書１の８０ページをお開きください。この改正は、「情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、内子

町手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。この法律の改正の目的の 1つに、社会の

デジタル化を進める観点から、公的個人認証の電子証明書が記載されたマイナンバーカードへの

移行を早期に促すため、紙製の個人番号通知カードの新規発行や、記載事項の変更の手続きを廃

止するものです。この変更手続きなどを廃止する施行日は、この法律で別に定める政令に委任さ

れており、令和２年５月２５日となっています。 

改正条例案は、議案書では８１ページ、議案説明資料３では４５ページに新旧対照表を掲載し

ております。この度の手数料条例の改正は、法律の改正に伴い、通知カードの再交付等の手続も

無くなることから、内子町手数料条例第２条第 1項第２７号を削除することが主な改正になりま

す。以上、簡単ではございますが、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（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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、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。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第５９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１７ 議案第６０号 内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１７ 議案第６０号 内子町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６０号、内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきま

しては、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給するにあたり、

条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、住民課長に説明させますので、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○住民課長（二宮善徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 二宮住民課長。 

〔二宮善徳住民課長登壇〕 

○住民課長（二宮善徳君） それでは、議案第６０号「内子町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例」についてご説明申し上げます。 

議案書１の８２ページをお開きください。この改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した

ことにより、労務に服することができない国民健康保険の被保険者で、給与の支払を受けている

方に対して、一定期間に限り、傷病手当金を支給することができるようにするものです。また、

市町村等に対しては、国の基準に沿った支給については、全額特例的な財政支援を行うこととさ

れております。 

主な改正内容については、議案書の８３ページをご覧ください。附則第５項では、支給対象者

は、国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている者で、新型コロナウイルス感染症に感

染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に療養のため労務に服することができ

ない場合に傷病手当金の支給をするものです。第６項は、傷病手当金の額について定めたもので、

直近の３か月間をもとに１日当たりの額を算出して、その額の３分の２を手当金の日額とするも

のです。第７項は支給期間を定めたもので、入院が継続する場合等は健康保険と同様最長で１年

６か月になります。第８項から第１０項までは、傷病手当金と給与等の調整で、療養期間中、給

与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金を支給しないということ

や、受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないとき

は、その差額を支給することができるというものです。附則は、この改正条例の適用を令和２年

１月１日からとするものです。以上、簡単ではございますが、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（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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、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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６０号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第１８ 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１８ 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例につきましては、地

方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございま

す。内容につきましては、税務課長に説明させますので、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。 

○税務課長（𠮷川博徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 𠮷川税務課長。 

〔𠮷川博徳税務課長登壇〕 

○税務課長（𠮷川博徳君） それでは、議案第６１号内子町税条例の一部を改正する条例につき

まして、ご説明申し上げます。 

議案書１の８５ページをお開き下さい。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求めるものでございます。「内子町税条例の一部を改正する条例」の条文は８６ページから

８７ページまで。 

次に、議案説明資料３の４８ページから４９ページまでが、今回改正の「内子町税条例の一部

を改正する条例の新旧対照表」となっております。税条例の改正の概要につきまして、その内容

を説明させていただきます。地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新型コロナウイル

ス感染症等の影響に対応するための固定資産税、軽自動車税、個人の住民税等に係る特別措置を

講ずるため、内子町税条例の一部を改正するものです。固定資産税としまして、令和２年２月か

ら１０月に３カ月連続で、前年同期に比べて売上高が３０％以上減少している事業所が所有する

償却資産と事業用家屋の固定資産税を令和３年度課税の１年分に限り軽減するものです。次に、

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例の対象資産に事業用家屋と構造物を追加し、適用期

限を２年延長するものです。軽自動車税としまして、軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減す

る特例措置の適用期限を６か月延長し、令和３年３月３１日までに取得したものを対象とするも

のです。個人住民税としまして、政府の自粛要請を踏まえてイベント等を中止などした主催者に
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対する払戻請求権を放棄した場合、放棄した金額について寄付金控除の対象とするものです。次

に、一定の要件を満たした家屋へ令和２年１２月３１日までに入居できない場合において、住宅

ローン控除の期間を延長するものです。簡単ですが、以上で、議案第６１号「内子町税条例の一

部を改正する条例」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（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６１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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６１」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１９ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○令和議長（森永和夫君） 「日程第１９ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６２号、内子町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による介護保険の第１号保

険料を減免するにあたり、条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、保健

福祉課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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） それでは議案第６２号、内子町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてご説明を申し上げます。改正内容につきましては、議案書１の８９ページのとお

りでございます。その詳細につきましては、議案説明資料３の５０ページから５１ページをご覧

ください。今回の条例改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

した介護保険第１号被保険者の保険料の減免を行うものでございます。介護保険においては、特

別な理由がある被保険者に対しましては、介護保険法第１４２条の規定に基づき、市町村はその

判断により介護保険料の減免を行うことができるとされているところでございます。新旧対照表

の右側、条例第１３条をご覧ください。第１３条では保険料の減免について規定しております。

今般、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、「感染症の影響により一定程度収入が

下がった方々等に対して、国民健康保険料、国民年金等の保険料の減免等を行う。」とされたこと
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を踏まえ、財政支援の対象となる介護保険料の減免の取扱い等について厚労省から通知を受け、

減免のための条例の一部を改正するというものでございます。左側の欄の下段をご覧ください。

今回の条例改正では、町条例の附則に第１３条を加えることとし、その第１項では令和２年２月

１日から令和３年３月３１日までの間に納付期限が定められている保険料が減免の対象となるこ

ととし、減免の要件と致しましては、次のページをご覧ください。 

１号で、新型コロナウイルス感染症により、第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維

持する者が死亡、または重篤な傷病を負った場合。 

２号で、世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入

などの減少が見込まれる場合とし、その下、アで、事業収入等のいずれかの減少額が、前年に比

べ１０分の３以上であって、イで、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年

所得の合計が４００万以下であることとするものでございます。 

第２項では、免除を受けようとする場合、条例第１３条では「普通徴収は納期限前７日、特別

徴収は前々月の１５日までに免除申請書を提出しなければならない」とあるものを、「提出しなけ

ればならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認める時は、別に申請期限を定め

ることができる」とするものでございます。附則にて、この条例は公布の日から施行し、改正後

の附則第１３条の規定は、令和２年２月１日から適用するものとし、新型コロナウイルス感染症

の影響が国内で出始めた時期にさかのぼり適用されるよう、遡及することを可能とするものでご

ざいます。減免による保険料減収分につきましては、全額、国からの特別調整交付金として補填

されることとなっております。以上、議案第６２号、内子町介護保険条例の一部改正についての

ご説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 介護保険料は前年度の収入によって、おそらく納付金額が決まるんじゃ

ないかと思いますけど、１号保険者と２号保険者が６５歳くらいから２号と１号とに分かれてお

ります。今は働いている人もある程度歳をとっても高齢でも働く人がおられる。それでも働いて

いても２号保険者も対象になるのか、１号だけなのか。でないと、６５過ぎてもそこの家庭の中

で生計の主としたものを賄っている場合が対象になるのかどうなのか。ちょっと資料見ても１号

保険者の条文ばかりが出ているので、２号保険者とかそういう部分はどうなるのか。それと申請

手続きは、町の方ではっきり通達を出すのか。その辺を含めて。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 内子町介護保険条例で定める減免につきましては、第１号被

保険者に対する減免でございます。それからこの減免申請につきましては、町から１号保険者の

方、すべての方にご説明、周知をさせていただく予定でございます。これは文書によっておこな

う予定でございます。また、広報とかホームページでも報告する予定でございます。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 
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○１３番（山崎正史君） 通達というのは１号被保険者がすべて対象で２号保険者は対象になら

ない。通達は町の方から１号保険者に対して文書を送付するということでかまんですか。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６２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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第６２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２０ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２０ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改

正する条例について」を議題と致します。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６３号、内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例につ

きましては、オリエントホテル高知株式会社所有の都市農村交流施設宿泊棟１棟の所有権移転に

伴う所在地の追加及び宿泊等利用料金を定めることにつき、条例の一部を改正するものでござい

ます。内容につきましては、商工観光班長に説明させますので、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。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それでは、議案第６３号、内子町総合交流促進施設条例の一部

を改正する条例について、ご説明申し上げます。 

議案書１の９０ページをお開きください。まず、提案の理由でございますが、オリエントホテ

ル高知株式会社所有の都市農村交流施設宿泊棟１棟の所有権移転に伴う所在地の追加及び宿泊等

利用料金を定めることにつき、内子町総合交流促進施設条例の一部を改正するものでございます。 

改正事項につきましては、次の９１ぺージに記載しておりますが、説明資料で説明させていた

だきたいと思いますので、説明資料３の５２ページ、５３ページをご覧ください。条例第２条に

おきまして、施設の名称及び位置を定めることとしており、宿泊棟１棟の所有権移転に伴い、「都

市農村交流施設宿泊棟」の位置に内子町五十崎甲１５１６番地を追加させていただくものです。

また、今まで規則で定めていたものを、第１６条関係の別表として、宿泊棟の宿泊料金を一人１

泊につき、５，０００円から５万円、温浴施設の利用料金を一人一回につき２００円から１，２
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００円と定めるものでございます。これには、消費税及び地方消費税は含めないものとしており

ます。一部を改正する条例の施行は、令和２年 7月１日からとしております。以上、説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員 

○１２番（林博君） 今後、この交流促進施設、新たな指定管理者によって運営をされていくよ

うになろうと思うんですが、管理をされる指定管理者が運営は継続をしていただく必要が大事だ

と思うんですが、今回、改正しようとする宿泊料及び、入浴料、大きな幅をもって制定をされよ

うとしておるんですが、一つに宿泊料、５，０００円から５万円という幅をもってこの後、指定

管理者と相談で最終的な料金が設定をされようとしているんですが、以前に、この施設を整備す

るころに、民間の宿泊施設所と競合しないためにという説明を受けた記憶がございます。例えば

５，０００円に設定をされる。また、１万円に設定をされるということになれば、民間の宿泊施

設と競合、競争をするような形になるというふうに思うんですが、そこらは、新たな指定管理者

ということですので、以前の施設整備に伴う説明との整合性について質問したいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） ご質問に対して答弁させていただきます。今回、下限が５，０

００円というような設定ですけれども、これまでオリエントホテル高知では子どもの受け入れを

されておりませんでした。今回は１日一組限定で子ども連れの家族の受け入れをすることを可能

とするような内容で子ども料金という形で捉えていただきたいと思います。上限の５万円ですけ

ど、議員ご指摘のとおり、町内の宿泊業者との競合がならないようにということで今回からさら

にグレードの高い夕食の提供などをやっていきたいというような形でこのような幅を持たせた料

金体制にしております。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員 

○１２番（林博君） 確定した料金ではありませんのであれなんですが、今の説明であれば子ど

もは宿泊料５，０００円。で、大人の場合は５万円ということを考えられておるんですか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） これは５，０００円から５万円というなので、必ずしも５，０

００円とか５万というような金額設定ではございません。いずれにしても新たな指定管理者があ

らかじめその料金を設定しまして、町長の承認を得た上で料金を決めていくということになろう

かと思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 
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○１３番（山崎正史君） 条例の改正ですけど、指定管理者がまた決定してない。条例自体は、

町で作りよりますけど金額等につきましては、指定管理者決定後に、工事も必要だと思うんです

よね。決定後に、指定管理者と打ち合わせをしたりするんじゃないかなという感じはするんです

けど、その辺は町としてはどの様な形で料金の設定をされたのか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） あくまでもこれは町の施設になっておりますので、利用料金は

条例で定めるようになっております。ただ、この上限下限によりまして、この範囲の中で指定管

理者があらかじめ料金を定めていただくと。それに対して、町長が承認をしていくというような

形になりますのでご理解をいただきたいと思います。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 私が思うのは今回の審議の中で指定管理者がどなたになるのかまだ決

定はしてないわけですよね。全協の時には大分県の方から話があるという話も聞いたものですか

ら、その前に果たして料金だけ決まるというのはどうなのかなと。指定管理者は決定してないわ

けですよね。議会はまだ承認してないわけです。その辺はどのようなとらえ方をされているのか。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） 料金の設定については先ほど答弁を申している通りなんですけど、

この幅の中で最終的には、決めていくということになります。料金の幅については、当然、指定

管理者の方にもプレゼンをいただきながらいろんな意向も聞いております。その中のことも参考

にしながらこういう幅を持たせていただいてその中で最終的に決めさせていただくということで

ございます。基本的な料金につきましては、現在、オリエントさんがやってこられておりますけ

ど、そういった金額をベースにということでお聞きもしておりますので、その中で少し先ほどい

いました子ども料金ですとか、そこで少し幅を持たせた幅で条例としては出させていただいると

いうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 料金に関してなんですけど、宿泊の料金が５，０００円からということ

になっているという説明があってこれが一応子ども料金を想定しているということだったんです

けど、温浴施設の方が２００円からになっているんですけど、例えば、前、大洲にあったオズの

湯は未就学児は無料だったように記憶しているんですけど未就学児無料にしているところが多い

わけではないと思うんですけど、これは町の施設なので、例えばこれは子育て支援の観点から、

無料にするという考え方もできると思うんですよね。例えば、内子運動公園のプールは無料にし

ているとかいうこともありますし、そういう町民福祉の観点から無料にするというような検討な

どはされたんでしょうか。されなかったんでしょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 
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○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 現在のところはそこまでは検討はしておりませんけれども、今

回の下限の２００円といったものは子ども料金であったりだとか高齢者の方も大変ご利用が多い

ものですから、そういったところの下限も決めさせていただくと。またさらに上限の１，２００

円といったところなんですけど、これまで消費税の改正が何度か行われたと思うんですけど、そ

の時点でも消費税アップに対しての増額はなされてなかったというような現状もございますので、

そういったところも考慮して、また経営状況の問題もありますので、そういったところで１，２

００円というような上限も設けさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６３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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第６３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６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正す

る条例について」を議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例につきま

しては、施設の宿泊等利用料金を定めることにつき、条例の一部を改正するものでございます。

内容につきましては、商工観光班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。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それでは、議案第６４号、内子町共同福祉施設条例の一部を改

正する条例について、ご説明申し上げます。 

議案書１の９２ページをお開きください。まず、提案の理由でございますけれども、施設の利

用料金を定めることにつき、内子町共同福祉施設条例の一部を改正するものでございます。改正

事項については、次の９３ぺージに記載しておりますが、説明資料で説明させていただきたいと

思いますので、説明資料３の５４ページをご覧ください。 

 今まで規則で定めていたものを第１８条関係の別表として、１階研修室１日につき、３，００
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０円から６，０００円、１階会議室１日につき、１，５００円から３，０００円、２階和室（Ａ） 

１日につき、３，０００円から６，０００円、２階和室（Ｂ）１日につき、２，０００円から４，

０００円、全館１日につき、８，０００円から１万６，０００円と定めております。これには消

費税及び地方消費税は含まれないものと致します。一部を改正する条例の施行は、令和２年７月

１日からとしております。以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 現在、規則で定められておる使用料と今回制定をしようという金額と変更

があるのか。あるとすればどう変更があるのか、質問をしたいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） それぞれの会議室、研修なんですけど、これまでの上限がそれ

ぞれ６，０００円、３，０００円、６，０００円、４，０００円、１万６，０００円というよう

な金額になっておりますけれども、今回の改正では、本来これは１日に付きという金額になって

いるんですけどこれまでの利用実態なども見ておりますと、半日であったりだとか時間にばらつ

きがあることから、例えば半日であれば今までの金額の上限の半分でも利用できるような使いや

すい料金設定にしたいということで、それぞれの上限下限を設定させていただきます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 今の説明であればもっと利用しやすくするためには今度改正をしようとい

う条例が一日に付きではなしに、時間を設けての利用料金に設定する方が利用する人はしやすい

んじゃないかと思うんですが、これについて考えを聞きたいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議員ご指摘の通りだと思うんですけど、これまでの実態が時間

で定めますと利用はデイサービス関係に限定されるわけなんですけど、そういったところからす

るとほぼ１日とした予約の方が妥当ではないかということで判断しております。ただ、先ほど申

し上げましたように利用実態が１日未満の場合なんかもございますので、少しでも安く利用しや

すいようにこのように定めておりまして、今回、半日いくらとか１時間いくらとかいう時間設定

にはしておりません。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６４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。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。

 

○議長（森永和夫君） ここで１５分間休憩をします。午後１時２０分から再開します。 

 

午後 ０時１７分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第２２ 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理者の指

定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２２ 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施

設）の指定管理者の指定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理者

の指定につきましては、令和２年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会に

おいて選定された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、総務課長に説

明させますので、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（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、議案第６５号、内子町移住体験施設（長田移

住体験施設）の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 

 議案書１の９４ページをお願いします。本案は、令和２年５月１３日に開催しました内子町公

の施設指定管理者選定委員会において選定されました、内子町移住体験施設（長田移住体験施設）

の指定管理者を定めることにつきまして、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。なお、議案説明資料５５ページにはそれぞれの指定管理施設

の位置図を掲載しておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。まず、１の指定管理者

に管理を委任する施設の名称及び所在地につきましては、内子町移住体験施設（長田移住体験施

設）でございまして、所在地は、内子町五百木４１４８番地でございます。２つ目、指定管理者

に指定する団体の住所及び名称につきましては、所在地、内子町五百木４１９２番地。名称、長

田自治会でございます。代表は会長、太田利栄でございます。それから３の指定の期間でござい
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ます。令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５年間でございます。本施設は、内子町

における移住促進事業の一環として、移住希望者が一定期間内子町に居住し、地域との交流を行

うことで、地域の活性化を図るため、元長田第一集会所を改修し、平成２３年度より内子町で一

棟目の「移住体験施設」として運用を行っている施設です。運用開始以降、現在まで、４世帯８

人が本施設を利用され、うち１世帯お一人が現在内子町に定住されておられます。長田自治会は、

平成２７年７月から指定管理者の指定を受け運営を行っていただいております。なお、指定管理

者を定めるにあたりましては、地域性に特化した施設でもありますことから、非公募とさせてい

ただいた施設でございます。以上、議案第６５号、内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の

指定管理者の指定につきましてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） 今、４世帯のうち、１世帯が定住されていると言われるんですけど、今現

在の入居者はいらっしゃるんでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 平成２９年１月を最後に転出をされた方以降、現在、入居者はござい

ません。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） この施設、一般の住宅ではないと思うんですけど、光回線なんかはイン

ターネットの環境なんかはあるんでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 平成２９年以降、入居者がいないということです。基本、光ファイバー

の申し込みにつきましては、入居者が申請をしていただいて引き込みをしていただくということ

になります。なので、利用者負担ということになります。現在のところ、光ファイバー全町に施

設整備はしましたけど、利用者が引き込んでいないという状況でございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６５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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第６５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２３ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２３ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の

指定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６６号、内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定につきまし

ては、令和２年５月２７日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会において選定された

指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、商工観光班長に説明させます

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。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それでは、議案第６６号「内子町総合交流促進施設の指定管理

者の指定について」を説明させていただきます。 

資料１議案書の９５ページをご覧ください。令和２年４月１日から「内子町総合交流促進施設」

の指定管理者として、「オリエントホテル高知株式会社」を指定しておりましたが、指定期間が本

年６月３０日までとなっております。そのため、４月８日から４月２８日まで公募いたしました

ところ、２団体より応募があり、先月、５月２７日開催の指定管理者選定委員会へ諮問答申を頂

き、決定したものでございます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者の

指定について議会の議決を求めるものでございます。議案書中ほど、1、指定管理者に管理を委任

する施設の名称及び所在地でございますが、（１）の名称は農林水産物食材供給提供・温浴施設、

所在地は内子町五十崎乙４８５番地２でございます。（２）の名称は、都市農村交流施設宿泊棟、

所在地は内子町五十崎甲１５１６番地、甲１５１８番地１でございます。施設の位置は、資料３、

議案説明資料の５５ページですので、ご覧いただきたいと思います。続いて、２、指定管理者に

指定する団体の住所及び名称でございますが、住所は、内子町内子２０２０番地、名称はうちこ

観光マネジメントで、代表者は池田央さんでございます。指定の期間につきましては、３に記載

のとおり、令和２年７月１日から令和７年３月３１日まででとなっております。以上、説明とさ

せていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 指定管理に指定をしようとする団体、どういう活動をされておる団体なの

か。また、その活動の状況あたり、説明をいただきたいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大竹商工観光班長。 
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○商工観光班長（大竹浩一君） 内子観光マネジメントですけど、この４月に町内の宿泊業、観

光業をはじめとする方々で組織をされておるようです。実際はこの内子観光マネジメントでの経

営運営はなされておりませんけれども、この組織の中には宿泊観光のプロの方たちが集まった集

団で組織をされております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 先日の全員協議会で２社応募があったということなんですけど、１社は

たしか大分の業者というふうに聞いたような記憶があるんですが、今回こちらの方に決めた決め

手というか理由を教えていただきたいということと、それが一点と、もう一点、以前のオリエン

トホテルが長くやられて１０年以上やられて今回新しく内子の業者になるわけですけど、担当部

課として新たにこの業者に期待すること、新しくこういう点を期待しているというようなことを

教えていただけませんか。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） 私の方からお答えをさせていただきます。まず応募は２つの団体か

らございました。一つは、先ほど言われました大分の旅館業を営んでおられるところです。それ

と町内のこれも担当の方から申し上げましたけど、町内でそれぞれ実績のあるいろいろな団体の

メンバーでもございますけれども、そういった方々が設立をされた団体でございます。そういう

団体の申し込みがありまして、今回の選定にあたっては非常に町としても大切な施設でもあると

いうことで慎重に審査をしております。当然書類上の審査ももちろんなんですけど、それぞれ皆

様から思いとかいうのも含めてその中で質疑もさせていただきながら長期間にわたって検討させ

ていただいたということでございます。理由としましては、審査の関係なんですけど、どういう

計画をもってこれらの施設、例えば宿泊施設ですとかレストラン、温浴施設が主な施設であるん

ですけど、こういったものをどういうふうにして運営をされていこうとしているのか。これがと

ても大きな問題なんですが、そういうもの。あるいは運営体制をどのように考えておられるのか

とか。施設の管理や情報発信の方法とかコスト削減とか、いろんな観点をもって審査をさせてい

ただいたということでございます。大変、皆さん熱意をもって思いを言っていただきながら質疑

に答えていただいたんですが、その中でこの選定をされた団体さんにつきましては、今まではご

存知のように宿泊をされてそれで営業されている状態でございました。この観光マネジメントさ

んにおきましては、今レストランとかおこなってないという状況にございます。そういうような

ことがあってそういうのをしっかりと昼とか夜とかについてもやっていきたいというふうなこと

で町をこの施設を中心にして、盛り上げていきたい。にぎやかな場所になるようにしっかりとが

んばっていきたいというようなことも言っていただいて、それの運営についてもいろんなアドバ

イザーの方とかも選任をされているようでございまして、この団体なら間違いないということで

もう一つの団体もあったんですが、もう一つの団体につきましては、宿泊をメインでやっていく

というふうなことでございました。そういうふうなこともあって、先ほども言いましたけど、そ

こに人が集まるようなそういう取り組みをしっかりとしていきたいということでございましたの

でこの団体がいいだろうということで、選定をさせていただきました。以上でございます。 
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○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） あと町として期待することのご質問ですけど、近年では倒産し

たホテルや旅館等をさまざまな分野の企業が運営に乗り出して成功している事例が多くみられま

す。それは一つには収益に特化したファンド系の企業による運営か、固定概念にとらわれず新た

な発想と情熱をもった事業による運営の２パターンに分かれるように見受けられます。今回の運

営は後者、いわゆる固定概念にとらわれず、新たな発想と情熱をもった事業者というふうに思っ

ております。その役割を担えるのは、この内子観光マネジメントの他にはないものと考えており

ます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） この度、指定された業者の方に施設の管理はもちろんですけど、公園の

管理をどこら辺まで管理者がやってくれるのか。そこら辺の話もできているんでしょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 雇用の関係に関してのご質問ですけど、現在、雇用されている

方を引き続いて雇用をしていただけるというふうに伺っております。ただ、単純に雇用をされる

というわけではなくて、面接をしてこの方が今回の施設にふさわしい人材であるかということを

見極めながらそれは指定管理者の選定の中で決められることだと思いますので雇用の面について

は引き続き雇用していただくということを伺っております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 私が質問したのは、龍王公園の管理はどこまで受け持たれるのか。指定

管理者が。お願いしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 龍王公園全体は建設デザイン課の方で委託をして草刈とか

そういうものはしております。今の指定管理がもたれる分はホテルとかレストランとかそこのエ

リアが決まっておりますので、その分の管理というふうになろうかと思います。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６６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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６６号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 
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日程第２４ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２４ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定

について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定につきまして

は、令和２年５月２７日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会におきまして選定され

た指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、商工観光班長に説明させます

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。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それでは、議案第６７号「内子町共同福祉施設の指定管理者の

指定について」を説明させていただきます。 

資料１議案書の９６ページをご覧ください。令和 2年４月１日から「内子町共同福祉施設」の

指定管理者として、「オリエントホテル高知株式会社」を指定しておりましたが、指定期間が本

年６月３０日までとなっております。そのため、４月８日から２８日まで公募いたしましたとこ

ろ、２団体より応募があり、５月２７日開催の指定管理者選定委員会へ諮問答申を頂き、決定し

たものでございます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者の指定につい

て議会の議決を求めるものでございます 

議案書中ほどの１、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございますが、名称

は内子町共同福祉施設、所在地は内子町五十崎甲１５２４番地１でございます。施設の位置は、

資料３、議案説明資料の５５ページでございます。続いて、２、指定管理者に指定する団体の住

所及び名称でございますが、住所は、内子町内子２０２０番地、名称はうちこ観光マネジメント

で、代表者は池田央さんでございます。指定の期間については、３に記載のとおり、令和２年７

月１日から令和７年３月３１日まででございます。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、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） この施設ですけれども、昔、龍王開発の中で平成１７年度から今の業

態になった時に、近隣の方からお葬式とかで急な時に帰られて昔の宿泊ができた龍王荘だったけ

どそういったところがないということで困られた方がいらっしゃいまして、相談がありまして、

私も提案をしまして、ここで親戚の者だったら大部屋でも布団を敷いて寝ることもできるんじゃ
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ないかということで、そういう対応をオリエントの方でしていただいたと思うんですけど、た

だ、今、こういう状況の中でお葬式の形態もだいぶ変わってきたりしましたので、現在はほとん

どがデイサービスの休憩でお弁当を食べる施設だったんだろうかと聞いたり、オリエントの倉庫

になっていたんだろうかと聞いているんですけど、ここ最近の使用状況と、今後この施設をどの

ような方向で使われていくというのは指定管理の中で話をされているのかどうかお知らせくださ

い。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 現在、直近の１年間の利用実績なんですけど、１，２９９名と

なっております。議員ご指摘のとおり、ほとんどの利用はデイサービスの利用でございまして、

ご指摘のような内容につきましては、把握ができておりません。ただ、今後の利用につきまして

は、新たな指定管理者の方とも相談をしながら出来得る希望に沿えるような形で使用ができるよ

うに町としましてもお願いをしていきたいというふうに考えております。 

○議長(森永和夫君) 他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 林博議員。 

○１２番（林博君） この施設、今後、指定管理者によって新たな利用も模索しながら、相談し

ながらやっていくという説明だったんですが、施設改修なんかは必要ないような状況なんでしょ

うか。かなり施設整備してから時間が経っておるような状況なんですが、必要な時に対応すると

いうような考え方なんでしょうか。施設の状況について質問したいと思います。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） ご覧のように大変、増築もしておりまして、あちこち修繕をし

なければならないような状況もあるように見受けられます。ただ、今のところ直近ですぐに改修

をしなければならないような箇所は見受けられておりませんけれども、今後使っていく中でやっ

ぱり安全性といったものが非常に大事になってこようと思いますので、そういった場合には早急

にまた料金の経費なんかのことにもなるんですけど、指定管理者との相談、また多額の経費がい

るということになれば町の方で予算計上してしっかりと対処をして参りたいと思っております。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 林博議員。 

○１２番（林博君） 説明に安全性が大事なということなんですが、安全性は問題ないんでしょ

うね。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 現在、耐震はできてないように見受けられます。そういった問

題もございますので、そこら辺は早急に点検等もさせていただきながら、耐震性の問題も含めな

がら検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 



令和 2 年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

‐ 100 ‐ 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６７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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第６７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２５ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者の指定

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２５ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）

の指定管理者の指定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６８号、内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者の

指定につきましては、令和２年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会にお

いて選定された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

その内容につきましては、商工観光班長に説明させますので、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。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(森永和夫君) 大竹商工観光班長。 

〔大竹浩一商工観光班長登壇〕 

○商工観光班長（大竹浩一君） それでは、議案第６８号、内子町農村公園(内子町泉谷農村公

園)の指定管理者の指定についてを説明させていただきます。 

資料１議案書の９７ページをご覧ください。この施設は、平成２８年１０月１日から「内子町

農村公園(内子町泉谷農村公園)」の指定管理者として、「泉谷地区棚田を守る会」を指定してお

りましたが、本年７月３１日をもって同組織が解散することに伴い、公の施設指定管理者選定委

員会に諮り、５月１３日開催の指定管理者選定委員会へ諮問答申を頂き、決定したものでござい

ます。なお、指定管理を定めるにあたっては、地域性に特化した施設であることから、非公募と

させていただいております。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者の指定

について議会の議決を求めるものでございます。議案書中ほど、１、指定管理者に管理を委任す

る施設の名称及び所在地」でございますが、名称は、内子町農村公園(内子町泉谷農村公園)、所

在地は内子町北表乙６２５番地６でございます。施設の位置は、資料３、議案説明資料の５５

ページでございます。続いて、２、指定管理者に指定する団体の住所及び名称でございますが、

住所は、内子町北表甲９７３番地７、名称は御祓自治会で、代表者は自治会長の宮内俊文さんで



令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 101 - 

ございます。指定の期間については、３に記載のとおり、令和２年８月１日から令和７年７月３

１日まででございます。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（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第６８号」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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６８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２６ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者の指定

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２６ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）

の指定管理者の指定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６９号、内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者の

指定につきましては、令和２年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会にお

いて選定された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いいたします。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは、議案第６９号、内子町営小田プール（参川水泳プー

ル）の指定管理者の指定についてご説明させていただきます。資料１議案書の９８ページ、それ

から、資料３議案説明資料の５５ページに位置図をお示しいたしておりますので、お目通しいた

だければと思います。 

議案書９８ページでございますけれども、平成２７年７月１日から内子町営小田プール（参川

水泳プール）の指定管理者として、本川自治会を指定しておりましたけれども、指定期間が本年

６月３０日までとなっております。そのため、１団体からの申請に基づき、５月１３日開催の公

の施設指定管理者選定委員会へ諮問、答申をいただき、選定したものでございます。地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでござ
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います。議案書中ほど、１、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございますけ

れども、名称は内子町営小田プール（参川水泳プール）。所在地は内子町中川３９５１番地でござ

います。施設の位置図は、資料３議案説明資料５５ページでございます。続いて、２、指定管理

者に指定する団体の住所及び名称でございますけれども、住所は、内子町本川５７０番地１、団

体の名称は本川自治会で、会長は亀岡忠重さんでございます。指定の期間につきましては、３に

記載のとおり、令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５カ年間とするものでございま

す。なお、地域に特化した施設であるため、非公募とさせていただいております。以上、説明と

させていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 昨年１年間のオープンしていた期間と利用の人数が分かれば教えてい

ただきたいのと、今年度はこのコロナの関係でプールのこういった開催をどうするかという判断

は自治・学習課がされるのか、教育課がするのか、どこで判断されるのかをお尋ねします。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） お答えを致します。昨年、平成３１年度の実績でございます

けれども、７月２４日から８月１３日までの間で１５日間開園をしております。利用者は合計１

３３人でございます。今年度のコロナ禍における開園の判断でございますけれども、町長の招集

挨拶にもございましたけれども、指定管理者と協議をさせていただきまして、参川水泳プール、

それから町内にあります内子運動公園プール、五十崎プールあわせまして今年度は閉園とさせて

いただきました。以上でございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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６９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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６９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２７ 議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）について 

  日程第２８ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２７ 議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）につい

て」「日程第２８ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）について」以上２件を一括議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７０号、土地改良事業計画（掛木地区）について、議案第７１号、

土地改良事業計画（川中地区）につきましては、いずれも土地改良法第９６条の２第２項の規定

により、土地改良事業計画について議会の議決を求めるものでございます。その内容につきまし

ては、建設デザイン課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

いたします。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 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７０号土地改良事業計画（掛木地区）に

ついてご説明申し上げます。議案資料１の９９ページから、また議案説明資料３につきましては

５６ページからでございます。よろしくお願いします。 

それでは、議案書１の９９ページをお願いします。土地改良事業計画を行うため、土地改良法

第９６条の２第２項の規定により、次の土地改良計画について議会の議決を求めるものでござい

ます。事業種目は、愛媛県単独土地改良事業でございます。施工箇所は、喜多郡内子町大瀬中央

（掛木地区）、事業量は農業用道路整備でございまして、延長６６０ｍでございます。経費見込は

１，５００万円を見込んでおります。施工方法は請負でございます。施工期間は本年度より令和

３年度完了を予定しております。 

詳細につきまして、説明資料の５６ページからご説明をいたします。まず、目的でございます

が、本地区は、復員２．０ｍから２．５ｍの農道がございまして、受益面積は４．４ヘクタール

でございます。本農道を通じまして、主に柿の集出荷が行われております。現況幅員は狭小のた

め軽四トラックの利用となっており、また、路面は未舗装のため、農作業、出荷時に多大な労力

を来しております。このため、今回、農道の改良を実施し３ｍの車両通行幅を確保し、維持管理

の節減を図り、合わせて当地区の農業振興を図るものでございます。次に、２の施工に係る地域

の所在、地積および現況でございますが、内子町大瀬中央掛木地域で、畑４．４ヘクタールで主

に柿の栽培を行っており、現況計画ともに同様の作付面積となっております。３の主要工事計画

でございますが、農業用道路整備、延長６６０ｍ、幅員３．０ｍでございます。４の予定工期は

本年度より令和３年度を予定しております。５の事業費の総額は、本工事１，５００万円を見込

んでおります。財源の内訳といたしまして、県補助金が５０％。地元負担金と致しまして、分担

金条例によります５％を予定しております。６の効果でございますが、総費用便益比Ｂ／Ｃでご

ざいますが、２．８６となっております。次に関係図面ですが、次の５７ページに位置図、計画

平面図、標準断面図を添付しておりますので、ご覧いただいたらと思います。 

続きまして、議案第７１号、土地改良事業計画（川中地区）についてご説明申し上げます。議

案資料１は１００ページから、また議案説明資料３につきましては、５８ページからでございま

す。 

それでは、議案書１の１００ページをお願い致します。土地改良事業計画を行うため、土地改

良法第９６条の２第２項の規定により、次の土地改良計画について議会の議決を求めるものでご
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ざいます。事業種目は、愛媛県単独土地改良事業でございます。施工箇所は、喜多郡内子町川中

（川中地区）、事業量は農業用道路整備でございまして、延長１３０ｍでございます。経費見込

は、２，５００万円を見込んでおります。施工方法は請負でございます。施工期間は本年度より

令和３年度完了を予定しております。 

詳細につきまして、説明資料の５８ページからご説明をいたします。まず、目的でございます

が、本地区は、復員２．０ｍから２．５ｍの農道がございまして、受益面積は２ヘクタールでご

ざいます。本農道を通じまして主に柿の集出荷が行われておりまして、現況幅員は狭小のため軽

四トラックの利用となっており、農作業、出荷時に多大な労力を来しております。このため、今

回、農道の改良を実施し４．０ｍの車両通行幅を確保して、維持管理の節減を図り、併せて当地

区の農業振興を図るものでございます。次に、施工に係る地域の所在、地積および現況でござい

ますが、内子町川中、川中地域で、畑２．０ヘクタールでございまして、主に柿の栽培を行って

おり、現況計画とも同様の作付面積となっております。３の主要工事計画でございますが、農業

用道路整備、延長１３０ｍ、幅員４．０ｍでございます。４の予定工期は本年度より令和３年度

を予定しております。５の事業費の総額は、本工事費２，５００万円を見込んでおります。財源

の内訳といたしましては、県補助金が５０％。地元負担金と致しまして、分担金条例によります

５％を予定しております。６の効果でございますが、総費用便益比Ｂ／Ｃが１．２１となってお

ります。 

次の５９ページに位置図、計画平面図、標準断面図を添付しておりますので、お目通しを願っ

たらと思います。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜

りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 面積がそれぞれ４ヘクターあまりと２ヘクタール。なのに整備をする道路

の幅員が３ｍと４ｍいうふうに違うわけですが、こういう幅員の違いは地元の要望なのか。現地

の地形なのか。そこらどういう理由で幅員が違うのか。希望すれば地元の希望が取り入れられる

ものなのか。教えていただいたらと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 幅員決定につきましては、使用する通行、軽トラでありま

すとか、車によって変わってくるというのがございますが、一番大きいのは地元の要望でござい

ます。地元の要望が４ｍにすれば、工事費もだいぶ変わって負担金もかかるということになりま

すので、主な原因と致しましては、地元の要望を尊重するということでございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） この事業の受益者負担金は何％なのかと、地図に新たに何年か前に出

来たような農道がついてなかったりするんで最初ぱっとみた時に、どのあたりかなというふうな
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見方がしにくいので、その辺、議会に出す時は建設課で補修をされて、例えば中央だったらおそ

らく和田の方に抜けている道もおそらく出てないと思いますし、掛け木から施工する地区に出て

いる道も１箇所出てないような感じがするんですよね。割と広い農免道路がついとったと思うん

です。ああいうのを議案として提出するときにはつけていただいとったら見やすいんじゃないか

と思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） まず初めに地元の負担金でございますけど、先ほど説明し

ましたように５％でございます。添付図面につきましては、ご指摘もございますので、次回にか

らになるかもしれませんが、きちんと精査をして分かりやすい図面につとめて参りたいと思いま

す。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） すべての図面を変える作業になると思うんですけど、議会に提案して

議会に出す時の図面だけでもできるだけ分かりやすい図面に書き換えていただきたいと思いま

す。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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７０号」から「議案第７１号」までの２議案は、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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第７０号」から「議案第７１号」までのは、２議案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２９ 議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第３０ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

  日程第３１ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第３２ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

  日程第３３ 議案第７６号 令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長(森永和夫君)  「日程第２９  議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」「日程第３０ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」「日程第３１ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」「日程第３２ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サー
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ビス事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第３３ 議案第７６号 令和２年度内子

町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（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案書２をご用意ください。議案第７２号、令和２年度内子町一般会計

補正予算（第４号）について、議案第７３号、令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について、議案第７４号、令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、議案第７５号、令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第

１号）について、議案第７６号、令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について、

一括してご説明申し上げます。 

まず、水色の仕切りでございます。議案第７２号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第４

号）についてでございます。 

１ページをお願いします。令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）の補正につきまして

は、歳入歳出それぞれ１３億８，３１５万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１８

億５，４７０万円と定めるものでございます。前年度の６月補正後予算と比較して１９億６，２

３２万円の増額、率にして１９．８％の増となっております。 

１０ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。表中右側に一般会計補正予算

（第４号）の財源を示しております。国県支出金が６億７，５３１万６，０００円の増額、地方

債が４億３，５２０万円の増額、その他特定財源としまして、１億７，７９４万３，０００円の

増額。一般財源としまして、９，４６９万７，００００円の増額と致しております。 

７ページにお戻りください。第２表「地方債補正」でございます。合併特例事業債に１億８，

６４０万円、辺地対策事業債に１，５９０万円を追加致しております。 

８ページをお願い致します。過疎対策事業債につきましては、限度額を２億５，１９０万円に

補正をしております。 

それでは、主な補正につきましてご説明させて頂きます。まず、歳入でございます。１１ペー

ジの上段、１１款、分担金及び負担金でございます。県単土地改良事業をはじめ農山漁村地域整

備交付金事業、がけ崩れ防災事業、及び社会資本整備総合交付金事業などの事業採択に伴い、２，

０４６万１，０００円を計上しております。 

１２ページの上段でございます。１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、５目、土木費国庫

補助金でございます。道路メンテナンス事業、及び社会資本整備総合交付金事業に対するとして、

３億２，４０２万１，０００円を計上致しております。また、７目、教育費国庫補助金として、

小・中学校におけるＧＩＧＡスクール構想にともない、小・中学校のネットワーク整備、及び児

童生徒１人１台のパソコン整備に対する補助金として６，９２１万８，０００円を計上しており

ます。１２ページの下段でございます。１４款、県支出金、２項、県補助金、４目の農林水産業

費県補助金でございます。土地改良事業をはじめ、農山漁村地域整備事業などの補助金として２

億２，５７５万７，０００円を計上致しております。 



令和２年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

- 107 - 

１３ページの下段でございます。１７款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、基金繰入金でご

ざいます。総額２億４，９１７万１，０００円の増額補正を行っております。公共施設整備基金

から、麓団地整備事業、龍王宿泊施設整備事業、ＧＩＧＡスクール事業に充当するため１億５，

５００万円を。また不足する一般財源として、財政調整基金から９，４１７万１，０００円を繰

り入れることとしております。 

１４ページの２０款、町債、１項、町債でございます。道路、公園、自治会館など、地方債を

充当し整備を行う事業に、総額で４億３，５２０万円の地方債を予定しております。 

続きまして、主な歳出でございます。１６ページをご覧ください。１６ページの下段、２款、

総務費、１項、総務管理費２０目、諸費でございます。新型コロナウイルス感染症対策として、

マスク、非接触型の体温計、消毒用アルコール、飛沫感染予防対策関連経費など、１，１９２万

３，０００円を計上致しております。 

１７ページの中段でございます。２款、総務費、３項、戸籍住民登録費、１目、戸籍住民登録

費でございます。８７５万５，０００円を計上致しております。そのうち委託料として、デジタ

ル手続法に向けた戸籍附票システム改修として４９２万８，０００円、マイナンバーカード関連

事業交付金として４９５万７，０００円を計上致しております。 

１９ページでございます。１９ページの中段でございます、３款、民生費、１項、社会福祉

費、８目、介護保険費でございます。介護保険事業特別会計及び介護保険サービス事業特別会計

への繰出金として１，２２９万６，０００円を計上致しております。 

２０ページの上段でございます。３款、民生費、２項、児童福祉費、３目、ひとり親福祉費で

ございます。児童扶養手当受給世帯に対して、一世帯あたり３万円を給付する、ひとり親世帯等

臨時特別給付金４０５万円を計上致しております。 

２１ページの下段から２２ページにかけてでございます。６款、農林水産業費、１項、農業

費、２目、農業総務費でございます。文化伝習センターの耐震補強改修工事に係る委託料７５９

万円、工事請負費１億６，３６５万８，０００円を計上致しております。 

また、２２ページの下段から２３ページ、１１目、農地費につきましては、中野・大久喜地区

の農業用水施設整備事業、室屋谷農道整備事業、上成地区・川中地区・掛木地区の農道改良事業

など、１億５，６９０万５，０００円を計上しております。 

２３ページの下段でございます。６款、農林水産業費、２項、林業費、２目、林業振興費でご

ざいます。補助金２，３６４万６，０００円を計上しております。これは、町内木材生産者、林

業事業体、森林組合等の生活を守り、木材の流通を維持するとともに、林業を復興、振興するた

め、令和２年４月から８月の間に森林整備を行った際に、内子町森林組合小田原木市場に木材を

出荷した方に対して補助する林業復興・振興木材搬出補助７５０万円を含み計上致しておりま

す。 

また、２４ページの６款、農林水産業費、２項、林業費、３目、林業施設費につきましては、

林道橋梁点検診断委託、笹ヶ峰線・道房掛橋線などの農山漁村地域整備交付金事業、クロウネヤ

ジ線などの林道成長産業化総合対策事業など、林道整備に係る予算として２億１，５７１万６，

０００円を計上しております。 



令和 2 年 6 月第 109 回内子町議会定例会 

‐ 108 ‐ 

２５ページの中段でございます。７款、商工費、１項、商工費、２目、観光費でございます。

宿泊・温浴施設、オーベルジュ内子の指定管理者の撤退に伴い、集客力向上を図る目的に、既存

施設の改修や厨房機器の購入費用として３，０３４万７，０００円を計上致しております。 

２６ページ、８款、土木費、２項、道路橋梁費、３目、道路橋梁新設改良費でございます。山

王橋・成留屋橋の修繕工事などの道路メンテナンス事業、町道滝山線などの社会資本整備総合交

付金事業として、総額４億７，０１７万１，０００円を計上致しております。 

２７ページの中段でございます。８款、土木費、４項、都市計画費、３目、公園費でございま

す。継続事業の内子運動公園整備事業として、工事請負費５，８２４万５，０００円を計上して

おります。 

２８ページの上段でございます。８款、土木費、５項、住宅費、１目、住宅管理費でございま

す。公営住宅麓第１団地の改修工事として、工事請負費５，５１０万５，０００円を計上してお

ります。 

２９ページの中段でございます。１０款、教育費、１項、教育総務費、４目、学校情報通信技

術環境整備事業費でございます。ＧＩＧＡスクール構想として、小中学校内のネットワーク整備

事業及び児童生徒１人１台のパソコン整備を行う経費として、１億５，０９８万８，０００円を

計上致しております。 

３５ページからは、補正予算給与費明細書を掲載しております。職員の人件費について、人事

異動等に伴う調整を行っております。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。議案第７３号、令和２年度内子町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

１ページをお願いします。令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、歳入歳出それぞれ１６万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２１億６，

３８６万５，０００円といたしております。前年度の６月補正後予算と比較して、７，１６０万

３，０００円の増額、率にして３．４％の増となっております。内容は８ページ歳出でございま

す。ここでは、人事異動に伴う職員人件費の調整及び、新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者に対し、療養のために傷病手当金を支給する予算を計上いたしておるところです。 

続きまして、ピンク色の仕切りをお開きください。議案第７４号、令和２年度内子町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

１ページをお願いします。令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、歳入歳出それぞれ１，０９５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６億３，９９５

万円といたしております。前年度の６月補正後予算と比較して６，３０７万３円の増額、率にし

て２．４％の増となっております。内容につきましては、１０ページの歳出でございます。人事

異動に伴いまして、職員人件費の調整及び、消費税引き上げ満年度化に伴う低所得者保険料の軽

減強化に対する予算を計上しているところでございます。 

続きまして、同じくピンク色の仕切りでございます。議案第７５号、令和２年度内子町介護保

険サービス事業特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

１ページをお願いします。令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、歳入歳出予算それぞれ４９７万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総
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額を１，４４７万８，０００円と致しております。前年度の６月補正後予算と比較して４２７万

７，０００円の減額、率に致しまして、２２．８％の減となっております。内容は８ページでご

ざいます。歳出でございます。人事異動に伴いまして、職員人件費の調整を行っている予算でご

ざいます。 

最後に、浅黄色の仕切りでございます。議案第７６号、令和２年度内子町水道事業会計補正予

算（第１号）についてでございます。 

１ページをお願いします。収益的支出の補正につきましては、人事異動による人件費の調整を

１６１万円おこない、収益的支出を４億２，９９６万６，０００円といたしております。 

 以上、議案第７２号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）から、議案第７６号、令

和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）まで一括してご説明申し上げました。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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７２号」から「議案第７６号」までの補正予算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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第７２号」から「議案第７６号」までの補正予算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（森永和夫君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日、各常任委員会及

び予算決算常任委員会に付託しました、議案の審査報告については、会期末６月１９日の本会議

でお願いします。 

次の本会議は、６月１９日、午前１０時に開会します。本日は、これをもって散会いたしま

す。 

 

午後 ４時３３分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和２年６月第１０９回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和２年 ６月１０日（水） 

○開会年月日   令和２年 ６月１９日（金） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君  

１１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

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

  １５番  中 田 厚 寬 君         

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 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 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長  畑 野 亮 一 君 

環境政策室長  中 嶋 優 治 君     政策調整班長  上 山 淳 一 君 

上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君     危機管理班長  松 岡 裕 樹 君 

商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 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  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第６号） 

令和２年６月１９日（金）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第６０号 内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理者の指定につ

いて 

日程第１１ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者の指定につい

て 

日程第１４ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者の指定につい

て 

日程第１５ 議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）について 

日程第１６ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）について 

日程第１７ 議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１８ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１９ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第２０ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２１ 議案第７６号 令和２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２２ 議案第７７号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第２３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２４ 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２４ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

  日程第 １  会議録署名議員の指名 
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○議長（森永和夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、８番、大木 雄議員、９番、山本 徹議員を指名

します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 議事日程通告をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第６号のとおりであります。これより、議事日程に従って、提出議案

の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 議案第５８号 内子町固定資産評価審査委員会条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月１１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「内子町固定資産評価審査委員会条例の一

部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いて、議案第５８号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、

説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正に伴い、条例の一部を改正す

るものです。委員の質疑においては、「情報通信技術の進歩についていけない高齢者などにも、十

分配慮した住民サービスの提供をお願いしたい。」との意見に対し、「今回の特別定額給付金のオ

ンライン申請など、行政サービスのデジタル化は進んでいるが、対応しきれない方々に対しても

きちんと対応していきたい。」との答弁でありました。採決の結果、議案第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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 
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「議案第５８号」の採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。「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（森永和夫君） 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 ４ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 議案第５９号 内子町手数料徴収条例の一部を改正する条

例について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 

去る６月１１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５９号 

内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審

査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果につい

て、議案第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、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、個人番号

を通知する通知カードが廃止されることに伴い再交付手数料を廃止するため、条例の一部を改正

するものです。委員から特に質疑はなく、採決の結果、議案第５９号は、「原案のとおり可決す

べきもの」と決定致しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

「議案第５９号」の採決をおこないます。本案に対する委員長報告は「可決」です。「議案第５

９号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

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 ５ 議案第６０号 内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第５ 議案第６０号 内子町国民健康保険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。久

保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６０号「内子町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付い

たしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、議案第６０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、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病

手当金を支給するにあたり、条例の一部を改正するものです。委員の質疑においては、「周知方

法は。」との質問に対し、「ホームページや広報などで行う。」との答弁でありました。採決の結

果、議案第６０号は、「原案のとおり可決すべきもの」と決定致しました。以上で、委員長報告

を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） 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（森永和夫君） 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 ６ 議案第６１号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第６ 議案第６１号 内子町税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。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６１号「内子町税条例の一部を改正する条例
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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６１号は「原案のとおり可決すべき

もの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、地方

税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。委員か

ら特に質疑はなく、採決の結果、議案第６１号は、「原案のとおり可決すべきもの」と決定致し

ました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

「議案第６１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６１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（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、「議案第６１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第７ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第７ 議案第６２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例

について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６２号「内子町介護保険条例の一部を改

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６２号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案につい

て、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告致します。今回の改正は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、収入が減少したこと等による介護保険の第１号保険料を減免するにあた

り、条例の一部を改正するものです。委員から特に質疑はなく、採決の結果、議案第６２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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 大木委員長、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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６２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６２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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第８ 議案第６３号 内子町総合交流促進施設条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６３号「内子町総合交流促進施設条例の

一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、

配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第６３号は「原案

のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質

疑等についてご報告を致します。今回の改正は、オリエントホテル高知株式会社所有の都市農村

交流施設宿泊棟１棟の所有権移転に伴う所在地の追加及び宿泊等利用料金を定めることにつき、

条例の一部を改正するものです。委員から、「宿泊料の中身は。」との質疑に対し、「食事代も含ん

で、５，０００円から５万円の中で決めていく。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第

６３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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 委員長に質問致します。この議案は委員会において賛成多数で可決をされ

ておるんですが、どういう反対の意見があったんでしょうか。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 
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○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 反対意見としては、この議案そのものを一回取り下げ

てもう一度提出し直してはどうかという意見でありました。 

○議長（森永和夫君） 他に、質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 私は、以下の理由から本議案に反対致します。本議案は、条例の一部を

改正して、当施設の利用料金を、宿泊棟はひとり一泊につき、５０００円から５万円、温浴施設

についてはひとり１回につき２００円から１２００円と幅を持たせる設定とすることとされてい

ます。しかし、宿泊の最低料金である５０００円は子ども料金を想定していると説明がありまし

たが、町民の利用促進のために、町民子ども料金はより安く設定するという考え方もあります。

また、運動公園等のプールのこども料金は無料です。温浴施設の最低料金は２００円としていま

すが、同様に子育て支援の観点からもこども料金を無料にすることを検討してはいかがでしょう

か。大洲市の温浴施設は西日本豪雨災害で営業を停止するまでは、未就学児を無料にしていまし

た。観光業の復興の見通しが立たない今、営業再開を急がずにいったん立ち止まり、住民アン

ケートの実施をするなど幅広く町民の声を集める時だと思います。そして、今後の運営のあり方

を検討する委員会等を立ち上げ、参加する委員には一般公募での住民の参加を採用し、関係者で

十分に協議したうえで、町としての運営方針と指定管理者との役割分担を明確にすべきです。利

用料金に大きな幅を持たせるのではなく、町としての運営方針に沿った料金設定を明示したうえ

で指定管理にかかる仕様書案を作成し、指定管理者の指定の議決を議会に諮る際には、判断材料

として議会に説明すべきものと考えます。 

○議長（森永和夫君） 賛成討論はありませんか。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 私はこの委員長報告に対して賛成の立場で討論を致します。一番安

かったら住民は喜ぶと思います。安ければいいという形であれば、今度新たな指定管理者で運営

される方は果たして運営ができるかという疑問点も大きくでてくるところだと思います。先ほど

の子どもの宿泊５，０００円ということに対して反対だということだったんですけど、普通の宿

泊の一般的な在り方をしますと大人料金の半額というのが普通だと思います。そういった点から

考えますと、１，０００円や２，０００円で宿泊できたら喜んではいただけますけど、ある程度

の金額は妥当だと私は思っております。また、住民にアンケートを取って十分時間をとって検討

すべきだということではあるんですけど、私一般質問でもしましたけど、多くの利用者は早く早

期にこの施設をオープンしてほしいという希望を持たれておりますので私は今の状態で新たな指

定管理のもとに町民に利用され愛される施設になってほしいというのが妥当だということで委員

長報告に対して賛成の立場で討論致します。 
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○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６３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６３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（森永和夫君） 起立多数です。 

よって、「議案第６３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議案第６４号 内子町共同福祉施設条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６４号「内子町共同福祉施設条例の一部

を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付

いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第６４号は「原案のと

おり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等

についてご報告を致します。今回の改正は、施設の利用料金を定めることにつき、条例の一部を

改正するものです。委員から、「利用料金は誰が決めるのか。」との質疑に対し、「利用料金の範囲

内で指定管理者が提案し、町長が承認することとなっている。」との答弁がありました。採決の結

果、議案第６４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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６４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６４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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第１０ 議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理者の指

定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１０  議案第６５号 内子町移住体験施設（長田移住体験施設）

の指定管理者の指定について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６５号、内子町移住体験施設（長田移住体験施設）

の指定管理者の指定について、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、

配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、議案第６５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、令和２

年５月１３日に開催されました内子町公の施設指定管理者選定委員会において選定された指定管

理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求めるものです。委員の質疑においては、「条件の良いこの施設に３年間も入居者がない

のは、指定管理者である自治会に問題があるのではないか。」との質問に対し、「検証はしなけれ

ばならないが、この施設は地域を抜きにしては考えられず、地元自治会とも協議しながら良い方

向へ進めていきたい。」との答弁でありました。委員の討論においては、「先ほどの理由により反

対である。」との反対意見があり、また、「田舎であるのでどこに行ってもしがらみは出てくると

思うが、内子の風土や人に好感を持ってくれる人に住んでいただきたい。」との賛成意見がありま

した。採決の結果、議案第６５号は、賛成多数により「原案のとおり可決すべきもの」と決定い

たしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 私は以下の理由から本議案に反対致します。本施設は、内子町五百木の

長田地区にある旧集会所を移住者が居住するための場所として改修した施設です。これまで４世

帯が利用し、うち１世帯が同地区に居住したということですが、平成２９年４月から３年以上利

用者がいない状態が続いています。本議案に反対する理由は、以下の点です。第１に、内子町の

移住定住支援のための「うちこんかい」ウェブサイトによると、本施設の入居対象者は自治会活

動に参加することとなっています。しかしながら、当地区は住民の高齢化や過疎化等で自治会の

加入率も半分程度と低い状態で担い手不足が続いており、当地区に移住した方々の話を伺うと、
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若い世代の移住者への負担が重くなっている状況が伺えます。第２に入居期間は原則１年間の移

住体験施設としていながら、本施設を出たあとの長田地区での移住先の空き家が十分に用意され

るとはいえません。第３にこれまでは、本施設の管理だけでなく、移住希望者の入居申し込みと

面接、その後のケアは地元自治会に任されてきましたが、移住者の受け入れ業務を現在の自治会

事務局が担うのは、適任であるとはいえません。地域活性化を図るための移住者支援の目的や、

移住希望者の個人情報の保護の観点、本移住体験施設を出たあとの住居のことを考えれば、本移

住体験施設の受け入れに関する業務は、移住者支援窓口である総務課定住促進係が担うのが望ま

しいと考えます。最後に、本施設の目的と効果について十分に検証し、今後の施設運営のあり方

について内子町と地元自治会でしっかりと話し合いをすべきものと考えます。 

○議長（森永和夫君） 賛成討論はありませんか。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 私は、長田移住体験施設の指定管理者選定にあたりその指定管理者を長

田自治会に指定することに賛成の立場で意見を述べさせていただきます。長田地区はすでに何組

もの移住者を受け入れており、内子町でも特に先進的な地区であります。わが地区も現在、２世

帯の移住者の方が住んでおられますが、長田地区の事例を参考にしながら受け入れをさせていた

だき、移住者の方にも地域活動にしっかりと参加いていただき今では地域にとってなくてはなら

ない人材になっておられます。移住促進をしていく上では移住体験施設の必要性は大切であり、

そこでは過度の歓迎ムードを演出するのではなく、ありのままの内子町の姿をまたその地区の現

状を肌で感じていただき、それに順応できるのか、できないのかを判断、決断されることが長く

内子町で暮らしていただくことにつながると考えます。移住促進の制度そのものはしっかりと行

政で整えていただきながらやはり受け入れは行政としっかりタッグを組んで地域が体制を整える

必要があると考えます。その上で過去の実績から考えても長田自治会にまさる管理者はないと考

えますので提出されている原案に賛成致します。以上です。 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６５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６５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（森永和夫君） 起立多数です。 

よって、「議案第６５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１１ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１１ 議案第６６号 内子町総合交流促進施設の指定管理者の

指定について」を議題とします。本案については、「うちこ観光マネジメント」の副会長にある

大西啓介議員は、地方自治法第１１７条の規定に該当するため、退場を求めます。 

〔大西啓介議員退場〕 

○議長（森永和夫君） 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 
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○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６６号「内子町総合交流促進施設の指定

管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付致

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６６号」は、原案のと

おり可決すべきものとするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等に

ついてご報告をいたします。本議案は、令和２年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理

者選定委員会において選定された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。委員から、「指定管理者の副代

表が議員であることに問題は無いのか。」との質疑に対し、「指定管理者の指定は契約ではなく、

兼業禁止、請負禁止規定に該当しないものである。」との答弁がありました。「指定管理者が法人

化した場合、もう一度議会で審議する必要はないのか。」との質疑に対し、「変更届を出してもら

う必要がある。」との答弁がありました。「指定管理者に黒字が出た場合はどうなるのか。」との質

疑に対し、「将来の改修や修繕への資金にしていけるよう指定管理者と協議をしている。」との答

弁がありました。 

採決の結果、「議案第６６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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 私は以下の理由から本議案に反対致します。一つは、議案第６３号で反

対した理由と同じなので同じ部分は省略します。追加して、指定管理者として町内の観光に携わ

る方々が有志で団体を立ち上げた団体が、指定管理者としての運営に手を挙げられたことについ

ては、町の公の施設を運営する観点からもよかったと思います。法人化を計画しているというこ

とですが、まだ任意団体でもありますし、指定管理者としての指定の開始時期を遅らせることが

望ましいと思います。リニューアルしてオープンするまでの間の温浴施設の運営は、町が直接管

理することとし、今後の本施設の町の運営指針がしっかり決まってから、正式に指定管理者とし

て運営を指定すべきものと考えます。 

○議長（森永和夫君） 賛成討論はありませんか。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 
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○１１番（下野安彦君） 先ほどと被るようなところは私も省略しますが、関根議員も言われま

したように、町の観光のことやすべてのことをよく知っておられる方が指定管理をされるという

ことについては賛成をするということでございます。私もその通りだと思います。その間の期間

については町が運営してはどうだろうとかということなんですけど、町でそういった宿泊や温浴

施設の提供が黒字経営で運営できるのならば、あえて指定管理者を探す必要はないと思います。

そこらでプロの皆さんがやられる中で民間でそういったことを今まで求めてきたことだと思いま

すので、私は先ほどから言いますようにいち早く新たな指定管理者が黒字を目指してできるよう

にがんばっていただきたいので賛成致します。 

○議長（森永和夫君） 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。 

 「議案第６６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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

ここで大西議員の入場を認めます。 

 

  日程第１２ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１２ 議案第６７号 内子町共同福祉施設の指定管理者の指定

について」を議題とします。本案については、「うちこ観光マネジメント」の副会長にある大西啓

介議員は、地方自治法第１１７条の規定に該当するため、退場を求めます。 

〔大西啓介議員退場〕 

○議長（森永和夫君） 審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６７号「内子町共同福祉施設の指定管理

者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付致して

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６７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、令和２

年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会において選定された指定管理施設

の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決

を求めるものです。委員から、「建物の耐震化の計画はあるのか。」との質疑に対し、「不適格建築

物には当たらないが、将来の活用状況なども見ながら、検討していきたい。」との答弁がありまし

た。採決の結果、「議案第６７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。 
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○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６７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６７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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

大西議員の入場を求めます。 

 

  日程第１３ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者の指定

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１３ 議案第６８号 内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）

の指定管理者の指定について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６８号「内子町農村公園（内子町泉谷農

村公園）の指定管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきま

しては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第６８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、令和２年５月１３日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会において選定

された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を求めるものです。委員から、「老朽化していると聞くが、どう対応するのか。」

との質疑に対し、「現在修繕等の要望は出ていないが、出てきたときには対応させていただきた

い。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第６８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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。 
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これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６８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６８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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者の指定

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１４ 議案第６９号 内子町営小田プール（参川水泳プール）

の指定管理者の指定について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る６月１１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６９号「内子町営小田プール（参川水泳プール）

の指定管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、

配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第６９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、令和２年５月２７日に開催されました内子町公の施設

指定管理者選定委員会において選定された指定管理施設の指定管理者を定めることにつき、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

委員の質疑においては、「監視員は保護者が交代でということだが、共稼ぎが多い中、確保でき

るのか。」との質問に対し、「現在までは自治会の愛護部において運営をしていただいたが、少子

化に伴い保護者も少なくなるので、地元と協議していきたい。」との答弁でありました。採決の結

果、「議案第６９号」は、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を

終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第６９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。 
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 「議案第６９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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第６９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１５  議案第７０号 土地改良事業計画（掛木地区）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。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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７０号「土地改良事業計画（掛木地区）

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７０号は「原案のとおり可決すべき

もの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、土地

改良法第９６条の２第２項の規定により、土地改良事業計画について議会の議決を求めるもので

す。委員から、「総費用便益比Ｂ/Ｃの意味は。」との質疑に対し、「事業に対して投資効果がどれ

くらいあるのかを示す数値で、１以上であれば経済効果があるというものである。」との答弁があ

りました。採決の結果、議案第７０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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第７０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７０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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１６ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第１６ 議案第７１号 土地改良事業計画（川中地区）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。 

大木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（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る６月１１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７１号「土地改良事業計画（川中地区）

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７１号は「原案のとおり可決すべき

もの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、土地

改良法第９６条の２第２項の規定により、土地改良事業計画について議会の議決を求めるもので

す。委員から、「整備する道路沿線に家が３軒あるが、通行止めなどになる期間があるのか。」と

の質疑に対し、「請負業者や地元と協議しながら、なるべく支障の無いように工事を進めていきた

い。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第７１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（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、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（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第７１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７１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（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩をします。午前１１時１５分から再開します。 

 

午前１１時０１分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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  日程第２９ 議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第３０ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第３１ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第３２ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

  日程第３３ 議案第７６号 令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２８ 議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」「日程第２９ 議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」「日程第３０ 議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」「日程第３１ 議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サー

ビス事業特別会計補正予算（第１号）について」「日程第３２ 議案第７６号 令和２年度内子

町水道事業会計補正予算（第１号）について」以上補正予算５議案を一括議題とします。 

中田予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る６月１１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、６月１５日に委員１４名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきま

しては、配付いたしております審査報告書のとおり、全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７２号、令和

２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について、でございますが、１３億８，３１５万６，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１１８億５，４７０万円とするものです。前年同期と

比較し１９．８％の増となっています。それでは、まず財源についてですが、国県支出金６億７，

５３１万６，０００円、地方債４億３，５２０万円、その他特定財源１億７，７９４万３，００

０円、一般財源９，４６９万７，０００円の増額となっております。続いて、主な歳出予算は、

２款総務費においては、委員から、「備品購入費の Web会議システムの利用はどのようなものを想

定しているのか。」との質問に対し、「課長会や政策会議などでは職員の移動時間が大幅に節約で

きると考えられる。また災害時などにも最大限に利用したい。」との答弁がありました。７款商工

費においては、宿泊・温浴施設「オーベルジュ内子」の指定管理者の撤退に伴い、集客力向上を

図る目的に、既存施設の改修や厨房機器の購入費用として３，０３４万７，０００円が計上され

ています。委員から、「買い上げようとしている備品の評価はどういう形でしているのか。」との

質問に対し、「財務省からの指針に従い、残存価格を導いている。」との答弁がありました。８款

土木費においては、委員から、「社会資本整備総合交付金事業で実施する無電柱化詳細設計の場所

は。」との質問に対し、「郷の谷川からＪＲ内子駅側の商店街筋を予定している。」との答弁があり
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ました。１０款教育費においては、ＧＩＧＡスクール構想として、小・中学校内のネットワーク

整備事業及び児童生徒１人１台のパソコン整備を行う経費として、１億５，０９８万８，０００

円が計上されています。委員から、「補助対象外となっているネットワークの整備とはどういうも

のか。」との質問に対し、「サーバーには１，２００台余りが接続するので、それに対応するため

に増強をしていくことや大切なデータを守るために制御していくなど、ネットワークの強靭化を

図るものである。」との答弁がありました。また、「学校臨時休業対策費の対象がパンと牛乳だけ

なのはなぜか。」との質問に対し、「野菜などについては事前にキャンセルができており、違約金

などが発生する事案にはならなかった。」との答弁がありました。また、「内子東自治センター耐

震工事において、工事監理委託業務が必要なのはなぜか。」との質問に対し、「建築基準法におい

て施工のチェックをするために工事監理者をおくよう定められている。」との答弁がありました。

以上、議案第７２号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について、多くの質疑がな

されました。採決の結果全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第７３号、令和２年度内子町国民健康保健事業特別会計補正予算（第 1号）につい

て、でございますが、歳入歳出それぞれ１６万５，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を２

１億６，３８６万５，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案第７３号は、

全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第 1号）について、

でございますが、歳入歳出それぞれ１，０９５万円を増額し、歳入歳出予算の総額を２６億３，

９９５万円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案第７４号は、全会一致により原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第７５号、令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第 1号）に

ついて、でございますが、歳入歳出それぞれ４９７万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１，４４７万８，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案第７５号は、

全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

最後に、議案第７６号、令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について、でござ

いますが、収益的支出の補正について、人事異動による人件費の調整を１６１万円おこない、収

益的支出を４億２，９９６万６，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、議案

第７６号は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

中田委員長、席にお戻りください。 

採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第７２号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」の採決を行

います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 
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次に、「議案第７３号 令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第７４号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」

の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第７５号 令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり

決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第７６号 令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について」の、採

決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２１ 議案第７７号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第７７号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第

５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（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７７号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）について

ご説明いたします。議案資料１の２をお手元にご用意ください。 

１ページをお願いします。令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）につきましては、歳

入歳出それぞれ４，０４０万円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を１１８億９，５１０万円

と定めるものでございます。 
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７ページをお開きください。歳入でございます。１７款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、

基金繰入金でございます。令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）の財源につきまして

は、４，０４０万円全額を財政調整基金から繰り入れいたします。 

 ８ページをお開きください。歳出でございます。７款、商工費、１項、商工費、１目、商工総

務費に、補助金として４，０４０万円を追加いたしております。内子町における新型コロナウイ

ルス感染症対策として、新型コロナウイルス感染症の影響により、コロナ収束後に観光客をいち

早く内子町へ引き戻すための宿泊施設や観光業への応援策、及び町内商店街へ活気を取り戻すた

めの応援策など、３つの追加支援を行うためのものでございます。 

それでは、追加支援策の概要についてご説明いたします。まず一つ目は、「内子観光誘致キャ

ンペーン事業」でございます。その第１弾として、７月から１２月まで、県民を対象とした「県

民プレミアムチケットキャンペーン」を行います。愛媛県が実施する「宿割り」との相乗効果に

より、いち早く内子町に観光客を引き込むため、町内店舗で利用できる県民限定の商品券を発売

いたします。商品券は、１枚５００円の５枚綴り、２，５００円分のチケットを２，０００円で

販売する計画で、５，０００セットを予定しております。 

 さらに、第２弾として、９月から１１月まで、観光客をターゲットにした「秋の観光誘致キャ

ンペーン」を行います。これには３つの取り組みを考えており、一つ目は、町内宿泊施設に宿泊

された観光客の皆様を対象に、豪華景品が当たる「内子ステイキャンペーン」を行います。５千

人を対象にスクラッチくじを引いてもらい、当選者には１等から３等の賞品をプレゼントいたし

ます。二つ目は、イベント対策として、「内子座サイレント上映イベント」を行います。大正時

代の情緒溢れる内子座で、サイレント映画を１日３回上映し、誘客をはかるものでございます。

三つ目は、二次交通対策として、期間限定でのバス運行を行います。９月から１０月にかけての

週末は、町並み・村並みを巡るコースを、１０月下旬から１１月上旬にかけての１６日程度は、

山並みコースをそれぞれ運行させることといたしております。以上の事業につきましては、事業

主体である一般社団法人内子町観光協会に対して必要経費を補助する予算として、総額１，２４

０万円を計上致しております。 

続きまして、追加支援策の二つ目は「プレミアム付き応援チケット」事業でございます。町内

の飲食サービス・小売業約２００店舗を対象に、取り扱い店舗の募集を行い、参加店舗には１枚

５００円の６枚綴り、３，０００円のプレミアム付き応援チケットを１００セット配布し、主に

町内の方を対象に各店舗にて２，０００円で販売いたします。このチケットは、購入した店舗限

定で利用できるもので、利用期間は８月から来年１月までとします。町は、事業主体である内子

町商工会に対し、１セットあたりのプレミアム分１，０００円と事務手数料を補助する予算とし

て、２，０８０万円を計上しております。 

最後に、追加支援策の三つ目は、家賃支援の補助でございます。町内に店舗、事業所等を賃借

しているテナント事業者で、国の家賃支援給付金を受けており、かつ、５月から１２月において、

いずれかの１ヶ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少していること、または、連続する３ヶ

月の売上高が前年同期比で３０％以上減少していること、いずれか一方に該当する場合に月額の

地代・家賃の６ヶ月分を上限として、３分の１以内を補助することとし、その予算として７２０

万円を計上致しておるところでございます。コロナの感染症状況につきましては、現在、小康状
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態にあるといってもまだまだ予断を許さない状況であります。関係諸団体と十分に協議しながら

対応していきたいというふうに思っております。 

 以上、議案第７７号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたしま

した。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第７７号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」の採決

に入ります。本案を原案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（森永和夫君） 起立全員です。 

従って、本案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

  日程第２３  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 「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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、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、決定致しました。 

 

日程第２４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 「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（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、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。 
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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（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 閉会にあたりまして、ひとことご挨拶を申し上げます。議員の皆様にお

かれましては大変ご多忙の中、ご出席を賜り、適切なご判断を賜りまして誠にありがとうござい

ました。今後その趣旨、目的にしたがって執行して参りたいと思います。本議会には新型コロナ

ウイルス対応の議案が多く提案させていただきました。急激に落ち込んでいる地域経済を少しで

も下支えさせていただかなくてはならない。また、一人親世帯のこどもたちの元気な笑顔、また

親御さんの元気な姿を早く見られるような環境を作ってあげないといけない。そんな思いの議案

であったわけでございます。ご理解を賜りまして、本当にありがとうございました。感染者数は

少し落ち着いているようにも見えますけど、ご案内のように東京や大阪ではまだまだ終息が見え

ないような状況でございます。第２波への不安もあります。内子町においても、桃、梨、ぶどう、

柿、まさに内子町の農業を担っていく大事な農作物の販売の時期を迎えます。こういった作物が

どういった影響がでるのか、気になるところでもございます。注視していかなくてはならないと

いうふうに思います。不透明な状況がまだまだ続くと思いますけれども、今後とも地域の状況、

そして国、県の動向をみて対応してまいりたいというふうに考えておるところです。いよいよ、

これから梅雨本番、もしかしたら梅雨の後期に入るかもしれませんが、体調管理が非常に難しい、

困難な季節になります。議員の皆様におかれましては、十分、ご自愛の上、引き続いて、町政発

展のためにご尽力たまわりますよう、心からお願いを申し上げまして、招集させていただきまし

た閉会にあたってのあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） 以上をもって、令和２年６月第１０９回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１１時３６分 閉会 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第１０９回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

２ 

平成３１年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
受理 

報告 

３ 
平成３１年度内子町一般会計事故繰越計算について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
受理 

報告 

４ 

平成３１年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計

算について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
受理 

報告 

５ 

平成３１年度内子町下水道事業会計事故繰越計算に

ついて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
受理 

議認 

３ 

内子町税条例等の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

４ 

内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついての専決処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

５ 

内子町介護保険条例の一部を改正する条例について

の専決処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

６ 

内子町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例についての専決処分の承認を求めることにつ

いて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

７ 

平成 31 年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専

決処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

８ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第１号）の専決

処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認  

議認 

９ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決

処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議認 

１０ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第３号）の専決

処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.11 
承認 

議案 

５８ 

内子町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

５９ 

内子町手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 
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議案 

６０ 

内子町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６１ 
内子町税条例の一部を改正する条例について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６２ 
内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６３ 

内子町総合交流促進施設条例の一部を改正する条例

について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６４ 

内子町共同福祉施設条例の一部を改正する条例につ

いて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６５ 

内子町移住体験施設（長田移住体験施設）の指定管理

者の指定について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６６ 

内子町総合交流促進施設の指定管理者の指定につい

て 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６７ 
内子町共同福祉施設の指定管理者の指定について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

６８ 

内子町農村公園（内子町泉谷農村公園）の指定管理者

の指定について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案

６９ 

内子町営小田プール（参川水泳プール）の指定管理者

の指定について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７０ 
土地改良事業計画（掛木地区）について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７１ 
土地改良事業計画（川中地区）について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７２ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７３ 

令和２年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７４ 

令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７５ 

令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計補

正予算（第１号）について 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 
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議案 

７６ 

令和２年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

議案 

７７ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

令和 

2. 6.10 

令和 

2. 6.19 
原案可決 

 

  


