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令和３年６月第１１８回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和３年６月９日（木） 

○開会年月日   令和３年６月９日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１１番  才 野 俊 夫 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  林     博 君        １４番  山 崎 正 史 君 

  １５番  寺 岡   保 君 

 

○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  小野植 正 久 君     副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長   黒 澤 賢 治 君     住 民 課 長   西 川 安 行 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  久保宮 賢 次 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  谷 岡 祐 二 君     町並・地域振興課課長  畑 野 亮 一 君 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長   中 嶋 優 治 君 

環境政策室長  髙 嶋 由久子 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  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  大久保 裕 記 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７号） 

令和３年６月９日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５まで

 

午前１０時００分 開会 

○議長(菊地幸雄君)  ただ今から、令和３年６月第１１８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。これより、本日の会議を開きます。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長(菊地幸雄君)  「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、関根 律之議員、４番、向井 一富議員

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(菊地幸雄君) 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２日開催の議会運営委員会において協議され、本日から

１８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(菊地幸雄君)  ご異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から６月１８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７号のとおりであります。 

 

  日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。議長としての報告事項は、お

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

をもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（菊地幸雄君） 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（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 本日、ここに令和３年６月内子町議会定例会を招集いたしましたとこ
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ろ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとうご

ざいます。本定例会に、町長として提出いたします案件は、報告２件、議認１件、条例の制定１

件、条例の一部改正２件、補正予算６件、工事請負契約２件の合計１４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、６月に入り町内では田植えが最盛期を迎え、水を湛えた美しい水田の光景が各所で見ら

れるようになりました。高松地方気象台は５月１５日、四国地方の梅雨入りを発表しましたが、

これは平年より２１日、昨年より２６日早く、統計が残る１９５１年以降で最も早い梅雨入りと

なっています。県内では、梅雨前線の影響で５月２０日から２１日にかけて大雨となり、獅子越

峠で降り始めからの雨量が１７８．５ミリを記録しました。この影響で、本川地区の民家の前の

斜面が崩落するなど、町道や河川など４箇所で災害が発生し、その被害額は６，２４０万円となっ

ています。被害に遭われた民家の方には、当面の間、町営住宅に避難していただき、崩落した斜

面の復旧について愛媛県と協議しているところです。これからの季節は、梅雨前線や台風による

災害を警戒しなければならない時期となります。内子町においても、小田川の氾濫、土砂崩れ等、

大雨に伴う大規模な災害発生の可能性が十分に考えられますので、気象庁の発表に注意し、早め

の対応、対策に努めてまいりたいと考えております。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策関係ですが、国は変異株による感染拡大が収まらないこ

とから、東京や大阪など９都道府県に出している緊急事態宣言を６月２０日まで延長しました。

７月下旬には東京オリンピックが開会しますので、第４波が早く収まってほしいものです。 

一方で、愛媛県は国の示すステージⅢの指標を下回る水準にまで低下したため、４月８日から

約２か月近く続いておりました「感染対策期」を「感染警戒期の特別警戒期間」に引き下げまし

た。これにより、町内の自治センターや公園、社会体育施設、伝統文化施設等の公共施設につい

て、６月１日より利用を再開しております。また、酒類を提供する町内の飲食店を対象とした、

午後９時までの時短営業要請は、予定通り５月末で終了しました。住民・事業者の皆さんにご協

力いただいたことにより、町内での感染拡大を防止することができました。深く感謝を申し上げ

たいと思います。しかし、全国的には感染拡大が収まっていないことから、しばらくの間は、県

外との不要不急の往来を自粛するとともに、感染回避行動の徹底をお願いします。 

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つ目、６月補正予算の概要について、２つ目、新型コロナワクチン接種事業につ

いて、３つ目、「広報うちこ」全国広報コンクール入選についてでございます。 

 それでは最初に、令和３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１０億１９４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を９９億５，

８１８万５，０００円といたしております。これは、前年度同期の予算額と比較し、１８億９，

６５１万５，０００円、１６．０％の減額となっております。詳細につきましては、後ほどご説

明いたしますが、主だったものといたしましては、子育て支援を強化するため、０歳から中学校

卒業までの保険適用医療費に対して、自己負担額を全額助成していたものを、１８歳に到達する

日以後の最初の３月３１日まで拡充を行う経費として４５１万４，０００円を計上しております。 

 次に、学校施設の耐震化についてですが、平成２２年３月に提出されました、内子町教育改革



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 4 ‐ 

懇談会による学校統廃合の答申で、石畳小学校は内子小学校へ統合するとの案が示されたことに

基づき、石畳小学校の統合を視野に、これまで校舎の耐震化を見送ってきました。しかし、学校

施設は、子どもたちにとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、巨大地震にも倒壊しな

い十分な安全性、防災性を備えたものでなければなりません。災害から子どもの命を守るため、

石畳小学校校舎の耐震補強設計を行う経費といたしまして１，０５２万７，０００円を計上して

おります。次に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく「合併特例事業債」を財源として借

り入れを行い、本定例会で条例制定の提案をさせていただいている「内子町地域振興基金」に積

み立てる予算として３億１，５８０万円を計上しております。本基金は今後の行政ニーズに対応

する財源として活用する計画です。そのほか、内子小学校屋内運動場屋根改修工事や五十崎自治

センター空調工事、内子運動公園整備事業、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２億７，６８４万円を取り崩して充当する予定にしております。 

 次に、新型コロナワクチン接種事業についてご報告いたします。４月から新型コロナウイルス

感染症対策室長は保健福祉課長が兼務しておりましたが、ワクチン接種事業を円滑に実施するた

め、５月２４日付で専任の室長を配置する人事異動を行い、体制を強化しました。高齢者のワク

チン接種については、国が７月中の完了を目指す考えを示したことを受け、町では６月１３日か

ら毎週日曜日、加戸病院を会場に集団接種を実施するとともに、個別接種の枠を増やし、接種が

８月以降になっていた方を繰り上げる対応を行いました。体調不良などで急なキャンセルが出た

場合の対応については、あらかじめ登録した町内に住所のある小中学校教職員等を対象に加え、

ワクチンを無駄なく使い切る対応を実施しております。また、集団接種を円滑に実施するため、

５月３０日に加戸病院で集団接種訓練を実施しました。町内医療機関の医師や看護師、消防士、

町職員が参加し、受付から接種、経過観察までの一連の手順を確認しました。訓練で明らかとなっ

た細かな課題を修正して、本番に備えたいと考えています。なお、集団接種については日曜日に

実施するため、公共交通が運休していることから無料送迎バスを運行することといたしました。

無料バスは、立川地区、石畳地区、小田地区、五十崎地区から、接種会場の加戸病院までの区間

を運行します。６４歳以下の方への接種案内ですが、７月上旬から順次発送を予定しております。

予約はＷｅｂ、電話、郵送のいずれかの方法で申し込むことが可能です。予約時期は、申し込み

時の混雑を避けるため、基礎疾患のある人、年齢別で予約開始日を設定するようにしております

ので、皆様のご協力をお願いいたします。 

最後に、広報うちこの全国広報コンクール入選についてご報告いたします。このことは愛媛新

聞で取り上げられましたのでご存じの方も多いのではないかと思いますが、２０２０年１２月号

が広報紙部門（町村部）で入選１席に選ばれ、２０２０年９月号に掲載した内子高校生の部活動

に打ち込む姿が、組み写真の部で初入選しました。町村部門の入選では７年連続となり、全国か

ら注目される広報紙となっています。これは、情報を掲載するだけでなく、読み物として手に取っ

ていただける広報紙づくりを目指して取り組んできた成果であり、担当職員の努力を称えたいと

思います。今回の特集は「内子こども狂言くらぶ」がテーマでしたが、活動を通じて懸命に学び、

成長していく子どもたちと、周りで支える地域の人々を丁寧に取材していることや、写真やイン

タビューの技量の高さ、情緒的にのめりこまない描写力、全体を通して読むことに集中できるデ
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ザイン力の高さが評価されました。来年は、全国広報広聴大会が内子町で開催されますので、全

国レベルを維持しながら、住民に愛される広報紙づくりに努めてまいります。 

以上、３件の事柄についてご報告申し上げました。今後もワクチン接種事業を円滑に進め、一

日も早く元のような日常生活が再開できるよう取り組んでまいりますので、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。 

○議長（菊地幸雄君） 以上で、招集挨拶及び行政報告を終わります。 

 

  日程第５ 一般質問 

○議長（菊地幸雄君） 「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。 

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、６名であります。 

それでは受付順に、質問を許します。 

最初に、森永 和夫議員の発言を許します。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） それでは、６月定例会に当たり、通告に従い質問をいたします。今回の

質問は、私にとって小野植新体制になって初めてであり、２年ぶりの質問となります。これまで

の８年間は、私にとりまして大変充実した８年でした。特に、この２年間は、議長として、町民

の皆様方から信頼され、頼りにされる議会、政策提言できる議会、二元代表制の一方の担い手と

しての役割を果たせる議会を目指し、議会基本条例の見直しや、議会災害対応要綱、タブレット

の導入などに取り組んでまいりました。また、愛媛県町村議会議長会の会長として、大変有意義

で貴重な経験をさせていただきました。３期目に当たり、初心に返り、議員としての役割をこれ

まで以上に果たさなければならないとの思いを改めて感じ、この場に立っています。 

まず、議会と町長との関係についてお伺いいたします。内子町議会基本条例の前文に、内子町

議会は、町民の負託に応え二元代表制の一方の担い手として最良の意思決定をし、行政の監視機

関としての役割及び責任を果たすことにより、町民全体の福祉の向上を実現する使命を持ってい

ると、議会の役割を明記しています。さらに、第２条で、町政全体を把握し、行財政運営が適正

に行われているかを常に監視し、検証し、及び評価すること、町民の多様な意見を的確に把握し、

政策立案及び政策提言に努めること。意思決定機関としての議決責任を自覚し、町民の意思を反

映し、最良の意思決定を行うことなどが明記されています。そして、議会、議員と町長等との関

係を、第６条で町民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と町長は、それぞれの役割

を生かし、緊張関係を維持しながら、政策をめぐる論点、争点を明確にして町政を推進するとあ

ります。要するに、議会の役割は、町長の進めようとされる施策や事業を監視すると同時に、時
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には批判や修正を求めることがあるということであります。前に小野植町長にはお話いたしまし

たが、元鳥取県知事の片山善博さんが知事に就任した直後の県議会で、議会に提案した案件が、

県民の意思とかけ離れたものであれば、ためらうことなく修正を加えてください。また、提案し

ない案件も、県民の意向を踏まえ、必要があれば、議員の発議により条例の制定などに取り組ん

でいただくことを望みます。これらのことでの遠慮は無用です。それが、そもそも地方自治制度

が想定している議会本来の姿です。県政にズレがあれば執行部の責任であり、同時に議会の責任

です。私は、県民の代表として、県民のための県政を実現するために全力を尽くします。議員各

位も同じく県民の代表として、県民の総意を県政に反映させるべく積極果敢な議会活動を展開さ

れることを切望しますと挨拶されたそうです。まさに内子町議会が制定した議会基本条例の理念、

二元代表制における議会と執行機関との関係を端的に表しているすばらしい挨拶だと思っていま

す。そこで伺います。議会基本条例第６条に、議会議員と町長等との関係を明記していますが、

議会と町長との関係について、小野植町長の御所見を伺います。 

○議長（菊地幸雄君） 森永 和夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 只今の議会と町長との関係についてのご質問についてお答えいたしま

す。議会と町長との関係につきましては、議員ご指摘のとおり、議会基本条例第６条第１項にあ

る「それぞれの役割を活かし、緊張関係を維持しながら、政策をめぐる論点・争点を明確にして、

町政を推進する」このことに尽きると考えております。二元代表制の一翼を担う者同士、互いに

権限と責任を分かち合う中で抑制し、また尊重し合いながら、すべての町民の皆さんに内子に住

んで良かったと実感していただける、そんなまちづくりを実現できる関係性を、議員のみなさん

と今後とも築いてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 只今の町長の答弁を聞いて安心をしております。全国にはいろんな首長

さんがいらっしゃいます。中には、議員や議会が執行機関に対して批判的な意見や、附帯決議、

決議など、議会の役割を果たすことに対し、あからさまに嫌な顔をされる方もいらっしゃいます。

私はそういった批判を真摯に受け止め、修正するところは修正してこそ、よりよいまちづくりに

つながるものと考えます。小野植町長のこれまでの行政経験を生かしながら、合わせて行政マン

的発想からの転換を図っていただきまして、小野植町長らしさを発揮していただき、よりよいま

ちづくりに繋げていただけるものと期待をしております。 

次に、町長の公約について何点か伺います。内子町のホームページあります、町長室へようこ

そを見ますと、町長は、私はこの選挙戦で２つのことをお約束しましたということで、新型コロ

ナウイルス感染症対策と人口減少や少子高齢化対策について書かれています。まず、その中で、

新型コロナウイルス感染症対策について伺います。昨年から今年と、世界は新型コロナウイルス

に翻弄され続けてきました。国内でも新型コロナの第４波とも言われる全国的な感染拡大が続き、

愛媛県でも、まん延防止等重点措置など対応に追われ、県独自の災害警戒レベル、感染対策期と
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して、内子町でも、飲食店の営業時間の短縮や不要不急の外出、移動の自粛など、町民の皆さん

の生活に大きな影響を及ぼしています。現在は感染警戒期の特別警戒期間となっており、感染対

策を取りながら社会経済活動を徐々に戻していく期間と位置付けられています。そんな中、他の

先進諸国と比べると大変遅れているといいますが、やっと感染対策の切り札と期待されるワクチ

ンの接種が始まりました。私は、当初ワクチン接種に対し、有効性や副反応など不安もありまし

たが、ワクチン接種により、感染拡大の抑制や、なによりも自分を守り、周りの人たちを守る、

そのためには接種すべきと考え、予約をいたしました。最近の報道では、イギリス株やインド株

など変異株にも有効との確認がなされています。一日も早い全国民への接種を期待するものであ

ります。さて、当初予約の電話がつながらないといった不満の声もたくさんありましたが、担当

職員の皆さんの休日を返上した対応により、その後はスムーズな予約が出来たものと思います。

そこで伺います。今回の高齢者向けのワクチン接種の予約対応について、反省点をどう総括され、

次の一般町民の接種に生かしていくのか伺います。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今の森永議員の新型コロナワクチン接種予約対応について

のお答えをさせていただきます。高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種の予約状況は、

６月７日現在で８５％の方の予約が完了しており、５月２４日からは医療機関での個別接種がス

タート致しました。予約体制につきましては、事業者と委託契約を結び、コールセンターにおい

て４月２６日から予約受付を開始致しましたが、１日当りの受付件数が２００件に満たない状況

であり、多くの皆さんから「コールセンターに電話がつながらない」との苦情が多く寄せられる

など、大変ご迷惑とご不便をおかけ致しました。こうしたことから、ゴールデンウイーク期間中

に職員１０人体制で予約を受付け、多い日には９００件の予約を行うことができ、５月５日まで

に６６％の方の予約を行うことができました。計画段階では、ワクチンの安全性に不安の声が多

くあり、状況を見ながら申込みをされるだろうと予想をしておりましたが、４月２５日の緊急事

態宣言発令、愛媛県でのクラスター発生やまん延防止重点措置などによりワクチン接種への関心

が一気に高まり、電話が集中したものと思われます。こうしたことから、６４歳までの方の一般

接種予約につきましては、コールセンターの他、インターネットでの予約サイト、はがきでの受

付と、３種類の方法で受付を行う予定でございます。また、コールセンター、予約サイトにつき

ましては、１週間ごとに１０歳刻みで受付時間を分けて受付を行うなど申し込みが集中しないよ

うな体制を検討しているところでございます。基礎疾患がある方については、年齢区分ごとの受

付の曜日を分けまして受け付けるなど、一般の方と基礎疾患のある方についても予約を分けて受

け付ける予定としております。ワクチン接種は、現在の新型コロナウイルス対策で最も有効な手

段と考えておりまして、接種がスムーズに行えるようしっかりと進めて参りますので、皆さまの

ご理解とご協力をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 只今の答弁を聞いておりまして、少し安心を致しております。６月７日
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時点で８５％の予約が完了しているということでありますし、今朝の新聞を見ておりましても、

内子町の高齢者接種率は３２．１％。県平均を少し上回っている状況でございます。改めて休日

を返上しての対応に感謝をいたします。さて、そういった状況ということは理解出来ましたが、

確認をしますが、７月末までに、２回の接種を完了するためには、７月１０日に２回の接種をし

ないといけないということですが、今の答弁の状況の中で内子町では７月末までに接種が高齢者

向けの接種が完了すると理解してよろしいか、改めて確認したいと思います。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 接種予約につきましては、集団接種を行いまして、７月中の

接種を完了できるように進めておりますけれども、接種の枠がありまして、すべての方が集団接

種というのは難しい状況もあります。それと、かかりつけ医で接種をしたいというような希望を

される高齢者の方もいらっしゃいます。そういったことから、８月に入って、接種を受けられる

高齢者は少なからずいらっしゃいます。これは本人の希望によるということで、８月になるとい

うことで希望される方につきましては、７月接種の完了ができるというふうに思っております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 次にファイザー製のワクチンを１２歳から１５歳まで接種体制にすると

いう国の方針ですけれども、その判断は市町村に委ねられるということでありますが、内子町で

はどうされるのか伺います。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 国が１２歳から１５歳までの若い世代の方の実施を可能とし

たのは最近のことであります。今現在、高齢者接種の真っ最中で、これから一般接種の受付、そ

れから接種体制に取り組んでいくというところでありまして、まだ十分な検討が出来てない状況

ではありますけれども、近隣の状況、それから国の状況も刻々と変わってまいりますので、そう

いった状況を見ながら、今後、接種について、判断をして、検討を進めて参りたいというふうに

考えております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） １２歳から１５歳までの接種については、昨日、今日あたりのニュース

を見ますと、京都府の由仁町ですか、町長の判断で接種をするということで、進められておりま

したけれども、町民の方から、異常な反対の意見も出たりといったニュースが流れております。

それだけ、子どもさんに対する接種に対して慎重な人もいらっしゃる。ただ、国が認めたという

ことで接種を推進しなければいけない面もあるということなんですが、他の状況をみてというよ

りも、町独自のですね、判断、いろんなことを勘案して、適正に判断していただきたいと思いま

す。そして、これまでの報道を見ますと、市町村長の優先接種が大変問題になっております。私

は、これは問題視されるのは影でこそこそやるから問題になるのであって、最初からルールさえ

決めておけば何も問題ないことでむしろ、私の個人的な考え方は、優先的に町長以下、例えば窓
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口業務とかエッセンシャルワーカーの皆さん方には率先して先に優先的に打ってしかるべきだと

いうふうに思っております。そして、先ほど来、質問しておりますが、一般の町民の皆さんへの

接種が始まるわけですけども、保育園や幼稚園、小・中学校の先生方を私は優先的に接種をする

といったルールを決めて、いち早く打っていただくというようなことも考えてもいいんだろうと

思いますが、その点については、いかがでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 現在、小学校、中学校の先生方には、高齢者接種のキャンセ

ル対応ということで、町内に住所を有する先生方のご登録をいただいて、キャンセル対応という

ことで今は進めております。一般の接種が始まった段階で、集団接種のところで、教職員枠を設

けるなどそういった体制が今後検討していかなければならないというふうには考えておりますけ

れども、まだ現段階では具体的に、ちょっと日程等は固まってないんですが、そういったことも

含めて検討してまいりたいというふうに思っております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） この質問最後になりますが、これまで、３２．１％の接種率ということ

でありますが、その中にはですね、アナフィラキシーショックなどの副反応の発症はあったのか

どうかだけ教えてください。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 軽微な副反応はありますけれども、アナフィラキシーショッ

クというような重大な副反応の事例は内子町内ではございません。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） それでは次の質問に移ります。次に、国においては、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、経済の団体のすべての事項についての対応として、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よう、新型コロナウイルス感染症対応、地方

創生臨時交付金を創設し、内子町でも第一次、第二次、三次合わせて約７億円が交付され、これ

までに、経営安定補助金、事業継続給付金、プレミアム付き応援チケット、利子補給など広範囲

に渡り有効に使われたと考えます。しかし、エアコンの整備に２億円をあてることに対しては、

もっと町民に寄り添った使い方があるのではないかと、数名の議員の反対が出る案件もありまし

た。冒頭にも申しましたが、私たちは税金の使われ方を監視するのが役割です。国におきまして

は、ＥＢＰＭ、エビデンスベストポリシーメイキング、根拠に基づく政策立案を推進するべく様々

な取り組みがなされています。政策の企画をその場限りのエピソードに変えるのではなく、政策

目的を明確化した上で、合理的根拠、エビデンスに基づくものとすることです。このことは、政

策の有効性を高め、行政への信頼確保に資するものと考えます。当然、内子町においても、根拠

に基づく政策立案がなされているものと思います。そこで伺います。新型コロナウイルス感染拡
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大により第３波の影響を受けている農業、商工業に対し、事業継続を支援するために、内子町独

自の給付金を支給するということで、地方創生臨時交付金１億５，５６８万１，０００円と一般

財源２，４７９万９，０００円と合わせ１億８，０００万円が計上され、２月の臨時議会で議決

されました。この給付金ですが、申請状況を見ますと、１億８，０００万円の予算に対し、給付

総額５，９１１万６，０００円。実に１億２，０００万円が見込み違いとなっており、５月の臨

時議会においてマイナス補正がなされています。制度設計時に見通しが甘かったのじゃないかと

思いますが、説明を求めます。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 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） 第３波の影響を受けての支援策「事業継続給付金」については、

ちょうど、年末年始のいわゆる稼ぎ時に、「特に多くの飲食店関係への影響が出ている。」、「もう

店を閉めなければならない。」、「融資も底をつきた。」、「なんとかしてほしい。」と言ったこれまで

以上に悲痛な声が届いていたことから、急きょ、今年の２月３日に商工会長をはじめ商工関係の

皆さまにお集まりいただき、その影響など生の声を聞く場を設けさせていただきました。その折、

売上げにおいて、特に飲食店は５０％以上、中には９０％以上の減少があると。また、飲食店以

外のあらゆる業種においてもその多くは３０％以上の減少が続いているといった声があり、給付

要件ともなる売上減少率はその声を反映させて設定させていただいたところです。ご質問の「制

度設計時に見通しが甘かったのではないか。」とのことですが、結果を見れば予算額を大幅に下

回ったことにつきましては、ご指摘のとおりだと思っております。緊急事態の中、内子町として

はいち早くその支援を届けなければならないと考え、町内すべての業種の方々への売上げ調査を

するいとまがなかったことから、想定される件数を商工会員数の約７５％と定め、法人数１５０

件、個人事業者数３００件とし、法人へは６０万円、個人事業者へは３０万円の給付金とし、予

算額１億８，０００万円の予算を２月１８日臨時議会に提案させていただいたところです。結果、

申請件数は４５０件に対し１８４件、給付額は５，９１１万６，０００円となり、１億２，００

０万円の減額補正をおこなうこととなりました。その要因と致しましては、対象件数の把握につ

いて、充分な調査ができなかったためと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 今の答弁聞いておりましてもですね、結局、実態調査をしていないとい

うことであります。私、前にも全協の時かなんかにも言ったと思うんですけども、やはりこの小

さい町でですね、このコロナ禍の中で大変苦しんでおられる事業者の皆さんもいらっしゃいます。

私はこのコロナ禍というのは去年から始まった話なんですね。これまでも、いろんな施策打って

来られました。好評だったのはプレミアム応援チケットとかですね、いろいろいい面がたくさん

あったと思います。そういった例えばプレミアム応援チケットにしてもその後どうなったのかと

か、追跡調査をするとか、やはり日頃から利用者に対しての実態調査というのは、商工会の声を

聞いたと言われますけど、商工会の方も甘かったのかなと思いますし、今後ですね、ぜひ商工会

と一体となって、現状把握、実態調査というのを進めていただきたいと思います。今、ありまし
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たように、法人で約１５０件が４８件で予定の３２％です。そして、個人事業主にしても３００

件が１３６件と２７％、私は、こういう予算を見ても町民の皆さんが納得していただけるのかと

思いますが、このような結果になったことに対して、町民の皆様方に理解していただけると思わ

れるかどうか、町長いかがでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 今、担当課長の方からお話をさせていただいたとおりであります。現

状把握が十分できていなかったということに結果的にはなるわけでございます。こういったこと

はですね、できるだけないようにですね、今後調査もしながら、またいろんな意見も聞きながら

ですね、対応していかなければならないと考えております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） ぜひですね、先ほど言いましたように、根拠に基づく政策立案というの

をしっかりしていただきたいと思います。そういったことがあったらですね、これから予算審議

等に、ものによったら、本当に細かい資料を出していただければならなくなるようなことにもな

りかねませんので、ぜひそういったことにならないよう、しっかりと自信を持ってですね、根拠

に基づく政策立案に努めていただきたいと思います。これに関連するんですけども、これ先ほど

からワクチンの話も出てきましたけども、ワクチン接種が進むと、少しずつコロナというのは収

束に向かっていくんだろうと思います。そうするとアフターコロナ、ウィズコロナに向けた施策

も当然、今から考えていかなければならないと思いますが、そういったことは今、具体的な対策

等は考えておられるのかどうかだけお伺い致します。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） いつまでもコロナの収束の先が見えないということで、我々も

大変心配をしているところなんですけれども、それに先駆けまして、令和３年度の当初予算に向

けて、プレミアムの応援チケット事業、これを第２弾ですけど、やっていきたいというふうに考

えております。また、観光客をいち早く引き戻すためにもですね、観光誘致キャンペーン、今、

既に始まっておりますけれども、コロナの影響で、まだ完全的な実施はしておりませんが、先般、

６月の５日からですね、内子座において、活弁まつりというような事業も始めておりますので、

そういったところで、アフターコロナに向けてやっていきたい。また、町民の皆様の意見に耳を

傾けながら、何かいい事業があるのかというところも反映させていただきまして、今後支援策と

いうのも考えていきたいと考えております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） ぜひ、これまで以上にプレミアム感のある事業にしていただきたいと思

います。 

それでは次に、コロナの影響は、各種総会や凧合戦、夏祭りなどイベントの中止や仲間との会

食自粛や感染拡大地域への往来自粛など、いろいろな場面に出ています。コロナだから出来ない
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ではなく、コロナ禍の中でもできることはないのかを模索することも大切と考えますが、御所見

を伺います。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

〔山岡敦副町長登壇〕 

○副町長（山岡敦君） 私の方からお答えさせていただきます。議員ご指摘のとおり、昨年３月

以降、祭りやイベント、会合など多くの催しや行事が中止となっております。そして、現在もな

おコロナの感染は収まらず、今後につきましても、すでにいくつかの催し等は中止が決定してい

るところでございます。しかしながら、この間の催しや行事がすべて中止になったのかといえば

そうではございませんで、検温等による体調確認やマスク、フェイスシールドの着用、手指消毒

の徹底、３密回避などの感染対策をしっかりとって開催したもの、それから、県内限定とするな

ど参加者を制限して開催したもの、会場を変更して開催したもの、集会や公演会、研修会などは

オンラインに切り替えて開催をしたもの、開催時期の変更、期間を延長して開催したものなど、

コロナ禍の中でも各主催者が知恵をしぼり開催した事業、数多くございます。今後も、感染状況

を勘案した上で、それぞれの主催者が開催の可否を判断されるものと思いますが、同じ主催の催

しにつきましても、感染拡大防止を第 1として、代替の手段がないかを検討し、コロナ禍にあり

ましても、まちの活気、そして町民の皆様のモチベーション、こういったものを維持するために、

可能なものについては感染対策を徹底した上で開催をしていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 感染禍の中でもいろんなことをやられたということですけど、この期間

中に公共施設など、閉館を余儀なくされたものもあります。例えば図書館とかですね、児童館、

そして私よく通るんですけど、今年できたうちこの森公園ですか、あそこもロープが張って侵入

禁止になっておりました。私、図書館にしてもうちこの森公園にしても子どもの遊び場、居場所

というのは、私はやりようによっては、別に閉鎖する必要はなかったんだろうと思っています。

例えば図書館でも、静かに本を読む場所です。うちこの森公園にしてもですね、せっかくできた

公園がもったいないですし、子どもたちも大変コロナの中でストレスを抱えているんだと思いま

す。あの公園にしてもおそらく、大抵の子どもたちは保護者同伴で行く。小さい子どもの遊び場

ですから、そうなると、保護者の方がしっかりとですね、感染対策すれば、別にあの遊具見ても

そんなに密になるような遊具もないわけですし、あそこまで閉館する必要があったのかなと思い

ますが、そういった場所での利用というのは、利用する方向で検討されたのかどうかお伺いした

いと思います。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） 施設の使用につきまして、使用制限につきましては、基本的には県の取

組を参考に対策本部で検討させていただいております。知事の要請があるたびに、対策本部会議

を開催して、施設の使用制限について、いろんな協議を行った結果であります。 
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○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） 議会も昨年、今日もそうですけど、傍聴者の方いらっしゃいません。傍

聴の自粛をお願いをしております。町民の皆さんと意見交換なども実施出来ませんでした。今年

はこのコロナ禍の中で、議会の傍聴の方法や意見交換会なども模索する必要があるのかと思いま

す。ぜひ行政も各種会合やイベント、そして先ほど言いました、図書館や児童館、子どもの遊び

場等もコロナ禍の中での利用、開催に向けて知恵を絞っていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。次に人口減少、少子高齢化対策について伺います。私はこれ

までにも、人口減少問題を一般質問にて何度か取上げてきました。内子の魅力を高め、町内から

の人口の流出を止め、さらに内子に来ていただく人を増やしていくことが内子の元気につながり、

私たちのふるさと内子がこれからも内子であり続けることができるのものと思っております。内

子町でも合併当時から内子町にとって人口減少は大きな問題として捉えられ、いろいろな取り組

みがなされてきました。しかし、なかなか歯止めがかからないのが現状です。内子町の人口はご

承知のように平成１７年の合併当時、２万８１４人。令和３年５月の時点で、１万５，９００人

です。１６年間で５，０００人近くの減少となっています。毎年、３００人減少していることに

なりますが、社人研では、２０４５年には約９，０００人まで減少すると推測しています。たし

かにこのまま現象が続きますと最悪、８，０００人台になるかもしれないとも思っております。

総合計画の中の人口ビジョンには合計特殊出生率２．１まで上がった場合、２０４５年には約１，

０００人の上昇が見込まれる。また、転入と転出が均衡した場合、約２，７００人の上昇が見込

まれる。つまり、出生率を上昇させ、移動率がプラスするような対策を講じることで人口減少は

緩やかになっていくと書かれています。さらに将来においてある程度の人口を有するためには、

社会減の要因を克服し、転出転入を均衡化させることが最も重要であると言えるとも書かれてお

ります。合計特殊出生率を２０２０年を１．６とし、以降５年ごとに０．１の上昇を見込み、社

会増減を２０２４年に社人研が推計する転出超過数の３分の１程度とし、２０３５年から均衡化

すると仮定すると、２０４５年の内子の人口は、約１万８００人となる。総合戦略の着実な実行

により、社人研の推計よりも１，７００人増の上積みを目指すということですが、この実現の見

込み、これまでの実績を伺います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 只今の森永議員のご質問にお答えを致します。内子町の合計特殊出生

率は、平成２２年には１．５６でしたが、平成２７年には１．４６に下がっております。この合

計特殊出生率は「ベイズ推定」の手法を適用して計算しており、国勢調査の年を中心にした５年

間のデータで算出していますので、平成２７年の数値が直近の数値となります。また、人口の社

会増減では、平成２２年には１０６人減少していますが、平成２７年は７０人の減少、令和元年

は１５９人の減となっており、転出超過数に歯止めが掛かっておりません。現状では内子町総合

計画に掲げる将来人口推計の目標値達成は難しいと考えております。内子町では、人口減少対策

としまして、若い方が安心して働くことができる雇用の場の創出や起業・就農支援、移住定住を
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促進する「うちこんかい事業」や男女の出会いの場を創出するための「うち婚活支援事業」の創

設、不妊に悩む方への「特定不妊治療費の助成」、子育て世帯の負担を軽減するための「おむつ購

入の助成」、「保育サービスの充実」、「幼保連携型の認定こども園の新設」「放課後子ども教室の実

施」、「中学生までの医療費無料化」などの取り組みを実施してまいりました。しかし、これらの

対策では不十分であることから、さらに追加の対策が必要と考えております。以上、答弁とさせ

ていただきます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） 町長、今最後に、これらの対策では不十分なので新たな対策が必要と言

われましたが、新たな対策は、どういうものを言われとるかを聞きたい。お願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） これは私がお約束をしております人口減少対策、子育ての支援という

ことになるんですけど、まずは子どもを取りまく環境、これをよくしたいと考えております。例

えば今後計画しておりますのは、公園あるいは遊具の整備でありますとか、子どもを預けやすい

環境ですね、そういったものをしていく。子育て支援になります。そして、子どもたちを内子に

残したいと思っておりますし、また出ておられる方については、帰ってきていただきたい。いう

ふうに考えております。そのためにはですね、やっぱりふるさと教育、こういったこともですね

今までやっておりますけれども、とても大切なことであるというふうに思っております。子ども

たちにはですね、内子の歴史文化、こうしたものもいいんですが、もちろんやっていくんですが、

それに合わせてですね、内子の産業、農林業、商工業ですね、そこでしっかりと頑張っておられ

る方がたくさんおられます。そういったことの実態を、子どもたちあるいは保護者の方にもです

ね、しっかりと見ていただく。そして、残っていただくためには、やっぱり基幹産業となってお

ります農林業でありますとか、あるいは商工業ですね、こういったものがしっかりと元気になっ

ていないとですね、やっぱり魅力ある町とも言いにくいところがございますんで、そういったと

ころの手当もしっかりしていく必要があるというふうに思っております。またあわせて働く場の

確保なんかも当然やらなければいけないだろうと思っております。やっぱりですね、町内の方が

元気に暮らしていくということとあわせてですね、やっぱり内子が魅力的な町というふうに思っ

ていただいてですね、よそからも内子に定住、移住していただくかということも、これも大切な

ことだというふうに思っております。そういったこともですね、施策をですね、まだ完全に固まっ

ているわけではないんですけれども、ある程度、検討したいという部分もございますので、そう

いったことも組合せながらですね、人口が増えるようにですね、取り組んでいきたいなというふ

うに思っております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） この質問で私が伺ったことが、次の質問の答弁のような形に。私が言い



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 15 - 

たいのは、人口ビジョンみても、例えば前期計画の時の人口ビジョン、今回の人口ビジョンみて

も同じものが書かれているんですよ。例えば出生率を上昇させ、いろいろとプラスにするような

対策を講じることで人口減少は緩やかになっていくと言われています。それは当たり前のことで

すよね。それが出来ないから今、人口が減っているということなんです。３月議会での同僚議員

の特殊出生率のことの答弁がありましたように、今１．４４なんですよね。これまでは、１．５

５、１．５６で横ばいと言われていたのが５年経った段階で、１．４６に下がってきた。それま

では５年ごとに０．１ポイントずつ上げていくというような予定が１．４６に下がったという現

実を私はみないといけないし、先ほどちょっと雑談の中で副町長とお話したんですけども、社人

研の推移というのは、国勢調査をもとに出されたあくまでも机上の計算、空論といいますか、推

計ですよ。私がぜひそうしていただきたいと思うのは、内子町は何年、例えば２０４５年という

ことを社人研言ってますけど、２０４５年に内子町の人口を何人にするんだという目標を設定し

てですね、それに向けて、じゃあ出生率を上昇させるためにはどうするのか、移動率をプラスす

るような対策は具体的にどうなのかということを私は考えていただきたいと思っています。この

ことたしか４年前の６月議会でも同じようなこと言ったと思うんですけど、ぜひ現実に目を向け

て内子町独自の計算をしていただいて目標を設定して計算をしてそのために今はこうしているん

だということを示していただきたいということを私はこの質問で訴えたかったのですが、それに

ついて町長いかがでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） なかなか、先ほど答弁させていただきましたように、当時の国勢調査

とかそういうのをベースに推計をしたわけなんですけど、実態にある程度沿うようなそういうよ

うなことも十分検討しながら策定していく必要があると思っております。以上です。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） 次にですね、これも人口減少に関する質問なんですけど、人口減少によ

るデメリット、基本構想では、「人口減少は暮らしに与える大きな影響の一つが社会保障そして、

現役世代の急減と高齢層の急増によってその存続が危ぶまれている」とあります。また、基本計

画では、「人口減少は町の将来を脅かしている」とさえ書かれています。町長も、「人口が減少す

ると、経済が縮小して町が活力を失い、社会保障や地域コミュニティーの崩壊などが起こり、私

たちの町にも関わる大きな問題です」と、危機感を持たれています。私の座右の銘に、孔子の言

葉があります。政治の要諦は何かとの質問に、孔子は、「近き者説び、遠き者来る」と言ったそう

です。「近くにいる民が喜び幸せであると、遠くにいる民もそれを聞いて集まってくる」という意

味です。紀元前５００年、２，５００年前の話ですが、現代にも通じる政治の基本だと思います。 

 そこでお伺いいたします。私の過去の一般質問で、「新年度にあたり人口減少への具体的な施策

はないのか」との質問に対し、稲本前町長の答弁は、「特効薬はない。基本は産業を活性化させ売

上を伸ばすこと、再生産に結び付けて行くこと。こういう仕組みが基本である」ということでし

た。また、「ある程度の人口減少は避けられない」と言った消極的な答弁も過去にはありました。
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小野植町長のもと、人口減少に歯止めをかける特効薬を処方していただきたいと思いますが、何

か具体的な処方があるのか、伺います。これは先ほど、答弁されたんで、もうだいたいわかりま

したのでこのことについては答弁は、簡単にお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えいたします。先ほど、私の方から言わせてい

ただいたことに尽きるわけでございますけれども、今の人口減少は全国的な問題であります。国

や自治体も様々な対策を実施していますけれども、効果的な対策を実施できていないのが現状か

と思います。人口減少に歯止めをかけるためには、若い世代が将来に展望を持てるような雇用環

境の整備と起業・就業支援、都市部からの移住促進、結婚支援、妊娠・出産・子育てまでの切れ

目ない支援など総合的対策が必要であります。長期的、継続的に取り組まなければならないと考

えております。人口減少対策は私の公約事項でありまして、町の重要課題でありますので最優先

に取り組んでいきたいと考えております。今年度はこれまでの支援に加えて、本議会に上程して

おります高校生までの医療費無料化でありますとか、愛結び事業に取り組んで参りたいと思って

おります。その他、親元就農や林業、商工業の就業支援について検討するよう、指示いたしてお

りますので、制度設計を速やかに行って、実施可能な対策から早急に取り組みたいと考えていま

す。また、人口減少や少子化対策でありますが、国・県の支援も不可欠であろうと思っておりま

す。今後も継続して支援の拡充を要望するとともに、先進事例を取り入れながら、効果的な対策

を実施することで目標を達成したいというふうに考えておりますのでよろしくお願いを致します。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） 私が特効薬ということをあえてお聞きしたのは、私が思うのは人口減少

に歯止めをかける特効薬というのは、町長言われるようにどこにも負けない子育て支援とか、い

ろいろあると思います。その中でも生活環境の整備も重要だと思っております。これは、以前に

も言いましたけど、雨が降ったらうちの風呂はコーヒー色になる。そんなところに嫁は来ないと

いわれる方がいらっしゃいます。また、町内には老朽化した町営住宅もあります。町営住宅も新

町建設計画には町営住宅の改修計画もあるはずです。そういったどこにいてもおいしい水、きれ

いな水道が使えるような環境整備、そしてまた合併当時つくった計画が全然進んでない。一部や

られましたけども、それ以外の老朽化した町営住宅も町内にあります。ぜひそういったところを

もう一度見直していただいて、早急に手をつけていただきたいということが私の言う特効薬だと

思います。ぜひ町営住宅の改修やそういった水道未整備地域の環境整備に取り組むべきですが、

それに対しては町長、どういうお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 議員おっしゃるとおりだと思います。水道、今、一生懸命整備してお

りますけれども、まだまだ整備が出来ていない地域がございます。そういったところにインフラ
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整備も当然、定住するとか、そういう大変重要な課題でございますので、しっかり対応していき

たいと思っております。また町営住宅についてもですね、大分、老朽化もしております。今年度

ですね、維持管理計画についても、策定いたします。その中で、整備すべきものはしっかり整備

していくというようなことで、計画、今年度しっかりやっていきたいなと思っておりますのでよ

ろしくお願い致します。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） この質問最後になりますが、先日の新聞見ましても、出生数が７０万人

ぐらいになったと記事が出ておりました。その中に日本総合研究所の研究員が言っております、

安心して子育てができる環境を整えることが必要だというようなことを言われております。小野

植町長のもとで今年から１８歳までの医療費無料化というのが始まります。これはこれまでは１

８歳までの医療費無料化については、財政的に難しいということで実施されませんでした。この

コロナ禍の中、決して財政的に好転しておりません。むしろ悪化していると言ってもいいと思い

ますが、町長のご英断で実施される、私は大変いいことだと思っています。そこでですね、町長

にお願いしたいんですが、さらにですね、町長の打ち出の小槌をもうひと振り振っていただいて、

保育園幼稚園、小中学校の給食費の無償化にも取り組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 今の給食費の無償化でございます。これにつきましてはですね、小・

中学校の給食、６，０００万ぐらいの材料費をいただいているんだろうと思います。それをいた

だいてですね、給食センターで人件費でありますとか、施設の維持管理、機械の修理とか、電気

代いろんなことで、同じぐらいの金額を使ってですね、給食ということで提供しているという状

況にあります。一部県内でも確かに半分とかあるいは１００円とか、そういうことをやっておら

れる自治体さんもおられますけど、それについては現時点ではですね、ある程度の効果がある気

はします。ですけれども、これについてはですね申し訳ないんですけれども、現時点ではですね、

実施することは困難かなというふうに思っております。いろんなですね、政策を、例えば人口を

増やしていくためにはですね、いろんな政策があると思います。たしかにその中の一つではある

と思うんですけれども、先ほど言いましたように、いろんな政策を今出してですね、その中で検

討していますし、もっともっと中身の政策をしていきたいと思っておりますので、何らかの形で

は、そういうことも人口が増えるような対応も考えていきたいとは思っております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） それでは次の質問に入ります。町長は、商工業の振興について、「観光業

などは新型コロナウイルスの影響で現在大変な状況であるが、必ず収束する。収束後のためにも

地域資源を磨いたり、地域の魅力創出のために、新深山荘や森家の整備を行ったりしていきます。」
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とありますが、新深山荘については、令和元年１２月定例会において、「新深山荘計画に対する決

議」が議員発議としてだされ、賛成７、反対７の同数のため、その時の議長として私が賛成し可

決されました。また、森家の整備については、否決されたとはいえ、付帯決議が出されました。

新深山荘の決議、森家土地購入に対する付帯決議について、町長はどう受け止められ、今後取り

組まれるのか伺います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） ただいまのご質問にお答えいたします。新深山荘建設に関する決議、

それから、森家土地購入につきまして付帯決議案が提出されましたことは、行政として真摯に受

け止めているところでございます。新深山荘につきましては、ご承知のとおり昨年６月の定例会

において、計画凍結を表明させていただきました。その後、渓谷遊歩道の整備計画策定を行い、

今年度から改修工事を進めることにしております。また、昨シーズンにおいては、秋の紅葉に合

わせて、休憩スペースの設置や試験的なイベントによる飲食物の販売、小田深山ホームページの

開設や散策マップによる情報発信、来訪者を対象にしたアンケート実施など、コロナ収束を見据

えた取り組みを実施してまいりました。本年度は、その成果をもとに決議事項にございます現実

的な収益計画を念頭に、小田深山全体の活用を視野に入れた計画の見直し作業を進めております。

コロナ禍において人の動き、価値観が大きく変容していく中での施設整備の在り方について、年

度内を目途に、今後の方向性を決定したいと考えております。森家につきましては、昨年度土地

購入予算をお認めいただいたことから、地権者との交渉を進め、年度内に契約及び所有権移転登

記を完了しております。その後につきましては、家財等の整理、処分を行うとともに、これまで

実施してきたワークショップや一般公開時に寄せられた意見を補完するため、様々な分野の方々

に現地を見ていただき、意見を聴取しているところでございます。今後につきましては、実施設

計のための補助金申請及びその準備を行う予定であります。ワーキンググループの議論の中で定

めた、歴史を受け継ぎ、活かす、まちに開く、情報をやり取りする、人、ものを育てる、新しい

ことを生み出す、を基本方針に、地域に開き、街に新たな回遊性を生み出す施設となるよう計画

してまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） この決議と附帯決議をですね、改めて、目を通しましたけども、いずれ

もですね、町民が納得できる事業計画を作成することや、町民への説明責任、整備費用の削減、

地域活性に取り組むことなど、私から見ればですね、行政を後押しするような内容なんです。ぜ

ひですね、可決された、否決されたは別として、この内容を町長、真摯に受け止めていただくと

いうことですので、私は安心をしておるわけです。それとお伺いするんですが、前町長は新深山

荘計画については、コロナを理由に凍結されました。１２月の全協で私は、これまでに３，７０

０万が投入されたこの計画に対し、凍結されたが凍結ということは、いずれ解凍するのか、永久

的に冷凍保存するのか、方向性を説明するべきじゃないのかと質問いたしました。その時の答弁
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は、状況によっては解凍するかもしれないし、見直す場合もあるかもしれないとか、あやふやな

ものでした。小野植町長は、この新深山荘計画をこれまで通り計画されるのか見直しをされるの

か。今、そういった方向性は持たれているのかどうかお伺いします。私が言いたいのは、これま

でに３，７００万の税金が投入されたという、このことをですね、しっかりと考えていただいて、

誤りのない、町民みんなが納得するような形のものを方向性を出していただきたいと思っており

ますのでお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 只今のご質問でございますけれども、今、実施設計がご存知のように

でき上がっております。ただですね、それについては、申されましたように状況がずいぶんと変

わっておるのも事実だろうと思っております。方向性は今後でございますけれども、一応白紙と

いうことでですね、今の段階でその取扱いというのは、明確にはなっておりません。それについ

て前回はですね、あのようなことで計画自体、厳しいのではないかというご意見も十分お伺いし

ておりますので、ゼロからいろんなご意見をいただきながら、コロナ禍ではどういうのがニーズ

としてあっているのかとかいうことを主眼において、計画の組み立てをして結論を出させていた

だく。またそれについて説明させていただくということで考えております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） 今の答弁ですとですね、私はおかしいと思うんですよ。これまでに３，

７００万の税金が投入されたということを重く考えていただきたいんです。これ仮に、白紙に戻

すということを今ちょっと言われましたけども、３，７００万の税金を投入したことに対して責

任は誰が取るんですか。行政がすること、私が一番おかしいと思うのは、誰も責任取らないんで

すよ。これって町民の皆さん納得いかないと思います。そしたら、コロナ禍と言われますけど、

コロナもいつまでも続くわけじゃないですよ。いつ収束するかももちろんわかりませんけども、

いつまでも続くものじゃない。そうするとコロナ禍を理由にだけに簡単に白紙とか見直すとか、

いうことを私行政が言われること自体が、じゃあこの計画というのは初めから無理があったこと

を認めているのかなと思うわけです。ぜひですね、その辺も含めて慎重に考えていただきたいと

思います。そして、森家についてはですね、地元自治会や商店街の方にもいろんな意見があるよ

うです。私も何人かの皆さんのお話を聞きますけども、厳しい意見もあります。そういった地元

の皆さん方の声を聞かれているのかお聞きします。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  畑野町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 只今のご質問でございますけれども、ご意見つきまして

は、これまでにも、歴史的風致維持向上計画の中で協議会の皆様の中にワーキンググループをつ

くりまして、そちらの方で、協議を行っています。それからまた、一部商店街組合の皆さん、そ

れから見学会等を開くことによりまして、その中で、一般の方の意見も聴取しておるところでご

ざいます。 



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 20 ‐ 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） その一般の方の意見を聴取しておることですが、皆さんが賛成意見とい

うことですか。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  畑野町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 様々な意見があるというふうに承知しております。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） その様々な意見をしっかりと聞いていただいて、誤りのない事業にして

いただきたいと思います。これ、土地購入を議決したんで、今後どう活用されるかいうことまで

は、示されてないわけですから、私たち議会も、私個人的に思うのは、あの議案自体が無理があっ

たんだと思っておりますが、可決されましたので、可決された以上は、今後の事業計画、否決さ

れましたけども、ここに書いてありますですね、早く事業計画を立ててくださいと。そして町民

の声もしっかりと聴いて下さいということですので、よろしくお願いします。私たち議会には、

議決責任があるんです。町長が町民の代表として町民のための町政を実現するために全力を尽く

されています。一方、議会も町民の代表として、町民の思いを上手に反映させることが役割です。

議会の声を町民の声として、今後ともですね、真摯に受け止めていただいてよりよい町づくりに

繋げていただきたいと思います。 

それでは最後にですね、４月に行いました町議会選挙の投票率低下について伺います。これま

での町議会議員選挙の投票率の推移をみますと、２０１３年が７３．６９％、２０１７年が６８．

３２％、今年４月に行われた選挙では、私が知る限り過去最低の６３．１３％でした。この投票

率の低下について、我々議会にも責任の一端はあると考えますが、行政側にも責任はあると思い

ます。投票率の低下についてどう分析され、今後どう投票率を上げるために対策をされるのか。

伺います。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） それでは、選挙管理委員会書記長の立場で、投票率の

低下についての森永議員さんのご質問についてお答えさせていただきます。町議会議員選挙の投

票率につきましては、森永議員のご指摘のとおり毎回低下しているところでございます。今回の

選挙における投票率低下の最も大きな要因は、新型コロナウイルス第４波の感染拡大による、有

権者の出控えにあると考えております。選挙管理委員会といたしましては、コロナ禍においても、

安心して投票していただけるよう、広報紙を通した期日前投票の呼びかけや、入場券裏面に宣誓

書を掲載させていただき、自宅でご記入いただくことで会場での混雑防止を図ったほか、投票所

では、手指消毒、フェイスシールド・換気などの基本的な対策はもちろんでございますけれども、
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自前の鉛筆の使用を可能としたほか、投票用紙の自動交付、記載台を１つ飛ばしとするなど、考

えられる限りの感染対策を行いました。しかしながら、ご承知のように、第４波は、県内におい

て本年３月下旬から爆発的に拡大し、４月８日から感染対策期に入り、２５日からは「まん延防

止等重点措置」の適用を受け、正に、感染拡大がピークに達していた時期での選挙となり、有権

者の皆さんの警戒感も非常に大きくなったものと思われます。投票率を上げるための対策といた

しましては、徹底した感染症対策のほか、広報紙やホームページ、防災無線での投票の呼びかけ、

また、当日の投票所ごとの投票状況を随時、ホームページ等でお知らせするなど一つ一つの取り

組みを今後とも、議員の皆様とも連携し、投票率アップのための取組を継続してまいりたいと考

えております。 以上、答弁とさせていただきます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） 今の総務課長の答弁聞いておりますと、何か投票率下がったのはコロナ

のせいだと言わんばかりの答弁のように感じました。これはコロナだけじゃないと私は思ってお

ります。もちろんコロナの影響も少なからずあるだろうと思いますが、それ以上にですね、この

人口減少が進む中、また高齢化が進む中、過疎化が進む中で、投票率大分減ってますね、投票所

の数も。私はそういったところも問題があるんだろうと思いますし、これまでも同僚議員から移

動投票所のことやいろんな提言をなされてきました。私はそういったこともですね、ぜひ今後、

過疎化、高齢化が進む内子町ではいろんなことを考えていかなければいけないと思います。私た

ち議員にも責任の一端があると思っております。それは議員として、町民の皆様の付託に応えら

れてきたのかとか、議会基本条例の理念に沿った行動をしてきたのか、いろんなことで、去年は

意見交換会等も出来ませんでした。そういったこともあって、私はそういったことも一つの原因

になっているんだろうと思いますし、ある地域では、掲示板のポスターを見て初めて、立候補者

が分かったとか、中には候補者の一人が周辺部にはポスター貼ってないとか、それを見た人は１

５人の定員で１５枚のポスターしか張ってなかった。無投票かなと思っているわけです。そういっ

たことも投票の低下につながったのかなということで、我々立候補する側にもしっかりと反省す

るべきところは反省し、町民の皆様から本当に信頼され、頼りにされる議会を目指して頑張るん

だと改めて私は思っています。ぜひですね選挙管理委員会としても、投票率向上のために、住民

目線でしっかりと取り組んでいただきたいと思います。以上で私の質問は終わります。 

○議長（菊地幸雄君） ここで１５分間休憩をします。午前１１時３５分から再開します。 

 

午前１１時２５分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、塩川 まゆみ議員の発言を許します。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 
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○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 議席番号２番、塩川まゆみです。６月定例会にあたり、通告に従いま

して、私から４つ質問させていただきます。今回人生初めての一般質問でございます。ひと通り

要領を勉強してきたつもりでありますが、不手際等ございましたら、どうぞご了承下さいませ。 

 まず１問目、町長が公約にも掲げた新型コロナ感染症対策についてです。先ほどの行政報告と

森永議員の答弁と重複する部分もあるかと思いますので、端的にお尋ねします。就任から４か月

あまり、トップとしてさまざまな意思決定をされてこられた中で、改めましてこのコロナ感染症

に対する町長の現状認識および所信についてお伺いいたします。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 只今の質問にお答えをさせていただきます。新型コロナウイルス感染

症は、２０１９年１２月に中国湖北省で発生し、日本では２０２０年１月に国内で初めての感染

者確認後、感染者が徐々に増え、現在、３回目の緊急事態宣言が出されている状況です。その間、

３密回避などの感染予防対策や、不要不急の外出自粛、都道府県間の往来の自粛要請、飲食店の

時短要請などが行われましたが、感染収束に向けてはまだまだ不透明な状況です。内子町では、

国、県の対応方針に伴い、令和２年３月４日からの小学校、中学校の臨時休校、町管理施設の利

用制限、イベント等の中止または延期、飲食店等への営業時間短縮要請など、感染拡大防止対策

に努めてまいりました。一方で、経済対策として、事業と雇用を継続するための資金繰りとして、

国等が行う融資に対し、借入額と減少率に応じた経営安定補助金や愛媛県独自枠の融資に対する

５年間実質無利子とする利子補給金、また、国の家賃支援給付金に対する町独自の上乗せ補助、

農業・商工業に対し事業継続を支援するための町独自の事業継続給付金など様々な事業を行い、

現在は、営業時間短縮等協力金及び、愛媛県・市町連携えひめ版応援金に取り組んでいるところ

でございます。また、非常に好評をいただきましたプレミアム付き応援チケット事業や観光誘客

キャンペーン事業につきましては、今年度も取り組んでまいりたいと考えております。しかしな

がら、愛媛県の感染者数は６月６日現在で２，７２６人となっており、一時は療養・入院患者数

がレベル４を超えるなど医療現場は限界に近い状態となっていました。県独自の警戒レベル感染

対策期により人流が抑えられたこともあって、現在では、感染者数も抑えられきている状況でご

ざいます。こうした外出自粛や飲食店等の時短営業は、感染拡大防止にある程度の効果はござい

ますが、社会活動、経済活動に大きな影響を及ぼし、根本的な解決策にはなっていない状況でご

ざいます。ワクチン接種が進み、多くの方が接種を受けることで、集団免疫ができるようになれ

ば、感染も抑えられ、社会活動、経済活動も徐々に戻ってくるものと考えております。以上、答

弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 
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○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。 

続きまして、２点目です。わが国では昨年のコロナ感染拡大の当初より、世界でも類をみない

独自のクラスター対策を採用し、そのほか今、町長も発言されましたように、３密回避や手指消

毒の励行、飲食店の時短営業や自粛など、主に個人レベルの行動変容によって感染拡大防止対策

を進めてきております。その結果、コロナ禍も２年目となり、全国的に人々の生活は疲弊し、経

済状態・雇用、事業の継続性の悪化などの問題が深刻化しております。これは、個人の行動変容

による対策の限界でもあると言えます。検査については、国はなぜか一貫して抑制傾向にありま

すが、ワクチン接種が開始してからは、切り札としてそれを宣伝し、ワクチン接種後、なるべく

早く日常生活を復活したいとの意図もあるのですけれども、すでに皆様もご存知のとおり、ワク

チンと言えども完全に感染を防ぐものではなく、接種後もこれまで同様の感染防止対策を一定期

間は続ける必要がございます。また、他国においては、ワクチン接種後にマスクを外してもよい、

個人の行動抑制がある程度解除されるとのアナウンスもありますが、これは圧倒的な検査、実績

を背景に、その地域の状況を落ち着いているという保証のもと許されていることでありまして、

このまま検査抑制が進んでいる我が国の現状では、ワクチンをしたからといってここまで一気に

行動抑制を解除することは難しいと考えております。感染拡大当初より、和歌山県や鳥取県など

は知事のリーダーシップにより、独自の検査体制を運用して一定の効果をあげておりますが、こ

の春からは、広島市や飛騨市、別府市など、さらに市や町のレベルでも社会的検査を行う自治体

が増えつつあります。内容は、いわゆるエッセンシャルワーカーを対象に無症状者を含めて定期

的に検査をする、臨時の検査場を設置する、事業所に検査キットを配備する、市内のドラッグス

トア店頭で検査キットを配布、市内の医療機関にＰＣＲ検査装置を設置するなど、また特に別府

市は観光地として７月８月の繁忙期には、観光客向けに簡易抗原キットによる検査を提供するな

どと、割と大胆な施策を次々と打ち出しております。方法は自治体によってさまざまではありま

すが、いずれも無症状者や軽症者への検査を拡充することで感染状況を把握しようとしておりま

す。ここで２点目の質問ですが、内子町で同様に検査体制を強化する予定が今後あるかどうかお

尋ね致します。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今の質問にお答えいたします。愛媛県では、感染拡大地域

などの高齢者施設に対し、スクリーニング検査を実施することで、感染の広がりを早期に把握し、

迅速な対処に繋げております。内子町でも福祉施設の入所者、職員等に対し、新型コロナウイル

スに対する検査補助を行うこととし、事業所等に通知を行っているところでございます。内子町

では現在、感染が拡大している状況にはないため、今のところ独自の検査体制を強化する予定は

ございません。感染拡大の恐れがある場合には、愛媛県とも連携し、検査体制を見直していく必

要があると考えております。新型コロナの検査体制は、感染を予防するものではなく、感染の広

がりを早期に把握し、対処するものであり、経済活動、社会活動を進める上には、現段階ではワ

クチン接種が最も有効な手段であり、ワクチン接種がスムーズに行えるよう、全力で取り組んで

いくことで、感染拡大防止と経済活動、社会活動を進めていきたいというふうに考えております。
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以上、答弁させていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 高齢者介護施設への新規入所者の検査ってのは非常に大切に有効なこ

とだと思いますが、果たして、人流という意味でもですね、日常的に動いている人たちへの感染

の把握という点では、対策として十分かどうかというと私は個人的にはちょっと疑問を感じてお

ります。そして感染拡大は只今内子町にないと、今、課長が断言されましたが、一つは調べてい

ないというのがありましてですね、今の県の体制ですと、例えば、感染者からの濃厚接触者とし

てつながった分に関しては検査がおこなわれますが、スクリーニングとしての検査は特に多くお

こなっていないので、何となくという空気感といいますか、あるいは新聞報道で県が公式発表し

ている数字のみで感染状況を判断している状況であると考えますが、これは果たして本当に実際

の感染状態を反映しているかというと、そこはかなり疑問が残るところであります。他国の例を

見ても、感染状況の可視化にはとにかく検査しか手段がないのでありまして、ワクチン接種も先

行しているアメリカなどでの事例では、ワクチンを２度接種した後、再度感染する例も報告され

ておりますし、また変異株への対応も十分かどうかは、まだまだ検討が待たれるところでありま

す。なので、今後、県の状況を把握しながら内子町でも、独自に簡易検査体制を作る可能性は残っ

ていると考えてもよろしいでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） スクリーニング検査を行うことによって全体把握はできると

思っております。ただ、県の感染の確認で、ある程度の感染状況は把握できるかなというふうに

思っております。正確な数字ではないんですけども、大まかな感染状況の把握には繋がっている

かなと考えております。検査体制なんですけれども、厚労省が、ホームページで公表しておりま

す、自費検査の医療機関っていうのは、大洲・喜多地区では２つの医療機関しかございません。

内子町内の医療機関におきましては、新型コロナウイルスの診察と検査っていうのを行う機関が

あるんですけれども、今、ワクチン接種の方に、医師、それから看護師等あたっていただいてお

ります。今の状況で、さらに検査もっていうことをお願いすると、医療機関の負担も非常に大き

いというふうに考えておりますので、今後、感染が広がっていく恐れがある場合については、検

査体制の強化は当然必要になろうと思っておりますが、現段階で、感染の拡大の兆候が見られな

いということで、今の段階では検査体制を強化する予定はございません。ただ状況見て、今後、

見直しは必要になってくると思っております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。大洲・喜多地区は２か所のみ医療機関の対応

とのことですが、例えば民間、木下グループなどが提供している、郵送によるＰＣＲ検査、抗原

検査等ございます。これは、例えば読売巨人軍の沖縄キャンプの際にもこの大規模会場を設営し
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たり、今また空港その他、公共自治体なども含めた検査を受注している民間のグループもたくさ

んあるということで、必ずしも当該医療機関に限らず、検査を拡充する可能性、手段がございま

すので、ぜひその辺りも幅広く情報収集していただいて、今後の検査体制につなげていただけれ

ばと考えます。 

続いて３点目です。和歌山県が５月に発表したデータによりますと、３月１４日以降、和歌山

県内の第４波の県内感染者のうち、検査で陽性判明時にも発熱のないケースが６割程度あり、ま

た４割は退院時に至るまで発熱がなかったという結果が明らかになりました。これは和歌山県の

プレスリリースにも発表されております。つまり、現在幅広く感染対策として行われている体温

測定と体調の自己申告だけでは、感染者の把握と感染拡大防止に不十分であるということを意味

すると思います。これで町民の健康と生命を守るためには、内子町内においても今、検温と自己

申告を感染拡大の第一の手段としておりますけれども、これが大丈夫かどうか。今後、感染拡大

防止対策を講じていく上で現状で大丈夫かどうか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 和歌山県におきまして、第４波で感染した約６割が、陽性判

明時点で体温が３７度未満だったという発表がございました。和歌山県の担当者は、新型コロナ

の感染者には、無症状や比較的症状が軽い方が結構いらっしゃり、それが感染拡大につながって

いると言われています。一方で、こうした無症状、無症候の人から感染するのか、という論文も

出されておりまして、そこでは、無症状の患者の感染率は有症状の患者に比べて３倍から２５倍

低いとも言われています。愛媛県では、こうした状況の報告はございませんけれども、無症状の

感染者はいることから、発熱の症状がなくても、少しでも体調の不調、不良を感じたら、医師、

または県と松山市が合同で設置しております一般相談窓口あるいは、受診相談センターにお問い

合わせをいただきたいと思っております。現在、先ほども申しましたが、内子町では感染が拡大

している状況にはないため、これまでと同様、うつらないよう自己防衛、うつさないよう周りに

配慮ということをしっかりおこないまして、３密の回避を行うなど、感染拡大防止に努めていた

だくよう広報活動をしっかり行い、現段階で新型コロナ対策に一番重要と言われておりますワク

チン接種に万全を尽くしていきたいと考えております。以上でございます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 先ほどから現在、内子町内では感染拡大していないという認識を示さ

れておりますが、私も多分その通りだとは思います。ただこれは、感染拡大が確認され始めてか

らでは検査体制をつくろうといってはもう遅いわけでありまして、今このように落ち着いている

状況であるからこそ、拡大した場合の想定を細かくつくりまして、ぜひ、実効性のある検査体制

というものを今の間に整備していただきたいと強く要望するものであります。検査、検査と同じ

ことばかり言っておりますが、続きまして４点目です。 

濃厚接触者の認定、対応に不安を感じるとの町民の声をたくさんお聞きしております。これは
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内子町内に限ったことではありませんが、例えば、換気はそれほどよくない部屋で同席して数時

間にわたり会話をしていたのに、マスクを着用していたので濃厚接触者ではないとして保健所の

検査を受けられなかった。それで、自分で検査キットを購入して検査したというケースや、濃厚

接触者として連絡を受け、検査を受けて陰性が判明したものの、例えばその後、職場や日常生活

への復帰のタイミング等について担当者から十分な説明が得られずに、一体どのタイミングでい

つも通りの生活に戻っていいのか非常に悩み、ネットやいろんなもので調べて結局１０日間ほど

は自主的に隔離を続けたなど、いろんなお話を聞きました。この対応は県ではありますが、感染

拡大防止対策としても、また個人の不安に寄り添う対応としても十分とは言えないものがあると

思います。感染症対策は県の担当業務ではありますが、住民にしてみれば行政の窓口というのは

最も身近な行政主体である町でありまして、このような不安や疑問に対して町としてどの様な対

応をとっているのかをお伺いします。例えば、県の濃厚接触者のガイドラインや担当窓口への連

絡先等の情報は適切に提供されているでしょうか。よろしくお願いします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今の質問にお答えいたします。新型コロナウイルスの陽性

が確認された方、濃厚接触者につきましては、塩川議員さんおっしゃられたとおり、すべて県が

対応するということで、市町の方には、陽性者が確認された時点で概要について連絡はございま

すけれども、個人が特定できるような情報はなく、その後の経過、措置状況についても県からの

情報提供はございません。陽性者の措置、濃厚接触者の認定や対応については、県において、医

師、保健師などの専門家によって判断されており、適切に対応されていると認識しております。

こうした情報は、市町には入ってきておりませんけれども、感染者の特定につながるような情報

は、いわゆるコロナ差別にもつながりかねず、また陽性者や濃厚接触者に対して、県と市町がそ

れぞれ独自に対応を行いますと混乱を招く恐れもありますので、県においては感染者や濃厚接触

者への対応を適切に行い、市町は感染拡大防止などの啓発を行うというように、役割を明確にし

て対応を行っております。なお、濃厚接触者、それから陽性者の方から問い合わせっていうのは

今の時点でないわけですけども、そういった相談がもしあった場合については、県の相談の窓口

の方につなげて対応はしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 県の管轄であることから、町の方では一切細かい情報は把握してない

ということですが、新聞報道などで、町内感染報告されたことは知る、でも詳細が全くわからな

いということで、かえってそれが興味本位の噂に広がっているのを実感しております。もちろん

個人情報への配慮やご本人やご家族の意向は最大限に尊重されることは、当然でありますが、感

染は実際には現場で起きると思うんですけれども、一番に把握するのは、本来であれば、自治体

ではないかと私は考えるんですけれども、感染防止上、必要な範囲の情報提供については、県に

もうちょっと町の方からもやり方がないかとか、うまく情報が共有できるような体制を、町の方
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から県に提案するというようなことは、可能でしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 直接の担当というのが、県の保健所の方になります。保健所

の方から言われるのは、感染者の対応は県でしっかり行いますので、市町は感染拡大防止の広報

活動をしっかりしてくださいというようなお話をされております。それから市町の役割としては、

そういった感染者に対する差別をおこなわないような対応啓発、そういったものも必要になって

いこうと思っております。情報がわからないままで、噂話が出るっていうことも考えられはする

んですけれども、情報があったから差別がおこなわれないということはございませんので、情報

あるなしにかかわらず、差別がおこなわれないような啓発活動をしっかり進めていきたいという

ふうには考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 先ほど私が最初に質問した濃厚接触者としていろいろ不安を覚えたお

話を、例えばこういう話は町には届いてないわけですけれども、実際町民の体験談として議員と

いう立場に訴えるのはあるわけです。実際に。ですので、啓発広報に力を入れるのが町の役割で

はありますが、例えばこういう具体的な困りごとを積極的に聞いて、これを県に報告し、県の体

制を変えてもらうというのもやってもいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） そういった不安があるということでありますので、そういっ

たことは、しっかり県の方には、つないでいきたいというふうには思っております。今までちょっ

とそういった情報がなかったものですからその辺の対応はできてなかったということで、情報収

集不足という点は否めないとは思いますけれども、そういった情報がありましたらぜひ町の方に

お寄せいただいて、そういった情報については、県の方にしっかりあげていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いを致します。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） これを聞いて安心いたしました。 

では５点目です。ワクチン接種についてなんですけど、当初、若干の混乱はあったものの、内

子町においてはスムーズに進んでいると理解しております。一方、最新の「広報うちこ」６月号

でも特集でわかりやすく解説されていて大変良いと思いました。先ほど、森永議員の答弁内で重

篤な副反応を現時点では報告されてないとお答えいただきましたので、これに関しては、質問は

元々は町内でワクチン副反応と思われる症例が発生した場合の対応についてお尋ねしたかったの

ですけれども、先ほどの答弁でお答えいただきましたので、この質問については省略します。 

では、コロナ関連の質問としては、最後６点目になります。大阪府高槻市で、今年の２月、体
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育の時間にマスク着用で長距離走をした小学５年生の男子児童が亡くなったという大変いたまし

い事故が報道されております。当時の詳しい状況や因果関係についてはまだ調査中であるとのこ

とですが、昨年６月にも４５歳の自衛官の方がマスク着用で訓練中に亡くなる事故もありました。

文部科学省発表の「学校における新型コロナ感染症に関する衛生管理マニュアル」４６ページに

は、体育の授業においてはマスクの着用は不要との記載があります。特にこれから夏に向けて熱

中症の危険も高まる中、このマスク不要の指導は、町内の学校で周知徹底されているか、状況を

お伺いします。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 亀岡学校教育課長。 

〔亀岡秀俊学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 塩川議員の体育の時間のマスクの着用についてのご質問にお答

えいたします。体育時のマスク着用の件に限らず、感染症対策につきましては、文部科学省から

通知を受けた時点で、速やかに各学校長にメールで連絡しております。急を要する場合などは必

要に応じて、メールとともに電話連絡して確認いただいております。また、定例校長会、臨時校

長会にて周知・指導も行っております。特にご質問の体育時のマスクの件につきましても、その

都度周知・指導を行っております。今年度初め４月の校長会でも周知・指導を行っており、各学

校現場において、児童・生徒に対し必要な指導を行い、適正に運用しております。また、去る５

月２８日付け文部科学省からの再通知を受け、運動時は身体へのリスクを考慮し、マスクの着用

は要しない。ただし、用具の準備や片付け、授業の説明など運動を行っていない際は、感染症対

策として可能な限りマスクを着用するなど、事故防止に努めるよう再度周知徹底したところでご

ざいます。今後とも国・県の指示にそって、必要な対策を講じていきたいと考えます。以上、答

弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。コロナに関しましては、昨年の一律１０万円

給付金支給、今回のワクチン接種ともに、他の自治体と比べても内子町の対応はスムーズで、そ

れは職員の皆様の多大な努力や工夫のおかげだとありがたく思います。小さな町だからこそ小回

りが利き、きめ細かい対応が可能な面があるかと思います。コロナのパンデミックの２年目とな

り、成果をあげた取り組み、また失敗した取り組みの先行事例が国内外に数多く報告され、日々

更新され続けております。情報収集し、良いものはどんどん採用して、町民の健康と生命の安全

確保に努めることを要望いたします。 

続きまして２問目は、１問目同様、小野植町長の公約でもある子育て支援について３点お伺い

いたします。まず、小学校学区の放課後児童クラブの問題です。希望しても入れない状況にある

との声を多数聞くのですが、具体的に令和元年度以降の受け入れ不可だった児童数の推移はいか

がでしょうか。また、児童クラブに受け入れができないとなると、放課後の面倒をみるために保

護者の方が仕事を調整したりといろいろな作業が必要になるのですけど、入れなかった家庭に対

して何らかのフォローや、代替案の提示等はあるのでしょうか。受け入れる人数を増やすために



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 29 - 

は場所の拡張と支援者の増員が急務だと考えますが、そのための具体的な計画と対策のタイムス

ケジュールについてお伺いします。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 現在、内子児童館において運営しております、内子放課後児

童クラブの定員は、内子小学生１年生から３年生で定員３２名です。令和元年度以降、入会希望

したにもかかわらず、児童クラブに入会できなかった児童はいませんでしたが、今年度、入会希

望申込したにもかかわらず、クラブに入れなかった児童は７世帯７名でございます。入会できな

かった家庭に何らかのフォローがあるかとのことですが、入会できなかったご家庭にはなにかと

ご負担をおかけして申し訳ないと考えておりますけれども、今のところ具体的な対応策はとれて

おりません。今後は、児童クラブの場所の拡張及び確保、またクラブの指導員の確保が急務と考

えております。現在、まずは場所の確保を模索・検討しており、可能であれば、来年度当初には

入会希望者全員が入会できるクラブとして運営できるよう現在取り組んでいます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 来年度には全員入会できるような取り組みをされているとのことを聞

いて安心しましたが、例えば具体的には場所拡張のための用地取得になるのか、建物の借り上げ

になるのかは分かりませんけれども、何かしらもうすでに動き始めているという理解でよろしい

でしょうか。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） 現在、さまざまな例えば場所についても、確保について、い

ろいろ交渉を進めています。しかし、まだ、その中身につきましては、交渉途中ですので、なか

なかこの場でお伝えするのはできません。なんとか来年４月には、現在のクラブの待機児童がな

くなるような努力はこれから対応していきたいと考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ぜひ来年４月のスムーズなオープンに向けて努力を続けていただきた

いと思います。 

２点目です。今年度、きょうだいで別々の保育園に通っているケースが２件あると聞きました。

これは、きょうだいが別々の園に通うということは、毎日の送迎や行事への対応が２倍になるこ

とであり、仕事を持つ保護者にとってそれがどんなに大変な負担かというのは想像するだけで大

変なことであります。また、上の子がすでに在園していても、下の子が４月に新たに入園する場

合に、同じ園に入れるかどうか、はっきりしないので非常に不安な状態で過ごしていたとの声も

複数の保護者からお伺いました。大都市圏では待機児童が深刻な問題になっており、きょうだい
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が別々の園になるようなことがあっても、入れないよりはましという状況であると聞きますが、

内子町のように物理的な空間に恵まれ、しかも少子化傾向にある自治体でなぜこのような事態が

発生するのかというのがこれは責めるとかじゃなくて、素朴に疑問であります。入園に際しては

就労要件等さまざまな条件を点数化して判断されるとのことですが、フルタイムやパートタイム、

または町内に祖父母等がいるかいないか、同居しているかいないかなどそういうのがあるという

ことですけど、祖父母との関係性もまた家族によってそれぞれでありまして、例えば町内に居住

している同居しているからといって、気軽に預かりを頼めるかといったら現在の役割でもそれは

なかなかそうとも限らないというところがあると思います。このように条件の点数化についても

そうですが、例えばきょうだい、同一の監護者の下にある子どもに関しては、確実に同じ園に入

園できるような配慮は可能かどうか、お尋ね致します。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 保育園の入園については、例年１２月に来年度の保育園の入

園希望を募っております。あわせて、その時に入園したい保育園の希望を申し出てもらって入園

申し込みを募っております。しかし、それぞれの保育園には、保育スペースや保育士の人数等に

より、入園できる児童数が定められており、必ずしも希望する保育園に入園できないことが発生

します。そのような場合、「内子町特定教育・保育施設等利用規則」にある入所の選考基準に基づ

いて入園の決定をおこなうことになっています。様々な事情がありますけれども、その基準に基

づいて今現在は入園の決定をおこなっております。その他の調整項目にきょうだいが入園してい

る保育園への入園を希望する場合は、プラスの調整指数が加算されるようにはなってはいますが、

その他の調整項目も多くあり、その指数によって、希望する保育園に入園することができなかっ

たというものです。今後もそういったケースもあるかと思うんですけど、これまでと同様に入園

希望の公平性を保つということからすれば、この定められた選考基準に基づいて入園を決定した

いと考えています。その結果、必ずしも希望する保育園に入園できるとは限らず、保護者の方に

とって大変ご負担になるとは考えておりますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 基準の公平性ということで、きょうだいだからといって特別な配慮は

難しいと理解いたしましたが、そもそもそこの問題には保育スペースや保育士の不足があるかと

思います。 

そこで３つ目です。兵庫県明石市は保育士確保のために「保育士定着支援金」「上限５万７，０

００円までの家賃補助」「当該保育士の子どもの優先的な保育園入所」など大胆な施策を打ち出し

ています。「保育士定着支援金」というのは、採用後３か月経過で１０万円、その後１年経過ごと

に６年経過まで毎年２０万円、７年経過すると３０万円を直接支給するというもので、一人当た

りに１６０万円、７年間職員として働くことでボーナスを出すということになります。これらの

施策は子育て世代の移住促進にもつながる有効な取り組みであり、実際に明石市の人口は主に近
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隣地域からの流入により、増加傾向にあります。２０１５年の国勢調査では、２９万３，４０９

人だったものが２０２０年には６，５００人以上増加して３０万人を突破し、特に２５歳から４

０歳の子育て世代、そして５歳未満の人口が増加しているということです。合計特殊出生率も２

０１５年の１．５８から２０１７年には１．６４％にまで回復しております。内子町は、募集し

てもなかなか保育士が集まらない状態が続いていると伺いましたが、保育士確保に向けてある程

度なんらかのインセンティブを導入する予定があるかどうかお伺いいたします。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 保育士の確保については、議員さんおっしゃられたように、

全国的な課題であり、もちろん内子町においても先ほどの関連の質問ですけれども、もし保育士

がしっかりと確保できていれば、おそらく今年度の入園調整もかなったのではないかと考えてお

ります。ということで、町としてもこの課題は喫緊の課題だと捉えております。現在、内子町で

は、今、議員さんからご紹介いただいた兵庫県明石市のような取り組みはおこなっておりません

が、大学への訪問とか、愛媛県が主催する保育関係者交流セミナーに参加してブースを設けて、

町内保育施設の紹介や新規保育士の開拓などをおこなっております。また、全県的な取り組みと

して、愛媛県待機児童対策協議会において、待機児童解消のために、保育の受け皿整備、保育人

材の確保など、県下自治体が足並みを揃えながら、保育士確保の取り組みを進めています。県と

しては、愛媛県社会福祉協議会が、有志の保育士を県外から県内に来た場合には就業資金の貸し

付けとか、就職準備金の貸付事業などを行っております。いずれも、県内の保育士募集の求人の

登録が必要条件となりますけれども、そういった取り組みを愛媛県と歩調を合わせながら進めて

いきたいと考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 明石市の例ではありますけれども、県外からの保育士の確保について

は、いろいろな補助事業等が行われているということですが、明石市の場合は、兵庫県内の近隣

自治体からの流入が結構認められるという報告がございます。内子町も愛媛県内の近隣自治体か

ら保育士の皆さんに移住していただくような特色を打ち出した、県と足並みをそろえるのも大切

なのですが、やっぱり内子町独自のカラーを出してですね、内子町に保育士を移住してもらえる

ような取り組みができたらいいかなと思います。先ほどの森永議員の答弁にもございましたけれ

ども、１８才の医療費無料化が新町長のリーダーシップで速やかに実現できたというのは本当に

素晴らしいことだと思いますし、もちろん中核市である明石市とは、財政規模も違いますが、愛

媛県や南予の現状に即して、金額等は検討しながらも、ある程度大体な施策を導入するのも可能

ではないかと考えております。これはまさに町長の公約に掲げられた、子どもを取り巻く環境の

整備であり、女性の雇用就労促進という観点からも、迅速に対応することを希望します。また、

人口増加についても結婚婚活事業や、不妊治療の補助、乳幼児期の数々の支援事業等は本当に、

ありがたいことなんですけれども、これはいわば子育ての入口であります。子育てについては、
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のちのちの教育費や、やはり生活費、その他費用がかかることが、一つ少子化の大きな原因になっ

ておりますので、本当に明石市のこれはうまいことやっているなと。一石二鳥、三鳥の施策だと

思うんですね。ぜひ細かく研究していただいて内子町にも生かせるようにしていただけたらと思

います。 

３問目、動物愛護についてお伺い致します。愛媛県は、ここ数年間、犬猫の殺処分頭数が全国

で上位に入り続けるなど、動物愛護の取り組みに関しては国内でも遅れをとっております。令和

元年度には犬猫の殺処分数が全国最多の２，０８２頭になりました。内子町では、町から県愛護

センターへの犬猫送致実績は、令和元年度には犬５頭、猫４４頭の計４９頭、同じく南予の大洲

市の２０９頭、宇和島市の２７７頭などと比べると少ない数字となっております。令和２年度に

はさらに減少し、犬４頭、猫１３頭の計１７頭となっています。しかし、残念なことに、町内で

も遺棄は多く、特に猫は山間部や知清河原、龍王公園、内子サービスエリアなどで遺棄が目撃、

保護されたりしております。また、小田では少し山に入ると子猫が息絶えた状態で見つかること

もかなりあると聞きました。また町内の複数個所で多頭飼育崩壊といえるような飼い主がいるん

ですけれども、もう面倒がみれなくなった猫が地域にあふれ出ている状態があるとの情報も寄せ

られております。私事ですが、昨年９月から内の子広場公園付近の飼い主のいない猫２０頭につ

いて仲間と「内の子広場地域猫の会」を立ち上げ、捕獲、去勢避妊手術と一時保護、譲渡の活動

を行いました。年明けには全頭の捕獲が完了し、３月までには全頭の手術を終え、現在は譲渡保

護されております。この活動を通じて、この内子町内や大洲市に愛護活動ボランティアさんたち

が何人もおいでになり、皆さんがそれぞれ自己負担で手術費用や餌代等をねん出し、殺処分され

る命を 1つでも減らそうと懸命に活動されていることを初めて知りました。もちろん松山市をは

じめ、県下いたるところにそういった保護の個人や団体がおられます。中には１０年、２０年と

活動を継続している方もあり、本当に大変なご負担に頭が下がる思いです。不妊去勢手術は 1頭

当たりオスで約１万５，０００円、メスで約２万円かかります。これは猫の場合です。これに病

気の治療やワクチン接種などを入れたらもっと高額になりますが、このボランティアの方たちの

努力がなければ、県への送致頭数はもっと多く、またどんどん地域で繁殖し、ふん尿や鳴き声等

の苦情、エサやりをめぐる住民トラブルの増加は間違いありません。地域猫活動を通して実態を

知ると、この飼い主のいない犬猫の問題というのは、単に個人的な動物の好き嫌いではなく、地

域の環境問題でもあることがとてもよく理解できました。地域の環境問題である以上、この解決

を個人ボランティアの善意とご苦労だけに頼っている現状は、持続可能性の面でも大いに疑問で

あります。今年３月に改正された「愛媛県動物愛護管理計画」では「人と動物が共生する豊かな

地域社会の確立のため、動物愛護管理に関する課題に対し、行政及び関係団体等の他、多様な主

体が連携し、協働して取組む必要性」が強調されています。以上、前置きが長くなりましたが、

これらを踏まえまして、以下３点お尋ねいたします。 

１点目です。令和３年度から内子町でも始まる飼い主のいない猫の避妊去勢手術補助「猫繁殖

制限措置推進事業」は、これからどのように一般町民に周知していく予定でしょうか。また来年

度以降の計画についてはいかがお考えでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 
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〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今の質問にお答えいたします。内子町でも、飼い主のいな

い猫の糞尿等に関する苦情が寄せられるなど、住民の生活環境に悪影響を及ぼしている事例が見

受けられます。猫の過剰繁殖の抑制には、不妊、去勢手術が有効な手段であるため、不妊、去勢

手術に対する補助金制度を創設するよう、現在要綱の策定を進めているところでございます。手

術の適正期は秋口になるため、７月から８月には広報などで周知を行う予定でございます。また、

個別のお問い合わせに対しましては、パンフレット等をお送りしてご説明をさせていただくよう

に計画をしております。県の獣医師会が行っております「地域猫対策事業」もありますので、こ

ういった事業を活用して来年度以降も継続して進めることによりまして、飼い主のいない猫が過

剰繁殖しないよう対策を行っていく予定としております。以上で答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 今後、計画的に取り組まれるということで安心しております。 

 ２点目、町として今ある飼い主のいない猫の繁殖の実態、これは頭数として具体的に把握はし

ているのでしょうか。している場合は、それに対してどのような対応をしていますか。また、把

握していない場合は、なぜ把握できないのか、今後の対応の予定についてお伺いいたします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 内子町で令和２年度に寄せられた猫に関する苦情は８件あり

まして、庭や畑に入っておしっこをするなどの糞尿等に関するものや、多頭飼いなどに関するも

のが多くなっています。頭数については一応聞き取り等で調査はしておりますけれども、手元で

数等の資料はございませんので今はお答えできない状況です。こうした相談案件に対しまして、

現場の確認でありますとか相談者などへの聞き取りを行うことによりまして、実態の把握に努め

ているところでございます。苦情への対応策としましては、その周辺地域に回覧文書の配布をお

こないますとか、啓発ポスターの掲示を行いまして、飼い主としての義務と心がけや、飼い主の

いない猫が繁殖する原因となっております、餌付けの是正について啓発を行っているところでご

ざいます。今後も、動物愛護週間などに合わせて、犬や猫の適正飼養について啓発を行っていき

たいというふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 具体的な例についてありがとうございます。この場合、電話で相談等

が寄せられるということですが、保健福祉課の中に動物愛護専任の担当者というのは、特に事務

分掌等をみても動物愛護というくくりではないと思うんですが、担当者は決まっているのでしょ

うか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 
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○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 係としましては、福祉庶務係の中に犬猫に関する業務があり

まして、その中で他の業務と兼務になりますけれども担当を設けて対応させてもらっております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 担当者がとりあえず決まっているということで安心しました。特に地

域猫の活動などは単発ではなく長期にわたりますので、できたら担当の方と円滑なコミュニケー

ションのためにもできるだけ名前を出すとかは広報とかでは難しいのかもしれませんけれどもで

きたらはっきり処置していただけると問い合わせなどもしやすくなるかと思います。 

 ３点目です。令和３年３月に県が改正動物愛護管理推進計画を発表いたしました。これは平成

２８年以来の改正になります。今回、県としてもこの殺処分数がずっと高止まりしている状態に

危機感を感じているようで、それにかかる地域猫事業も県の助成等も始まっておりますが、それ

を受けまして町としても新たに啓発等、大々的に取り組みをおこなう予定などはございますで

しょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 愛媛県動物愛護管理推進計画は、令和３年３月に改正が行わ

れ、所有者の社会的責任の徹底、地域における取り組み、県民と動物の安全確保などについて見

直しが行われています。これまで内子町では、適正飼養の啓発、愛媛県獣医師会の地域猫対策事

業の周知などを行ってきましたけれども、猫の過剰繁殖を防ぐための不妊去勢手術に対する補助

を行うようにしております。また、適正飼養や無責任な餌やり防止などの広報についても愛護心

活動もあわせて今後も活動を行っていく予定としております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。「動物の愛護及び管理に関する条例」を県や保

健所を擁する中核都市以外では独自に条例化している市町村があるのですが、今後、内子町とし

て同条例を制定する予定はございますか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 動物の愛護及び管理に関する条例は、都道府県で制定されて

いる場合が多く、愛媛県でも、同条例を制定しております。また、国の動物の愛護及び管理に関

する法律もあり、これらによりまして、動物の所有者が順守すべき責務規定、使用適性の促進、

適正使用のための規制の強化、動物虐待に対する罰金などが盛り込まれておりますので、今の段

階で内子町で改めて、新しく条例を制定する予定はございません。 
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○議長（菊地幸雄君） 塩川議員、議長とはっきり言って下さい。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 動物愛護の先進自治体となるべく取り組むことは、近年の世界的な動

物愛護意識への高まりにも合致し、内子町の魅力をますます高め、対外的なイメージアップはも

ちろんのこと、住民がますます誇りを持てる町となることに大きく貢献することは確実だと思い

ます。また、小さな命を大切にすることを単なるスローガンにとどまらず、行動で具体的に示す

ということは、内子町の子どもたちの教育にも大変よい影響を及ぼすと確信しております。ぜひ

継続的に取り組んでいただくことを期待しております。 

最後の質問です。町内の「ため池」の安全対策についてお尋ね致します。今年の５月９日、香

川県丸亀市のため池で、釣りに来ていた小１男子と３３歳父親の２人が亡くなるという痛ましい

事故がありました。この報道に関連して、一般社団法人水難学会の会長であり、長岡技術科学大

学大学院教授の斎藤秀俊教授がヤフーニュースに「ため池に落ちると、なぜ命を落とすのか」「“勢

いをつければ、ため池から這い上がれるのでは”という疑問に実験結果で回答」というタイトル

で２本寄稿されています。詳細についてはここでは紹介しませんが、身近でありながら、海や川

での水難事故よりも実は致命的になりうる「ため池事故」の恐ろしさが専門家の視点から解説さ

れておりまして、大変ためになる内容ですので、ぜひ別の機会に皆さんにも読んでほしいと思い

ます。さて、内子町内には県の「ため池台帳」に登録されている「ため池」が９６、全体では４

００以上あるとのことですが、その中でも特に生活圏に近いものについて、子どもが近寄る可能

性のある「ため池」について、香川と同様の事故が起こる危険はないか、現状の把握と安全対策

についてお伺いいたします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 町内のため池で同様の事故が起こる危険はないかとのご質問で

すが、全国の多くのため池については、ため池の所有者の方、各種水利組合等において管理を行っ

ていただいております。丸亀市の水難事故については、報道等によりますと、注意喚起の立て看

板、立ち入り禁止のロープ等の安全策は図られていたようでございます。一般の方が不要に近づ

くことは、管理者の方は想定してはおりませんが、町内のため池におきましても、同様の事故は

起こる可能性はあると認識しております。現状の把握と安全対策はどのようになっているかとい

うご質問ですが、現状の把握につきましては、愛媛県のため池データベースに登録されているた

め池、９６ため池がございます。これについては、場所、管理者名、堤高、水量等については把

握しております。安全対策につきましては、愛媛県と共同で年に４、５か所、貯水量の多い主要

なため池のパトロールを実施し、管理者の方へ安全対策をお願いしております。それ以外にも、

通学路沿いなどの子どもが近寄りやすいため池等の危険個所につきましては、ＰＴＡや警察署な

どを中心になっていただき見回りを実施し、立ち入り禁止などの注意を促す安全表示旗を設置し

ております。また、国からの安全対策として、進入防止や転落防止等の施設整備について管理者
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に求められておりますが、費用負担の面で充分には対応出来ないのが現状でございます。事故が

起こる可能性がある以上、危険ですので絶対に近づかない事を周知することが大切です。これか

らも自治会や地元の水利組合など地域における広報活動など取組をさらにお願いするものでござ

います。以上答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。駄馬池に関しましては、運動公園にほど近い

こともあり、学校での注意喚起や看板での呼びかけ、ＰＴＡ等の提言にとどまらず、万が一転落

した場合でも救命率が向上する自己救命ネット、これは先ほどの斎藤教授の記事の中でも紹介さ

れていたんですけれども、水難学会の方で作っている自己救命ネットというのが比較的安い価格

で導入も容易であるというふうに紹介されておりました。少なくとも駄馬池に関しては内子小学

校の学校の中では危険箇所として夏休みの前、必ず注意喚起をなされているんですけれども、よ

り積極的な安全対策を講じる予定はございませんか。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 駄馬池につきましては、私も先日、現状を確認して参りました。

防護柵、それから、ここで遊んではいけませんなど、注意喚起をする旗なども設置されておりま

す。今後につきましては、地元の水利組合などと協議をしてできる限り、事故のないような取り

組みができないかその辺もご相談していきながら取り組みたいと考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。ぜひ今後の検討課題として取り組んでいただ

きたく思います。以上、私からの質問を終わります。 

○議長（菊地幸雄君） 午前中の一般質問は、ここまでとし、休憩します。午後１時４０分から

再開します。 

午前１２時３８分 休憩 

 

午後 １時４０分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、城戸 司議員の発言を許します。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 議員、１期１年目の城戸です。昨年は、新型コロナウイルス感染により、

町民生活企業活動が大きく制約されました。そのような状況下において、青年部長として、国や
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県などの補助金等の施策の情報発信をはじめ、前町長にがんばる内子のまち応援チケットや、家

賃補助などのお願いに行きました。様々な立場の町民の声を聞き、町政に反映するために、町議

議を目指そうと思い立ちました。議員任期が始まり、ひと月が経ち、この場に立たせていただい

た多くの町民の思いに報いるためにも、職務を全うすべく邁進する所存であります。この場にい

る全員が、内子町がより良くなることを日々考えていることと思います。私も同じ志を持つもの

として、皆様と研鑽し合えればと考えております。改めまして、よろしくお願いいたします。そ

れでは、質問に移させていただきます。最初に、新型コロナウイルス関連の質問をしていきたい

と思います。よろしくお願いします。まず、新型コロナウイルス感染禍における町民生活の確保

及び支援について質問させていただきます。町政を舵取りしていく上で、責任を問われることが

あると思いますが、町民がもとの生活を取り戻し、町内において経済を回すためにも、約１年半

の経験から、内子町独自の基準を決めてはどうかと考えるのですが、町長の考えを聞かせていた

だきたい。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸 司議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  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） これまでのコロナ対策として国や県において、さまざまな対策

と支援策が打ち出されました。その支援策は十分なものではないと認識しておりますが、事業者

の皆さまも町民も一体となって見えない相手「コロナ」と戦って参りました。愛媛県においても、

５月３１日に愛媛県独自の最大警戒レベル「感染対策期」が解除され、６月１日からは「感染警

戒期」へと移行されたわけですが、すぐに元の生活が取り戻されるとは考えられません。ご質問

の「町独自の基準を決めてはどうか。」とのことですが、もちろん町独自の基準というものも必要

かと思いますが、町独自のルールというよりも、広域で取り組んでいく方が効果もあることから、

例えば、現在、愛媛県において、安心して飲食店を利用できる環境を整備する狙いとして「愛顔

の安心飲食店認証制度」が出来ておりますのでこの制度を推進、ＰＲしていきたいと考えており

ます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 県の施策等に対して準ずるというものもあるかとは思いますが、国や県が、

決めた基準、４人以下で飲食とあるものに対して内子町が５人以上っていうのはやはり間違いで

はあると思うんですが、４人以下なら、松山が自粛期間であっても内子町は大丈夫ですよという

ような情報発信をしていく上でも、やはり基準を決めていただいたらどうかなとは感じておりま

す。大阪府では、緊急事態宣言の早期解除が感染再拡大を招いたとして、府知事が批判を受けま

した。新型コロナウイルス感染下において、国や県などから様々な対策が出されておりますが、

マスコミ等の報道を見ていると、結果により評価されているのではないかと感じております。批

判を恐れず、検討していただきたいと感じております。 

次に移らせていただきたいと思います。昨年の内子町が出したコロナ関係の補助金などは、国
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や県が出したものに対して上乗せをするという形が、ほとんどのものであったように思います。

国の出す対策は、幅広く支援するものであり、愛媛県が出したものは、松山市の状況により出さ

れたものばっかりであったように感じております。今年１月には、愛媛県から松山市内の酒類を

提供する飲食店に対し、営業時間の短縮が要請され、協力金が出されました。内子町は対象外で

あったが、町内の人流は激減し、飲食業や、その関係業種は大変厳しい状況にさらされておりま

した。そして、県内の状況も大きな改善が見えず、期間が延長されましたが、やはり協力金の対

象にはならず、厳しい状況だけが続きました。これからは、国や県などの上から降りてくるもの

を待つばかりでなく、内子町の状況を、下から上へ上げてもらうなどし、県や国へ支援を要請す

るといった意見具申をすることはできないかと考えますが、町長の考えを聞かせていただきたい。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  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） これまで国においては、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措

置の適用を各都道府県に出され、愛媛県においても、松山市のみに適用した、まん延防止等重点

措置がありました。この措置は、松山市の飲食店に対し、営業時間の短縮を要請したもので、そ

の影響は、県内の市町にもおよんでおりました。当然、内子町にも及んでおり、観光客の足取り

はなくなり、とても悲惨な状況が続いており、愛媛県に対しても、松山市同様の支援金が受けら

れるよう、お願いもして参りました。そんな状況下の中、愛媛県全域において、４月６日から５

月３１日まで、酒類を提供している飲食店への時短要請が出され、時短協力金が受けられるよう

にもなりました。また、愛媛県と２０市町で連携した、愛媛版応援金の創設など、独自の支援策

もとってきたところでございます。ご質問の意見具申をしてはどうかとのことですが、その時々

において、町民の皆様の意見に耳を傾け、近隣市町とも連携をとりながら、先ほども答弁させて

いただきましたが、愛媛県への要望といった形で、支援がとれるよう、その声を随時届けており

ますので、ご理解いただけますよう、よろしくお願いをいたします。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 内子町の状況を知らせるには、やはり地域に生活をしている者でないと、

実態というものはなかなか理解してもらえないと思います。引き続き、県に対して、意見等を上

げていただき、町民生活を確保していただけるよう、よろしくお願いいたします。 

次に、昨年の持続化給付金をはじめ、新型コロナウイルス関連の支援は一律のものばかりで、

事業所の売上や雇用人数などを考えると、足りないところも多いように感じます。新型コロナウ

イルス感染下や収束後の安定した町民生活を考えると、事業継続することにより、雇用を維持し

てもらうことが絶対ではないかと考えております。多くの事業所からは、昨年は何とか頑張れた

が、ただ、頑張れと言われても限界がある。行政が支援すると言ってくれれば、金融機関に融資

のお願いに行けるが、先が見えない中、借金だけが増えると思うと、廃業も考えるという声を多

く聞きます。町独自の支援を検討し、不足しているところや、支援できていないところに対して

の補助を検討してはどうかと思うのですが、町長の考えを聞かせていただきたい。 
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○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  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） これまでに内子町では、事業者へのコロナ支援として、融資制

度を利用された方に対する利子補給、借入金と減少率に応じた経営安定補助金、いわゆる上限５

０万円の補助金ですが、また、国の家賃支援補助制度の上乗せ、事業継続給付金などを行って参

りました。一方、国でも一時支援金など、大きな括りとして、法人と個人に分けられ、一律の基

準での支援金となっており、事業規模や雇用人員等の違いもある中で、不公平さはあると感じて

おります。また、飲食店の支援は手厚いものがありますが、小売や製造業といった業種には、そ

の支援も少額となっております。ご質問の不足しているところや、支援できていないところに対

しての補助をするなど、考えはどうかとのことですが、コロナ支援は、コロナの影響によって、

被害のあったところへの支援策ということが大前提であり、例えば、事業規模等に見合った段階

的支援といったものは、制度の複雑さが増し、難しいと思っており、それぞれの事業者の影響と

いったものは、同じコロナの影響といえども、様々であります。このような状況も見ながら、真

にその支援が必要ということでありましたら、町独自の支援も検討しなければならないというふ

うに考えております。以上答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 新型コロナウイルス感染症に関しまして当初は１年で収まるといった考え

や、今年はオリンピックが開催できるといった声があったかと思われます。ですが、昨年より状

況は悪くなっているのではないかと感じております。コロナ収束後、事業所がなくなってよいの

か。観光客が来ても、飲食店がなくなっていていいのか。国破れて山河ありというような言葉も

ありますが、これ以上は、コロナ廃業を出さないといった思いで対策を検討していただきたいと

思います。 

続きまして、冒頭でも出させていただきましたが、昨年のがんばる内子のまち応援チケット、

誠にありがとうございました。町民からも評判が良く、またやってもらいたいという声をたくさ

ん聞きました。このチケットについては、店舗と町民双方の支援になる点からも、複数回、そし

て、コロナ感染収束後も実施してはどうかと考えますが、町長の考えを聞かせていただきたい。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  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） がんばる内子のまち応援チケット、以下、応援チケットと略さ

せていただきます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている飲食

業及び小売業等の皆様に対する支援として、令和２年８月から令和３年３月までの期間、内子町

商工会にて実施されたところです。この応援チケットは、５００円券６枚、３，０００円のもの

が、２，０００円にて、取扱店舗にて販売され、その取扱店舗限定で使用可能なものとなってお

り、町内で２万セット販売し、完売したところでございます。商工関係の皆様からも大変好評得
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ておりまして、追加販売の声も届いており、第２弾を内子町商工会で、今年の８月頃実施される

予定となっております。ご質問の予算を確保して、定期的に実施してはどうかとのことですが、

町内経済の循環や、購買促進、商工振興の活性に繋がることから、実施したいとは思っておりま

すけれども、何分にも財源に限りがございますので、他の政策なども含め、検討して参りたいと

考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 予算の確保ができたら前向きに検討したいというお声ありがとうございま

す。今年度難しくても、来年度以降、予算の確保していただければと思います。ただ１点だけ、

最近は新聞購読をしていない家庭も多く、周知の方法を改善する必要があるのではないかと、昨

年感じました。実際に始まったところ、１回目を知らなかったという町民の声も多く聞きました

ので、その点、なにとぞ検討をよろしくお願いいたします。 

次に、新型コロナウイルスのワクチン接種について質問させていただきたいと思います。今回、

内子町の集団接種会場には加戸病院が用意されましたが、五十崎地区や小田地区において、接種

会場を設けていないのはなぜか、町長、お答えください。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 高齢者のワクチン接種につきましては、内子町では、かかり

つけ医など近くの行きなれた医療機関での接種が望ましいとの判断で、個別接種での実施を計画

しておりましたが、国の方針により、希望する高齢者については７月末までに接種を終えるよう

取り組むこととなり、急遽、集団接種を実施するよう計画したものでございます。集団接種につ

きましては、１つの会場に、医師、看護師、保健師など様々な業種の方のご協力、ご参加が必要

となり、医師会などと協議しまして、町内の医療機関に接種の協力依頼を申し上げたところでご

ざいます。接種会場を分散させますと、会場設置、職員配置の手配、医療スタッフの確保など、

準備や人員配置により多くの時間等が必要となること、また、地域ごとに分けましても、日程の

都合や予約の状況によりましては、遠くの接種会場に行かなければならないケースも予想される

ため、内子町の中央に位置する特定医療法人である加戸病院をお借りし、１か所での会場で集団

接種を計画させていただいております。また、集団接種は日曜日になり公共交通機関がないこと

から、臨時送迎バスを出すことといたしました。接種を受けられる方にはご不便をおかけするこ

とも多くあると思いますけれども、限られた時間、人員の中での運営についてご理解をいただき

まして、ご協力を賜りますようお願い申し上げ答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 人員配置等、考慮してということ。そして、個別接種ワクチンの接種自体

が、最初は想定できない見切り発車みたいなところ手探りというところもあり、不備があるとい
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うのは承知しておりますが、こういった説明がなされていなければ、地域格差と感じたり、人口

流出に繋がっていくのではないかということも感じております。今回のこの対策、ワクチンの予

約等の対策を今後の施策に生かして運営を検討していただいただければと思いますので、よろし

くお願い致します。 

今後の接種において、事業所の理解、協力が不可欠になってくると思われます。事業所に対し

て協力要請をするなど、接種環境を整えていく必要があると思われますが、ワクチン接種休暇な

どは、事業所に任せるのか、町長の考えを聞かせていただきたい。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 政府は、６月１日に、新型コロナウイルスワクチン接種の一

般接種について、職場や大学での接種を今月２１日から開始可能とすると発表を致しました。そ

れは、市町村による接種、国などが行う大規模接種と別ルートで行えるようにするもので、１会

場当り最低１，０００人程度を基本とするとの要件を示しておりまして、医療スタッフの確保が

可能な産業医などがいる大企業などが中心になるのではないかと考えています。事業所等の従業

員がワクチン接種を受けやすくするためには、いわゆる「ワクチン休暇」と呼ばれる特別休暇に

ついて、接種当日、また副反応が出た場合の休暇の取得体制を整えていただくことが大切である

と考えております。国においては、日本経済団体連合会や日本商工会議所など経済４団体に対し、

接種時の従業員の休暇取得などへの協力を要請しておられるところでございます。内子町におき

ましては、現段階では、事業所等に対し休暇取得等の措置に対する依頼を行う予定はありません

けれども、新型コロナウイルスの感染状況、また接種予約の状況等を見ながら、事業所等の要請

も含めて感染拡大防止、感染予防に向けた取り組みを進めていただきたいというふうに考えてお

ります。以上で答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 現在は自営事業者に任せると言ったような答弁であったと思われますが、

それに対しては、接種が遅れるのではないかと感じております。そして、状況を見ながら協力要

請する必要もとありましたが、その場合、協力金などは考えているか、お答え願います。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 今、一般接種の予約については、これから予約券等を発行し

て、７月上旬に送付をさせていただいて、それから接種体制という形になっております。また基

礎疾患のある方の優先接種等も考慮しながら進めていきたいというふうには考えておりますけれ

ども、そういったことも含めて、接種の状況を見ながら、予約がなかなか進まないということで

あれば、事業所等に対しても協力依頼をかけていきたいというふうに考えております。その際の

協力金ということについては、考えてはおりません。接種によって、感染拡大を抑えるというこ

とで、町民の皆様、それから事業者の皆様にもご協力をいただいて、この感染拡大防止が、1 日
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も早く収束するような形で、ご協力をいただければというふうに考えております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 時短要請などに対しての協力金飲食店に対しては協力金が出さたというこ

ともあり、こういう場合の協力依頼をして、企業が応じるというのは、社会的にも、そして企業

イメージ的にも大切なことではあるとは思うのですが、何かしらの形で会社からも前向きに検討

できるような対策というのが、今後必要となってくると思います。予算というかお金のことになっ

てくるとは思いますが、お金だけじゃなく、何らかの形での協力に対するお礼というようなもの

を検討していただきたいと考えております。 

次に移らせていただきます。国内においてワクチン接種が切り札であると言われております。

海外では、ワクチン接種をすれば、マスクなしでの外出が認められたり、渡航が解禁されたりと

いった経済活動が再開されているところもあります。一種のワクチン神話のようなものがあるの

ではと感じておりますが、町長の考えを聞かせていただきたい。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 只今のご質問にお答えをいたします。ワクチン接種を行うかどうかに

ついては、副反応などのリスクと発症予防の効果などのメリットを比較して考える必要があると

思います。国の審査で、安全性についての評価は、「海外でも日本でも、ワクチン接種で何らかの

反応を示す人が多くみられますけれども、ほとんどが軽症か中等症で死亡や重篤になる割合は低

い、海外と日本人の安全性に大きな差はない」とされています。有効性については、多くの専門

家が「発症を予防する効果が期待でき、日本人でも海外と同様の有効性が期待できる」と評価さ

れています。基礎疾患のある方について、副反応のリスクは、健康な人より大きい恐れがありま

す。一方で、新型コロナウイルスに感染した時、重症化しやすいので、メリットも大きいと言わ

れております。ただ、病気が悪化するなど全身状態の悪い人は、接種を見合わせることも必要で、

医師などとリスクを慎重に判断することが大切だと考えておりますが、ワクチンは非常に重要な

方策であるというふうに考えております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） ワクチンが重要な対策だと言われましたが、こないだの県の要請により、

体育館、図書館等が使用不可となりましたが、内子町として今後ワクチン接種が進めば、そうい

うところに対する利用制限というのは、今後しなくて済むのでしょうか。お答えお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 今、公園ですとかそういうところの町のいろんな施設の利用の解除な

んですけれども、県の感染対策期も終わりましてですね、６月１日から警戒期には入っておりま
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すけれども、解除してですね、皆さんに使っていただける、そういう状況になっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 現在の状況は解除になっているのはわかっておりますが、今後ワクチンを

接種することにより、活動制限がされないのであれば、接種しようという考えも増えてくるので

はと考えております。町長として、今ここで、今後ワクチンを打てば制限はしないと、はっきり

と明言はできないとは思いますが、町長個人の考えをお聞かせ願えますか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） これ今まさにですね、このワクチン接種をしている最中でございます。

今後、全国あるいは県、内子町でですね、どういう状況になるかは、これはまた私はある程度収

まっていくのかなとは思っておりますけれどもその状況を見てですね、対応させていただきたい

というふうに思っております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 立場上はっきりとお答えできないのはわかっております。今回の制限で、

内子町感染がでてないのに早く体育館使えないかなといった、子どもの活動、保護者の声ってい

うので、大変多く聞きました。ワクチン接種をして、実効性があるというのであれば、今後、県

からの要請に対しても内子町では感染が見られないので、ちょっとしばらく様子を見て体育館の

利用は継続しますといったような発言をしていけれるような体制をとっていただきたいと感じて

おります。 

続きまして、新型コロナウイルス感染下における教育について質問させていただきます。新型

コロナウイルス感染下において、１回目の緊急事態宣言中から、教育格差の問題が言われており

ました。教育格差は、学習機会の有無や、学力の高低のような結果の差ではなく、子ども本人に

変えることができない初期条件である生まれに関連しているとされております。生まれとは、家

庭の社会経済的地位及び地域とされています。日本は先進国でありながらも、貧困率は１５.６％

と、Ｇ－７の中でワースト２となっており、７人に１人の子どもが貧困状態に陥っているほど深

刻な状況にあるというデータが、２０１５年に出されております。新型コロナウイルス感染が拡

大している中で、教育格差についてどう考えるか、教育長の考えを聞かせていただきたい。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡教育長。 

〔山岡晋教育長登壇〕 

○教育長（山岡晋君） 城戸議員のご質問にお答えします。教育格差という言葉については、経

済格差であるとか学校間格差、地域格差、またあるいは体力格差、いろんな格差、問題が議論さ

れているところでございます。が、今回のご質問に対してはですね、新型コロナウイルス感染が
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拡大している中でのことについてというご質問ですので、家庭環境への配慮という視点で、答弁

させていただきます。ご存知の通り新型コロナウイルスの感染が拡大している中、昨年度は学校

の長期にわたる臨時休校に伴い、子どもたちに自宅で学習を続けることが求める状況となりまし

た。子どもたちが健全な生活リズムを保ち、主体的な学習意欲を維持して、自宅学習を進める上

で、保護者の勤務状況や自宅学習の支援体制など、家庭環境への配慮が必要だったと思っており

ます。そのような中で、内子町では、小学校１年生から３年生、特別支援学級の児童生徒等のう

ち、家庭で日中の見守りをすることが難しい児童生徒については、午前８時から午後３時まで、

町内各小・中学校で一時預かりをし、児童生徒を受け入れる体制を整え取り組んだところでござ

います。また自宅と学校を結ぶオンラインでの学びが問われており、自宅学習を支援するための

ＩＣＴ環境について、ＧＩＧＡスクール構想など、環境整備を置いた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（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 新型コロナウイルスの感染が拡大している中、貧困家庭が増えていると言

われていますので、引き続きしっかりと支援の方よろしくお願いします。 

次に、教育格差については、新型コロナウイルス感染下でもあってはならないのではないかと

考えております。町政で整えることができる町内での出身地域による学校における勉強だけでな

く、夏休みなどの長期の休みにおける課外活動の場なども考慮し、教育格差となる地域格差はな

いか、教育長、お答えください。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡教育長。 

〔山岡晋教育長登壇〕 

○教育長（山岡晋君） まず、先ほどの答弁でも触れましたが、ＩＣＴ環境がですね、最近のコ

ロナ禍の中で一番注目をされておりますが、ＩＣＴ環境の整備は２１世紀の学校教育には必要な

整備であり、コロナ禍に限らず、災害時、また平時においても重要なインフラ整備だと考えます。

地域格差の是正という点におきましては内子町では平成２９年に、利便性の向上と地域間の情報

格差の解消を目的として、内子町情報通信基盤整備事業を実施し、町内全域に光ケーブルの通信

環境を整備いたしました。このことにより、町内のどこに住んでいても、良好なインターネット

環境の恩恵を受け、利便性が向上したところです。整備された通信環境のもと、ＧＩＧＡスクー

ル構想で整備した端末を利用して、学校と家庭をつなぐオンライン環境整備も整ったことから、

今後は学校において、１人１台端末の活用能力の向上を図り、家庭学習の利用についても、学校

間における地域格差が生じないよう、スケジュール感を持って取り組みたいと考えております。

また先ほど夏休みの取り組み等ございますけども、毎月１回の校長会で、それぞれの課題を出し

合い、検討する中そろえるべきところはそろえる。また、それぞれの学校の規模もありますので、

地域性もありますので、ＰＴＡの皆さんと協議をしながら、それぞれに地域に応じた取り組みも、

また合わせてやっていくということでございます。以上答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 
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○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 光ケーブルなどにより家庭学習環境が整っているのではないかという答弁、

ありがとうございます。 

次に新型コロナウイルス感染禍においては、人との接触ができるだけ減らすことを言われてお

りますが、教育課程において、社会との繋がりは必要とされております。公園や地域の施設を整

備し、新型コロナウイルス感染禍においても、条件を付すなどにより、子育てや交流ができる地

域づくりをすることが必要ではないかと考えますが、教育長の考えを聞かせていただきたい。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡教育長。 

〔山岡晋教育長登壇〕 

○教育長（山岡晋君） ご質問にお答えします。昨年度より小学校、今年度より中学校で全面実

施をいたしました新学習指導要領では、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を作るという目

標を共有し、社会と連携協力しながら、未来の作り手となるために必要な資質能力を育む社会に

開かれた教育課程の実現を目指しております。新型コロナウイルス感染症とともに生きていかな

ければならない状況の学校教育においては、感染症対策と、子どもたちの健やかな学びの保障の

両立を図り、学校ならではの学校でなければ、経験できない学びを大事にして、新学習指導要領

が目指す、学びを着実に実現していかなければならないと考えます。内子町では、地域の実情に

応じて、教育文化振興に関する総合的な施策の大綱を定め、ふるさと教育を通して、内子町の特

色を生かした教育を推移して推進しております。町長の公約でも、ふるさと教育には力を入れて

いくということでございますので、しっかりやっていきたいと思っております。また、保護者や

地域と連携し、順次、コミュニティスクールを設立するなど、都市とは異なる内子町の特色を生

かした教育の実践を目指しているところです。コロナ禍により行事の縮小や中止を余儀なくされ

ている事案もありますが、コロナ禍の収束には何が一番大事なのか考えながら、無理をすること

なく、できる範囲で、地域社会と連携し、地域資源を生かしながら、将来の担い手確保に繋がる

取り組みや、関係機関と連携して、安心して子育てや交流できる地域づくりをできればと考えて

おります。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） コロナを理由に、子どもの教育等に制限が出ないように、引き続き支援の

方よろしくお願いいたします。 

次に、防災関連についての質問に移っていきたいと思います。まずは、災害対策について質問

させていただきます。２０２１年５月１３日に防災マップが更新されておりました。それにもか

かわらず、ホームページ上の重要なお知らせの一覧を見ても、掲載されておらず、町からのお知

らせの新着情報の一覧にも出ておりませんでした。災害に対する認識が甘いのではないでしょう

か。町長の考えをお聞かせください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 46 ‐ 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、防災マップの内子町ホームページでの掲載についてのご

質問にお答えさせていただきます。内子町公式ホームページへ情報を掲載する際には、どこのペー

ジへ掲載するのかを選択できるようになっております。今回の防災マップにつきましては、更新

情報を５月１３日に更新いたしておりましたけれども、情報入力作業中において、選択すべき掲

載ページの項目が抜け落ちておりました。申し訳ございませんでした。今後の入力情報におきま

しては細心の注意を払い、情報提供できるよう努めてまいります。なお、現在は重要なお知らせ

から閲覧することが出来るようになっておりますので、修正いたしております。以上、答弁とさ

せていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 町民の命にも直結するような情報でありますので、そういうのは今後気を

つけていただきたいと思います。 

そして、次の質問についても同じような感じなので、そのまま流れていきたいと思います。２

０２１年５月２０日に、避難情報の５段階の警戒レベルが変更され、避難勧告が廃止となり、避

難指示の一本化になりました。５月２０日には、避難所の開設まではなかったものの、災害警戒

本部が設置されておりました。町民に対し、運用開始当日には周知できていたのか、町長、お答

えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、警戒レベル変更を運用開始当日に周知できていたかとの

ご質問にお答えさせていただきます。災害対策基本法などの一部を改正する法律が、５月１０日

に公布され、５月２０日に施行となりました。今回の改正に伴い、公式ホームページには５月３

１日に。また、広報うちこ６月号に改正内容を掲載いたしておるところでございます。法律が公

布されてからの対応ということで、施行後１０日ほどの時間を要することとなりましたけれども、

今後とも迅速に情報提供できるように努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせて

いただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 先ほどの質問にもさせていただいたんですが、やっぱり町民の命に直結す

るものと思われます。公布当日の５月２０日に、大雨が降ることは予想されないかもしれません

が、町内放送などを使い、町民に対する周知というのは必要であったのではないかと考えており

ます。 

次に、警戒レベル３の高齢者等避難や避難指示緊急安全確保は、町が発令するようになってお
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ります。指示である以上、対象者は全員避難しなければならないはずであるが、５月２０日の大

雨で、大洲市が警戒レベル３の高齢者避難を発令したところ、１世帯３人のみの避難という情報

が確認されました。内子町においても、似たような結果になるのではないかと思われます。空振

りとなっても、避難してもらうよう周知徹底していく必要があるのではないかと感じております。

先日の愛媛新聞で内子町は指示の基準を下げたと確認しましたが、この指示を出す時期について

は、町長の責任でよいのか、お答えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、避難指示を出す時期についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。避難情報の発令につきましては、気象庁などが発表いたします、防災気象情報や町

内の情報収集を行い、町長の判断のもと発令するものでございます。この避難情報の発令は、災

害対策基本法第６０条を根拠に行うものでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 町長判断で、町が発令するということですので、やはり避難に対する責任

というものは問われてくると思います。町民に対し、これからは全員避難という全員ということ

を周知徹底していっていただければと思いますが、その件について回答願います。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） この点につきましては、災害対策基本法が改正されまして、警戒レ

ベル４に該当するときには、今までは避難勧告、それから避難指示でありましたけれども、避難

指示ということで、いずれにいたしましても以前から警戒レベル４に達したときには、町民の避

難行動というのは全員避難が原則でございます。その辺のところにつきましては、一本化されま

しても何ら変わるものはございませんので、全員避難ということを心がけて、情報を発令させて

いただいたというふうに思っております。以上でございます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） ありがとうございます。 

次に、避難指示が出た場合、全員避難と先ほど言われましたが、全員避難した場合、避難場所

の収容人数に対して、感染症対策を考慮した人数設定ができているのか、町長お答えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） 避難場所の収容人数は感染症対策を考慮した設定ができているかと

いうご質問にお答えさせていただきます。現在、指定避難所の収容可能人員の設定につきまして
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は、小・中学校においては、面積の８０％、それから自治会館では７０％を１人当たり２㎡で割っ

た値で算出いたしております。新型コロナウイルス感染症対策といたしましては、出来る限り余

裕を持ったスペース確保が大切だろうと思うわけですけれども、施設面の制約もございますので

１人当たり通常時の２倍の４㎡で割った値、つまり現在の５０％の人数を目安といたしていると

ころでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 現在は新型コロナウイルスの感染を念頭においての避難というものが必要

となってくるとは思います。これがコロナを頭に入れてなくても、全員避難をした場合、収容人

数は超えるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議員さんご指摘の通りですね、内子町民全員が避難した場合、当然、

指定の避難場所だけでは足りなくなることが想定されます。そうしたこともございまして、特に

コロナ禍におきましては、国あるいは県の方もですね、避難といいますのは難を逃れることであ

るという解釈のもと、指定避難所だけに避難することが避難ではないということで、例えば知人

の家でありますとか、親戚、そういったところへ避難する。またあるいは、その自宅が安全であ

るならば、垂直避難ですね、高いところへ逃げる。また、車を使ってとりあえず高台へ逃げる、

そういった避難も推奨させていただいているところでございます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 足りないという回答をいただきましたが、先日の愛媛県知事会見において、

県知事が空振りとなってでも、全員避難に応じて欲しいという発言をされました。そのことから、

県に対して協力要請、支援要請をしてでも、収容人数に合った収容所の確保というものが必要に

なってくると思いますので、今後、県の方へ上げて協力して、整備等、よろしくお願いいたしま

す。 

次に、小田川洪水ハザードマップについて質問させていただきます。２０１９年５月３０日、

更新の小田川洪水ハザードマップにおいて、早期の立ち退き避難が必要とされている地域に、本

庁と分庁が含まれておりますが、建て替えの計画はあるのでしょうか。町長、お答えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） 本庁分庁の建て替え計画はあるかについてのご質問についてお答え

いたします。本庁舎及び内子分庁舎につきましては、浸水想定区域の中に位置してございますけ

れども、地震など洪水以外の災害への備えなどはできております。そういったこと、また、財政

的な事情等もあり、現在のところ建て替えの予定はございません。以上、答弁とさせていただき
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ます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 現在は予定がないという回答でしたが、災害対策本部が設置されるなどの

場所が、このような状況であれば、運営できていくのかという疑問が残ると思います。早期の検

討をよろしくお願いします。 

次に立ち退き避難が必要とされている地域に避難所として指定されている建物があります。避

難所の指定の変更や建て替えの計画はあるのでしょうか。お答えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） 避難所の指定変更や建て替えの計画はあるのかというご質問にお答

えをさせていただきます。現時点で、避難所の指定変更の予定はございません。避難所は、それ

ぞれの地域である程度、集団的に避難者を収容可能な施設であるということが必要でございます。

現時点では代替施設として適する施設がないのが現状でございます。ただ、避難所となっており

ます自治会館につきましては、計画的に建て替えを行っておるところでございます。本年度は、

和田自治会館、平野自治会館の建て替えを予定をさせていただいております。防災拠点としても

重要な施設でございますので、今後とも計画的な建て替えを行ってまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） 少しずつの建て替えという回答ではありましたが、避難所としての根本が

崩れないよう早期の対応の方よろしくお願いいたします。 

最後に、早期の立ち退き避難が必要とされているにもかかわらず、その地域に住宅が新築され

ております。ハザードマップを策定しても考慮されていないのではないかと感じるのであります

が、ハザードマップに対してどのような認識をしているのか、お答えください。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） ハザードマップに対してどのように考えているかについてのご質問

にお答えさせていただきます。ハザードマップとは、自分の住んでいる地域で台風、大雨、地震

といった災害が発生したときに、どこにどのような危険があるのか、また、避難所などの場所を

表示して、どこに避難したら良いのかという情報を地図上にまとめたものでございます。ハザー

ドマップを平時から確認いただき、日頃の備えや防災対策・被害の軽減に活用していただきたい

と考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 
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○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） ハザードマップ等に対しては、最悪の状況を想定して策定されているもの

が多いと思われます。ですが、その最悪な状況はそうそう起こらないだろうという認識で運用す

るのであれば、作らなくてもよかったのではないかといったもので、軽視していくような行動に

繋がっていくと思います。行政がそういう行動では、町民に対して示しがつかないと思いますの

で、ハザードマップに対して、しっかりと受けとめ、活用していただきたいと思います。どうか

よろしくお願いいたします。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（菊地幸雄君） ここで暫時休憩をします。午後２時４５分から再開します。 

 

午後 ２時３６分 休憩 

 

午後 ２時４５分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 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。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） １２番、下野でございます。６期目になりまして初めての一般質問と

なります。私の選挙の公約の一つに、議会での質疑や一般質問は１００％は無理でも極力、それ

に向かってやりますということを街宣活動やマニュフェストで先ほども同僚議員も議会の選挙の

投票率低下につながっている要因の一つではないかと言われるように少しでも活性化した議会の

ためにも質問しますということを言っておりますので今回もがんばりますので、時間も押してま

いりますと思いますけど議員のおっしゃる通りにしますと言ってもらえればすぐ終わりますので、

よろしく答弁を考えていただいて、質問をします。 

まず、最初ですけど、内子町創業・起業支援事業補助金についてでございます。内子町では、

産業の活性化を図ることを目的とし、町内で新たに創業・起業する方に対して、初期投資にかか

る経費の一部を補助する制度があります。補助の対象となるのは、まず一番目に、 町内に店舗、

事業所等を設け、新たに創業・起業をする町内に住所を有する個人または法人であること。２番

目に内子町商工会の会員に加入すること。３番目に、町税等の滞納のないこと。以上の３件すべ

て満たしている方が補助の対象であります。また、補助対象事業として、町産品を活用した事業

であること、空き家等を拠点として、新たな付加価値を生み出すクリエイティブな事業であるこ

とのどちらかに該当することが一番の条件になります。更に事業計画が明確で、創業・起業の実

現が高いこと。副業またはフランチャイズ契約等に基づく事業でないこと。許認可が必要な事業

において、許認可を受けていること。他の補助金等の併用事業でないこと。地域の風紀を著しく

害するものでないことをすべて満たしている方が対象となるということです。補助金の額は補助

対象経費の２分の１以内、上限１００万円ということであります。補助金制度は国民の皆さんか
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ら徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることを考慮すると、私も何でも

かんでも無条件にして制度を推奨するものではありませんが、条件としては結構厳しい内容では

ないかと思うのですがいかがでしょうか。そこで質問をします。内子町で新たに創業・起業する

場合に、内子町独自の支援以外に国や県、商工会等、どの様な支援が受けられるもの質問致しま

す。 

○議長（菊地幸雄君） 下野 安彦議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 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） まず、内子町創業・起業支援事業補助金ですけれども、内子町

内での創業・起業を促進し、議員言われましたとおり、町の産業の活性化を図ることを目的とし

て、平成２８年４月１日より施行しておりまして、その後、令和２年４月１日に内容を一部変更

して現在に至っております。ご質問の「町内で新たに創業・起業の場合、町独自の支援以外に国

等、どのような支援が受けられるか。」ということですが、まず国においては、各種補助制度はご

ざいますけれども、固定的な補助金といったものはないようで、例えば、新規産業やベンチャー

の創業・成長促進のための支援策がございます。愛媛県においては、例えば、えひめ産業振興財

団の愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金がありまして、この補助金は愛媛県の豊富な

農林資源や良質な自然資源など、地域に潜在する資源を活用し、地域課題を解決するビジネスを

展開するための初期的経費の支援となっており、既に募集は終了しております。内子町商工会に

おいては、会員入会が前提ではありますが、開業する前から相談を受け開業された方に対して、

創業支援金を受けられる制度がございます。あと、内子町とえひめ産業振興財団が連携して実施

する創業塾セミナーこれは全５回中４回が必須の条件になりますけれども、これを受講されると、

創業時の登録免許税の軽減や新創業融資の優遇措置が受けられる制度もございます。以上、答弁

とさせていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） ただいまの他の補助の関係ですけども、セミナーを受けて５回中４回

受けたらもらえるというふうなことや、内子町商工会の支援、金額は聞きませんでしたけどもあ

るということですけども。こういうことを受けられた人の場合は、内子の新たな起業創業する支

援策とは併用して受けられないということなのでしょうか。それとは別に受入れるということで

しょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） ご質問の制度につきましては、併用は可能ということになって

おります。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 
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〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） そしたらここに先ほど謳っている他の補助金等の併用事業でないこと

というのはちょっと該当しないという考え方でもよろしいでしょうか。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） そこに記載しております併用事業といいますのは、県の事業で

例えばということを言いましたけれども、愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金、こう

いったものが対象になりますので、創業塾セミナーとか、先ほどの商工会の創業支援金につきま

しては、対象外というふうにしております。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 分かりました。続いて、内子町創業・起業支援事業補助金制度が出来

て申請された総数と、該当された方とされなかった方の数は年度別にどのくらいあるか、お知ら

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(菊地幸雄君) 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） 内子町創業・起業支援事業補助金の制度は、先程答弁させてい

ただいたように、平成２８年４月１日から施行しております。なお、本補助金を申請するにあた

り、申請内容などの確認のため事前協議が必要になっておりまして、その段階で対象案件かどう

かの判断もしており、対象案件とならならなければ正式な申請とまではいたっておりません。そ

のような状況から申請された総件数は事前協議を含めた件数であることをご了承いただきたいと

思います。この制度が出来てから令和３年度までの申請された総数は、２９件となっており、年

度別の件数は、平成２８年度は７件中、１件の採択、平成２９年度は５件中、１件の採択、平成

３０年度は３件中、２件の採択、平成３１年度は８件中、４件の採択、令和２年度は５件中、２

件の採択、令和３年度は１件中、１件の採択となっており、これまでの採択件数は、１１件となっ

ております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 結構多い数が２９件すべて事前協議をされた中で、またそれを採択さ

れるかどうかということを審議されたわけなんですけども、その中に２８年等は、７件のうちに

１件、２９年も５件中１件となかなか、厳しいのかなと。事前審査をした後で、これだけの採用

された件数ということは、それまでに事前審査でもうこれ駄目ですよというのは、もう駄目になっ

てると思うんだけども、そのあとの審査でこれだけになるということは、予算的にもういっぱい

になったからではなくて、採用されなかった理由があると思うんですけども、大体どういった理

由で採用されなかった場合が多いのでしょうか。今言われました、事前協議をされた中でまた採
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用されてないということですので。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 相談件数が２１件中これまで１１件の採択のみということで、

かなりこの数字を見ればハードルの高い補助金かなと思われがちなんですけれども、その多くは

ですね、対象要件にはなっているけれども、その年度に踏ん切りがつかずに、申請まで至らなかっ

た。もしくは、断念されたというようなこともあります。また、対象要件にはなっておりますけ

れども、住所が内子町には移らない町外と言うような方もいらっしゃいます。それと多くは今、

主に言われております、町産品の活用事業か、クリエイティブ事業か、そうでないような事業が

あったというようなことで、こういう状況になっております。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） わかりました。ご本人が断念されたということもあるということだっ

たら、これ仕方ないことだとは思うんですけども。その中でですね、次の質問に入ることと一緒

なんですけども、内子町に、住所がないということですよね。ここにありました、町産品でなかっ

たということが要因であるということで、対象にならなかったということが多い感じがしたんで

すけども。 

それでは３番目の質問になるんですけども。今言われた創業起業支援事業ですけども、今言わ

れた、２つの大きい項目あります。町産品を活用した事業であること。そして２番目には、空き

家等を拠点として、新たな付加価値を生み出すクリエイティブな事業であること。この２件のう

ちのどちらかに該当しなければならないとなっています。私自身思うのは、先ほどから内子町の

人口減少についても、同僚議員からの質問が町長にもいっぱいあったと思うんすけども、子育て

のしやすい町も、当然でございますけども、やはり産業、働くところがなければ、支援がいろん

なことがあったとしても、まずは主体的な儲けれる、働く場所がなければ、住めないですよね。

そういうことを考えると、やはりこういった事業をやってですね、内子町で新たな雇用の場が増

えると思うんです。そして、またそれに伴って町民が増えて、税収も増えることなどを考えると、

それだけでも私プラスになってくるんではないかと思うんですけども。確かに、空き家等を拠点

としてやられたら、空き家対策もなりますし、町産品を活用することで、内子の町のアピールが

もっとできることになって、他の農作物にも販売も良くなってくるんですけども。この条件をも

う少しですね、私としては、そうでなかっても、逆に言えば、満度の額がなかってもそれに該当

しないなら、半額の補助とか、そういった条件を、緩和する考えはないかという質問でございま

す。これに関しては今までも前町長、その前の町長からまちづくりの中で、内子町の産品、例え

ばからりにしてもそうですけども、内子産でないものは販売しないとか、内子の町並みでの土産

物等にもいろいろ問題はあったと思います。町産品でないものがあるとかいうのもございました。

確かに一筋の考え方は、持たなければならないと思いますけども、人口減少対策等を考えて、産

業の活性化を考えて、雇用の場ができることを考えたら、もう少し条件を緩和しても私はいいん

ではないかと思いますけど、町長このことに関しては、いかがでしょうか。 
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○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 只今、ご質問の町産品を活用した事業でない場合や空き家を拠点とし

ない場合は、半額補助とか、条件を緩和する考えはないかということでございますけれども、今

後ともですね、創業・起業の支援、また地元企業等の雇用確保に伴う、新たな支援にもですね、

取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、今一度ですね、制度設計の中身を見直し

てですね、条件の緩和等も含め新たな支援策も含めてですね、雇用の確保とか、或いは税収や町

民の増に繋がるようなものとしてもですね、もう一度検討してみたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） ありがたい答弁と捉えておきます。そういうことによって、やはり前

の町長もその前の町長もですけど、一つ言えるのはやっぱり内子町としての方針というものが

やっぱ大事ではあるとは思うんだけども、それを入れてしまうと、ぐちゃぐちゃになって何がど

ういった方向に内子町が進んでるかというのもわかりますけども、やはり、まず人が住めない状

況を作ったんでは、どうしようもありませんので、やはり産業の活性に繋がるように、人口減少

にならないためにも、そういったすべてがすべて、ばらまきをしなさいというわけではございま

せんので、ある程度の余裕幅を持って、創業や起業ができる形を作っていただいております。い

ろいろと話を聞いておりますと、やはり内子町、今までの行政のやり方も素晴らしいところがあっ

て、内子町というブランド名もあると思います。やはり、どうせ起業したり開業するんなら、こ

の内子町でやりたいという声がやはり多いと聞きます。やはりこれは、ありがたいことだと私は

思いますが、そうなると先ほど言いました町に住んでくださいというのは大事なことだと思うん

ですよ。ですから、そういうことの条件で、先ほどの班長からの答弁では、内子町には移住しな

いと言われる方々これどうしようもないと思うんですけども。今後の人口増加にも繋がるように、

そういった面でも、このことについては、ある程度の緩和をよろしくお願いしとったらと思いま

す。 

それでは続きの質問に入ります。例年より早い梅雨になりまして、今年は雑草もまた伸びてお

ります。ボランティア、その草刈をしないといけないボランティア活動として、自治会にゆだね

ている環境整備について質問したいと思います。昨日も私、村前、同僚議員のおられるところの

上の畑のとこまで仕事に行っておりましたら、帰りがけには、議員のすぐ上の上の道路には、県

道ですけども、堆積した落ち葉が、広葉樹のところを一生懸命イノシシがミミズを探して掘って

おりまして、私がそこを通りかかったら慌てて、あんまり大きくないです。人に危害を加えない

まだ６０センチぐらいでしたので、慌てて逃げておりましたけども、それからの帰り道、下の県

道に村前自治会館から下へ行くと、きれいに道路の側溝も綺麗に掃除してあるし、路側帯もきれ

いに掃除してありました。同じ県道でもだいぶ違うなと感じたわけでございますけど、環境整備

について質問したいと思います。 
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ごみゼロ運動とか、クリーンえひめ、それからいろんな道路や河川の環境整備等、ボランティ

アで行われる環境整備事業はいろいろ名称は変わりますが、住民参加により無償で行われている

事業であると思います。まず、最初の質問ですけど、この環境整備がいけんとか悪いとかじゃな

くてですねまず、大変になってきているんで、今回この質問するんですけども。国や県や町の管

理である道路や河川敷の草刈等のボランティア活動は、自治会によりいろいろ様々だと思います。

町長も、内子の町並みに住まれておりますので、内子の町並みの辺りの環境を整備するのと、元々

の生まれ里である地域では、どれだけの草刈や道路の土砂除け等を考えると、大きな差があると

いうことは十分わかっておられると思いますので、どのような活動がされているか、まずお尋ね

したいと思います。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

〔谷岡祐二建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 只今のご質問にお答えいたします。まず、町道の草刈につ

いてでございますけれども、町道維持管理対策補助金を活用して頂きながら、昨年度の実績とし

まして、２６自治会において年に２回から３回の草刈りを実施していただいております。また、

県管理の道路につきましては、１自治会において年間５回程度、草刈りやゴミ拾い、花の植栽な

どを実施していただいております。続きまして、河川敷の草刈りについてでございますけれども、

９自治会において年に３回程度、堤防や河川敷の草刈りを実施していただいております。また、

小田川緑地公園におきましては、洪水の際に流れてくるゴミの除去などにもご協力を頂いている

状況でございます。この他にもクリ－ンデーなど全町一斉での清掃活動や、それぞれの地域にお

きまして、身近な範囲の清掃活動など独自の取り組みもされておられるかと思いますので、その

ような点も含めますと、すべての自治会において道路や河川のボランティア活動にご協力頂いて

いる状況でございまして、町としましても大変感謝している所でございます。以上、答弁とさせ

ていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 今回の質問はですね、今までもたびたびいろんな議員からも出ており

ますように、少子高齢化に伴いまして、山間部特に、もう７０代、８０代の方がメインとなる地

域が大変だということは、もうたびたび質問でも出ておりました。ただ、もうそこだけでなくて

ですね、私、今回ずっと考えておりますと、先ほど課長答弁ありましたように、河川今回ここに

も、２番目の質問に出ますけども、河川等々の草刈というのはかなりの労力になってます。 

それで、そういったことでこれまた、第２番目の質問に入れてますけど、２番目じゃなくてま

ず、最初にこのボランティアというのは実質、クリーンえひめもあったり、これらは、愛媛県が

７月にはこういうのをしましょうって始まったんではないかという記憶しかないんで、小さい時

にはなかったような思いもあるんですけども。大体どういったところが、どこが主体で始まった

のか、そういう歴史なんかも分かりますか。道路環境をきれいにしましょうとか、例えばゴミゼ

ロもありますが、ごみゼロも、日にちに合わせて５月の３０日がごみゼロだから、ごみゼロにし
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ようとか、あれらも何年か前から始まっているんで、いろんなとこでボランティア、ボランティ

アで、環境をきれいに良くしましょうということでいいんですけども。どこが、誰が、どういう

主体で始まったのか、それを自治会として、各自治会に、推進しているのか。どこが、誰がメイ

ンになっているのか。バラバラなのかそこらをちょっと統一されたのか。お知らせしていただい

たらと思います。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 自治会へのですね、周知につきましては自治会連絡協議会

ですね、これにおきましてですね、町道の草刈、建設デザイン所管の分でございますけれども、

町道の草刈のご協力とか、あと県管理のですね委託業務というのがございますので、自治会に対

して、草刈をしていただいて、対価をお支払いすると、そういったゆだね方、そういうのもあり

ますのでそういったものにつきましてはですね、建設デザイン課の方から、地域の方に周知させ

ていただいて、こういった支援について、ボランティアにつきまして、ご理解いただくための支

援があるというようなことをお知らせしている状況でございます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） それではなくて、それは行政から自治会にいってることだと思うんで

すけど、そうじゃなくてこういった、いろんな各種のボランティアの環境整備とかあるんですけ

ども、これすべてが内子町が初めてやりだしたのか、県から言われてやり出したのか、国土交通

省から言われてやり出したのか、そういったことをちょっと根源を知りたいんです。どんなんで

すかね。ただ、子どもたちの教育にもいいし、地球の環境を守りましょうと機運が高まって、そ

れはいいことだということで、自治体がそのようにとらえて、今言われた課長が管理しながら、

各自治会連絡協議会にお願いしているのか、ではなくて、根本はどこですかということです。 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 高嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 今、下野議員よりご質問のございました、クリーンえひめ運

動なんですけれども、この件につきましては、愛媛県が主体となりまして、愛媛県からの呼びか

けで、町を伝って、各自治会へ呼びかけをさせていただいております。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） それでわかりました。ごみゼロなんかもまたやられてるのか。道路や

河川の環境整備だから、どこからの呼びかけで河川の草刈はしているのか、道路の草刈はどこの

呼びかけでしているのか。そこらはどんなんでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 道路につきましてはもうやはり維持管理をしていく中でで
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すね、道路管理者の方から、こういう支援制度がありますから活用して、ご協力をお願いします

というような形で、地元の方にボランティアをですね、お願いしているというような状況にあり

ます。河川につきましてはですね、当然この河川管理者から、いろんな愛リバー・サポーター制

度ですね、こういった支援事業もあるという中で、この膨大な管理してる河川施設について、ボ

ランティアの協力をお願いしますというようなことで、それぞれが施設を管理してる管理者の方

から、管理者だけで、管理していくのが困難な状況の中で、地域の皆様の協力をいただいて、官

民連携のもとにですね、管理をしていただきたいと、いうようなことで、ボランティアをお願い

してると。いわゆる、その施設の管理者からお願いしているというような状況でございます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 先ほど課長言われた、例えば道路だったらその自治会によって一自治

会が有償にて、請負工事みたいな感じで請負ってやられているところもあると言われたんですが、

それはもう完全にボランティアではないという感じでよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 町内でですね、６自治会ぐらいが、県の委託業務ですね、

これを受託されてやっておりまして、受託されとる額、金額を見ましてもですね。ほぼ対価に見

合うような委託というふうにお聞きしていきますので、一応対価に見合わない労働とかですね、

もう全く無償のお手伝い、これをボランティアと私としては捉えておりますんで、委託をされて

受託された事業については、ちょっとボランティアとは若干差があるのかなという認識です。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） それでわかりました。自治会とか各種そういう自治会じゃなくても、

県から道路の管理を請負って草刈等すれば、それだけの見合った対価をもらってやられてると。

でもそれはボランティアとはしてないということでよろしいんですよね。それはそれに見合った

ボランティアの金額が入ってるけど、そんな極端なお金ではないからボランティアと捉えている

ということでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 県から委託を受けてやってる分についてはですね、道路管

理者からお願いしますというよりも、地域として、そういった労働の対価に対して得たお金でで

すね、自治会の運営の中の費用に加えられたりとか、そういった用途なんかもございまして、自

主的に手を挙げていただいて、いうような形で今、委託されておりますんで、ボランティアとい

うよりは、普通の委託事業といいますか、ボランティアとはちょっと違うかなということで、認

識しております。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 
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○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） ちょっとボランティアと自治会活動の一つの一環というのとはまた違

うかもしれませんけども、そういう町内にはやってるってことがわかりました。なぜ私こういっ

たことをまたしつこくするかいうのは、２番目の質問に入りますけども、国の管理である新谷の

矢落川堤防などは、国土交通省が業者委託して、大型の機械で毎年刈っておられるのは皆さん見

られておると思います。また、県の管理である小田川では先ほどから言っておりますように、河

川だったら９自治体が３回ぐらいやられてるという答弁だと思うんですけども。これは完全なボ

ランティアだと思うんですが、見ていただいたらわかると思うんですけども、もう無理じゃとい

う声をよく聞きます。確かに、今の時期、体はもう大変になってきているし、また草刈り機等は

持ってなければやれないんで、後継者がまたそういった機械も持ってない人も含まれてきます。

となると、今後はもう活動ができないということが起きると思うんですけども、そういった場合

は、もう今は人口が減ってもここからこのエリアが私達の自治会だから言うたら、人数が１０人

でやったってそれからいなくたって８人になったって、やっぱそこは時間を延ばしてでもやられ

てると思うんですよ。でもそうなると午前中で終わってたのが、もう 1日がかりでなってくると

思うんですよね。そういったことを考えると、今後どのように、こういったボランティアといえ

ど、何らかの対策をしないと、もういけなくなると思うんすけども、どういった考えを町長お持

ちでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

〔谷岡祐二建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 只今のご質問にお答えいたします。小田川を含む愛媛県管

理河川の堤防につきましては、堤防の損傷状況の確認を行う堤防点検にあたり、事前準備として

草刈りを県の方においてされております。しかしながら、河川の管理延長、面積も膨大であり、

すべての堤防の草刈りを県で実施することが困難な状況にあることから、地域のボランティア活

動等の協力を得ながら管理しているのが現状でございます。一方で、地域の高齢化等によりまし

て、今後のボランティア活動の継続が難しくなっている状況も把握しており、今後、堤防の草刈

り予算を確保するとともに、愛リバー・サポーター制度などを活用して頂きながら、少しでも草

刈り等のボランティア活動の負担が解消できるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解とご協力をお願いしたいとの回答を県の方から頂いております。町と致しましても地域の声

を十分お聞きしながら状況を十分把握しまして、ボランティア活動を継続して頂けるために必要

となる具体的な支援措置、これにつきまして検討もしまして、愛媛県に要望していきたいと考え

ておりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。以上、答弁とさせていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 分かりました。県にそこまで言っていただいて助かると思います。最

初から言いましたように私もボランティアで草刈をしたり、環境整備するのはやはり、地域の住
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んでいる者としてやはり、子育てに対してもやっぱりそういう親の姿を見せるもいいし、やっぱ

親子クリーン作戦で一緒に、ごみ拾いして環境をよくしましょうというのを教育上もいいことだ

と私は思っております。ですからそれを否定するわけではない。ただ、わかっていただきたいの

は、高齢化で大変なってくるってことだけを十分にわかっていただきたいというふうに。なおさ

ら今言われますように、県の河川の堤防の点検のために、草刈って異常がないかを多分見られて

いることだと思いますので、先ほどの同僚議員言いましたように、河川の氾濫を考えますと、点

検は大変大事なことなので、自分らの安心安全のためにも、それをやっていかなければならない

ことだと思いますので。ただ、どうしてこういう質問するのかというのは、そういったボランティ

アでやりながらちょっと道が外れますけども、自治会に区入りをしてない人もおられるわけです

よね。そういった方は、前も私言いましたけども、区入りの問題、同じ道路を使ったり、同じ河

川で遊んだとしても、区入りをされてない方はボランティアにも参加されない。そういったこと

がありますので、そういったことも、やはりわかって欲しいと住民に。そういった意味で私はこ

の一般質問をさせていただきました。 

続いて、くどい質問になります。内子町議会議員選挙の投票率の結果についてでございます。

これもたびたびの質問なんですけども、今回、同僚議員からもありましたように、投票率は過去

最低の６３．１％だったということですけど、午後６時以降、これは前の答弁だったら６時半か

ら言われたんですかね集計の。そこらを含めて前回の投票率と、後半の８時までの投票率はどう

であったか、答弁いただけたらと思います。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） それでは、選挙管理委員会書記長の立場で、午後６時

以降の投票率についてのご質問にお答えさせていただきます。今回の内子町議会議員選挙におけ

る午後６時から８時までの投票率は２．００％、人数にして２７４名でございました。前回、平

成２９年の選挙では、投票率２．９６％、人数は４３２名でございました。比較をいたしますと、

投票率で０．９６％、人数で１５８名減少いたしております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） この投票率の低下ということですけれども、午後６時以降、こういう

数字になったということですが、やはり、これを８時まで開けていたから、この減少で済んだと

思われておられるでしょうか。もっとこれが６時でやめてしまったら、投票率にものすごい影響

が出ると思われるでしょうか。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 仮定の話になりますけれども、もし、当日６時までと

したならばですね、当日６時までに投票はできる方もいらっしゃったかもしれませんし、また、

それによって、当日投票を諦めた方もいらっしゃるかもしれないというふうに考えております。



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 60 ‐ 

以上でございます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） これは本当わかりませんのでそうだと思います。私もそう思います。 

２番目ですけどコロナ禍で、投票率がさらに低下すると思われているんですが、この前の質問

の中で、投票率向上に向けて、頑張りますと言われていたんですけども、どのような対策を取ら

れましたでしょうか。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） それでは、このご質問も選挙管理委員会書記長の立場

で、コロナ禍での投票率向上の対策についてお答えをさせていただきます。まず、啓発関係につ

きましては、広報３月号におきまして、マスクの着用でありますとか、期日前投票の励行、事前

の宣誓書への記入、また黒鉛筆の持ち込みが可能であることなど、感染予防策をお知らせさせて

いただきました。またホームページにおきましても、４年前の期日前投票や当日の投票状況をお

知らせし、空いている日にち、また時間帯での投票を呼びかけをさせていただきました。また、

投票所におきましては、換気や手指消毒、動線の確保はもちろん、スタッフのフェイスシールド

の着用、１回ずつの鉛筆の消毒、投票者がいない時の会場消毒、投票用紙自動交付機の導入、記

載台の間隔を開けての使用など、考えられる対策を行ったところでございます。このほか、防災

無線での投票の呼びかけや、また当日、ホームページにおきまして投票状況をリアルタイムでお

知らせさせていただいたところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） 先ほどの同僚議員にも答弁されたようなことの内容みたいなんですけ

ども、それはコロナ禍でコロナだからちょっと危惧されて、感染を。それで投票率が減るから、

それが要因で減るから、それに対する対策だったというふうなのが多いんではないかと思うんで

すけども。私別の感覚で言いますと、コロナ禍でですね、投票率が下がったのは、これらも要因

じゃないかなというのがあります。というのは、介護施設とか病院に入院されてる方ですよね。

こういった方は、私も町長選挙の時に入院しておりまして、愛大病院だったんですけど、その時

はちゃんと施設の方から、町長選挙がありますが下野さん選挙されますかと言われて、当然選挙

があったらしますよと言っておりました。そういったやはり、コロナの中でもそういう投票がで

きる立場の人間が、病院に入ってコロナだから、病院から一度出たら、もうなかなか入らせても

らえんので、病院の中でないとやっぱ投票できないですよね。基本的にこういうコロナの場合。

そういった努力はされましたか。そういった把握されてます。入院されてる人の数ですよね。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 
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○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 例えば介護施設でありますとか、病院に入所されてい

る方の実際の数はですね、例えば介護施設でしたら、住所を移動して入らなければいけない介護

施設、またそうでない施設、また病院についても同じでありますので、また特に病院については、

入退院が流動的でありますので、随時の把握というのはできておりません。ただ町内におきまし

ては、これまた内子町の方だけではないですし、内子町の方も、町外の介護施設や病院に入院さ

れてる方もおられますので、一概には言えませんけれども、町内の介護施設、それから医療施設

の定員ベースで言いますと、介護、医療合わせまして５４８名の定員となっております。で、こ

のうち、先ほど下野議員さん言われました通り、その施設内で投票ができます不在者投票の指定

施設になっております施設が定員ベースで３５２名、約６０％の方がですね、希望されれば施設

内で投票ができる、そういったことになっておる現状でございます。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） わかりました。新聞やテレビ等で投票率の低下が言われておりますけ

ども、日本のやっぱ、現状では政治への関心の低下とか、若者の選挙離れが主な原因として挙げ

られているんですけれども、そういった中で先ほどの同僚議員ありましたように、行政や議会の

改革も、やっぱり考えなきゃならないとも言われていますけども。私それ以外にもですね、高齢

化率が上がっていく、年齢がどんどんと高齢化してくるんですから、長生きするんですからいい

んですけども、ただ、こういった表現は悪いかもしれませんけど、高齢化に伴ってやっぱ認知症

も入ってくる方も多いと思いますので、そうなってくると、ご本人の投票の意思の表示ができな

い方もおられるし、それを自宅で見られている方はもう、正直、選挙に連れてくるだけで大変だ

からということで、連れて行かれない方も多いと思いますし、また多くの方がやっぱ老健施設に

入られてくると思いますので、そういった人の数を有権者として捉えていますよね、すべて。で

すから、投票率はこれ高齢化になればなるほど、私は投票率は下がることは、どこでも言われて

ないんですけども、毎年毎年これ高齢化になればなるほど、おのずと投票率は、そういった要因

も多くあるんではないかと思っております。ですから、議会の改革もして、若者の意識を高めて

いかなければならないんですけども、なかなか難しいそういう高齢化も伴うんではないかと思っ

ております。１０代、２０代、やっぱ若者の投票率の要因、低下はものすごくやっぱり影響して

いるのかをお尋ねします。そこまでわかりません、把握できていますか。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 今、下野議員さん言われました通り、確かに若年層、

若い方々、それから高齢者の方々が投票率が低くなっている現状がございます。１０歳代が投票

率にしまして３１．７５％。２０歳代が３７．２１％。それから９０代以上の方が、２６．６６％。

ということで、若年層それから９０代以上の高齢者の方が極端にですね、投票率が下がっている

という状況がございます。その要因まではですね、ちょっと調査はできてないんですけれども、

今、議員さん言われました通り、９０代を超えますと、なかなかその投票する意思疎通ができな

い方、またその家族の方もなかなか連れていけないといった要因もございますでしょうし、また
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１０代の方々につきましては、高校生もおりますけれども、特に今回の選挙につきましては、４

月の初めの段階でしたので、該当者が１０数名、高校生ですね、そういった状況もあります。ま

た、住所を内子町内に置いたまま、大学等に進学されている方もいらっしゃったということで、

短い投票期間の中ではなかなか投票の機会がなかったという方もいらっしゃる。そういったこと

も、投票率低下に繋がっているんじゃないかなというふうに分析いたしているところでございま

す。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） かなり１０代、２０代は少ないんですけどもやはり、人数も少ないと

いう条件が、またそこにあると思うんですけども、そういった中でいくと高齢化された方を結構

もう８０歳ぐらいから過ぎたらかなりの高齢化の人数の方もおられて、その中で行かれてない方

もだんだんと増えてくる。例えば９０歳以上になりますと、２６％ですから、やはりそこらもや

はり投票率の低下に私は繋がっているんじゃないかというふうに感じております。 

最後の３番目の質問ですけども、投票時間を８時までにしても、４年前の町会議員選挙に比べ

て投票率低下は免れなかったのですけども、私はやはり、先ほど選挙管理委員会の書記長さん言

われますように、それだけが原因ではないとは言われますけども、やはり投票率の低下は考えた

中でですね、もう６時にしてもいいと私は思うんですけども、短縮の考えはお変わりありません

でしょうか。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） それでは、只今のご質問も選挙管理委員会書記長の立

場で、お答えをさせていただいたらと思います。今回の選挙では、前回に比べまして、投票率が

５．１９％低下いたしました。先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、投票率低下の

最も大きな要因は、今回、新型コロナウイルス第４波の感染拡大による有権者の出控えにあった

のではないかと認識致しております。時間別の投票率につきましては、午後６時から８時までは

先ほども申しましたとおり、０．９６％減少しておりますけれども、その前の２時間につきまし

ては、前回に比べ、１．５％減少するなど、午後６時以降が特に減少しているものではございま

せん。また、投票率が減少する中、午後６時以降の投票者数の多少に関わらず、８時まで投票者

があるということは、より民意を反映した選挙を行うことにつながっているものと考えておりま

す。公職選挙法では、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合

また、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、定められた時

間の範囲内で、投票所の開閉する時刻を変更することができると規定されてございます。いずれ

の場合も、選挙人の投票を考慮することと、特別の事情があることが条件でございます。経費節

減、あるいは時間の効率化、また大幅な投票率の低下にはつながらないとの見込み、これのみを

もって投票所の閉鎖時刻を繰り上げることは、法の趣旨に照らし難しいと考えております。以上、

答弁とさせていただきます。 
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○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君) 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１２番（下野安彦君） これまでずっとこのことについて皆さんも大変でありますから、早く

投票所を締めて、早く開票して、内子町はもう数字出ているよと。今度また秋までには衆議院の

選挙もあると思うんすけども、もうその時には内子町はもう数字データもう出てますよと。もう

職員は帰る対応できてますよぐらいのことにできるかなと思っておりましたけども、なかなか難

しい方を優先されるということで、わかりました。たびたび質問しましてありがとうございまし

た。 

○議長（菊地幸雄君） ここで１５分間休憩をします。午後３時５０分から再開します。 

 

午後 ３時４０分 休憩 

 

午後 ３時５０分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 只今、時刻は午後３時５０分を過ぎております。一般質問者があと２名おりますので、午後５

時までに終了することは難しいと思われます。内子町議会会議規則第９条第２項の規定により、

会議時間を議事終了時まで延長することを宣告致します。 

次に、関根 律之議員の発言を許します。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） ３番、関根律之です。時間がだいぶ経過しておりますが、町民の声を代

弁して一生懸命一般質問をおこないたいと思いますので、どうか最後まで丁寧にお答えいただき

ますように、よろしくお願い致します。 

それでは、質問通告書に従いまして、一問一答で質問を致します。まず第１に新型コロナウイ

ルスワクチンの６４歳以下の一般接種についてです。先日発行された広報うちこ６月号では、新

型コロナワクチン接種の特集を組み、接種の流れや住民の不安にできるだけ丁寧に応える内容で、

私も大変よかったと思っております。６４歳以下のスケジュールについても説明がされています

が、本日同僚議員からも同様の質問もしておりますけれども、質問通告をしておりますので、重

複するところについては、簡潔にお答えいただければと思いますので、よろしくお願い致します。 

５月３０日の報道によれば、政府方針として６４歳以下の一般接種方法については、６５歳以

上の高齢者へのワクチン接種完了を前提に、優先対象を基礎疾患のある人等としたほかは、自治

体の柔軟な対応を認めるとされています。（１）として、ワクチン接種の優先対象に、学校の教職

員、障がい者施設職員、保育園・幼稚園職員、ワクチン接種に対応する役場職員等のエッセンシャ

ルワーカーを追加できないでしょうか。 

○議長（菊地幸雄君） 関根 律之議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 
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○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今のワクチン接種の優先対象にエッセンシャルワーカーを

追加できないかという質問にお答えをさせていただきます。ご質問の政府方針は、河野太郎規制

改革担当大臣が５月２９日に番組で述べられたことの報道によるものと思われますけれども７月

末までに高齢者が確実に打ち終わると約束すれば独自の優先枠を設けてもらってかまわない」と

述べられております。高齢者接種につきましては、集団接種や医療機関での接種枠を広げていた

だくなどの対応でほぼ７月の接種となる予定でございます。しかしながら遅くなってもかかりつ

け医での医療機関での接種を受けたいという方も一定程度いらっしゃることから、６５歳以上の

高齢者すべての方について７月中の接種完了とはならないと考えています。優先接種は、感染に

よる重症化リスクが高いとされる基礎疾患のある方に接種することで、重症者や死亡者を減らす

こと、またそのことにより医療提供体制を守るために行われます。優先接種対象となる基礎疾患

には、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患などがありますが、慢性の心臓病には高血圧も含み、基礎疾

患に該当する方はかなりの数に上るのではないかと推定をしております。基礎疾患がある方の予

約受付は、年齢ごとの予約受付において基礎疾患のある方と一般の方をわけて受付をするように

年齢別に基礎疾患がある方が早く予約が取れる体制を考えております。また、小学校、中学校の

先生方、ヘルパーさんには、キャンセル時の接種者として登録をお願いしており、キャンセルが

あった場合に連絡を取りまして、接種をしていただくこととしております。以上、答弁とさせて

いただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 政府方針は、７月末までに高齢者接種が完了していることという前提が

あるということで、内子町の場合は、医療機関等で集団接種ではなくて医療機関等で、８月にず

れ込むことも、あるという予測のもとその前提がまずクリアできないんじゃないかということが

ありましたけど、まずその点についてですけど、もうすでに一般接種が始まってるところも、あ

ると聞いてますけれども、すべて高齢者接種が完了しているというふうには、どうも思えないん

ですけれども、もちろんその予約というかそういうものが済んでいる。もう高齢者を希望する方

については、予約が済んでいるという前提はもちろんあろうと思うんですけど、そういったこと

は、他の自治体の例などは、要するに予約が済んでいれば、一般接種というのは始められるので

はないかというふうにも、個人的には思ったりするんですけど、その辺は調べられていますでしょ

うか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 河野太郎規制改革担当大臣が述べられた場合におきましては、

７月中に高齢者の接種が完了する計画ができているということで、そのあとの一般接種について

の質問があったということで、先ほど言いましたように高齢者が確実に打ち終わると約束すれば、
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独自の優先枠を設けても構わないというような答弁がなされたというふうに思っております。内

子町の場合は今、予約状況、当初は８月に接種予約っていう方が非常に多くいらっしゃったんで

すけれども、希望される方については７月の予約の変更を差し替えていただくということで、大

体の方、そういった形で予約の取り直しをさせていただきました。しかしながら、医療機関、個

別接種の枠の関係で、やはり、かかりつけ医の先生で接種をしたいということで、それは８月に

なっても構わないという方もやっぱりいらっしゃるということで、内子町についてはそういった

７月完了は難しい状況になっているということでございます。すべての自治体の状況というのは

把握はしておりませんけれども、そういった人口規模の小さいところとか、接種が早く開始され

た自治体については、そういった７月中の完了というところはあるというふうには認識はしてお

ります。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 他の自治体すべて調べられているわけではないということもわかりまし

たけれども、８月中に希望される方でどうしてもかかりつけ医で受けたいという希望がある方で

８月にずれ込むことは、これは国も認めていることだと思いますし、それは、もちろんいいこと

だと思っているんですね。もっと早めてくださいとかそういうことではなくて、希望される方は

もう７月中に終わるように、本当に職員の方、尽力されていただいているというふうに、本当に

感謝しております。その上でですね、やっぱり予約が完了していれば、一般接種も並行して始め

られるというような状況も出てくるんじゃないかというふうに思うんですけど、それはまだ確定

的には言えないということでそれはわかりました。もし、仮にそういう予約が完了していれば、

一般接種が始められるというような、状況、集団接種ですね、があるとしたら、エッセンシャル

ワーカーというものを優先して、その基礎疾患がある方を優先ってのはそれはわかります。それ

が一番最初。その次に、年齢順ということも書かれてますけど、その年齢順と言っても、例えば

エッセンシャルワーカーの中でも、２０代の方とか、保育士さんで２０代の方とかもいらっしゃ

ると思うんですよね。そういう方が接種が後の方になってしまうというのは、町民の方にとって

も、その保育園を利用される方にとってもやっぱり不安な気持ちというのが残ると思うんですよ

ね。その辺りのことを検討されているのかどうか、お答えいただけますでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 保育園の先生方、平日のキャンセル対応というのは、なかな

か難しいということで登録はさせてもらっておりません。で、学校の先生方、そういった保育園

とか、幼稚園の先生方につきましては、一般接種の集団接種の中で、そういった教職員枠を設け

ることができないかというのは、検討として上げられております。ちょっと時期とかそういった

ところは、まだ未定ではあるんですけども、そういったことも含めて、一般の集団接種について

は、検討して参りたいというふうには考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 
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〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） キャンセル待ちというかキャンセル対応で、保育園の方とか、学校の教

職員の方でも希望されない、難しいという方については登録していないということの対応、よく

わかりましたし、保育園の先生等で、優先接種を検討している段階として検討しているというこ

とは、今の段階で理解しておいてよろしいということでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 集団接種の中で、そういった小学校、中学校の教職員、それ

から幼稚園の教諭、保育園の保育士さん等については、集団接種の中で別枠を設けることができ

ないかということで今検討中ということでございます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） あとエッセンシャルワーカーの定義もいろいろあると思うんですけど、

私がこの通告書で書いている障害者施設の職員、それから役場のワクチン接種に対応する職員っ

ていうのも当日集団接種の会場なんかで案内したりとか、接触する機会なんかもあるんじゃない

かと思うんですけど、そういう方も、やっぱり優先接種の対象、エッセンシャルワーカーに含ま

れるんじゃないかと思いますけど、この２点、検討されているのかどうか、お答えいただけます

か。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 障害者施設職員につきましては、障害者施設の入所者の接種

とあわせて、職員にも接種を行っております。もうほぼ、すべての町内の施設、２回目接種も完

了しているんじゃないかなというふうに思っております。それから、集団接種に関わる役場職員

の接種につきましては、屋外等の直接関わりのない職員は別としまして施設会場内で受付とか、

予診票のチェック、それから案内誘導等を行う職員につきましては、現在接種を行っている最中

でございます。１回目はすべての職員、接種を受けまして、今２回目を進めているところでござ

います。一般接種につきましても少し職員の枠を広げたいということで、今後ちょっとまだこれ

は計画段階であるんですけども、職員の枠を広げて対象になった方には、また接種を行う必要が

あるというふうに考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 今のお話よくわかりました。そういう障害者施設はもう済んでるという

ことであったり、職員の方についても枠を広げることも検討してるということで、そういうこと

は、必要な方には、役場の職員の方も、早めに接種していただくということは、町民も理解いた

だけると思いますので、ぜひともそのように進めていただければと思います。 

２番目に行きます。福島県南相馬市では高齢者接種で、集団接種の日時を地区ごとに指定し、
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変更希望のみ電話で受付をしたとされています。優先接種対象以外の一般町民には、接種を円滑

に進めるため集団接種を基本とし、５から１０歳ごとの高齢順に接種日時をあらかじめ町が指定

し、変更希望のみ電話等で受付けるようにしてはいかがでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） ワクチン接種につきましては、それぞれの地域で状況が異な

ることから、市町村の判断により接種計画を立てることとされておりまして、内子町では、個別

接種と集団接種で実施するように計画をしております。集団接種は、接種会場に医療スタッフを

集めることが必要になりますけれども、医師、看護師等につきましては、診療所等での勤務があ

るため、集団接種は診療のない日曜日に行うこととしまして、平日は診療所等での個別接種を行

うよう進めています。これから新たな接種体制を構築することは、医療スタッフ、運営スタッフ

の確保、会場設営、運営について、関係機関との調整など多大な準備期間を必要とすることから、

現在の接種体制で進めていくことで、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。以上、

答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 今の答弁で前半部分はよくわかるんですけども、混乱を招くのでやり方

は変えない方がいいだろうと。日曜日集団接種、それから平日は医療機関と分けてるということ

もよくわかりました。ただこの日時を指定するということは、例えば、これは高齢者接種でそう

いうことができたら、多くの自治体でも混乱が少なかったんではないかと思うんですけど、内子

町でも、本当にご苦労されたと思うんですけれども、日時を指定して、接種をすれば、より円滑

に進むのではないかというふうにも、これはニュース等でも報道されていますし、そのように町

民が考えられる方もおられると思うので、もう少しその辺、なぜできないかを丁寧にお答えいた

だけるとありがたいんですけど。予約を受け付けるではなくて、日時を町側で指定する。そのこ

とが難しいのかどうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 日時を指定するっていうのが例えば、地域ごとにっていうこ

とかなと、全体的にっていうことでよろしいでしょうか。年齢ごとに、日時を指定するというこ

とで、その日に例えば仕事とかいろんな用事でできなかった場合は、かなり遅くなってくる可能

性があるというふうに思われます。それと先に例えば基礎疾患がある方などについて、それも日

時を指定しておくということについても、ちょっと対象者がはっきり読めないというところが実

際ありますので、その割り振りの配分がなかなか難しいというような状況はございます。個別接

種っていう方法をとっておりますので、集団接種だけでやるんであれば、ある程度、そういった

日時を指定して短期間で何回も毎日に近い形で集団接種が行われて、日時を指定するということ

であれば、ある程度のご理解はいただけるんじゃないかなというふうに思うんですけども、日曜
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日ごとで、個別接種と別に集団接種を日曜日ごとで、年齢で分けて計画をしますと３週間後には

２回目接種がありますので、それを含めますとかなりな期間が必要になってくるというふうに考

えております。内子町は集団接種と個別接種併用ということもありますので、そういった日時を

指定してっていうのが、少し計画的に難しいということでご理解をいただければというふうに

思っております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 状況はわかりました。円滑にすればいいんですけれども、基礎疾患のあ

る方というのは、基本かかりつけ医で打っていただくというのが基本だということもよくわかり

ますし、そうすると、平日は医療機関、集団接種は日曜日のみとなると、現役世代の方は勤めに

出られている方も多いと思うので、何か日曜日を希望する方が、多いんではないかというふうに

も、平日にはなかなか分散しないで、休日、日曜日に多くなってしまうんじゃないかというふう

にも思うんですけども。日時を指定してというのは、何もどこの自治体もみんなそういうことは、

少しは検討されていると思いますので、そういうことも、他の自治体の例とかそういうものを研

究していただいて、基本的には、町のワクチン接種の方針は、信頼しておりますので、町民の方

に円滑に接種が進むようにやっていただければというふうに思います。 

次に移ります。障がい者タクシー利用助成事業（案）の対象者拡大についてです。障がい者タ

クシー利用助成事業については、愛媛県社会保障推進協議会により毎年実施されている、社会保

障に関する自治体アンケートに基づく自治体への要請項目の一つに挙げられ、私も昨年１２月議

会の一般質問で取り上げました。内子町では、これまで本事業は実施されていませんでしたが、

県内では半数以上の市町で実施されております。本議会で議会に新規事業として承認を求められ

ている本事業は、目的を「障がい者の社会参加の促進と在宅福祉の増進に寄与」するもとのし、

対象者を在宅の身体障害者手帳１・２級の方４５３人、療育手帳Ａ・Ｂ１５３人、精神障がい者

保険福祉手帳１・２級８２人、合計６８８人としていますが、利用者の見込み数は大幅に少ない

４０人、年間予算４８万円とされています。障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を享

受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための

個別の調整や変更を行う「合理的配慮」の提供義務が、障害者差別解消法などにより事業者に課

されております。本事業案は障がい者でタクシーを利用できる対象者がかなり限定されており、

事業の目的である障がい者の社会参加を促進するには、不十分な内容だと思います。（１）として、

対象者を身体障がい者３級まで拡充できないでしょうか。その場合、利用想定される人数、予算

の目安はどのくらいでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） まず身体障害者手帳３級をお持ちの方は、１１６名いらっしゃ

います。今回のタクシー利用助成事業は、障がいをお持ちの方が、経済的な問題、家庭の環境の

問題などによって、家庭にひきこもりがちとなる方の外出を支援するために創設するものでござ



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 69 - 

います。対象となりますのは、非課税世帯など主に低所得で、自家用車を所有していない方、身

体障害者手帳１級、２級をお持ちの方などとしておりまして、近隣の市町と条件を合わせて設定

しております。対象要件につきましては、内子町では今年度スタートということではあるんです

けど、今後、県内の状況等も踏まえて、検討をしていきたいというふうに考えております。助成

チケットにつきましては、お１人年間１万２，０００円ということで、助成をするようしており

ます。先ほどの３級をお持ちの方１１６名ということで、その方すべて対象にいたしますと、１

３９万２，０００円というような助成金となります。以上答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） ３級の方、１１６名ということですが、１３９万円、もし３級の方を対

象にした場合ということをお答えいただきました。私これ全協でも質問したんですけども、身体

障害者等級表によると、肢体不自由という区分の体幹、これの２級の基準というのが、体幹の機

能障がいにより座位または起立位を保つことが困難なもの。また、立ち上がることが困難なもの

とあります。つまり、そもそもこの区分では、体幹ですね、２級の方はタクシーに乗ることが、

かなり難しいのではないでしょうか。県内でも、先ほど近隣自治体で同様の条件ということをおっ

しゃいましたが、大洲市は同じ条件だということを全協でも説明いただきました。ただ、東温市、

伊予市、砥部町、同事業の対象者を身体障がい者３級までとしています。改めて他市町の先進事

例に倣って、身障者３級までとすることはできませんでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 身体障がい者の１級、２級の方につきましては、例えば視覚

障がいでありますですとか、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、そういった方も含まれておりま

す。上肢機能全廃の方とか両下肢機能全廃の方とかについては、ある程度座位は保持できるかな

というふうには考えておりますが、上下肢機能全廃の方については、身体の保持は難しいという

ふうに考えております。こういった方につきましては、障がい者の移送サービス等もありますの

で、そういったことも含めてご利用を検討していただいたらというふうに思っております。で、

見直しにつきましては、先ほどの答弁で言いましたように、当初、近隣の市町に合わせてスター

トさせていただくということで計画をしておりますけれども、利用者のご意見とか、近隣の状況

も踏まえて、今後、内容については、検討を進めて参りたいというふうには考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） だから制度変更してやり直すということも、なかなか難しいということ

もわかりますし、今答弁いただきました、その利用者の意見等、聞きながら、また検討を進めて

見直しも検討していきたいという答弁いただきましたので、その点については、了解いたしまし

た。ただ肢体不自由の体幹で、立位、座っていることが難しい方というのが２級に含まれるとい

うことですけれども、その部分のみですね、肢体不自由の体幹のみ、３級を認めるという基準を
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設けている自治体もあるようですので、私がちらっと調べた限りでは。そういうことも検討に、

していただいてもいいのかなと思います。 

次に、（２）として、対象者の利用者、介護者が自家用車を所有している場合の除外規定をなく

せないでしょうか。その場合の利用想定人数、予算の目安はいかがでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 障がい者タクシー利用助成事業につきましては、自家用車を

所有していることである程度の外出の機会は得られていると考えておりまして、近隣自治体との

条件等も考慮して、現在の計画では除外規定を設けております。ただ近年、自家用車所有という

条件を外している自治体もありまして、申請の状況とか、障がい者のご意見、他の自治体の状況

を見ながら、必要なものについては見直しを行っていきたいというふうに考えております。自家

用車を所有している対象者の数は把握できておりませんけれども、障がいによる軽自動車税、自

動車税の減免申請件数は約１７０件となっておりまして、これが申請対象等考えますと、１７０

件の年間１万２，０００円ということで、２０４万円というような予算規模になります。以上で

答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 介護者ですよね、ご自分で運転されるという障がい者でという方はなか

なかこのカテゴリー区分で少ないと思うんですけど、介護者である家族が車を所有していたらだ

めっていうのは、やはり厳しすぎると思うんですよね。障がい者においても、自分の意思で移動

できる移動の自立というものが確保されることが大事なことだと思います。介護になる家族など

にも仕事や生活があります。障がい者が自分の意思で自らの力で移動できるために、月に１回、

各種利用が保障される。こうした仕組みを町として作っていくことは、必要なことではないでしょ

うか。実際、介護者の所有する自家用車がある場合、その除外規定を設けていない自治体ってい

うのは、私が見る限りそちらの方が多いんではないかと思いますけど。先ほどの３市町に加えて、

宇和島市、四国中央市、松山市、今治市などは、多くの市町でこうした車を持っていたら、利用

できないという、そういった除外規定を設けてないと思うんですね。なかなかすぐに、今回、制

度変更するのは難しいと思いますけども、やはりこの辺りもですね、障がい者の方の意見を丁寧

に酌み取っていただいて、再検討していただければと思うんですけれども、再度、答弁いただけ

ますか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 介助者の自家用車所有ということで、ある程度、障がいをお

持ちの方の外出の機会は、得られているというようなことで制度設計はさせてもらっておりまし

た。ただ今、関根議員さんおっしゃられた通り、そういった要件を外している自治体も多くあり

ますので、障害者のご意見、家族の方のご意見等も踏まえて、他の自治体とのバランスも考えな
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がら、今後、必要なものについては見直しを行っていきたいというふうに考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 先ほど１７０件２０４万円というふうにお答えいただいたと思うんです

けど、２００万円、障がい者のタクシー補助で、これ決して他のいろんな補助と比べても高い金

額ではないと思うんですよね。対象者４０人だけで、見込みですけど、４８万っていうのは、あ

まりにもやはり少ないというふうに思います。ぜひその拡充を今後検討していただければと思う

んですけども。予算規模２００万円ということですけれども、一つ、事例をちょっと紹介したい

と思いますけど、８０５０問題っていうこと、皆さん、多くの方ご存知だと思うんですけれども。

８０代の親が５０代の引きこもりの子どもの世話をするという、そういった問題の対応が、全国

で、自治体でも課題となっています。障がい者においてもですね、これ町内の事例ですけれども、

８０代の親が、５０代の子どもの世話をしていて、障がい者就労支援施設への送迎などをしてい

たんですけども、高齢で運転ができなくなったと。世話がこれ以上できなくなったっていう事例

を私聞きまして、今後、世話ができなくなった親に代わる、障がい者支援の受け皿を準備するこ

とも課題になっていくと思います。障がいの程度が重くならないうちに、できるだけ社会参加を

促進し、自立した生活を支えるためにも、こうしたタクシー利用助成の対象者を広げるというこ

とは大事なことだと思うんですけれども、予算２００万程度という試算を出していただきました。

最後に町長、答弁いただきたいんですけれども、お願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） 先ほど担当課長の方からも答弁させていただいております。また申請

者の状況ですとかですね、そういったところも加味してまた近隣市町の状況とかも加味しながら、

検討させてください。よろしくお願いします。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） ぜひ、障がい者の意見も聞きながら、前向きに検討していただければと

いうふうに思います。 

次に移ります。３番目として、新型コロナの感染対策期での公共施設の利用制限についてです。

県内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、県独自の最大警戒レベル、感染対策期と

して、４月８日から５月３１日まで県民に対して不要不急の外出を控える等の要請がされました。

内子町では自治センターなどの施設や都市公園、図書館、児童館など多くの施設が利用できなく

なりましたが、施設を一律に休止するのではなく、感染防止対策をとりながら公共施設の本来の

役割を果たすための方法を模索し、内子町独自の判断ができたのではと考えます。５月の緊急事

態宣言下の東京都内の自治体では、感染防止対策を取りながら一定の条件をつけて公共施設の利

用を可能とした自治体があります。（１）自治センター等の公共施設の利用にあたっては、部屋の

面積に応じた利用人数、利用時間制限などの条件をつけて、利用を可能にするような方法が取れ
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なかったのでしょうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 只今の質問にお答えいたします。愛媛県は、４月８日から

４月２１日までを感染警戒期から感染対策期に移行し、この２週間は最大限の警戒と協力を呼び

かけました。これを受けまして、内子町におきましても新型コロナウイルス感染拡大対策会議を

開き、公共施設や観光施設の休館を決定いたしました。このことは利用者の安全と感染拡大回避

を最優先にした上での判断でございます。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることになり

ましたが、皆様のご理解とご協力をいただきました事が、感染拡大の回避に繋がっているものと

考えております。また、この時期はタイトなスケジュールの中で、ワクチン接種に向けての事務

作業も始まっており、万が一にもクラスターなどが発生した場合は、ワクチン接種計画にも大き

な影響を与えることもあり、休館といった措置を取らせていただきました。なお、感染対策期に

移行するまでの間は、定員の半数以下での利用、規模縮小や短時間での利用など、できる限りの

感染対策の協力をいただきながら施設利用をしていただいております。県内や近隣市町の感染状

況を把握しながら、施設利用につきましては、今後とも慎重に検討してまいりたいと考えており

ます。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 町民の安全を最優先ということはよくわかるんですけれども、一方で、

やっぱり、公共施設が使えないというのは、一定の権利の制限になるわけですから、これは非常

に重い判断になると思うんですね。それについて、私は安全を最優先とかっていう抽象的な言葉

だけでは、これはすべての町民が完全に納得していただけるものではないというふうに思います。

実際、緊急事態宣言下の東京などで、公共施設を利用できているっていうところがホームページ

を見れば、そういうところもあるっていうのが調べれば、全部ではないですけどわかるところも

あるんですけれども、私これ後でしっかりと検証すべきだと思います。今後また、第５波、第６

波っていうのも起き得るわけですから。そうした時に、どういう状況になったら公共施設をどの

程度、制限するのか、利用制限するのか。他の自治体ではこうやった。開放したところもある。

それによって、成功した失敗したってとこあるかもしれない。そういうのをきちっと検証してい

くということが私、大切だと思うんですけれども。その検証するためには、もちろん町の担当の

方はよくわかってらっしゃるんでしょうけども、今回５月３１日でしたか、施設の利用状況の変

更なりましたってことで更新されてますけども、それ以前の状況というのが更新されたことに

よって、ホームページ上で見られなくなっているんですね。これ町民がどうだったのかって後で

ね、見る時に、そういう情報がないっていうのは、私これはよくないことだと思いますよ。今回、

他の東京の自治体でどうやったのかっていうのを、６月になってから５月の状況とか見られるよ

うにしてるところ、すべてではないですけどね。そういうところありますよちゃんと。ホームペー

ジ上でちゃんと利用制限をしたっていう事実はちゃんと見られるようにしておく、情報公開とい
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うことが、私これ大事なことだと思うんですけども。いかがでしょうか。答弁いただけますか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 施設の利用状況のホームページにつきましては保健福祉課で

担当させてもらっております。利用状況について今最新の情報を載せたいということで、古い情

報をちょっと見えなくなるような形に今しております。これは見られた方が、一つの情報、古い

情報だけ見て、今使えるっていうような誤った判断をされる可能性もあるというようなことで、

削除させていただいておりました。そこをもう少しお尻を決めてというか何日までということで、

丁寧に広報すればよかったのかもしれないですけれども、少し時間的余裕というか、そういった

ことができなかったということで、新しい情報だけ掲載するという形で、ちょっと対応をさせて

もらっております。そういった対応で今の現在は処理を進めているということでございます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） いろいろ激務の中で、町民の混乱を招かないようにという判断もあった

んだということを答弁いただきましたけど、そういうところもわからなくはないところもありま

すが、やはり今のご時世、情報公開ということは大切ですので、他の自治体でもちゃんと公開し

ているところがあって、混乱するかもしれないということがあったにせよ、やはり利用を制限し

たという事実が、あとで町民が検証できるように、そこは情報をしっかりと出していただくとい

うことを前向きに検討していただきたいというふうに思います。 

次に移ります。特に２番目として、子どもたちにとって、土日祝日の屋外での居場所となる都

市公園が使用禁止になり、外で遊べないことによる、運動不足やストレスによる悪影響が心配さ

れます。都市公園については、グループでの飲食は控えてもらうようお願いするなど、感染防止

対策の看板を設置するなどの工夫をして、少なくとも子どもと保護者が利用できるようにできな

かったのでしょうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 内子運動公園や龍王公園などの都市公園につきましては、

遊具の数も多く、利用者の方も、不特定多数の方が利用されることが予想されておりました。先

ほどの公共施設の利用についての答弁と重複しますが、利用者の安全と感染拡大回避を最優先し

たうえでの判断で利用休止とさせていただいております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 安全安心ということなんですけれども、これだけコロナの自粛生活が１

年以上に渡って続いて、もう本当に社会的にも、コロナ禍の自粛生活が長期化していることでコ

ロナうつと言われるような症状に苦しむ人が増えてるというふうにも聞いております。子どもに
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とっても、特に土日祝日などで公園も閉鎖されて行くところがない。特に未就学児の親御さん、

特に女性であるとか、その子育てを担うことが多くなりがちな、そういう女性に負担も多くかか

るんですよね。居場所がない、行くところがないっていうこと。このことを安全安心ということ

だけではなくて、しっかりと私は考えていただきたいと思うんですけれども。公園で人が多けれ

ば保護者の判断で、別の場所に移ったりとか、変えることできますよ。実際、東京都の世田谷区

では、緊急事態宣言下の５月でも、利用を禁止していません。お酒飲んだり、宴会などは自粛し

てくださいねと、そういうお願いはしています。看板を出したりしてます。それでも、やはりそ

ういう自粛生活が長期化していることの影響も考えて、やはり子どもをみる親、その人たちがやっ

ぱりストレス発散したり、伸び伸びとある程度、外の空気が屋内ではない、屋外施設で、そうい

うことをやっぱり考えるべきであると思うんですけれども。改めて、公園の屋外での公園の施設

利用ができないのか、できなかったのか。お答えいただけますか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 都市公園、大きな公園につきましては、利用休止という形

をとらせていただきましたけれども、地域による児童公園や、規模の小さな遊具が設置されてい

る公園につきましては、利用を休止にしておりませんので、遊具が少なくて、あまり子どもたち

も面白くないかもしれませんけれども、そういった場合には地域にある小さな規模の公園も視野

に入れて、今後活用していただければというふうに考えております。感染防止対策として、密も

回避できるので、ご検討いただけたらというふうに思っております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 次に移ります。（３）として、図書館は、コロナ禍で自宅で過ごす時間が

長い時だからこそ、本を利用していただけるような積極的な取り組みが期待されると思います。

館の利用人数や時間制限などの対策を施しながら、特に子どもたちへの本の貸し出しはできな

かったのでしょうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 内子町図書情報館をはじめ五十崎自治センター、小田自治

センターの図書室の利用につきましては、４月１５日から５月１９日までの約１か月を臨時休館

とさせていただきました。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、感染対策期に移行

し、県内においても感染者数が減らない状況の中での判断でございました。５月２０日から５月

３１日までの間は、電話予約による貸し出しを行い、１００件の貸出を行うことができました。

図書館、図書室の利用につきましては議員ご指摘のとおり、読書は不要不急の外出を控え、自宅

における有効な時間の使い方と考えます。今回の電話予約の貸出につきましては、若干、出遅れ

た感もありますが、今後は、感染拡大の状況を把握しながらにはなりますけれども、電話予約や、

利用者を限定しての貸出など、出来るだけ本の貸出業務ができるよう対処してまいりたいと考え
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ております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 図書館ですけれども、東京都板橋区では、５月緊急事態宣言ですけど、

５月でも書架から本を選んで借りることができました。閲覧席やインターネット利用などそう

いったことはできなくしてましたけど、これも６月１日からは再開してます。緊急事態宣言下で

すよ。６月２０日まで。内子町は閲覧席の利用できなかったですかね。６月１日から。そういっ

た他の自治体でどうだったのか。そういうこともこれから検証していただきたいと思うんです。

まん延防止等重点措置ですか。愛媛県、特に松山市で、そういった宣言というか対策がとられ、

県内でも感染対策期ということだったんですけれども、私はこの公共施設全体の利用制限につい

ては、他の県外の自治体と比べてもちょっと、これは厳しすぎたんではないかというふうに思っ

ているんですけども、最後に町長、今後のことも含めてですね。公共施設の利用について、どう

お考えか。今後のことも含めてお答えいただきたいんですけども、お願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） コロナ感染、これが本当に県内でも大きな猛威を振るっているという

ような状況からですね、本当に県民一体になってですね、この感染拡大を止めていこうというこ

とで、当町におきましても、感染者が出るなどをそういう状況にもありましたけれども、何とし

てもそれぞれの町でですね、一生懸命感染防止に努めていくというようなことで、今回の措置に

ついても、いろんな人の移動というのはどうしてもありますので、そういったことのリスクも下

げていこうというようなことで、それぞれ対応させていただきました。町民の皆様にはですね、

先ほど来言われてますように非常にご不便もおかけしたかと思います。でも、そういった取り組

みによってですね、何とか今落ち着いた状況になってきているというのもあるんだろうというふ

うに思っておりますので、そういったことを総合的に考えながら今後、そういう状況にならない

ことを祈りますけれども、いろんなことを総合的に考えながら、その時々で制限する内容といい

ますか、そういうものについても検討はその時々でしていきたいというふうに考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 町民の安心のため、安全のためということはわかるんですけれども、一

方で、そのお店は開いていたわけですし、時短ということがあったにしても、お酒を飲むことも

できたし、会食４人までの会食はできました。あとスポーツジム、スイミングクラブなんかも開

いていました。そういった中で、無料で利用できる学校の校庭は利用できない。図書館は利用で

きない。都市公園は利用できない。そういうお金がない人達、弱い人たちに、しわ寄せが行きが

ちな状況だったんだろうというふうに思います。ですから、その安心安全ということはもちろん

ですけれども、そういうことも踏まえて、東京都の自治体などは、公共施設を開放しで感染対策

をもちろんしながらですけども、そういうことをやってるところもあるわけですから、ぜひとも



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 76 ‐ 

そういったことを今後、今回のことを検証して、次回に生かしていただきたいというふうに思い

ます。 

次に移ります。４番目として、ごみ削減のための生ごみリサイクル推進についてです。内子町

のごみ受け入れ総量及び、１人１日当たりのごみ排出量は、２０１７年から２０１９年の３ヵ年

で増加傾向にあります。ごみ排出量を削減する取り組みの一つとして、生ごみの再資源化があり

ますが、内子町が生ごみを収集しているのは、内子自治センター及び内子東自治センター管内の

住宅が集中している地域に限られます。（１）として、ごみの排出量削減及びごみ処理費用の削減

のためには、可燃ごみに占める生ごみの割合を減らすことが有効とし、長野県須坂市などでは、

「生ごみ出しません、紙可燃ごみ袋」を無料配布する取り組みがあります。内子町でも取り組み

を検討できないでしょうか。 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 高嶋環境政策室長。 

〔高嶋由久子環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 只今の関根議員のご質問に、お答えさせていただきます。可

燃ごみに占める生ごみの割合を減らすことは、ごみの減量化を進めるうえで、大変重要な取り組

みと捉えております。内子町におきましても環境基本計画やバイオマスタウン構想の中で資源循

環社会の構築を目指してこれまでも取り組みを行ってまいりました。今回、ご提案いただきまし

た長野県の須坂市では、可燃ごみに占める割合が６割を占めております。各家庭での生ごみの処

理をたい肥化するなど、肥化処理に取り組みことによって、可燃ごみとしての排出量を削減する

ことを目的として、生ごみ出しません宣言をおこなわれた世帯に対して、年間６０万円の袋を無

料配布するという取り組みをおこなっておられます。この長野県の須坂市におきましては、生ご

み分別収取を行われていない自治体での取り組みでございます。内子町では、このごみの減量化

を図るとともに資源循環を目指す観点から、できるだけ生ごみは、コンポストなどで堆肥化して

いただくようにこれまでもお願いしてまいりました。しかし、家の裏に畑などがないなど、コン

ポストを設置することが困難な市街地などを対象に生ごみ分別収集を行い、愛媛たいき堆肥セン

ターにて堆肥化をはかっております。こういった現状におきまして、内子町で生ごみの分別収集

を行っていない区域に対して、「生ごみ出しません」宣言袋を無料配布することは、ただいま生ご

み分別収集をおこなっております地域との整合性を図る観点から課題があると考えております。

内子町におきましては、生ごみの分別収集のことを考えるとともに、食品ロスの削減など、まず

は「生ごみを出さない」生活スタイルを見直すことに向けた啓発活動などに取り組んでまいりた

いと考えております。また、家庭での生ごみ処理につきまして、「内子町生ごみ処理容器設置補助

制度」などもございますので、改めまして、こちらの制度につきましても周知徹底等はかってま

いりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 生ごみの減量化が大切ということは、もうよく認識されてるということ

で、様々な課題がありながらも、取り組んでいただけるものと、信じております。 
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次にも関連するので、次に行きたいと思います。（２）として、旧五十崎町地域、旧小田町地域

では、生ごみの収集をしておらず、可燃ごみは週２回の回収。一方、旧内子町の住宅が集中する

地域では、生ごみを週２回回収し、可燃ごみは週１回のみの回収となっています。生ごみを分別、

リサイクルする努力をしている地域の住民にとって、町内の地域により、可燃ごみの回収方法に

違いがあることは、不公平感があるのではと思います。生ごみの回収をしていない、主に住宅が

集中する地域での回収を検討できないでしょうか。 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 高嶋環境政策室長。 

〔高嶋由久子環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（高嶋由久子君） 旧内子地域におきましては、合併前の平成１５年から一部市

街地におきまして生ごみ分別収集を開始し、可燃ごみの排出量削減や、分別収集した生ごみにお

いて堆肥化など、資源循環に一定の成果をあげてまいりました。ご質問にあります分別収集の対

象世帯につきましては、バイオマスタウン構想の中でも５割程度に拡大するということを目標と

して掲げており、今後検討していかなければならない課題と認識しております。しかしながら、

収集運搬にかかる体制の見直しや人員、また収集後のたい肥化に向けてのたい肥センターとの協

議、それらにかかる経費などの増加といったもろもろの検証しなければならない課題も多く抱え

ております。また、内子町の可燃ごみの内訳は、生ごみが２６％、紙・布・プラスチック類が占

める割合が６０％と、紙・プラスチック類の比率が高くなってまいっております。焼却におきま

しては、安定した燃焼管理の観点から炉内の温度を一定程度に保つ必要がございます。カロリー

の高い紙類や、プラスチック類の燃焼による温度上昇を抑制するために、一方で生ごみにおける

水分が必要とされる側面もございます。また、先般、プラスチックごみのリサイクル強化と、排

出削減に向けた「プラスチック資源循環促進法」が成立し、今後、自治体におきましてもプラス

チックごみの分別収集に取り組んでいくことを強化されることが求められてまいります。内子町

におきましても、生ごみの分別収集区域の拡大と合わせて、プラスチックごみの分別収集につい

ても取り組みを進めていく必要があると考えております。収集運搬体制や施設管理を含めた総合

的・長期的な観点から検討を進めるとともに、ごみの削減において、一番の対策は「ごみを出さ

ないこと」でございます。５Ｒ推進によるごみ排出量の削減に向けた取り組みを今後も進めてま

いりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。生ごみの収集地域

の拡大についても検討していくと。プラスチックゴミの分別、リサイクルというのも法制化され

るような報道が、そういう方向になっているということで、総合的に、ごみの削減というのをど

うしていくのか、本当に町の方には、頭を悩ませる問題だと思います。ぜひですね、町民にもっ

とごみの削減について協力をお願いして、参加意識を持てるように、インセンティブを与えると

か、これだけごみが削減できましたよと。町民が一緒に頑張れるような、そういう仕組みを作っ

ていっていただきたいというふうに思います。 
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次に移ります。自治会への町行政の関与についてです。時間がなくなってきましたので、あま

り詳しくはやれないんですが、今、各自治会で進行しています新地域づくり計画１０ヵ年計画策

定の期限は、新型コロナの感染状況を鑑みて、１年延期するべきではないかと考えますが、その

点いかがでしょうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 地域づくり計画書の策定を１年延期すべきではないかとい

うご質問ですけれども、令和４年度から１０年間の地域づくり計画書の策定につきましては、町

内４１の全ての自治会で今年度中の策定をお願いしているところでございます。ご質問のとおり、

コロナ禍でなかなか、会が開きにくい状況にある事とは思いますが、このような状況の中で部会

ごとに少人数での会に分けて計画してみるとか、それぞれの自治会で出来ること、出来るように、

工夫しながら協議して計画書の策定に取り組んでいただきたいと考えております。ほとんどの自

治会がこれから本格的に計画書策定に向けて取り組んでいただいているところだと思いますが、

全自治会、足並みをそろえた形で、今年度中の策定をお願い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。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 時間がなくなってきましたので、ちょっと急がないといけないんですが、

６月になって発行されたばかりの東自治センターだよりっていうのがあるんですけど、地域と自

治会の将来を考えると題して、計画策定の意義について語られ、最後に計画書は今年度中に策定

を完了しなければなりませんと記されているんです。自治会活動住民主体の活動であるにもかか

わらず、こういった策定を完了しなければなりませんとまで書くというのは、ちょっと上から押

し付けるような言い方をしてることに驚くんですけれども、今年度中に計画策定をしなければな

らないというふうに、住民に思わせるような、このコロナ禍の中で、人と人が十分に会話できな

い、会うことができない、そういう中で、私は強硬に進めているように感じるんです。立川自治

会のこの計画策定資料の最後に、計画策定にあたってのお願いと題してとても印象深い文章が載

せられていますので、ここで紹介したいと思います。自治会は、各区から選ばれた人たちが執行

部を編成し、企画し、実施へと流れることから、事業自体が固定化してしまいます。さらには、

それぞれの専門部を担う役員さんが、２年交代の輪番制。私は一度やったからやりません、他の

人にやらせてください。普段は元気な人が、役職をお願いすると、病弱が要因でできませんがい

つもの会話です。地域住民組織の難しい部分です。この困難に立ち向かうのも、まずは集まるこ

と、顔を合わすこと、会話することが始まりですから、いろんな集まりへの実施へ挑戦してくだ

さいとなっています。私は計画策定にあたって、今の自治会の実情とやるべきことがよく表現さ

れていると思います。町長にお伺いします。私は、地域づくり計画は、計画策定作業を行う中で、

多くの地域住民が関わり、地域の将来を考え、話し合う過程こそが大事だと思います。ようやく

高齢者へのワクチン接種が始まったところですが、コロナ禍が終わらず人が集まり、話し合うこ
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とがこれほど難しい今、それでも計画書策定作業を進めていくことが必要なことなんでしょうか。

お答えください。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） コロナ禍で、なかなか人が集まりにくいという状況にあるということ

は、重々理解はしております。ただいろんな集まるその具合でありますけど、それはそれぞれの

自治会の中で、工夫もしていただきながら計画書自体の煮詰めを全員あるいは、小さな集まりと

か、工夫をしていただきながらやっていただければ、私はできるのではないかと思っております。

そういう意味で、切れるわけですので本年で。ですので、次年度からの一つの指針にもなるもの

が必要にもなって参りますので、その点についてはですね、大変な状況であるというのは重々わ

かりますけれども工夫もしていただきながら、策定をお願いをしたいというふうに思っておりま

す。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 私は町長から答弁いただきましたけど、なかなか納得することは難しい

です。やっぱり話し合うそういう過程こそがやっぱり大事だと思います。それでもやれなくはな

いと思います。自治会の役員の方、一生懸命やってますし、アンケートもとるということで、や

れる方法でやるんだと思いますけれども、自治会活動と行政との関わり方、この点も本来、もう

ちょっと私も質問したかったんですが、しっかりとこれから考えて、また問題提起もしていきた

いと思います。 

２番目、最後の質問になりますけれども、町道の草刈業務を町が発注して、業者委託をする際

の基準はどのようになってますでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

〔谷岡祐二建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 只今のご質問にお答えいたします。町道の草刈りにつきま

しては、地元自治会の多大なご理解とご協力のもと、町道維持管理対策補助金を活用しながら、

自治会が主体となって実施して頂いている状況でございますので、町道の草刈りに限定しての業

者委託の発注は行っておりません。 従いまして、業者委託に関する基準について特に定めたもの

はございません。そのような中で、自治会で対応できないような特に緊急を要する草刈り案件が

発生した場合には、別途、町内を１１エリアに分けて町道の年間維持管理業務を発注しています

ので、その業務において臨機応変に対応する事としています。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） 先ほど同僚議員からもありましたけれども、やっぱりその高齢化の進行

などで、今までやれていた草刈などの自分たちの地域の維持管理する、そういったことができな



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 80 ‐ 

くなっている。非常に難しくなってるっていうところが、いろんなところであるということは認

識されてるんだと思います。なのでご相談くださいということでしたので、ちょっともう時間が

なくなって参りましたので、また、個別そういったことについても、お伺いしていきたいという

ふうに思います。地域づくり計画策定の７つの作成ポイントっていうのが、立川自治会だったか

ありまして、その中の一つにですね、自治会と行政の役割分担の明確化っていうことがポイント

の一つに挙げられているんですね。まさに、これだけ高齢化が進行している地域があったり、そ

れは地域によってまちまちなんですけれども。高齢化の進行が、非常に進行してしまっている地

域と、割と人口減少が緩やかな地域とあります。自治会を、これまで通り運営するのが難しくなっ

てきているところも出てきていると思うんです。まさに、そういったことをどうしていくのかこ

れは、ぜひですね、自治学習課になるんですかね、自治会を担当する部署の方、職員の方、丁寧

に、地域の方と、話をよく聞いていただいて、業務に当たっていただきたいということをお願い

しておきます。時間がなくなりました。長くなりました。ご協力ありがとうございました。これ

で終わります。 

○議長（菊地幸雄君） ここで暫時休憩します。午後５時１５分から再開します。 

 

午後 ５時 ５分 休憩 

 

午後 ５時１５分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 最後に、向井一富議員の発言を許します。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 議席番号４番、向井一富です。６月議会にあたりまして、質問通告書に

基づきまして質問させていただきます。今回も一問一答方式にて質問させて頂きます。最後の質

問になりました。時間も押しておりますので、手短に進めていきたいと思いますのでよろしくお

願い申し上げます。 

まず、選挙について質問致します。この度の内子町議会選挙は過去最低の投票率で終えました。

年々投票率は落ちています。この原因は多々あるとは思いますが、今後しっかりと検証し課題を

見つけ出していかないといけないと考えておるところでございます。そういった中で、ここでは、

選挙用ポスター掲示板の見直しについてお尋ねいたします。只今、全町で１２４か所のポスター

掲示場所がございます。立候補者を周知させる意味では必要なものだとは思いますが、今の１２

４か所がいつから続いているのかわかりませんが、世帯も減っていることですし、投票所も淘汰

されている。また先ほど、同僚議員からもご指摘がありましたように、遠いところの掲示板には、

ポスターが貼っていないところがあり、この度の選挙は無投票ではないのかと勘違いされている

というお話もございました。もう少し設置場所数の調整をしてはいかがでしょうか。また、一覧

表をいただきました設置場所の地名が「元何々前」とかの表記になっているところがございまし
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て、もうすでに、その場所にその建物が無くなってから相当経っていて、記憶にも影も形もない

場所名が、記述されております。地図がついているのでかまんと言えばそうですけれども、改善

できないものかお尋ねいたします。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 選挙管理委員会書記長の立場で、選挙ポスター掲示場

の見直しのご質問についてお答えさせていただきます。各選挙における町内のポスター掲示場は、

公職選挙法第１４４条の２第１項及び第８項、また、内子町選挙ポスター掲示場設置条例第１条

の規定により設置いたしてございます。その総数につきましては、公職選挙法第１４４条の２第

２項及び第９項、また、同法施行令第１１１条の規定により、投票区ごとの選挙人名簿登録者数

と面積に基づき算定することとなっており、内子町においては町内１２４カ所に設置していると

ころでございます。同法及び同条例の規定により、地勢や交通、その他特別の事情がある場合に

は、掲示場の数を減ずることができることとなっております。ここで言う「特別な事情」とは「投

票区の特殊性に鑑み、掲示場を設置することが困難であったり、不必要であると認められる場合」

というふうに解されており、法の趣旨を理解のうえ、掲示場数の維持・確保に努めて参りたいと

考えております。 

次に、ポスター掲示場の設置場所につきましては、付近の建物などの名称と地番を用いて表記

をいたしておりますが、場所によっては、議員ご指摘のとおり、目印となる建物が解体されるな

ど状況が変化しておる状況でございます。分かりにくい標記になっているものもございます。今

後は、設置個所の確認を行いながら、表記誤りや現状と違いがあるものなど、そういったものを

分かりやすくかつ適切な表記に変えていきたいと考えております。以上、答弁とさせていただき

ます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） また、先ほども申しました通り、選挙も、期日前投票制度の充実や個人

ごとでのハガキでの入場券の誓約書が届いておりますし、投票しやすい形にはなってきておりま

して、投票率を上げるべく選挙管理委員会には努力を頂いている中ではありますが、コロナ禍と

いえども過去最低の投票率、これは由々しき問題ではあると思いまいます。その問題点として自

分なりに気が付いた点は、女性の有権者数の方が多い中で、女性の投票率が悪いという事、また、

若者が多く住まわれている地区の投票率が悪いということでございました。細かく分析すれば何

か回答は見えてくると思いますけれども、引き続き分析、研究し、投票率を上げる取り組みを考

えていかないといけないと思っております。議会だよりには、各回、新有権者の声ということで

内子高校、小田分校の生徒さんに交互にご意見をいただいております。そこで、今回の選挙で１

８歳、１９歳の投票率はどの位で推移しているのかをお尋ねいたします。 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） 議長。 
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○議長（菊地幸雄君） 黒澤選挙管理委員会書記長。 

〔黒澤賢治選挙管理委員会書記長登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（黒澤賢治君） それでは、１８歳と１９歳の投票率についてのご質問

にお答えいたします。４月１８日執行の町議会議員選挙における１８歳と１９歳の投票率につき

ましては、１８歳が有権者数１３２名に対して投票者数が４９名、投票率は３７．１２％でござ

います。１９歳は有権者数１４２名に対して投票者数３８名で、投票率は２６．７６％となって

おります。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 次に、ワクチン接種についてお尋ねいたします。まずは、６５歳以上の

対象者の予約状況をお聞きいたします。その上で予約されていない方は、接種に対する意思がな

いとするのか、接種したいが迷っておられたりするのか、何らかの理由で予約ができてないのか

もしれません、再度、確認するおつもりはあるのか、ないのかをお尋ねいたします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 只今のご質問にお答えいたします。６月７日現在の６５歳以

上高齢者のワクチン接種の予約率につきましては８５％となっております。それから、新型コロ

ナワクチン接種につきましては、「努力義務」とされておりまして、「接種を受けるよう努めなけ

ればならない」という、予防接種法第９条の規定が適用されており、接種を受けるかどうかは国

民にゆだねられています。ワクチンに対する不安、アレルギーなどにより接種を望まない方や、

ご自身の基礎疾患の状況により医師と相談の上、接種を見送られた方などもいらっしゃると思わ

れ、予約をされない方については、接種を受けないと判断したものとして扱っております。以上、

答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） また、先日の全員協議会におきまして、通っての接種が困難であると思

われる方については、訪問接種も考えているとのお話でございましたが、ぜひやって頂きたいと

思いますが、ワクチン一瓶での人数とか、開封してからの接種時間とか、いろいろ制約が考えら

れるが、具体的にどのような方法で訪問接種を実施するのかお尋ねいたします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 在宅でいらっしゃる方でご病気などにより接種会場に行けな

い方については往診による診療を受けている方については、医師との相談によって、往診時にワ

クチン接種ができるようになっております。接種できるかや実施の内容につきましては、かかり
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つけ医の先生にご相談いただきいて接種について取り組んでいただきたいたらというふうに考え

ております。以上で答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 例えば一人だけでも往診して注射を打って帰るということも考えられる

ということでございましょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 往診を対応してやられている医療機関というのは多くござい

ます。そういった時に往診の時に、ワクチン接種を一緒におこなうということでございます。そ

れが１件であっても往診がおこなわれていれば、ワクチン接種はできるというふうに考えており

ます。ワクチンの時期とかにつきましては、ワクチンが無駄にならないようにということで、個

別接種の時期に合わせてということは考えられると思いますけれども、そういったところにつき

ましては、かかりつけ医の先生にご相談をいただいたらというふうに考えております。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 次に、どの接種現場においても、キャンセルロス等が考えられておりま

す。先ほどからの同僚議員からの質問等のご答弁でも学校の先生を中心にその分を登録されて接

種しているという形をとられておるということでございました。先ほどから出ておりますとおり、

役場の職員の皆さまとか保育所の先生とかそういったところにもそういうロスが出た場合に接種

がいくことがあるのか。それとも学校の先生でだいたいそのロスは対応できるのかをちょっとお

尋ねいたします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 個別接種につきましては、医療機関に１週間程度の接種者名

簿をお渡ししております。キャンセルが出た場合につきましては、医療機関におきまして、後日

接種の方に連絡を取っていただいて、入れ替えで接種を行うというような対応、それから、キャ

ンセル待ちの方にきていただくケースなどがございます。また、町内に住所を有する小学校、中

学校の教職員の方とか、ヘルパーの皆様に先ほど答弁しましたとおり、キャンセル時の接種対応

の登録を行っていただいて、近くの医療機関でキャンセルが出た場合に、時間が合えば来ていた

だくような体制を取っております。現在登録者数が１０８名という登録者になっております。こ

ういったところである程度の部分はカバーできるかなというふうには考えております。以上で答

弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 
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〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） そういったことで、現在まで大変な状況の中で、各関係機関の皆様にお

かれましては、大変ご苦労をおかけしておることだろうと考えるところでございます。接種が実

施されている状況の中で、懸念の一つは、先ほどからも出ておりますように副作用について、町

内ではどのような情報が入っているのか。アナフィラキシーについては、症状が出てる方がない

と言われておりましたけど、僕の知人は、筋肉が相当、夜から朝までうずいて一睡もできなかっ

たというようなことも聞いてはおるんですけども、そういう情報が何件か入っているものなんで

しょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 現在、内子町で接種をおこなっておりますファイザー製ワク

チンにつきましては、接種部位の痛みは７０％程度、疲労は４０から５０％の割合で副反応が出

るというデータが出ています。内子町でも、発熱や倦怠感、頭痛の症状が出たという人はいらっ

しゃいますけれども、アナフィラキシーショックなど重度の副反応がでたという報告はございま

せん。福祉施設等での接種後の副反応について改めて施設の方に確認しましたところ、注射した

部分の痛みが出たのは４７．６％、３７．５度以上の発熱は２０．６％、倦怠感、頭痛、筋肉痛

や関節の痛みが出たケースが２９％となっています。副反応につきましては、１回目より２回目、

また若い人や女性に強く出るとも言われています。気になる方につきましては、かかりつけ医の

先生か、愛媛県のコールセンターにご相談をいただくようにご周知をさせていただいてもらって

いるところでございます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 次に、一般接種者の取り扱いについてお尋ねいたします。高齢者接種が

終わり次第、実施されるのだろうと考えられますけど、予約の段階から高齢者の時のような同じ

轍を踏まないようにやらなければいけないと考えています。そのタイムスケジュールと要領をお

尋ねいたします。今までも何人も聞かれておるんですけど、時間が経って忘れておりますので、

再度答弁の方をお願い致します。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 内子町での６４歳以下のワクチン接種につきましては、今ま

での計画どおり、個別接種、集団接種で実施をするように計画をしております。広報うちこ６月

号にも、ワクチン接種につきまして特集記事として掲載しておりまして、スケジュールや予約方

法、当日の注意点などについてお知らせするようにしております。予約につきましては、年齢で

分けるなど予約が集中しないように、工夫しながら、予約を実施をしていく予定でございます。

接種券つきましては、７月上旬に発送をさせていただいて、それから予約を受け付けということ
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で、今、計画を進めているところでございます。以上で答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 変わりまして、ジビエの取り組みについておたずねを致します。先日、

下立山で男性がイノシシに襲われて大けがをされたと町内放送とか新聞等で報道がございました。

相変わらずイノシシの出没がみられますし、農作物被害も出ていると考えられます。このことに

ついては、町での防護柵補助とか、猟友会の皆様の日々のご努力に感謝申し上げる次第でござい

ます。そこで、イノシシの年間の捕獲量がどの位で推移しているのかお尋ねいたします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） イノシシの年間捕獲数でございますが、令和２年度につきまし

ては１，８５８頭、令和元年度では１，０４３頭、平成３０年度１，４９６頭、平成２９年度１，

２２３頭、平成２８年度１，７３０頭となっています。以上で答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 今の答弁で、どの年も１，０００頭を超えておるというような状況でご

ざいます。昔から、野生鳥獣の肉を食べる習慣はございましたけれども、食肉として取り扱うルー

ルはなかったという事で、２０１４年に野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針が策定され、２０１

６年の鳥獣被害防止特措法が改正され、「捕獲した鳥獣は食肉として利活用すべし」と明示がされ

ました。そこから、ジビエブームが巻き起こってきておるわけでございますが、町内での今の捕

獲数の肉の販売がすべて既製品となって売れたとすれば、下手すると肉代が１億円を超すのでは

ないかなというような頭数の数だろうと推測されます。その肉が大半廃棄されていることになる

と非常に大きなビジネスチャンスをなくすことになると考えております。そこでぜひ、からりの

立派な加工場と、からりの最高のハム工房の職人さんの力でジビエの加工販売にチャレンジして

いただきたいと考えるところでございますけれども、お願いできないものでしょうか。お尋ねい

たします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 捕獲したイノシシなどを食用として提供する目的で解体・処理・

加工・販売を行うためには、食品衛生法で定める、食肉販売業、食肉製品製造業のほか、食肉処

理業の営業許可が必要になります。食肉処理業においては、それに見合う施設も必要となります。

聞き取り調査をしたところ、からりでの加工場で食肉処理するのは不可能であり、衛生的にも無

理で許可もとれないということでございました。また、からりで食肉処理を考えるなら、新たに

施設を設立しないと無理だと思いますが、捕獲後すぐに適切に処理する必要があり、いつ捕獲さ
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れるかわからない不安定なものに対し販売にもつなぐことができず、安定供給ができるかなど難

しいと思われます。捕獲頭数の内、半数は小型の個体いわゆる幼獣で、処理の手間の割には肉が

取れません。成獣でも、イノシシの状態により、すべてが質の揃った食肉として利用できるわけ

ではなく、安定して供給することも難しいことだと考えております。以上答弁とさせていただき

ます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） からりが、ご無理なお願いだったということで、了解いたしましたけれ

ども、からりが無理でも、なんか町の方でどっかに作ろうっていうことにはならんでしょうか。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） 先ほどもお話しましたように、その販売にも直接繋がるという

ことが難しい。それから、質の揃った食肉を提供することが難しいというようなことで、町内で

そういった施設を作るということも、やはりとても難しいことだと考えております。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） そうしますと、年間の捕獲頭数の非常に多い方は、残骸、肉に取る場合

もあるし、取らない場合もあるので、かなりの残骸ができてくると思うんです。処理がなかなか

穴掘って埋めるといっても穴だらけになって、困っておるというご意見もございまして、その残

骸を処理するような処理場みたいなのができないかどうか重ねてお尋ねいたします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 当町における捕獲イノシシ等の処理については、自家消費や埋

設など、猟友会員がそれぞれで処理している状況でございます。会員の平均年齢が６５歳という

高齢となっているなか、処分に苦慮しているという話を伺ったこともありますが、処理場の設置

や運用については多額の費用が発生することから、非常に厳しい状態だと考えております。以上

答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 一部、ごみ焼却場で焼却するということはできないんでしょうか。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山中農林振興課長。 

○農林振興課長（山中保正君） ごみ焼却場での処理ということでございますが、聞き取り調査

をしたところ、イノシシの肉を小さく砕いて持ち込むようなかったら対応できますけど、年間１，
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０００頭を超えるようなイノシシの対応は到底できないということでございました。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 続きまして、農政についてお尋ねいたします。農業の安定経営のために

設けられております農業経営収入保険についてお尋ねいたします。まず、現在の内子町での加入

状況についてお尋ねいたします。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） 現在の内子町の加入状況でございますが、農業青色申告をして

いる農家２０７戸に対し加入戸数は５５戸となっており、加入率は２６．６％となっております。

全国の助成の状況ですが、令和３年３月末現在、全国で福島県、新潟県、滋賀県と７５市町村が

収入保険料補助を行っています。そのうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用している自治体が全国で３５市町村となっております。愛媛県においては、伊予市、伊方

町が地方創生臨時交付金を活用し取り組んでいるところでございます。内子町においても、検討

を重ねてまいりましたが、コロナウイルス感染症の影響を受けた農家については、ごく少数に限

られていることから地方創生臨時交付金を活用しての補助は見送ることといたしました。今後に

つきましても、コロナウイルス感染症の農家への影響について注意深く情報収集に努め、保険料

を補助することが有効な手段であると判断した場合には、迅速に検討していきたいと思っており

ます。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 加入状況と、一部自治体が負担していただけないかっていうのを２段に

分けて質問しようかなと思ってたんだけど、ちょっとごめんなさいね、いっぺんに答えていただ

きましてありがとうございました。そういうことで、現在では、内子町果樹産地体質強化促進事

業とか、有害鳥獣農林地等侵入防止施設整備事業費補助金などの農業支援政策におきまして、農

産物の安定生産と高値での販売が進んでいております。大規模化が少しずつ進んでいるようにも

伺えます。現在では、町内外の方が農家に雇用されて山に通われている光景をよく目にします。

以前は、朝の出勤ラッシュは山から町へと下っておりましたけれども、現在は、町から山へと登っ

ていて通勤の流れが変わってきているのを目の当たりにしております。しかしながら、農作物の

売り上げはまだまだ、他の職種に比べて不安定要素が多いと思います。せっかく雇用の手を入れ

て栽培に励んでいても、自然災害、病害虫の被害、豊作での値崩れ等様々なことが想定されます。

そんな時に、この収入保険は８割の保証をしてくれます。安定した雇用を生み、戦略的な経営、

安定した収入を得るためには非常に有効な施策だと考えます。内子町の基幹産業は、先ほども町

長さん言われましたけれども、今なお農林業だと考えております。その意味でも、この保険制度

を利用して規模拡大、雇用創出も図ることができると思います。そこで、この掛金の一部を自治
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体が負担していただくことができないだろうかということで、一般質問を組み立てておったわけ

なんですけど、先に答弁いただいたので、今のはけっこうだと思います。そういった意味で、た

ちまち役場の方から一部助成をすることができないということで、事務方の方から、今、答弁が

ございましたけれども、これにつきましては、なかなか事務方も、他の分野との銀行とか、他の

市町村との調整、いろいろあろうと思いますので、この答弁がもう限界だろうなと思います。そ

こで町長、やっぱ内子町の農業の未来を考えたときに、雇用創出も含めて、このことについては、

町長の政治判断で、前向いて進めることができるんじゃないかなと思うんですけども、先ほどの

ジビエの件についてもですね、しっかりと地域の産業を守っていくという、マニフェストじゃな

いですけど、公約にもございましたけれども、ぜひ考えていただきたいと思います。本当にここ

に座られとる、堀本農業委員会会長さんとこの息子さんもＵターンで帰られましたし、当地区に

は何名かのＵターンが最近、農業に取り組んでおられるような形になっておりますし、Ｉターン

もございます。ぜひ、しっかりと、考えていただいて、前向きに取り組んでいただきたいと思い

ますけど、町長いかがでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） この収入保険でございますけれどもいろんな要因でですね、収入が、

例年と比べて非常に落ち込んだという場合に、保険をかけておってですね、９割ですかね、９割

のそこに到達するお金をいただけるというような保険でございます。それについてはですね、先

ほど青色申告の方が対象になっておりますので、一般的に今まで取り組まれておったのは先ほど

言いましたようにですね、これらの関連でのですね、交付金で、その一部を行政の方で支払って

いると、応援してるというような状況だったかと思います。ちょっと公平性とかいろんなことの

観点からですね、ちょっと農業についてもいろんな担い手の確保とかいろんな施策を考えておる

ところでありましてですね、どうしてもこれに取り組むのが最善だということになればですけれ

ども、総合的な検討の中でですね、また検討させていただきたいというふうに考えております。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） 最後の質問になります。先ほども同僚議員からも質問がございましたよ

うに、新たな地域づくり事業に向けて、各自治体、策定委員会にていろいろと計画されていると

いうところでございます。そこで、一つの取り組みと致しまして、昨年の１２月に労働者協同組

合法が成立致しました。その組合法の内容は、どのようなことになっているのかお尋ねを致しま

す。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、労働者協同組合法の内容と内子町での推進についてのご

質問にお答えいたします。労働者協同組合法は、令和２年１２月１１日に公布・施行された法律

で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事すると
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いうことを基本原理とする組織である労働者協同組合について、その設立や、事業、組合員、管

理などについて定めてある法律でございます。設立は準則主義であるため比較的簡便であるほか、

多様な就労の機会の創出や地域における多様な需要に応じた事業の実施を通して、持続可能で活

力ある地域社会の実現に寄与できる可能性もあるものと思われます。内子町では、各自治会にお

いて地域づくり事業計画に基づき、地域課題の解決や魅力を創出する事業に取り組んでおり、自

治会内に地域の困りごとを解決する仕組みとして任意の互助・共助の組織を立ち上げているとこ

ろもございます。労働者協同組合が、今後の自治会などにおける地域づくりの一歩進んだ取り組

みとして有効かどうかなども含め、今後、検討してまいりたいと思います。以上、答弁とさせて

いただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○４番（向井一富君） まだこの事業も１２月からですから、まだ始まったばかりでございます

ので、どういう取り組みをやったらいいかっていうのが、なかなか目には見えてこないとは思う

んですけど、広島の方ではしっかりと市の方がコーディネーターもつけて、これに取り組んで、

地域づくりに特化したようなことで、組合の運営の仕方っていうのがある程度限定されているよ

うなことじゃなかったろうかなと思っております。そういった意味では地域づくりが、新しい地

域づくりが始まろうとするときに、こういう事業も取り入れながら、個々の自治会の考え方では

あるとは思うんですけれども、こういう事業も研鑽しながら、地域づくりに邁進していければい

いんじゃないかなと思いますので、まあ、引き続き研究の方をしていただきたいなと思います。

よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地幸雄君） 以上で、一般質問は終わります。 

 

○議長（菊地幸雄君） 本日の議事日程はすべて終了いたしました。明日１０日は、午前１０時

から本会議を開きます。 

日程は全議案に対する審議であります。本日は、これをもって散会いたします。 

午後５時５７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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令和３年６月第１１８回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和３年６月 ９日（木） 

○開会年月日   令和３年６月１０日（金） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１１番  才 野 俊 夫 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  林     博 君        １４番  山 崎 正 史 君 

  １５番  寺 岡   保 君 

 

○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  小野植 正 久 君     副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長   黒 澤 賢 治 君     住 民 課 長   西 川 安 行 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  久保宮 賢 次 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  谷 岡 祐 二 君     町並・地域振興課課長  畑 野 亮 一 君 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長   中 嶋 優 治 君 

環境政策室長  髙 嶋 由久子 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  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  大久保 裕 記 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８号） 

令和３年６月１０日（金）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議会改革特別委員会の設置について 

日程第 ４ 報告第 ３号 令和２年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 
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日程第 ５ 報告第 ４号 令和２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 議認第１０号 令和３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 ７ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３２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 ９ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１１ 議案第３５号 令和３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１２ 議案第３６号 令和３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１３ 議案第３７号 令和３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１４ 議案第３８号 令和３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１５ 議案第３９号 令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第４０号 第 34 号 和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約につ

いて 

日程第１７ 議案第４１号 第 35 号 平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約につ

いて 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１７ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（菊地幸雄君） 只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（菊地幸雄君） 「日程第１ 会議録署名議員」の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１９条の規定により、議長において、５番久保 美博議員、６番森永 和夫議員を

指名します。

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（菊地幸雄君） 「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８号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議会改革特別委員会の設置について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第３ 議会改革特別委員会の設置について」を議題とします。 



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 93 - 

お諮りします。内子町議会委員会条例第６条第１項の規定により議会改革に関する調査につい

て、６人の委員で構成する「議会改革特別委員会」を設置し、これに付託の上、調査等終了する

まで、閉会中の継続調査と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（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  従って、議会改革に関する調査について、６人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置し、

これに付託の上、調査等終了するまで、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

お諮りします。ただ今、設置されました「議会改革特別委員会」の委員の選任につきましては、

内子町議会委員会条例第８条第４項の規定により、山崎 正史議員、泉 浩壽議員、森永 和夫

議員、久保 美博議員、向井 一富議員、塩川 まゆみ議員、以上６名を指名したいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

従って、議会改革特別委員会委員には、山崎 正史議員、泉 浩壽議員、森永 和夫議員、久

保 美博議員、向井 一富議員、塩川 まゆみ議員、以上６名を選任することに決定しました。 

 

○議長（菊地幸雄君） ここで、１５分間、休憩します。午前１０時２０分から再開します。そ

の間に、議会改革特別委員会委員は委員会室に集まっていただき、委員長、副委員長の互選を

行ってください。 

 

午前１０時 ３分 休憩 

 

午前１０時２０分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

休憩中に開かれました議会改革特別委員会で、委員長・副委員長の互選が行われ、その結果の

報告が手元にまいりましたので、ご報告します。議会改革特別委員会委員長に森永 和夫議員、

同副委員長に塩川 まゆみ議員、以上のとおり選任されました。 

 

  日程第４ 報告第３号 令和２年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第４ 報告第３号 令和２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（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 
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○町長（小野植正久君） 報告第３号、令和２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月議会にてお認め頂いた一般会計補正予

算（第１２号）で繰越明許として計上した事業で、農山漁村地域整備交付金事業、社会資本整備

総合交付金事業、小・中学校音楽室空調設備整備事業など全３０事業に係る事業費の繰越計算書

について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い致します。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、私の方から、報告第３号、令和２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３ページから５ページをご覧

ください。款、項、事業名、翌年度繰越額と、簡単に事業内容および繰越理由につきましてご説

明申し上げます。 

まず、３ページでございます。２款、総務費、１項、総務管理費でございます。企画費、テレ

ワーク移住モデル実証支援事業１，６９８万４，０００円につきましては、新型コロナウイルス

感染症によるテレワークの推進により、関係する備品や消耗品の価格が変動したこと、仕様及び

数量が変更したことにより、関係者との協議に不測の日数を要したことから年度内完了が見込め

ず、予算を繰り越しとしたものでございます。 

続いて、２款、総務費、３項、戸籍住民登録費でございます。戸籍住民登録費、住民基本台帳

システム等改修事業２７２万８，０００円につきましては、新型コロナウイルス感染症によりシ

ステム改修業者と仕様などの協議に不測の日数を要したことにより年度内完了が見込めず、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、２項、児童福祉費でございます。保育園費、五十崎こども園空調換気 

設備整備事業２，９４８万円、五十崎児童館空調換気設備整備事業１，１６３万８，０００円に

つきましては、新型コロナウイルス感染症対策における施設の空調、換気、設備、整備について、

関係者との協議に不測の日数を要したことから年度内の工事完成が見込めず、予算を繰り越した

ものでございます。 

続いて、４款、衛生費、１項、保健衛生費でございます。葬祭施設費、藤華苑空調換気設備整

備事業７２６万円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策における施設の空調換気設備 

整備について、関係者との協議に不測の日数を要したことから年度内の工事完成が見込めず、予

算を繰り越したものでございます。保健センター費、小田保健センター空調換気設備整備事業２，

７５０万円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策における施設の空調換気設備整備に

ついて、資材の発注及び関係者との協議に不測の日数を要したことから年度内の工事完成が見込

めず、予算を繰り越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。新型コロナ対策事業費、経営継続 

補助金事業、１，１１０万６，０００円、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業３３

３万円につきましては、国の経営継続補助金及び、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進
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補助金の審査結果通知の日程が大幅にずれ込み、年度内の事業完成が見込めず、予算を繰り越し

たものでございます。フレッシュパーク管理運営費、からりレストラン空調換気設備整備事業１，

８１５万円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策における施設の空調換気設備整備に

ついて、資材の発注及び関係者との協議に不測の日数を要したことから年度内の工事完成が見込

めず、予算を繰り越したものでございます。農地費、農業水利施設等保全高度化事業２，６５０

万円につきましては、中野・大久喜地区の農業用水施設工事の実施にあたり、配水池施工箇所に

おいて、基礎地盤に不安定な箇所が見られたため、地質調査ボーリングを追加施工することにな

り、地質の解析、工法の変更、用地交渉等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、予算を繰り越したものでございます。 

続いて、４ページをお開きください。６款、農林水産業費、２項、林業費でございます。林業

施設費、農山漁村地域整備交付金（山のみち）事業、３，０１０万円につきましては、林道笹ヶ

峠線において、相続に伴う用地の再交渉が発生したため、地権者、町、代表者間における交渉に

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１，７８０万円につきましては、林道仏峠大清水線において、

関連する治山事業の工法検討や関係機関との協議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。林道成長産業化総合対策事業２，０７３万円につ

きましては、林道室屋谷線ほか２路線において、地権者との用地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、７款、商工費、１項、商工費でございます。商工総務費、道の駅小田の郷せせらぎ基

本計画策定事業２２２万８，０００円。道の駅小田の郷せせらぎ改修事業１，４８７万４，００

０円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、換気促進のための空調システム整

備において、資材の発注及び関係者との協議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。観光施設費、小田深山渓谷遊歩道等整備計画策定

事業８６６万８，０００円につきましては、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、８款、土木費、２項、道路橋梁費でございます。道路橋梁費、町単町道整備事業２，

９０１万４，０００円につきましては、町道平山線ほか４路線において、地元との調整や工法の

検討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。道路メンテナンス事業 ６，２７４万３，０００円につきましては、橋梁の点検並びに橋

梁修繕工事において、河川占用に係る関係機関との協議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。社会資本整備総合交付金（町道）事業２億

４，１３９万２，０００円につきましては、町道長田小学校線ほか２路線において、工法の検討

や用地交渉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、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，

７１０万円につきましては、本村Ｃ地区ほか６地区において、工事の施工に伴う工事用資材の運

搬路の選択や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。 
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続いて、８款、土木費、４項、都市計画費でございます。公園費、交友館空調換気設備整備事

業２，９９７万５，０００円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として避難所機能

を強化するための交友館の改修工事の設計委託及び施設改修工事において、既存施設の利用者な

ど関係機関との調整、並びに利用を行いながらの施工方法の検討に不測の日数を要し、年度内完

成がみこめず、繰越としたものでございます。歴史まちづくり事業費、「森家」土地購入事業につ

きましては、年度内の購入に遅れが出る可能性があったため、３月補正において繰越明許の設定

を行いましたが、「森家」土地購入が年度内完了したため繰越額はゼロとしております。 

続いて、８款、土木費、５項、住宅費でございます。住宅管理費、社会資本整備総合交付金（住

宅）事業６，２９７万５，０００円につきましては、町営住宅麓団地改修事業において、入札不

調により工事着手が遅れ、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、１項、教育総務費でございます。教育諸費、小・中学校音楽室空調

設備整備事業５，８１６万８，０００円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、

町内小・中学校の音楽室への空調設備整備施工において、各学校との協議に時間を要し、事業着

手が遅れたこと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、５ページをお願いいたします。１０款、教育費、６項、保健体育費でございます。学

校給食費、小田給食センター空調換気設備整備事業、１，８３４万８，０００円につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策として、小田学校給食センター調理室への空調設備整備事業にお

いて、工事内容の協議に不測の日数を要したことから事業着手が遅れ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。農業施設災害復

旧費、現年発生補助農業施設災害復旧事業１，３６５万５，０００円につきましては、西川農地

ほか８件において、工事用資材の運搬路の選択や地元との調整に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。林業施設 災害復旧費、現年発生補助 林

業施設災害復旧事業１，３９９万９，０００円につきましては、林道田高別府線ほか４路線にお

いて、間伐や木材搬出等、別途、森林整備事業と施工時期が競合し、施工に必要となる資材の搬

入や残土処理等に支障をきたすことから、やむなく森林整備完了後に工事着手する事としたため、

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。過年発生補助林業施設災害復旧事

業５，５２４万円につきましては、林道亀ケ谷線ほか２路線において、関連する緊急治山事業と

時期が競合することから、作業の安全性や効率化を図るため、緊急治山事業の完成を待って工事

着手する事となり、年度内完成が困難となったことから、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２，３００万円につきましては、町道中田渡

柚の平線ほか６路線において、施工に伴う通行規制など、地元との協議に不測の日数を要したこ

とから、工事着手が遅れ年度内完成が困難となり、繰越としたものでございます。現年発生単独 

公共土木施設 災害復旧事業 ４，９１８万４，０００円につきましては、町道踊場線ほか６３箇

所において、工法の検討や工事用 用地借り上げ、運搬路の選定など、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、記載内容のとおりでございます。以上、地方自
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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（菊地幸雄君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 以前、説明いただいていたかもしれないんですけど、この小・中学校音

楽室空調整備事業、これは町内すべての小・中学校が対象でしたでしょうか。新型コロナの財源

は地方創生臨時交付金だったように記憶しているんですけど、決まったのが秋くらいだったです

かね、ちょっと遅かったということもあって、工事が遅れたということもあるのかなと思います

けど、夏これから暑くなるんですけど、いつくらいの完成を見込んでいるのかどうか。お答えい

ただけますでしょうか。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 対象の学校につきましてはすべての小・中学校ということにな

ります。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） ただいまのご質問につきましての完了工期でございますけ

れども一応７月末を目標としまして実施しております。以上でございます。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） この空調換気整備事業、繰越明許の件数見ても８件ほどありますが、こ

れは入札の時点で工期内には完了できないということで発注されたということでよろしいですか。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） 予算措置からそれから設計に入ってそれから契約という流れになります

が、当然その年度末に十分な工期が確保できなかったということで、繰越をさせていただいてい

るというところでございます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 森永和夫議員。 

○６番（森永和夫君） そうだろうと思うんですけど、今、総務課長の説明の中で業者との調整

に不測の時間を要したというような説明があったものですから、入札というのは当然その設計書

ができて、業者もそれを納得した上で落札するわけですよ。そうすると最初に説明したように、

その時点で工期内には完成できないということだったのかということをお聞きしたらと思います。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） そのとおりでございます。 
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○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） ８款５項、住宅費についてなんですけど、麓団地で入札不調と言われたと

思うんですが、これは金額による不調なのでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） この住宅改修につきましては、不調になったとの聞き取り

におきまして非常に業者数も非常に少ない中で技術者数が少ないとかそういった内容で、なかな

か応札できないというような事由があったというふうに聞いております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 今年度、予算そのまま繰越で今年度は入札ができるとしていただけるとい

う認識でよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 当然、今年度の事業の中で受注していただける環境を整え

る、若干設計見直して発注して完了するというふうな方向で進めております。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○９番（大木雄君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大木雄議員。 

○９番（大木雄君） 先ほどの空調関係の関連になるんですけど、７月末の完成予定と言われて

いるんですけれども、今、空調関係の資器材が不足していると言われているんですけど、入札業

者きちんと商品を発注し抑えられているのか確認します。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） それぞれの空調設備工事についてそれぞれの業者と細かい確認はとって

おりませんが、目標としては７月下旬、７月末までの完成ということで動いていただいておりま

すので確保できるものというふうに認識をしております。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 林博議員。 

○１３番（林博君） この繰越明許の計算は、３月にも我々報告を受けておるんですが、先ほど

森家の土地購入については、年度内に処理ができたので繰越する必要がなくなったという説明を

受けたんですが、それ以外で３月に我々に報告したものと変更がある点を説明をいただきたいと

思います。すべて他は同額なのか。そこら辺を説明を求めたいと思います。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 
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○総務課長（黒澤賢治君） 只今ご説明させていただきました金額につきましては、今回の繰越

明許費で示させていただいております金額と、翌年度の繰越額という欄があろうと思いますけれ

ども、そこと同じものが３月にお示しさせていただいたものと同じ金額。変わっているものが繰

越額が変更された金額ということでございます。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 林博議員。 

○１３番（林博君） ちょっと今、総務課長の説明が理解ができないんですが、３月にはそれぞ

れ款、項ごとに合計額で繰越額の報告を受けております。で、今回は事業別に金額を明示して事

業費と繰越額と丁寧に報告を受けておるんで、なかなか議案書だけ見る上では１目にどれがどう

進捗しておるのかが判断がつかないから質問をしておるんですが、３月に報告をされてから、今

回報告をされるまでに事業進捗があって、繰り越さなくてよくなったものがあるんであれば、説

明を求めておるんです。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） 大変申し訳ございませんでした。繰越をしなくて済むようになった

事業というのは森家の事業だけでございます。以上です。変更もございません。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 林博議員。 

○１３番（林博君） ３月に受けた報告、繰越明許の報告はあの金額は繰越額だったんでしょう

か。私金額が一致しない項目が何カ所かあるんで質問をしておるんですが。今、課長は森家の購

入以外は変更ないという説明をされたんですが、金額が一致しないところがあるんですが、最後

の質問をします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） 大変、失礼が多くて申し訳ございません。変更ないというのは繰り

越さなくてよくなったという変更がないという意味です。ごめんなさい。金額につきましては、

３月の時にお示しさせていただいた額というのは、３月時点でこれだけの金額をその事業を実施

するのに繰り越さなければいけないだろうというもとで設定をさせていただいております。で、

今の時点、５月末時点で繰越額を決定するようになっているんですけど、その時点で繰り越さな

ければいけない額を今回報告をさせていただいたということでございます。 

 変わっている事業につきましては、３ページの例えば、６款１項の新型コロナ対策事業費、も

のづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、６６６万円の予定でございましたけれども、３

３３万円ということに変更いたしております。また、その下の農地費の農業水利施設等保全高度

化事業４，２９９万７，０００円でございましたが、これが２，６５０万円。 

それから４ページの６款４項の林業施設費の３つ目、林道成長産業化総合対策事業２，１２０

万円が２，０７３万円。それから、８款２項の道路橋梁費、町単町道整備事業が４，０９０万円

が２，９０１万４，０００円。それから道路メンテナンス事業８，１２２万円が６，２７４万３，



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 100 ‐ 

０００円。それから社会整備総合交付金町道事業が２億４，７０９万８，０００円が２億４，１

３９万２，０００円。それから８款３項、河川費の河川及び防災費、がけ崩れ防災事業が７，１

８０万円が６，７１０万円。それから８款４項の森家土地購入事業が３，３００万円がゼロ。 

それから５ページになりますけれども、１１款１項の現年発生補助農業施設災害復旧事業が１，

６５５万９，０００円が１，３６５万５，０００円。それから、現年発生補助林業施設災害復旧

事業が１，９２４万６，０００円が１，３９９万９，０００円。過年発生補助林業施設災害復旧

事業９，１６４万円が５，５２４万円。それから１１款２項の現年発生単独公共土木施設災害復

旧事業５，３３４万５，０００円が４，９１８万４，０００円に変更してございます。以上でご

ざいます。 

○１４番（山崎正史君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山崎正史議員。 

○１４番（山崎正史君） 今の答弁ですけど、今回の繰越明許で金額に書いてあるのが３月に繰

越をした金額。それで翌年度繰越額で変更になっておるのが今回繰越をする金額でしょう。その

ように説明していただければ、前回の資料と今回の資料と合わせれば分かるわけですから。もっ

と簡単に適正に答弁してもらうようにお願いします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） 大変、答弁が分かりにくくて申し訳ございませんでした。以後、気

をつけたいと思います。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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 令和２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（菊地幸雄君） 「日程第５ 報告第４号 令和２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（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 報告第４号、令和２年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算につ

きましては、地方公営企業法第２６条第１項に規定する建設改良費の繰越額でございまして、地

方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでございます。 

その内容につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 谷岡建設デザイン課長。 
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〔谷岡祐二建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） それでは私の方から、報告第４号、令和２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報告させていただきます。 

議案書１の６ページをご覧ください。款、項、事業名、翌年度繰越額と、簡単に事業内容と繰

越理由につきましてご説明いたします。４款、資本的支出、１項、建設改良費でございます。建

設改良事業２，８５０万円につきましては、内子町上水道立川第２川中地区配水管布設工事ほか

１件の給水管布設工事にあたりまして、配管ルートの選定や工事に伴う町道の通行制限、また、

赤道の配管施工時期などにつきまして、地元との協議に不測の日数を要した事から年度内完成が

見込めず、予算を繰り越ししたものでございます。なお、繰り越しすべき財源につきましては、

繰越計算書記載のとおりでございます。以上、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づく、

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よろしくお願い

致します。 

○議長（菊地幸雄君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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 議認第１０号 令和３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（菊地幸雄君） 「日程第６ 議認第１０号 令和３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」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議認第１０号、令和３年度内子町一般会計補正予算（第３号）につき

ましては、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。 

その内容につきましては、副町長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りま

すようお願いいたします。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

〔山岡敦副町長登壇〕 

○副町長（山岡敦君） それでは私の方から、議認第１０号、令和３年度内子町一般会計補正予

算（第３号）についてご説明致します。 
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議案書１の９ページをお願い致します。令和３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５，４８６万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

８９億５，６２４万５，０００円と定めるものでございます。 

１４ページをお願いします。こちら、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出でございます。表

中右側に一般会計補正予算（第３号）の財源をお示しております。国県支出金３，７５４万５，

０００円の増額。一般財源１，７３２万円の増額としております。今回の補正に関しましては、

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付事業、それから新型コロナウイルス対

策営業時間短縮等協力金給付事業の第２弾、新型コロナウイルス対策えひめ版応援金給付事業（追

加）に関する予算を計上いたしております。 

続いて、１５ページをお開きください。歳入でございます。各事業の財源となる金額を示させ

ていただいております。まず上段の１４款、国庫支出金、２項、国庫補助金でございます。１

目、総務費国庫補助金、２４節、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に１，９２

０万円を。また、２目、民生費国庫補助金、８節、子育て世帯臨時給付事業補助金に１，５６２

万５，０００円を計上しております。次に、中段の１５款、県支出金、２項、県補助金でござい

ます。５目、商工費県補助金、２節、商工振興費県補助金に２７２万円を計上しております。ま

た、下段の１８款、繰入金、１項、基金繰入金でございます。１目、基金繰入金、１節、基金繰

入金に、財政調整基金からの繰入金１，７３２万円を計上いたしております。 

続いて、１６ページをお願いします。歳出でございます。上段の３款、民生費、２項、児童福

祉費、１目、児童福祉総務費でございます。１８節、負担金、補助及び交付金に、子育て世帯生

活支援特別給付金として１，５１０万円を。また１０節、需用費に５万円、１１節、役務費に３

万５，０００円のほか、１２節、委託料に、システム改修委託として４４万円を計上しておりま

す。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、新型コロナウ

イルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、そ

の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から児童一人あたり一律５万円を支給するものです。同

じく１６ページの下段でございます。７款、商工費、１項、商工費、１目、商工総務費でござい

ます。１８節、負担金、補助及び交付金に３，９００万円を。また、１２節委託料に２４万円を

計上しております。新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金給付金、こちら第２弾になり

ますが、につきましては、まん延防止重点措置の期間が延長されたことに伴い、給付金を追加計

上するものでございます。あわせまして、４月２３日付けで専決をいたしました「新型コロナウ

イルス対策えひめ版応援給付金事業」に対して、町独自の上乗せを行う追加予算を計上いたしま

した。飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売

り上げが大きく減少している中小企業を支援するため、町の追加予算として、中小企業に対して

は２０万円、個人事業主には１０万円を追加し、それぞれ４０万円、２０万円を給付するもので

ございます。以上、議認第１０号、令和３年度内子町一般会計補正予算（第３号）についての説

明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認たまわりますようお願い致します。 

○議長（菊地幸雄君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 下野安彦議員。 
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○１２番（下野安彦君） 一点、見回りの活動の委託があったと思うんですけど、この件につい

て私ちょっとテレビ等でみたりはしたんですけど、町内自粛して議員が飲み歩くのもできません

ので、商店に聞きますとちゃんとした時間に来られて、厳しく審査されるということを聞いたん

ですけど、どういった方にどういうふうに委託されて一回でもそれに違反したら申請が通らない

ということを聞いたんですけど、問題はなかったかをお尋ねします。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 議長。 

○議長(菊地幸雄君)  大竹商工観光班長。 

○商工観光班長（大竹浩一君） 見回りの内容ですけれども、町内を６班に分けまして、内山の

料飲組合と小田の料飲組合に委託をさせていただきました。１日１０名の方が各班に分かれまし

て９時以降、各店舗に見回りに行きまして、営業時間が終了しているかどうか。また、営業時間

が終了しておりましても、店舗内に灯りがついていた場合、そこらあたりを実際にお客さんがい

るのかいないのか。そういったところを見回っていただきました。で、この期間すべて毎日見

回っていただきまして、すべての店舗において規定通り９時までには営業を終了されておりま

す。中には片付けと翌日の仕込みがありまして、店の方がいる場合については、これは対象外と

なっておりますので規定通りのことができておったという報告を受けております。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第１０号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員であります。 

従って、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

 

日程第７ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第７ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第３１号、内子町地域振興基金条例の制定につきましては、地域

振興に要する経費の財源に充てるため、市町村の合併の特例に関する法律第１１条の２の規定に

よる地方債を財源とする基金の設置等について条例を制定するものでございます。 
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その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願いいたします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について」

ご説明い申し上げます。 

議案書１の１７ページをお開きください。本案は、地域振興に要する経費の財源に充てるため、

市町村の合併の特例に関する法律第１１条の２の規定による地方債を財源とする基金の設置等に

ついて条例を制定するものでございます。合併特例事業債につきましては、合併後２０年が経過

する令和６年度に発行期限が到来することから、将来の事業に充てる財源としてあらかじめ起債

を行い、基金として積み立てておき、後年度に実施する建設事業やソフト事業の財源とするもの

で、そのための基金造成にかかる条例を制定するものでございます。 

 １８ページに条例案を掲載させていただいております。お開き願います。まず第１条では、町

民の連帯の強化及び地域振興に要する経費の財源に充てるため合併特例債を財源として内子町地

域振興基金を設置するとして、その設置・目的について規定をさせていただいております。次に

第２条では、基金の積み立てについて、一般会計歳入歳出予算に計上することを定め、第３条で

は、預金など最も確実かつ有利な方法において保管することなど、その管理について規定をいた

しております。また、第４条では運用益の処理について、そして第５条では繰替運用について定

めておりますのでお目通しいただければと思います。そして、第６条第１項では、処分として、

第１条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分する

ことができると定め、第２項では前年度までに償還が終わった額の範囲内において処分すること

を規定いたしております。また、附則において、この条例は令和３年６月１８日から施行すると

いたしております。なお、本６月議会定例会に上程させていただいております「一般会計補正予

算（第４号）」において、基金積立金３億１，５８０万円を計上させていただいております。以

上、「議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について」についてのご説明とさせていた

だきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（菊地幸雄君） これより、質疑にはいります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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３１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（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３１号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第８ 議案第３２号 介護保険条例の一部を改正する条例について 
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○議長（菊地幸雄君） 「日程第８ 議案第３２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（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第３２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、関係条文の一部を改正するものでございます。 

その内容につきましては、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いいたします。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） それでは、議案第３２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２０ページのとおり

でございます。その詳細につきましては、説明資料でご説明させていただきます。 

議案説明資料３の１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について、令和２年度

に引き続き、令和３年度の介護保険料についても、減免を行うよう改正するものでございます。

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、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こととされているところ

です。新旧対照表の右側、附則第１３条をご覧ください。第１項で、令和２年２月１日から令和

３年３月３１日までの間に納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ていたも

のを対照表の左側、令和４年３月３１日までの間に納期限が定められているものとするものでご

ざいます。同じく、附則第１３条第１項第１号で、「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」を、（以下「主たる生計維持者」という。）とし、それに伴いまして、第２号につ

いて「主たる生計維持者」に該当する部分について同様の改正を行うものでございます。枠外、

附則において、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第１３条第１項及び次項の規定は、

令和３年４月 1日から適用するとし、令和３年度の保険料について適用されるようにするもので

す。以上、議案第３２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

しくご審議のうえご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（菊地幸雄君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 産建の方に付託されるようですので、私は総務文教の方ですので、質問

させていただきたいと思います。昨年に引き続き延長ということなんですが、昨年度、この減免

を給付した件数を教えていただきたいということと、そんなに件数は多くないと思うんですけど、
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だいたいどういう理由の方が多かったのか。分かる範囲でお答えいただけますでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 昨年度、減免した件数は２１件になっております。その主な

理由としましては、減少が見込まれる事業収入の減少額が前年の１０分の３以上であるとか、事

業収入のいずれかの減少額が前年の当該事業収入額の１０分の３以上であるということと、それ

から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度の所得の合計額が４００万円

以下という要件があります。この要件に合致したものがこの２１件ということになっております。

以上です。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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３２号は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３２号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第９ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第９ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正

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（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例に

つきましては、内子町子ども医療費助成対象児童の拡充に伴い、関係条文の一部を改正するもの

でございます。その内容につきましては、こども支援課長に説明致させますので、よろしくご審

議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 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） それでは、議案書１の２１ページ、議案第３３号「内子町子

ども医療費助成条例の一部を改正する条例について」をご説明申し上げます。提案理由は、内子

町子ども医療費助成対象児童の拡充に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正条例案については、議案書１の２２ページから２３ページ、それから説明資料については、

議案説明資料３の２ページから３ページに新旧対照表を掲載しております。まず、本条例の改正

の趣旨ですが、これまで、「中学生、つまり、１５歳に達して初めて迎える３月３１日までの子ど
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も」を対象に医療費を助成していたのを、今年度１０月より「内子町に住んでいる高校生世代、

つまり１８歳に達して初めて迎える３月３１日までの子ども」の医療費助成を拡充するために、

本条例の一部を改正するものでございます。それでは、詳細については、議案説明資料３の新旧

対照表でご説明させていただきます。 

それでは、説明資料２ページをご覧いただきたいと思います。まず、第１条（目的）の「その

保護者に」を削除します。これは「助成対象者」については第３条で改めて規定されるために条

文を整理するものでございます。続いて、第２条の（定義）ですが、新たにその１項で、「子ど

も」の定義を、「１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者」に改め、さらに、そ

の（１）で、医療保険法の規定による被保険者又は被扶養者、かつその（２）で、「次のいずれ

かに該当する者」とし、「ア．内子町に住所を有する者」、「イ．アの要件を満たさないことにつ

き町長が特別の理由があると認める者」として、進学を目的に町外に転出した高校生等への医療

費を助成できるものとします。 

続いて、第３条では、「この条例に定める医療費の助成の対象となる者（以下「助成対象者」

という。）は、子どもの保護者とし、ただし、子どもが婚姻により成年に達した者とみなされる

場合は、当該子どもを助成対象者とする。」に改め、１８歳までに婚姻した高校生世代の者も助

成対象者にします。 

続いて、第４条の（助成）中の、「１５歳」を「１８歳」に改め、続く、第５条については第

４条で規定している同じ内容のため整理し削除します。 

 次のページをご覧ください。続いて、旧条文の第６条を第５条に改めます。さらに、第２項を

追加し、内子町ひとり親助成制度及び内子町重度心身障害者助成制度との助成の優先度を明確に

するものです。 

続いて、旧条文の第７条の（助成の方法）ですが、原則は現物給付、つまり医療費窓口負担無

料ですので、第２項を削除し、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同条２項と

し、第 7条を第６条に改めるものでございます。それ以降の各条については、第８条を第７条、

第９条を第８条、第１０条を第９条に改めるものです。 

最後に、付則第５条（施行期日）において、この条例は令和３年１０月 1日から施行するもの

とします。以上、議案第３３号「内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について」

の説明とさせていただきます。よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（菊地幸雄君） 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（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。議案第３３号は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 ここで１５分間休憩をします。午前１１時３５分から再開します。 
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午前１１時２２分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１０ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１１ 議案第３５号 令和３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１２ 議案第３６号 令和３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１２ 議案第３７号 令和３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１３ 議案第３８号 令和３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１４ 議案第３９号 令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１０ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」「日程第１１ 議案第３５号 令和３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１２ 議案第３６号 令和３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１３ 議案第３７号 令和３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１４ 議案第３８号 令和３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１５ 議案第３９号 令和３年度内

子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」以上６件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第３４号、令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）につい

て、議案第３５号、令和３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３６号 令和３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３

７号、令和３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３

８号、令和３年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）について、議案第３９号、令和３年度

内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について、以上６件につきまして一括してご説明申し

上げます。議案書２「補正予算関係」をお手元にご用意ください。 

まず、水色の仕切り、議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）について

ご説明致します。１ページをお開きください。令和３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１０億１９４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を９９
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億５，８１８万５，０００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１

８億９，６５１万５，０００円、１６．０％の減額となっております。 

１４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が、国県支出金３億１，５２９万２，０００円の増額。地

方債３億９，０１０万円の増額。その他特定財源１億９，１８８万６，０００円の増額、一般財

源１億４６６万２，０００円の増額となっております。 

７ページにお戻りください。第２表「債務負担行為補正」として夜間照明施設ＬＥＤリース料

（内子スポーツセンター）及び学校施設屋内運動場ＬＥＤリース料（内子中学校）として、令和

４年度から令和１３年度までの１０年間で合計２，０５９万２，０００円を設定しております。 

次に９ページをお願いいたします。第３表「地方債補正」として、合併特例事業債３億３，３

９０万円、地方道路等整備事業債１，９３０万円。 

１０ページをお開きください。緊急防災・減災事業債２，１００万円を追加し、１１ペー

ジをお願いいたします。辺地対策事業債については限度額を１億２，１８０万円に変更をいたし

ております。 

次に、主な補正についてご説明させて頂きます。まず、歳入についてでございます１５ページ

をお願いします。上段でございます。１２款「分担金及び負担金」として、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

事業採択などに伴い、１，６２４万８，０００円を計上しております。 

続きまして、同じページの中段でございます。１４款、国庫支出金、２項、国庫補助金、５目、

土木費国庫補助金として、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として１億４，

３０１万３，０００円を計上しております。 

次に、１６ページをお願いします。中段でございます。１５款、県支出金、２項、県補助金４

目、農林水産業費県補助金として、土地改良事業をはじめ農山漁村地域整備交付金事業などの補

助金として１億５３５万円を計上しております。 

 １７ページをお願いします。上段でございます。１８款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、

基金繰入金においては、総額２億７，６８４万円の増額補正を行っております。公共施設整備基

金から、町道整備事業、五十崎自治センター空調整備事業、内子小学校屋内運動場屋根修繕事業

などに充当するため１億７，２３０万円を繰り入れることとしております。また、財政調整基金

から１億４５４万円を一般財源として繰り入れることとしております。 

 次に、同じページの下段でございます。２１款、町債、１項、町債においては、それぞれの事

業において地方債を充当して整備を行う予定にしております。このうち、１目、総務債の地域振

興基金債、３億円は、合併特例事業債を財源として内子町地域振興基金を造成し、今後の行政ニー

ズにおける財源として確保する必要があることから借入をおこない積立を行うものです。そのほ

か、道路、公園、橋梁などの整備に９，０１０万円の地方債を予定しております。町債の総額と

しましては、３億９，０１０万円を予定しております。 

続きまして、主な歳出と致しまして、職員の人件費については、人事異動に伴い調整等をおこ

なっております。その他の詳細については、まず、１８ページをお願いします。下段でございま
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す。２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費において、本庁舎空調設備改修工事と

して、１４節「工事請負費」に、１，４４８万７，０００円を計上しております。 

 １８ページ下段から１９ページ上段にかけて、７目、財産管理費において、小田菌床しいたけ

培養施設法面補修工事及び麓団地粉じん対策工事として、１４節、工事請負費に、３６９万８，

０００円を計上しております。 

 ２０ページをお願いします。中段でございます。３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、社

会福祉総務費として、６００万８，０００円を計上しております。そのうち、２７節、繰出金と

して、４月の人事異動に伴う調整として国民健康保険事業特別会計への繰出金６５２万２，００

０円を減額計上しております。 

 ２１ページをお願いします。上段でございます。５目、心身障がい者福祉費において、障がい

者の社会参加の促進と在宅福祉の増進を目的として、対象者にタクシー券を配布する障がい者タ

クシー利用助成事業補助金として、１８節、負担金、補助及び交付金に、３２万円を計上してお

ります。次に、８目、介護保険費の２７節、繰出金において、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、５４８万７，０００円を計上しております。 

 ２１ページ下段から２２ページをお願いします。３款、民生費、２項、児童福祉費、１目、児

童福祉総務費において、０歳から１５歳に達して初めて迎える３月３１日までの保険適用医療費

に対して自己負担額の全額助成していたものを１８歳に達して初めて迎える３月３１日までに拡

充をおこなう予算として、１９節、扶助費に子ども医療費２２０万円を計上しております。 

 ２４ページをお願いします。下段でございます。６款、農林水産業費、１項、農業費、５目、

農山漁村活性化対策費において、からり駐車場火災報知器修繕工事として、１４節、工事請負費

に、３３４万４，０００円を計上しております。 

２５ページをお願いします。中段から２６ページ上段にかけてでございます。１１目、農地費

として、中野・大久喜地区の農業用水施設整備事業、室屋谷農道整備の農業基盤整備促進事業、

上成・川中地区農道改良事業など１億２，２７７万円を計上しております。 

 ２６ページをお願いします。下段でございます。２項、林業費、３目、林業施設費として、１

億５６万８，０００円を計上しております。打越詰線の林道橋保全整備事業、林道仏峠大清水線、

惣郷富岡線整備の農山漁村地域整備交付金事業、林道室屋谷線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を計上しております。 

 ２７ページをお願いします。中段でございます。７款、商工費、１項、商工費、１目、商工総

務費において、商店街の活性化を図るため、商店街協同組合が取り組む事業及び活動等を支援す

る費用として、１８節、負担金、補助及び交付金に内子まちづくり商店街協同組合補助３１７万

５０００円を計上しております。また、３目、観光施設費において、コロナ禍において減少して

いる国立公園等の観光客の早期回復に向けた受け入れ環境整備として、１４節、工事請負費に、

小田深山渓谷遊歩道整備工事及び駐車場等舗装工事を４５４万１，０００円計上しております。 

 ２８ページをお願いします。中段でございます。８款、土木費、２項、道路橋梁費、３目、道

路橋梁新設改良費として、２億２，５３３万１，０００円を計上しております。橋梁長寿命化修

繕計画を立て、定期的な点検と計画的な修繕を行う橋梁補修設計及び山王橋・松木橋の修繕工事



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 111 - 

などの道路メンテナンス事業、町道滝山線・西横の地線・長田小学校線などの社会資本整備総合

交付金事業に要する経費などを計上しております。 

２９ページをお願いします。中段でございます。３項、河川費、１目、河川及び防災費として、

藤の瀬・川登Ｂ地区のがけ崩れ防災対策事業として県の追加内示により、１４節、工事請負費に

４，４００万円を計上しております。 

 次に、２９ページ下段から３０ページをお願いします。４項、都市計画費、３目、公園費にお

いては、継続事業の内子運動公園整備事業として、１４節、工事請負費２，８２５万８，０００

円を計上しております。 

３１ページをお願いします。９款、消防費、１項、消防費、４目、防災費、１８節、負担金、

補助及び交付金に、自主防災組織活性化支援事業費補助として２０５万円を計上しております。

自主防災組織が地域の防災訓練の実施に要する経費や連携強化を図るために必要な経費を補助す

る事業で、今年度は１４組織からの要望があり追加補正をしております。 

 次に、下段から３２ページをお願いします。１０款、教育費、１項、教育総務費、３目、教育

諸費として、１２節、委託料に石畳小学校耐震補強設計業務委託１，０５２万７，０００円、１

４節「工事請負費」に内子小学校屋内運動場屋根改修工事２，２６８万２，０００円を計上して

おります。 

 ３３ページをお願いします。下段でございます。５項、社会教育費、３目、自治センター費、

１４節、工事請負費において、五十崎自治センター空調工事として２，３５９万５，０００円を

計上しております。五十崎自治センター空調工事は３ヶ年計画で実施していく予定です。 

３５ページをお願いします。下段でございます。１３款、諸支出金、１項、基金費、１目、基

金費、２４節、積立金として、３億１，５８０万円を計上しております。地域振興基金は合併特

例事業債を財源として内子町地域振興基金を造成し、今後の行政ニーズにおける財源として借入

をおこない基金への積立を行うものです。 

続きまして、オレンジ色の仕切り、議案第３５号、令和３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ページをお開きください。令和３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、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を支給する予算

を計上し歳入歳出それぞれ２０２万円を減額し、２１億６，３８５万５，０００円といたしてい

るところでございます。前年度の６月補正後予算と比較して１万円の減額となっております。 

続きまして、ピンク色の仕切り、議案第３６号、令和３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ページをお開きください。令和３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、人事異動に伴う職員人件費の調整行っております。歳

入歳出それぞれ３１４万８，０００円を追加し、２６億４，２１４万８，０００円といたしてい

るところでございます。前年度の６月補正後予算と比較して２１９万８，０００円、０．１％の

増額となっております。 

続きまして、同じくピンク色の仕切り、議案第３７号、令和３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）でございます。１ページをお開きください。令和３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、人事異動に伴う職員人件費の
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調整を行っております。歳入歳出予算それぞれ１８万円を追加し、１，４８１万円といたしてい

るところでございます。前年度の６月補正後予算と比較して３３万２，０００円、２．３％の増

額となっております。 

続きまして、浅黄色の仕切り、議案第３８号、令和３年度内子町水道事業会計補正予算（第１

号）でございます。１ページをお開きください。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１７５万円おこない、収益的支出を４億２，４８２万円といたしているとこ

ろでございます。 

続きまして、同じく浅黄色の仕切り、議案第３９号、令和３年度内子町下水道事業会計補正予

算（第１号）でございます。２ページをお開きください。資本的収入及び支出の補正につきまし

ては、処理場における耐震補強工事の詳細設計業務委託の増によるもので５０万円の補正を行い、

資本的収入を１億３，６３９万円、資本的支出を、１億９，４３９万９，０００円といたしてい

るところでございます。以上、簡単ではございますが、議案第３４号、令和３年度内子町一般会

計補正予算（第４号）から、議案第３９号、令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）

までの６件につきましてご説明致しました。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（菊地幸雄君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 林博議員。 

○１３番（林博君） 本日、町長、教育長同席がありますので、ここで基本的な質問をさせてい

ただきたいと思います。今回の一般会計の補正の中で、石畳小学校の耐震改修の設計委託料が計

上をされておるようでございます。子どもの安全を守るのは行政の役目でございます。それは十

分理解をしておるつもりであります。本議会の招集挨拶で町長の方からあいさつの中で平成２２

年３月の統廃合に向けての方針、教育委員会の方針のお話もありました。その方針に向けて町内

の小学校の統廃合が進んできたように記憶しております。その方針については町民から賛否いろ

んなご意見があったのも私なりに理解をし、納得をしておるつもりでございます。しかしながら

町における方針とか計画というのは町の基本的なものでございます。その基本の中で統合をする

という施設に公金を入れていくというちょっと理解がしにくいところも私の古い頭ではあるわけ

です。そこら当然、冒頭言いましたように、子どもの安全、町民の安全、これを最優先にするの

は行政の役目であるということも十分理解をしております。今まで長年に渡って学校施設の耐震

化、公共施設の耐震化をはかり、町民の命、安全、また減災をはかってきたということは十分、

そこらについての功績は敬意を表したいと思うんですが、そこらの考え方、その統廃合に向けて

の方針を変えていくのか。変えるからこういう手当をして安全を確保すべきという判断をされた

のかどうか。そこら基本的なことについて答弁をいただきたいというふうに思います。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡教育長。 

○教育長（山岡晋君） 只今のご質問にお答えを致します。２２年の答申については、内子小学

校と石畳小学校の統廃合、平成２６年３月までというふうに出しております。ただし、児童数の

推移状況、統廃合への一定の準備期間の必要性など考慮する中で小規模校である学校に今後想定
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外の児童数の増加が生じた場合、また地域での理解が得られない場合には、統廃合の延期ないし

中止することもありうるということは記載のとおりであります。その後、石畳地区については、

もうすでにご存知だと思いますが、平成２６年１月８日付で統廃合はしないという報告書を受け、

その後、もう一度再考をお願いしました。２７年２月４日付でお願いをした結果、２８年７月６

日に再解凍として協議を重ねた結果、今回しないというようなことでその後、教育委員会の方と

しても話し合いの場はもっているわけですけど、その回答に違いがないということを２年前にな

りますけれども確認の上、統廃合についての話し合いは継続していく中で、まだ時間が当分要す

るという中で、長い間この状態で子どもを置いておくのは教職員も含めてですけど、やはり望ま

しくないという判断のもとに今回、提示をさせていただいているということでございます。また、

今後のことにつきましては、教育大綱の中で幼・小・中学校の適正規模、適正配置等の構築とい

うことを掲げておりまして、保護者、地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し理解を得なが

らの調査検討、これは石畳だけでなく、全小・中学校を対象とした今後の方向についてはまた考

えていくとその中でもちろん石畳のことも進めていくということにしております。ということで、

すぐにそのような状況に至らない中で、このまま子どもたちの安全を確保できないということに

ついては適切でないという判断のもとに今回町長の方からの提案ということになっております。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 林博議員。 

○１３番（林博君） 教育長から説明を受けましたので、先ほどいいましたように２２年の方針

に対しては、町民、賛否両論あったわけです。しかしながら、それを議論してその方針の方向に

いった地域もございます。いってないまだ継続して検討をされよる学校もあるという中において

は、やはり今説明を受けたようなことを問われた場合には我々も説明しなければ納得をいただけ

ませんので、今、教育長から方針はそのままということで話し合いの時間が必要だから、こうい

う臨時的な対応をしていくという説明を受けましたのでそういう町民に対しての説明を私もして

いきたいというふうに思っております。ありがとうございました。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第３４号から議案第３９号までの補正予算６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（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３４号から議案第３９号までの補正予算６議案は、予算決算常任委員会に付託

することに決定しました。 

 

  日程第１６ 議案第４０号 第３４号和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約

について 

○議長（菊地幸雄君） 日程第１６ 議案第４０号 第３４号和田自治会館新築建築主体工事に



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

‐ 114 ‐ 

係る工事請負契約についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第４０号、第３４号和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請

負契約につきましては、６月３日付けで工事請負仮契約を締結いたしましたので、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（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議案第４０号、第３４号和田自治会館新築建築主体工事に

係る工事請負契約について、６月２日に入札を執行し、仮契約を締結しましたので、地方自治法

第９６条第１項第５号及び内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

議案書１の２、１ページをお開きください。議案第４０号、第３４号和田自治会館新築建築主

体工事に係る工事請負契約について、ご説明申し上げます。まず、契約の目的でございますが、

第３４号和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負でございまして、契約の方法につきまし

ては、指名競争入札による契約でございます。契約金額は、５，２５３万６，０００円で、契約

の相手方は、喜多郡内子町城廻３７６番地１株式会社 西渕工務店 代表取締役 西渕菊寿でご

ざいます。落札率につきましては、９７．８％、工期につきましては、議会の議決のあった翌日

から令和３年１２月２０日の予定でございます。 

続きまして、議案資料３の２をご覧ください。工事概要についてご説明申し上げます。和田自

治会館新築建築主体工事の建物配置図、平面図及び南側と東側の立面図になります。以前の建物

は昭和４８年３月に建築されており４８年が経過しております。建築場所は、内子町五百木２２

６３番地１で、以前の自治会館とほぼ同じ箇所に建築を予定しております。施設の概要は、木造

平屋建てで、延べ床面積１９４．９４㎡で、広間、和室、調理室、男女別トイレ、事務室等に

なっております。なお、電気・機械設備工事等につきましては、設備工事として別途発注を予定

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、

お願いいたします。 

○議長（菊地幸雄君） これより、質疑にはいります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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４０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〕 



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 115 - 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４０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４１号 第３５号平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約

について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１７ 議案第４１号 第３５号平野自治会館新築建築主体工事

に係る工事請負契約について」を議題とします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 議案第４１号、第３５号平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請

負契約につきましては、６月２日付けで工事請負仮契約を締結いたしましたので議会の議決を求

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（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

〔大久保裕記自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議案第４１号、第３５号平野自治会館新築建築主体工事に

係る工事請負契約について、６月２日に入札を執行し、仮契約を締結しましたので、地方自治法

第９６条第 1項第５号及び内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

議案書１の２、２ページをお開きください。議案第４１号、第３５号平野自治会館新築建築主

体工事に係る工事請負契約について、ご説明申し上げます。まず、契約の目的でございますが、

「第３５号平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請負」でございまして、契約の方法につき

ましては、指名競争入札による契約でございます。契約金額は、５，７６４万円で、契約の相手

方は、喜多郡内子町五十崎甲１９４８番地９、株式会社土居鉄工所五十崎支店取締役支店長、渡

邉健二でございます。落札率につきましては、９８．１％、工期につきましては、議会の議決の

あった翌日から令和４年２月１８日の予定でございます。 

議案資料３の２、２ページをお開きください。続きまして、工事概要についてご説明申し上げ

ます。平野自治会館新築建築主体工事の配置図、平面図及び立面図になります。以前の建物は昭

和３２年３月に建築されており６４年が経過しております。建築場所は、内子町日野川５４４番

地で、以前の自治会館は配置図の一番右側、北側にありますが、今回新築を予定している建物は

左側斜線で表示している箇所に予定をしております。施設の概要は、木造平屋建てで、延べ床面

積１９０．３５㎡で、ホール、和室、調理室、男女別トイレ、消防車庫になっております。なお、

電気・機械設備工事等につきましては、設備工事として別途発注を予定しております。以上、説

明とさせていただきます。よろしくご審議の上、決定賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（菊地幸雄君） これより、質疑にはいります。質疑はありませんか。 
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○１０番（山本徹君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山本徹議員。 

○１０番（山本徹君） 委員会が違いますので、質問しておきたいと思います。和田自治会館も

そうなんですが、男子トイレの高さ、これは十分に低いのではなくて、ある程度の高さが確保さ

れているのかどうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 今のご質問の高さというのは、床の高さでしょうか。 

○１０番（山本徹君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山本徹議員。 

○１０番（山本徹君） 便器の高さです。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） ちょっと詳しい資料、手元にないようでございますので、ちょっと確認

をさせていただきたいと思います。議長、暫時休憩をお願いします。 

○議長（菊地幸雄君） 暫時休憩をします。 

 

午後 時 分 休憩 

 

午後 時 分 再開 

 

○議長（菊地幸雄君） 休憩前に続き、会議を開きます 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 大変、お待たせして申し訳ございませんでした。先ほどの

ご質問なんですけど小便器につきましては、床から１０㎝くらい若干離れてはいるんですけど、

そこから３５㎝上がったところに小便の受けがあるというタイプを使うということでございます。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 消防の倉庫も車庫も一緒に建設されると思うんですけど、あと例えば

修理をする場合とか、消防車庫で傷むとしたらシャッター等にぶつけたりとかそういうことが出

てくると思うんですけど、これは一括して自治学習課の方で後は担当してくれるということにな

るんでしょうか。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 大久保自治・学習課長。 

○自治・学習課長（大久保裕記君） 建物が壊れる理由にもよると思うんですけど、自治会館と

隣接というか引っ付いておりますので、うちの方かまたは総務の方と協議した上で決定さしてい
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ただいたらというふうに思います。 

○議長（菊地幸雄君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） 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４１号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４１号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（菊地幸雄君） 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１８日の本会議

でお願いします。次の本会議は、６月１８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。 

午前１２時３５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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令和３年６月第１１８回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和３年６月 ９日（木） 

○開会年月日   令和３年６月１８日（金） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１１番  才 野 俊 夫 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  林     博 君        １４番  山 崎 正 史 君 

  １５番  寺 岡   保 君 

 

○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  小野植 正 久 君     副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長   黒 澤 賢 治 君     住 民 課 長   西 川 安 行 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  久保宮 賢 次 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  谷 岡 祐 二 君     町並・地域振興課課長  畑 野 亮 一 君 

農林振興課長  山 中 保 正 君     小田支所長   中 嶋 優 治 君 

環境政策室長  髙 嶋 由久子 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  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  大久保 裕 記 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９号） 

令和３年６月１８日（金）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について 

日程第 ４ 議案第３２号 内子町介護保険条例の一部を改正する条例について 
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日程第 ５ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 ７ 議案第３５号 令和３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 ８ 議案第３６号 令和３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 ９ 議案第３７号 令和３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１０ 議案第３８号 令和３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１１ 議案第３９号 令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１２ 議案第４０号 第 34 号 和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約につ

いて 

日程第１３ 議案第４１号 第 35 号 平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約につ

いて 

日程第１４ 受理第 １号 加齢性難聴者のための補聴器助成制度の実施を求める請願 

日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１６ 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１６ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（菊地幸雄君） 只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（菊地幸雄君） 「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、泉 浩壽議員、９番、大木 雄議員を

指名します。 

 

日程第２  議事日程通告 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第９号のとおりであります。こ

れから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第３ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第３ 議案第３１号 内子町地域振興基金条例の制定について」

を議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。向井総務文教常任委員長、登壇願います。 
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○総務文教常任委員長（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井総務文教常任委員長。 

〔向井一富総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（向井一富君） ご報告申し上げます。去る６月１０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３１号 内子町地域振興基金条例の制定につい

て」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査

報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第３１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、地域

振興に要する経費の財源に充てるため、市町村の合併の特例に関する法律第１１条の２の規定に

よる地方債を財源とする基金の設置等について条例を制定するものです。委員の質疑においては、

「なぜこのタイミングで条例の制定なのか、また基金の使い道に縛りはあるのか。」との質問に対

し、「合併特例債には２０年間の発行期限があり、その後の事業実施のために、今から基金として

積み立てるものである。令和６年度までは新町建設計画にのる事業が対象であるが、その以降は

地域振興に要するものであれば使うことができる。」との答弁でありました。採決の結果、「議案

第３１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（菊地幸雄君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

向井委員長、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（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。 

「議案第３１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３１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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３１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３２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（菊地幸雄君） 「日程第４ 議案第３２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。 

泉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（泉浩壽君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 泉産業建設厚生常任委員長 

〔泉浩壽産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（泉浩壽君） ご報告申し上げます。去る６月１０日の本会議におい
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て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第３２号、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３２号」は、原案のとお

り可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。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、関係条文の一部を改正するものです。委員から、「今回の減免措置は、どの自

治体においても一律のものなのか。」との質疑に対し、「国は、減免措置に対する財政支援の取り

扱いの基準を示しているが、ほとんどの市町村では規定に沿った形で減免の措置をされていると

思う。しかし、独自の設定をしているところもあると考えられる。」との答弁がありました。採決

の結果、「議案第３２号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

○議長（菊地幸雄君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 泉委員長、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（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。 

「議案第３２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。 

 「議案第３２号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第５ 議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の一部を改正

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。 

泉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（泉浩壽君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 泉産業建設厚生常任委員長 

〔泉浩壽産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（泉浩壽君） ご報告申し上げます。去る６月１０日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第３３号 内子町子ども医療費助成条例の

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３３号」は、原

案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、



令和 3 年 6 月第 118 回内子町議会定例会 

- 123 - 

内子町子ども医療費助成対象児童の拡充に伴い、関係条文の一部を改正するものです。委員から、

「医療費助成は病院などでどのような形で証明するのか。」との質疑に対し、「新規該当者には申

請により受給者証を交付するが、役場から申請を促す案内文書を発送させていただく。」との答弁

がありました。採決の結果、「議案第３３号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきもの

と決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（菊地幸雄君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 泉委員長、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（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。 

「議案第３３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。 

 「議案第３３号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ６ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 ７ 議案第３５号 令和３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 ８ 議案第３６号 令和３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 ９ 議案第３７号 令和３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１０  議案第３８号 令和３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１１  議案第３９号  令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）に 

ついて 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第６ 議案第３４号 令和３年度内子町一般会計補正予算（第４

号）について」「日程第７ 議案第３５号 令和３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８ 議案第３６号 令和３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９ 議案第３７号 令和３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１０ 議案第３８号 令和３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１１ 議案第３９号 令和３年度内子町下水道

事業会計補正予算（第１号）について」以上補正予算６議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。山本予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（山本徹君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 山本予算決算常任委員長。 
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〔山本徹予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（山本徹君） ご報告申し上げます。去る６月１０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６件の補正予算について、６月１４日に委員１５名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきま

しては、配付いたしております審査報告書のとおり、全６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３４号 令

和３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、１０億１９４万を増額

し、歳入歳出予算の総額を９９億５，８１８万５，０００円とするものです。前年同期と比較し

１６．０％の減額となっています。それでは、まず財源についてですが、国県支出金３億１，５

２９万２，０００円、地方債３億９，０１０万円、その他特定財源１億９，１８８万６，０００

円、一般財源１億４６６万２，０００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、麓団地粉じん対策工事について、委員から、「麓団地全体の考え方として、

緑地などの憩いの場として整備するほうが良いのではないか。」との質問に対し、「大村小児科の

職員駐車場として貸していることもあり、粉じん対策として、砕石舗装で対応したい。」との答弁

がありました。３款民生費においては、５目、心身障がい者福祉費において、障がい者の社会参

加の促進と在宅福祉の増進を目的として、対象者にタクシー券を配布する障がい者タクシー利用

助成事業補助金、３２万円を計上しています。委員から、「利用者数の算出根拠は。」との質問に

対し、「内子町の非課税者世帯の割合や民間調査による世帯の自動車非所有率などを参考に計算

している。」との答弁がありました。４款、衛生費においては、委員から、「可燃ゴミ袋はいくら

値上がりするのか。」との質問に対し、「住民が購入するものに値上げは無いが、町が購入するも

のが原油価格の値上げにより、高くなるものである。」との答弁がありました。６款、農林水産業

費においては、委員から、「ため池ハザードマップ作成業務委託について、決壊した場合の水量の

シミュレーションなどもやるのか。」との質問に対し、「国土地理院の地図では反映できないとこ

ろも現地に赴き、想定区域図を策定していく。」との答弁がありました。７款、商工費においては、

商店街の活性化を図るため、商店街協同組合が取り組む事業及び活動等を支援する費用として、

「内子まちづくり商店街協同組合補助」、３１７万５，０００円を計上しています。委員から、「事

業内容はどういうものか。」との質問に対し、「大きく４点あり、空き店舗対策事業、集客誘客事

業、販売促進事業、移住促進事業を予定している。」との答弁がありました。３目、観光施設費に

おいて、コロナ禍により減少している観光客の早期回復に向けた受け入れ環境整備として、小田

深山渓谷遊歩道整備工事及び駐車場等舗装工事、４５４万１，０００円を計上しています。委員

から、「自然豊かな小田深山なので、部分的な舗装という理解でいいのか。」との質問に対し、「あ

くまでも進入路の傾斜の補修ということで、舗装をしていく。」との答弁がありました。８款、土

木費においては、委員から、「無電柱化事業は、町内全域に向けて進めていくのか。」との質問に

対し、「無電柱化については、災害対応や景観形成のため必要な事業であるが、今後５年間は本町

商店街筋を中心に、電気事業者と協議しながら進めていきたい。」との答弁がありました。９款、

消防費においては、自主防災組織が地域の防災訓練の実施に要する経費や連携強化を図るために

必要な経費を補助する事業に１４組織からの要望があり、追加補正として、自主防災組織活性化
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支援事業費補助、２０５万円を計上しています。委員から、「この事業は、県補助事業であり今年

度で終わるが、今後の手当ては。」との質問に対し、「３年間補助金を使い、備品等の整備を進め

てきた。具体的な検討は進めていないが、何らかの形で支援をしていく必要性があると考えてい

る。」との答弁がありました。１０款、教育費においては、内子小学校屋内運動場屋根改修工事に

２，２６８万２，０００円を計上しています。委員から、「屋根に太陽光発電を設置できないか。」

との質問に対し、「今までも検討はしてきているが、未だ設置に至ってないのが現状である。自治

会館も含め、公共施設における発電パネルの設置について、環境政策室を中心に検討していきた

い。」との答弁がありました。五十崎自治センター空調工事として２，３５９万５，０００円を計

上しています。五十崎自治センター空調工事は３ヶ年計画で実施していく予定です。委員から、

「現在は冷暖房の切り替えが業者にしかできないため、非常に困っている。」との質問に対し、「今

後は温度設定も含め、事務所で対応できるようになる。」との答弁がありました。以上、「議案第

３４号 令和３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、「議案第３４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３５号 令和３年度内子町国民健康保健事業特別会計補正予算（第 1号）につい

て」でございますが、人事異動に伴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を支給するため、歳入歳出それぞれ２０２万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を２１億６，３８５万５，０００円とするものです。委員から、「マイナンバー

カードの保険証利用について、今後の動きは。」との質問に対し、「国からは、１０月を目途に運

用するとの連絡が来ている。」との答弁がありました。採決の結果、議案第３５号は、全会一致に

より原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第３６号 令和３年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第 1号）について」

でございますが、人事異動に伴う職員人件費の調整のため、歳入歳出それぞれ３１４万８，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６億４，２１４万８，０００円とするものです。特に質

疑はなく、採決の結果、「議案第３６号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 次に、「議案第３７号 令和３年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第 1号）に

ついて」でございますが、人事異動に伴う職員人件費の調整のため、歳入歳出それぞれ１８万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１，４８１万円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、

「議案第３７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３８号 令和３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１７５万円おこない、収益

的支出を４億２，４８２万円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第３８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３９号 令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」でご

ざいますが、資本的収入及び支出の補正につきましては、処理場における耐震補強工事の詳細設

計業務委託の増によるもので５０万円の補正を行い、資本的収入を１億３，６３９万円、資本的

支出を、１億９，４３９万９，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果、「議案第
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３９号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で、委員長

報告を終わります。 

○議長（菊地幸雄君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

山本委員長、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３４号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第３５号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第３６号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

 よって、「議案第３６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第３７号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第３８号 令和３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（菊地幸雄君） 起立全員です。 
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よって、「議案第３８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号令和３年度内子町下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（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第３９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第４０号 第３４号和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約

について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１２ 議案第４０号 第３４号和田自治会館新築建築主体工事

に係る工事請負契約について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

向井総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井総務文教常任委員長。 

〔向井一富総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（向井一富君） ご報告申し上げます。 

去る６月１０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４０号 第

３４号和田自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約について」審査の結果をご報告申し上

げます。審査経過等につきましては、配付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４０号」は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、６月

３日付けで工事請負仮契約を締結いたしましたので議会の議決を求めるものです。委員の質疑に

おいては、「建設予定地は、西日本豪雨の時に小さな川のオーバーフローによる被害があったと

思うが、その対応はできているのか。」との質問に対し、「瘤谷川の改修を現在行っているが、昨

年度行った改修により、前回と同じように流れ込んでくる状況にはないと考えている。」との答

弁でありました。採決の結果、「議案第４０号」は、全会一致により、「原案のとおり可決すべき

もの」と決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（菊地幸雄君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

向井委員長、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（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。「議案第４０号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 「議案第４０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第４０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第４１号 第３５号平野自治会館新築建築主体工事に係る工事請負契約 

について 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１３ 議案第４１号 第３５号平野自治会館新築建築主体工事

に係る工事請負契約について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

向井総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（向井一富君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 向井総務文教常任委員長。 

〔向井一富総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（向井一富君） ご報告申し上げます。去る６月１０日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました「議案第４１号 第３５号平野自治会館新築建築主体工事

に係る工事請負契約について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、

配付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４１号」は原案の

とおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告いたします。本議案は、６月２

日付けで工事請負仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を求めるものです。委員の質疑に

おいては、「災害の観点から、他の場所での建築は考えなかったのか。」との質問に対し、「他の候

補地との比較検討もしたが、新たに造成が必要となる点や水道問題などで、この場所になった。

現在地より下流側に移動することにより、土砂災害特別警戒区域ラインから外れ、浸水の恐れも

軽減した。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第４１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（菊地幸雄君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

向井委員長、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（菊地幸雄君） これにて、討論を終結します。「議案第４１号」の採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 「議案第４１号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（菊地幸雄君） 起立全員です。 

よって、「議案第４１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 請願受理第１号 加齢性難聴者のための補聴器助成制度の実施を求める請願 
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○議長（菊地幸雄君） 「日程第１４ 請願受理第１号 加齢性難聴者のための補聴器助成制度

の実施を求める請願」を議題とします。請願の内容については、配布しております「請願の写

し」のとおりであります。 

お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査

とすることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

従って、「請願受理第１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

 

日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１５ 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（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

 従って、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすること

に、決定しました。 

 

日程第１６ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（菊地幸雄君） 「日程第１６ 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（菊地幸雄君） ご異議なしと認めます。 

従って、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすることに、

決定しました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

 ここで、小野植町長、ごあいさつをお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（菊地幸雄君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 
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○町長（小野植正久君） 令和３年６月の内子町議会定例会の閉会にあたり一言、御礼を申し上

げます。議員の皆様におかれましては大変ご多忙の中、本定例会にご出席賜り、提案させていた

だきました案件につきまして、慎重審議いただき、すべての案件につきまして、お認めをいただ

きました。誠にありがとうございました。今後適切に執行して参りたいと思っております。さて、

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が各医院で個別接種に加え、１３日から集団接種もは

じまり順調に推移しているところでありますけれども、今後ともワクチン接種を円滑に進め、一

日も早く日常を取り戻すよう、取り組んでいきたいと考えております。議員の皆さんにおかれま

しては今後とも町政発展のためにご支援ご協力賜りますよう、お願い申し上げまして、簡単では

ございますけれども、御礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（菊地幸雄君） 以上をもって、令和３年６月第１１８回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１０時４７分 

 

 

 

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１１８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 

３ 

令和２年度内子町一般会計繰越明許費繰越計算につ

いて 
R3.6.9 R3.6.9 受理 

報告 

４ 

令和２年度内子町水道事業会計繰越明許費繰越計算

について 
R3.6.9 R3.6.9 受理 

議認

１０ 

令和３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 
R3.6.9 R3.6.9 承認 

議案 

３１ 
内子町地域振興基金条例の制定について R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３２ 
内子町介護保険条例の一部を改正する条例について R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３３ 

内子町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

について 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３４ 

令和３年度内子町一般会計補正予算（第４号）につい

て 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３５ 

令和３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 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３６ 

令和３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 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３７ 

令和３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 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３８ 

令和３年度内子町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

３９ 

令和３年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）

について 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

４０ 

第 34 号 和田自治会館新築建築主体工事に係る工事

請負契約について 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 

議案 

４１ 

第 35 号 平野自治会館新築建築主体工事に係る工事

請負契約について 
R3.6.9 R3.6.18 原案可決 
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２．請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

１ 

加齢性難聴者のための補聴器助成制度の実施を求め

る請願 
R3.6.9 R3.6.18 

閉会中 

継続審査 

 


