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平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２５年 ９月１９日（木） 

○開会年月日   平成２５年 ９月１９日（木） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番  菊 地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

  １１番  林     博 君        １２番  山 崎 正 史 君 

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本 隆 壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  西 澤 美 男 君     住 民 課 長  三根生 憲 一 君 

税 務 課 長  山 上 幸 久 君     保健福祉課長  鉾 岩 洋 子 君 

会計管理者  宮 野 照 三 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  小野植 正 久 君     産業振興課長  久 保 義 雄 君 

小田支所長  土 居 好 弘 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

政策調整班長  安 川   徹 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡   弘 君 

教育委員会委員長  城 戸   彰 君     教 育 長  亀 岡 忠 重 君 

学校教育課長  片 山 哲 也 君     自治・学習課長  井 上 淳 一 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  宮 田 久 男 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  水 本   隆 君 

 

○議事日程（第８号） 

平成２５年 ９月１９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 
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日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 報告第 ３号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書

類の提出について 

日程第 ７ 報告第 ４号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

日程第 ８ 報告第 ５号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

日程第 ９ 報告第 ６号 内子町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について 

日程第１０ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

日程第１１ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

日程第１２ 報告第 ９号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

日程第１３ 報告第１０号 専決処分の報告について 

日程第１４ 議認第 ５号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の

承認を求めることについて 

日程第１５ 議認第 ６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 議認第 ７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１７ 議認第 ８号 平成２４年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１８ 議認第 ９号 平成２４年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１９ 議認第１０号 平成２４年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２０ 議認第１１号 平成２４年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２１ 議認第１２号 平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２２ 議認第１３号 平成２４年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２３ 議認第１４号 平成２４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２４ 議認第１５号 平成２４年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第２５ 議案第６０号 内子町子ども・子育て会議条例の制定について 

日程第２６ 議案第６１号 内子町誌編纂委員会設置条例の制定について 

日程第２７ 議案第６２号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 3 - 

 

る条例の一部改正について 

日程第２８ 議案第６３号 内子町立学校設置条例の一部改正について 

日程第２９ 議案第６４号 内子町立幼稚園設置条例の一部改正について 

日程第３０ 議案第６５号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について 

日程第３１ 議案第６６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第３２ 議案第６７号 内山衛生事務組合の解散について 

日程第３３ 議案第６８号 内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分について 

日程第３４ 議案第６９号 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定につ

いて 

日程第３５ 議案第７０号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第３６ 議案第７１号 平成２５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３７ 議案第７２号 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第３８ 議案第７３号 平成２５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３９ 議案第７４号 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第４０ 議案第７５号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第４１ 受理第 ４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないこ

とを求める請願 

日程第４２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第４３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第４４ 議員派遣の件 

 

○追加議事日程（第８号の追加１） 

 追加日程第１ 議第３号議案 道州制導入に断固反対する意見書について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１３まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今から、平成２５年９月 第６７回内子町議会定例会を開会します。 

ただちに、本日の会議を開きます。なお、本定例会には、地方自治法第１２１条の規定により、

町長、教育委員会の委員長、代表監査委員及び農業委員会の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、教育長及び各課長・班長等の１７名であり
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ます。

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（下野安彦君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、７番池田洋助議員、８

番山上芳子議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（下野安彦君） 「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。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの８日間とし、会議時間は議事終了時としたいと

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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月２６日までの８日間とし、閉会の時刻は、議事終了時とする

ことに決定致しました。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配布しております、議事日程第８号のとおりであります。 

 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（下野安彦君） 「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、印刷して、お手元に配布しておるとおりです。ご覧頂いた事と思い

ますからご了承下さい。 

 これをもって議長諸般の報告を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ行政報告 

○議長（下野安彦君） これより「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を受けることにしま

す。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 皆さん、おはようございます。町長としての招集のごあいさつを申し上

げたいと思います。本日、ここに平成２５年９月内子町議会定例会を招集致しましたところ、議

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

す。 

本定例会に、町長として提出致します案件は、報告事項８件、決算認定１０件、条例の制定及
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び一部改正等６件、補正予算７件、その他４件の合計３５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、ご説明を申し上げますので、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。 

今年は、例年より早い梅雨入りにもかかわらず、雨が少なくひときわ暑い夏となりました。ま

た、東北地方や中国地方など、全国各地で局地的豪雨などにより災害に遭われた地域がたくさん

あり、大変つらい夏を過ごされた方も多いのではなかったかと思っております。内子町にとりま

しては､幸にして大きな災害もなく一面ほっとしておりますが、７月から８月にかけて本格的な雨

が降らず猛暑続きの夏でございました。果樹をはじめ様々な農作物等の影響が少し心配されてい

るところでございます。また、先般は台風１７号の通過など、久しぶりの長雨、集中豪雨により､

災害対策本部を設置し、消防団にも協力を求め早めの被害対応に当たりましたが、人家等への大

きな被害もなく安心しておるところでございます。各方面のご協力に心から感謝を申し上げる次

第でございます。これからは、少しずつ朝晩の空気や雲の動きも、秋らしくなり、心地よい風や

陽射しに変わって参ります。今回補正予算に計上しております事業を始め、本年度予定しており

ます事業計画等しっかり取り組んで参りたいと存じているところでございます。 

それでは、当面致しております事務事業等についてご報告申し上げ、ご理解をいただきたいと

思います。ご報告致します内容は、地域おこし協力隊の導入について、都市との交流事業につい

て、旭館の登録有形文化財の見通しについて、ＡＬＴ・ＣＩＲの国際交流活動の現状と今後につ

いて等でございます。 

それでは、最初に、地域おこし協力隊の導入についてでございますが、先般８月３１日と９月

１日に長田地区と内子座において、岡山県高梁市の備中神楽を迎えて公演を行いました。伝統の

ある中国地方の神楽の素晴らしさもさることながら、このような地域の特性を生かした企画を立

て実行しているのは、現在高梁市で導入されている地域おこし協力隊員でございます。地域おこ

し協力隊は、地方自治体が、都市住民を受け入れ、地域おこし活動の支援や農林業の応援、住民

の生活支援など「地域協力活動」に従事し、あわせてその定住・定着を図りながら、地域活性化

に貢献する総務省の制度でございます。この地域おこし協力隊の導入費用などは、特別交付税で

措置され、自治体の負担は僅かで活用することが出来ます。既に県内でも今治市など４市町で２

１名の地域おこし協力隊が活躍しています。このような地域おこし協力隊を、内子町でも来年度

から都市と農村の交流事業やコミュニティビジネスの新規開拓など様々な分野に亘って導入した

いと考えております。先ほど申し上げました高梁市の地域おこし協力隊のように、地域の元気創

造に寄与してくれるものと期待をしております。同時に、移住・定住の促進に繋げていきたいと

考えております。当面の募集に係る経費等については、今回の補正予算で提案をしておりますの

でご審議の程よろしくお願いを申し上げたいと思います。 
次に都市との物産等交流事業についてでございます。７月１９日から２１日の３日間、豊島区

池袋で開催されました豊島区交流都市物産展の東京フラフェスタｉｎ池袋２０１３でございます

が、このイベントは国内最大級のフラダンスの祭典で池袋西口公園を主会場として約２０万人の

来場者がありました。さまざまな団体が出店される中、内子町は地酒・ソーセージ・チーズなど

特産品の販売と観光ＰＲを行い、晴天にも恵まれたくさんの来場者に内子町の魅力を紹介したと
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ころでございます。中でも１社ではございますが、酒販店、酒の販売店でございますが、酒販店

との新たな販路も開拓できたところでございます。次に８月２９日、大阪新阪急ホテルで開催さ

れた、愛媛県、伊予銀行、愛媛銀行主催によります、えひめ産業立地フェア２０１３ ｉｎ 大

阪でございますが、ここには関西圏域の企業１７７社、２３９名のご参加を頂き、愛媛県知事の

トップセールスが行われました。特に県内企業への誘致が目的ではございますが、各企業間との

ビジネスマッチングも目指しておりまして、内子町としましても、町内に工場を有します、株式

会社タケチの自動車と楽器の国内初シリコンゴム製品の展示を行ったところ、ゴム製品を扱って

いる企業に興味を持っていただき今後マッチングへと繋がればと期待しているところでございま

す。このフェアに併せ、翌３０日には、全国約３，０００の農家と契約し青果品等をウェブ上で

販売している企業を訪問致しました。今後、町生産の野菜や果物等をこのラインに乗せられるよ

う関係団体とも協議を進め、新たな販路開拓を進めて参りたいと思っております。これからもこ

のような都市との交流事業の機会を利用して、町内各企業製品のＰＲや町産品の販路開拓に力を

入れていきたいと思いますのでご支援の程よろしくお願いを申しあげる次第でございます。今後

の豊島区との交流についてでございますが、来月１０月１２日・１３日は、豊島区最大のイベン

ト第４６回ふくろ祭りの踊りの祭典、第１４回東京よさこいに、東京フラフェスタと同内容で初

出店致します。来場者も約４０万人見込まれており、町産品の販路開拓や観光ＰＲに大きな期待

を寄せているところです。また、１０月２６日・２７日は、今回で４回目の出展となる巣鴨地蔵

通り商店街での内子フェアを開催します。この時期は観光シーズンということもあり、道の駅な

どと連携しさまざまなおもてなしの企画をしているところでございます。なお、これまでの活動

を通して、昨年豊島区の観光物産交流都市にも指定され、さらなる交流拡大を図っておりますが、

今後、豊島区長をはじめ関係者に内子町に来ていただき、非常時相互応援協定の調印式を行う予

定で現在準備をしているところでございます。この非常時相互応援協定では、今後発生が予想さ

れる広域的な巨大災害に対し、日頃から広域的に相互に連携し合えるようにして参りたいと考え

ておるところでございます。 

続きまして、旭館の登録有形文化財の見通しについてご報告を致します。７月１９日に開催さ

れました国の文化審議会の答申を受け、旭館が登録有形文化財として登録される見通しとなりま

した。近日中に官報告示が行われる見込みでございますが、これにより町内の同文化財は９件に

なります。旭館は、高岡町にある木造の劇場で、大正１５年に活動写真館として建てられました

が、３段構成の壁面と六角形平面の太鼓櫓を乗せた正面構えが特徴で、内部には舞台も残ってお

ります。昭和４３年の閉館後は、民間企業の倉庫に転用され今日まで残ってきた建物でございま

す。６月には森文「旭館」保存会が、４５年ぶりに映画を上映し大きな話題となりました。全国

的にも大正期の劇場建築はほとんど残っておらず、内子座、旭館と同じ町内に２つの木造劇場が

残る町は極めて稀でございます。町としても、旭館を内子の歴史を物語る貴重な文化財として、

また地域資源として捉え、今後の調査や修復に当たっては、何らかの支援を検討すべきと考えて

おるところでございます。 

最後に、ＡＬＴ・ＣＩＲの国際交流活動の現状と今後について、申し上げます。去る８月 7日、

内子笹踊り当日、ＡＬＴ、外国語指導助手でございますが、としてイギリス･ケント州出身のメー
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ガン・ロウさんが、前任者メラニア・ジュスフさんの後任として来町致しました。内子町では、

現在、自治体国際化協会の事業であるＪＥＴプログラム、語学指導等を行う外国青年招致事業で

ございますが、これを活用して、昨年来町したスティーブン・バブカ－クさんと合わせて２名の

ＡＬＴと、町単独事業によるＣＩＲ、国際交流員のドレーン・アルントが在籍して国際交流事業

及び活動に取り組んでいます。内子町が国際交流事業及び活動に力を入れるようになったのは、

１９９４年平成６年に財団法人･内子町国際交流協会を設立したのをきっかけに、翌年からＪＥＴ

プログラムを活用したＣＩＲを受け入れて以来、ドイツ･ローテンブルク市の関係を密にしながら、

子どもたちの英語教育を推進するため、ＡＬＴ、１名を受け入れ、現在に至っておるところでご

ざいます。ＡＬＴ及びＣＩＲの主な活動は、町内の小学校１０校における外国語活動や国際理解

教育、幼稚園・保育園における国際理解教育、中学校４校での英語教育、英語弁論大会のサポー

ト、また町民対象の英語及びドイツ語講座などを行っています。さらに、文化交流活動として５

月の子どもフェスティバルや笹踊りへの参加、チャリティーイベントや出身国の郷土料理教室な

どの開催、内子町の観光案内の翻訳や外国からの訪問者等の通訳など、多岐にわたる活動をして

います。特に、ＣＩＲのドレーン・アルントさんはローテンブルク市からの訪問団受入や中高生

をローテンブルク市などに派遣する青少年海外派遣事業の通訳などにも積極的に関わっていただ

いております。一昨年の秋には、ローテンブルク市との姉妹都市盟約の締結にも寄与してくれま

した。また、今年５月の内子手しごとの会がローテンブルク市で企画展を行ったときの通訳や、

８月に来町したドイツ・バイエルン州のネフト森林局長の通訳などを積極的に行っています。さ

らに、ドレーンさんが伊予万才を、スティーブンが廿日市獅子舞と、内子町の郷土芸能活動など

地域活動にも積極的に関わっていただいております。 

 今後とも、国際共通語である英語を内子町の児童･生徒たちに広げる活動を展開しながら、内子

町総合計画･後期計画に掲げている国際人教育の推進や国際交流の推進など、国際力を高めていく

活動を推進していきたいと考えているところでございます。また、内子町国際交流協会が公益財

団法人となったこともあり、さらなるＡＬＴ･ＣＩＲの活用を図るとともに、来年度には国際交流

協会設立２０周年という節目の年となるため、記念事業等々、新規事業にも取り組んでいきたい

と考えているところですので、議員各位におかれましてもそれぞれのお立場でご支援とご協力を

賜りますようお願いを申し上げます。以上、当面しております事柄につきまして、ご報告を申し

上げましたが、今後の新しい内子町を創造するため、町民の皆さんと共に協働して参りますので、

引き続き議員各位のご指導とご協力を重ねてお願いを申し上げまして、招集のごあいさつと致し

ます。 

○議長（下野安彦君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終了しました。 

 

日程第 ５ 一般質問 

○議長（下野安彦君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。 

 通告者は６名です。受付順に質問を許します。 

なお、議事の都合もありますので、本日の一般質問についての各議員の発言時間は、１回目の

み１５分以内とします。 
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議事整理の都合もありますので、通告者以外の関連質問はご遠慮願います。 

 それでは、最初に森永和夫議員の発言を許します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） ２番、森永です。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○２番（森永和夫君） まず、全国各地で竜巻や台風による大きな被害が出ております。被災さ

れた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。さて、暑かった夏も終わり、いよいよ秋本番、そし

て私の大好きな食欲の秋を迎えて行われます９月定例議会にあたりまして、２点について質問を

致します。 

まず、合併１０年を迎えるにあたり、これまでの検証、総括について質問を致します。平成１

１年以来、人口減少・少子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治体

にふさわしい行財政基盤の確立を目的として、全国的に市町村合併が積極的に推進をされて参り

ました。 

平成１７年１月 1 日に内子・五十崎・小田が合併して今の内子町になって早いもので８年９カ

月が経過を致しました。合併に至るまでには、旧五十崎町では、大洲喜多地域として一体となっ

て連携をしてきた大洲市との合併か、古くから内山地区と呼ばれ、自然環境や産業構造、風土な

どでも共通することが多い内子町との合併かで、町を二分する活発な議論がなされました。住民

意識調査等の結果を受け、内子町との合併を選択し平成１４年９月に２町による合併協議会が設

置されました。初めて開催された合併協議会の場で、町名は内子町、事務所は五十崎町にという

ことが確認され、その後、順調に合併協議を進めることができました。一方、旧小田町では、上

浮穴郡内町村の枠組みに合流するか、小田川の下流に位置する内子町、五十崎町の合併か、砥部・

広田との合併かで議論がなされ、混迷の末、内子・五十崎、両町との合併を選択することとなり

ました。それを受けまして、旧内子町・五十崎町では、それぞれの議会を含めて住民への説明会

を開催しながら、受入の賛否の検討がなされました。特に、五十崎町では、受け入れ賛否が二分

したため、最終的に住民投票にて旧小田町を受け入れることが決まり、平成１５年１１月、３町

による合併協議会が設置されました。まさに産みの苦しみを経て、平成１７年１月１日に今の内

子町が誕生を致したわけであります。 

この平成の合併については、当初から合併のメリット、デメリットがあることが言われており

ました。内子町では実際どうなのか。一般的に合併の際、福祉サービスなどのサービス水準は高

い水準に、負担は低い水準に調整されると言われていたが本当にそうなっているのか。中心部だ

けが良くなり、周辺部が取り残されてはいないか、住民の利便性はよくなったのか、また行財政

の効率化はどこまで進んでいるのかなど、合併後８年９カ月が経過した今、合併して我々の暮ら

しがどう変わったのか、良かったこと、悪くなったこと、町民が行政に今何を求めておられるの

かなど改めて町民の皆さんの声を聞くべきと考えます。合併後、旧五十崎・小田の活力低下や、

町並みや内子座の周辺整備などを例に「旧内子に偏っているのでは」と地域格差を憂う声、また、

農業に比べ商工業への支援が少ないなど、町民の皆さんのいろんな声が耳に入ってきます。合併
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はその地域に希望と喜びをもたらすようなものでなければならないはずです。私は、ここで、こ

れまでの合併を検証し、総括する必要があると思います。合併から今日までをしっかりと検証し、

総括するということは、取りも直さず民意の検証であり、政策に住民の声を反映させる、聞く耳

を持つのか、持たないかの証明でもあると思います。また、平成２７年度からの新たな１０年に

むけた内子町総合計画を策定する上でも、合併の検証、総括は必要と考えます。我々には、町民

の声にしっかりと耳を傾け、次の世代に胸を張って引き渡すことのできる、ふるさと内子をつく

る責任があるのではないでしょうか。市町村合併の意義は何よりも住民の皆さんへの行政サービ

スをより充実した仕組みに変えることにあり、最終的に合併してよかったことは何かというのが

住民に問われる事業であると思います。 

そこで町長に質問します。 

まず、これまでの合併の効果や課題を検証するために、町内全戸を対象としたアンケート調査

が必要と思います。その検証、総括をした上で、内子町総合計画を策定すべきであると考えます

が、ご所見をお伺いします。また当初予算において、総合計画策定業務委託費を予算化していま

す。業者との契約状況や新しい内子町総合計画の進捗状況は、どこまで進んでいるのか。町民の

声はどこまで取り入れて進めているのか。お伺いします。町長として、この合併を振り返り、良

かった事、悪かった事、また、今後の新たな取り組みとして、どのようなことがあると思われる

のか、お伺いを致します。平成２６年度には合併して１０年が経過しますが、合併１０周年記念

事業の計画はあるのでしょうか。お伺いを致します。 

 次に、町内施設の有効利用について、私の考えも含め、質問致します。 

内子町内には、内子座、文化交流センタースバル、共生館と３つの施設があります。これらの

施設は、それぞれ素晴らしい特徴を持った施設であります。まず、内子座ですが、江戸から明治

期にかけて木蝋や和紙などの生産で繁栄し経済的に余裕のあった時代を背景に、芸能をこよなく

愛する町民の熱意によって、大正５年に誕生した芝居小屋が今の内子座です。当時は、旅廻りの

人形浄瑠璃に大勢の観客で大盛況だったと伝えられています。今では定期的に文楽が公演される

など伝統文化施設としての価値のある素晴らしい施設であります。また、旧小田にある「内子町

文化交流センタースバル」は、５５０人収容の音楽堂といってもいいほどの、音響効果の素晴ら

しいホールであります。また、旧五十崎の共生館は、６００人収容の稼働椅子を備えた施設であ

り、稼働椅子を収納すれば、ワンフロアの多目的ホールとして、また、稼働椅子を出せば、音楽

はもちろん演劇など幅広く活用のできる施設であります。これらの施設の３年間の利用状況を見

てみますと、内子座では、平成２２年度が、内子町芸能発表会や、落語など３５回。２３年度が、

フラメンコ曽根崎心中や、オーガンス記念公演など４５回。２４年度が、津軽三味線、鼓童の公

演、かわむらバンドなど５５回となっております。共生館の利用状況は、２２年度がホール・舞

台で２４１回、２３年度が２２４回、２４年度が２９９回となっております。内容は、高校・中

学校などのブラスバンドの練習、社交ダンスなどサークル利用、ピアノ発表会などとなっており、

会議室も含め、毎日のように利用をされています。一方、スバルを見てみますと、リハーサル、

本番を含めて、２２年度が３４回、２３年度が２９回、２４年度が２６回となっております。ス

バル歌祭りやふるさとコンサート、内子町音楽発表会などやはり音楽関係の利用があるようです
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が、内子座、共生館と比べると少し少ない状況にあります。平成２４年６月に劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律、いわゆる「劇場法」がこのほど、超党派の議員立法で成立し、施行されま

した。図書館や博物館のような根拠法がなかった劇場や音楽ホールに、法的な裏付けができたこ

とになります。この法律の前文には「劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信

する場であり、また人々がつどい、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性をはぐくみ、人々

が生きる絆を形成するための地域の文化拠点である」また、「人々の共存と参加を得ることにより

新しい広場として、地域コミュニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待さ

れる」と謳っています。そして、地方公共団体の役割として、法第７条で、「地方公共団体は、こ

の法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及

び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう

努めるものとする」とあります。また、文化庁では、この法律の目的・内容を踏まえ、公演事業

等に対するいろいろな支援もあるようでございます。私は、内子町でもこの法律の趣旨に沿って、

内子座・スバル・共生館、この３つの施設を最大限活用し、旧内子、五十崎、小田の地域づくり

をしていくことを提案したいと思います。 

まず、内子座です。いろいろな公演に利用されていますが、中にはスバルや共生館を利用した

方が、音響効果の面でもいいのではないかと思われるものまで内子座で開催されていたと思いま

す。この際、内子座では、文楽、狂言など、伝統芸能や郷土芸能を中心とした公演にしてはどう

でしょう。その方が、より内子座らしさが出ると私は思います。また、スバルですが、素晴らし

い音響効果があるわけですから、内子の子どもたちに、教育の一環として、ピアノやバイオリン

など、本物の生の音を聞いてもらうなどクラッシック音楽を中心としたコンサートホールとして

の利用をさらに進め、スバルを拠点に、音楽の里として、旧小田の地域づくりに結びつけるよう

な活用法を考えてはいかがでしょう。次に、共生館ですが、今でも十分利用されていますが、こ

れまで以上に演劇や音楽を中心として活用をし、また社会教育の一環としての各種講演会などの

実施を、さらに進めることによって共生館を拠点に文化の里として旧五十崎の地域づくりにつな

げてはどうでしょう。そしてこの３つの施設を連携して活用することによって、音楽や演劇、伝

統芸能など文化芸術環境のあるまちとして内子の新たな魅力につながるものと考えます。 

そこで町長に質問致します。 

内子座、スバル、共生館のさらなる活用を今後どのような視点で取り組まれるのかお伺いしま

す。また、共生館の条例では、第１条で住民の芸術文化の向上及び福祉と健康の増進を図るため、

内子町共生館を設置する。スバルでは、第１条で住民の芸術文化の振興と生涯学習の充実を図る

ため、交流センターを設置するとあり、具体的な事業が明記されておりません。この劇場法の施

行に伴い、スバル、共生館の条例を一部改正し、具体的な事業を追加すればと思いますが、町長

の考えをお伺います。最後に、共生館、スバルを拠点にした、旧小田、旧五十崎の地域づくりに

ついて、どう思われるのか、ご所見をお伺いします。以上で質問を終わります。 

 

○議長（下野安彦君） 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（稲本隆壽君） 議長。 



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 11 - 

 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からは、森永議員のご質問の中で合併をしてよかった点、悪かっ

た点、あるいはそのものについてどういう所見をもっておられるかいうことにつきまして答弁を

させていただきたいと思います。あと総合計画の策定手法、あるいは施設の有効活用等々につき

ましては担当課長の方から答弁をさせていただきます。 

まず、議員ご指摘のようにこの３町合併それぞれの地域の皆さん方のご苦労の上に成り立った

と、平成１７年１月１日をもって新町発足となったということにつきまして私も森永議員と同様

の見解をもっております。しかし合併した以上ですね、次の世代に残すべきいい町にして、また

次の子どもたちにつないでいく、そういう役割が私たちにも議員の皆様さん方にも、そして町の

皆さん方にもあるなというふうに考えておるところでございます。今日まで振り返りますと、主

にその合併っていうのはやっぱり議員もご指摘のように、地方分権の推進と財政的な問題が契機

になったというふうに私は思っております。合併直後の一時期におきましては、財政の健全化や

行財政改革などに精力的に取り組まなければならない大変に厳しい状況にありました。補助金や

分担金、負担金、使用料等の面では町民の皆さん方にも一定のご理解をいただきながら事務事業

の合理化等を進めてきたのが現状でございます。しかし、そのような中にありましても新町発足

にあわせて策定致しました新町建設計画に基づきまして、合併補助金や合併特例債を活用しなが

ら大型プロジェクトの龍王再開発事業や文化創造センターの整備、小中学校の耐震化、農林業の

整備などの予定されていた事業がおおむね達成されたことにつきましてはよかったなというふう

に考えておるところです。 

また、平成１９年度に策定致しました内子町総合計画におきましては、町並み、村並み、山並

みが美しい持続的に発展するまちを目指すいう方向の中で、プロジェクト１０という重点施策を

掲げ推進し、内子町環境基本計画や内子町観光交流計画とも連動させてそれぞれの施策において

一定の成果を上げてきたんではないかというふうに捉えております。中でも私は地域における自

主自立の地域を作っていこうとする地域づくり計画に沿った各自治会の活動は、地域の特色を生

かした多様な活動の広がりが出来始めたことは大変すばらしいことだというふうに捉えておりま

す。課題ももちろんたくさんありますが、これからもこの運動を維持していっていただきたい、

町としても応援して参りたいというふうに考えております。また環境政策の分野でも自治体会議

の中では、ステージ３の認証を受けるなどトップにきているというふうにとらえておるところで

ございます。 

ただ、一方では面積が合併致しまして３００㎢、大変広い町になりました。生活用水の確保や

道路、橋の維持・修理・補修、また地滑り、がけ防等の地区に対する対策など、定住の上でのイ

ンフラの整備や高齢化の進展、人口減等々による産業力の低下など大きな課題も山積しているの

は事実でございます。 

今後におきましては、２期目の政策として掲げております、町の経済力をつけよう、安全安心

のまちをつくろう、小規模高齢化集落対策をやろう、この３つを柱に財政の健全化に努めながら

施策を展開して参りたいと考えておるところでございます。現在も総合計画を見直しまして、平
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成２７年度から新しい１０年に向かって第２次総合計画の策定に本年度から着手致しました。あ

る程度の方針がまとまりましたら町民の皆さん方、また議員の皆さま方にもお示ししながらまた

ご批判、ご意見等も頂戴して参りたいというふうに考えておるところでございます。以上でござ

います。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） 総合計画の残りのご質問にお答えしたいと思います。 

まず最初に、アンケート調査に関してでございますが、アンケート調査、住民意識の実態等、

ニーズを明らかにするのに有効な一つの手段ということでございます。町としても人権問題であ

りますとか集落対策あるいはバス問題等いろんな分野で活用をこれまでしてきているところでご

ざいます。ただ、総合計画は１０年という長期間にわたる町政の柱となる計画でございます。一

定の継続性を保ちながら、そして町長の政策等を盛り込み、慎重に扱うべきというふうに考えて

おります。町民の意見集約につきましては、毎年実施をしております自治会主催の地域づくり懇

談会や各自治会の地域づくり計画書、こういったものを参考にして参りたいというふうに思って

おります。 

総合計画の策定にあたりましては、役場各部署はもとより、自治会、農林業・商業・工業、あ

るいは教育文化といったそれぞれの分野でのヒアリングに加えまして、町内で活躍し一定の知見

を持たれている方々のヒアリングを実施して参ります。現計画の実績や検証を踏まえ意見の集約

に努めたい、いうふうに思います。また、策定の過程では総合計画策定審議会等を設け、町内有

識者のご意見等を伺う計画にしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

次に契約状況や計画の進捗状況についてのお尋ねでございますが、第２期計画の委託業者につ

きましては、第１期計画と同じ地域総合研究所と５月に契約を締結しておりまして、委託費は２

９０万４，３００円でございます。今年度の委託業務は、基本構想原案の作成、それから基本計

画策定に関する助言等でございます。これまでの進捗状況でございますが、７月上旬に第１期計

画の各課目標シート及びプロジェクト１０の進捗状況や新たな課題について検証、確認作業を致

しました。一方、今後予想される新事業や経済力をつけるための方策等について委託業者と各事

業課で協議を重ねております。また、連携・協定を締結致しております伊予銀行から産業振興や

エネルギー分野においての新たな提案を受けるなど、新たな連携を模索しているという状況でご

ざいます。今後、役場内の若手・中堅職員によるプロジェクトチームを立ち上げまして、中心市

街地活性化や第２ステージに向けた新たな戦略等についての議論を進めて参りますが、同時に稼

ぐ力戦略、地域エネルギー戦略、安全な町戦略、小規模高齢化集落戦略などをテーマに法人、団

体、町民へのヒアリングも実施する予定でございます。今年度は、こうした作業を何度か繰り返

しながら、中堅職員の今後を担ってくれる中堅職員の人材育成とも兼ね合わせまして基本構想案

を作成し、計画審議会委員さん等にお諮り、また議員の皆さんにご理解を求めていきたいという

ふうに考えております。 

最後に記念事業関係でございますが合併１０周年の記念事業の関係でございますが、先ほど森
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永議員言われましたように間もなく１０周年を迎えるというふうなことでございます。記念事業

については実施をしたいということで考えておりますが、今年度から来年度にかけまして、具体

的にはですね、企画をして参りたいということで、今のところ具体的なものについてですね、申

し上げられないわけですが、ただ１０周年を機に合併致しまして１つの町としての町誌編纂に取

り組んでいこうということで、今年度から今回補正予算ということでですね、掲げさしていただ

きましたが、今年度からこの町誌編纂については長期間ということになると思いますので、予算

を上げて計画を進めていきたいということでございますので、また後ほどこれにつきましてはご

審議のほどよろしくお願いをしたいというふうに思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方からは町内施設の有効利用について答弁をさせていた

だきます。 

まず、３つの施設の有効利活用についてでございますが、内子座は、議員ご説明されたような

建物で、内子座を愛する町内外の人たちを中心に、歌舞伎、文楽といった古典芸能はもとより、

芝居や音楽、講演会など幅広い分野で利用をしていただいております。この内子座も３年後の平

成２８年には創建１００周年を迎えることから、現在、内子座１００周年事業企画･検討委員会を

立ち上げて検討を行っておりますが、この委員会で文楽・歌舞伎といった古典芸能や町内の伝統

文化の継承を中核に据えながら、新しいジャンルのダンスや音楽、演劇など学生や若者たちにも

幅広く使っていただけるような分野も含めて、将来の内子座の活用のあり方等を検討していると

ころでございます。スバルにおきましては、平成１１年に旧小田町時代、音響にこだわって建設

された施設で地元出身の音楽家によるコンサート、小学校、中学校及び幼稚園等の学芸会、合唱

コンクール、音楽発表会、また大人の歌まつりやふるさとまつり、カラオケ大会など音楽関係の

発表会はもちろんのこと、講演会や芝居などを開いております。一方、共生館におきましては、

平成６年に建設された建物でスバル同様、音楽関係はもちろんのこと、本庁に近いということも

あり行政機関や各種団体等の催し物や大会、講演会等のイベント利用が多く、多目的な幅広い分

野で利用していただいております。スバルや共生館の今後につきまして、すべて行政が企画運用

するのでなくて、内子座を愛する人たちが活用しているように、地域の方々による実行委員会が

企画運営するような取り組みも必要だと考えております。それをサポートするため３つの施設で

文化創造の事業や未来に向けた文化継承を図ることを目的とした実行委員会が行った所に活用で

きます、内子町文化創造基金条例等も定めております。また、スバルにおきましては新たな取組

として、ＮＨＫの公開番組や宝くじ･文化講演会の開催に向けた検討を取り組んでおるところでご

ざいます。また、数年前に開催しました伊予高等学校吹奏楽部の演奏会等のように音響の素晴ら

しさを生かすために大学関係の音楽に関する部活動誘致なども積極的に諮っていきたいと考えて

いるところでございます。 

次に、条例の一部改正をして具体的な事業をする考えはないかという議員のご指摘でございま

すが、設置目的は共生館もスバルも貸館として住民等に利用してもらっておるようなところでご
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ざいます。そこで議員提案の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の施行に伴い、条例を改正し

て具体的な事業を明記してはどうかということでございますが、この法律は１９８０年代の内需

拡大路線のインフラ整備や１９９０年代のバブル崩壊による景気対策として建設された劇場やミ

ュージアムについて、利用があまりされてなかったり、諸外国と比べて予算が極端に少なかった

り、ソフトや人材育成が図られなかったことなどを解消するため、議員ご指摘のとおりそのよう

なことを狙いに定められた法律です。しかし、権利を付与するとか、義務を課するとかいうもの

でなくて、劇場とはどんなものなのかの共通理解を図る理念法のような法律でございます。その

ためか国及び地方公共団体の役割、財政面の支援等は努力目標となっております。この法律がで

きたことによりまして、共生館ホールやスバルホールというような小規模な施設で何が出来るの

か、何をするか、また住民とのコミュニケーションを手始めに、現条例の中で利用者のニーズに

あった利用促進と人材育成を考えながら模索していきたいというふうに考えているところでござ

います。 

最後に、共生館やスバルを拠点に五十崎や小田の地域づくりについてどう考えているかという

ご質問ですけれど、音響のすばらしさのあるスバルにつきましては、音楽の郷の拠点に。共生館

は別の拠点として内子座といい意味差別化を図りながら、活用をしてはどうかというような趣旨

のご質問だったと思います。そうなれば最高だというふうに考えております。スバルも共生館も

建設当時は、地方から文化発信の象徴として造られ、ある程度の収穫があったというふうに考え

ておりますが、現在は議員ご説明のような状況となっております。このような状況の中で立派な

施設も使ってもらわないと、宝の持ち腐れとなっておりますので、それぞれの施設の特徴を出し

ながら気軽に利用しやすく、また小田や五十崎地域の地域づくりの拠点となるような取り組みは

何かという所を模索しているところでございます。しかし、先ほどもご説明しましたように、何

でもかんでも行政が企画･運営したのでは人材は育ちませんので、地域を愛する人たちによる実行

委員会等の立ち上げやサポート体制の整備なども必要だと考えているところでございます。その

一つの取り組みとして、内子町文化創造基金条例の活用もできることから、地域の人たちと積極

的に関わりながら小田や五十崎の拠点となるような施設利用を考えておりますので、議員におか

れましても、今後ともご支援の程お願い申し上げまして答弁とさせていただきます。よろしくお

願い致します。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 最初の合併に対する合併後１０年近く経った段階での総括検証について

ですけれども、他市町村では合併の効果や課題について毎年度、調査検証をして町の現状、合併

の効果についてまとめているところもあります。それは当然広報やホームページなどで公表をし

ているということでありますが、ぜひですね、そういうことをすることで行政サービスの今がど

うなっているのか、町の現状はどうなのかということが町民の皆さんにもご理解できると思って

おります。これまで内子町ではそういう毎年度のですね、検証や広報といったものの取り組みと

いったものはなされてきたのか質問を致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 新町建設計画に基づいてですね、合併後は基本的にやって参りました。

そして五十崎、内子、小田にですね、地域審議会というのを置いております。その中でそれに基

づいて計画に基づいてきちんとできているのかどうかということを検証して参りました。そして、

その結果につきましても広報等あるいは行財政改革検討委員会の中での議論、方向性、結果とい

うものを町民に公表して参っております。以上でお答えとさしていただきたいと思います。 

○２番（森永和夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 森永議員。 

○２番（森永和夫君） 今町長言われたように新町整備計画についての検証というのはなされて

それもホームページでですね、一生懸命探してやっとワードでできたものが見つかるといったよ

うな状況だと思います。もっとそういうことをですね、毎年ぜひ取り組んでいただきたい。分か

りやすい形で取り組んでいただきたいと思っております。 

そして次の質問のスバル、共生館、内子座等の活用ですけれども、今度の法律が理念法という

ことは十分承知を致しております。そしてスバルではですね、地域住民の皆さんを巻き込んでな

んとか活用を考えていこうといった取り組みも職員の方にあるようです。そういったことをぜひ

実現をしてほしい。もちろん共生館も含めてでありますけれどもそういったことをですね、やる

ことによって施設の有効活用にも更につながるし、また住民の皆さんとも一緒になって活用する

ことによって、まちづくりというものにもつながってくる、地域づくりというものにもつながっ

てくると思いますのでぜひお願いをしたいと思うんですが、今スバルで取り組まれておる町民を

巻き込んでということについて進捗状況をお聞きしたいと思います。それとですねもう一つ、こ

の法律の中には学校教育との連携ということも明記されております。国及び地方公共団体は学校

教育において実演、芸術を鑑賞し、またはこれに参加することができるようこれらの機会の提供

その他の必要な施策を講ずるものとあります。ぜひ学校教育の中ででもですね、すばらしい施設

があるわけですから、本物の生のすばらしい音楽を子どもたち、そして町民の皆さん方にも聴い

ていただけるような取り組みをしていただきたいと思います。教育委員長の方から一言その点に

ついてお答えをお願い致します。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 

○教育長（亀岡忠重君） あのですね、今のご質問があった通りでですね、今スバル、共生館も

スバルもですが、特にスバルのですね、利用も少ないと言うことでそういういろんなご指摘をい

ただいております。今の学校の関係もですね、先程も課長が申し上げましたようにですね、学芸

会とかそれから音楽発表会、音楽を中心にしたものをですね、中心的にやっていこうという格好

でありますので、いっそうですね、そういうものについて力を入れていきたいと思っております。

それから町民巻き込んでのですね、活動という格好で、先程もありましたように公開録画とかそ

ういうようなことも考えておりますので、なかなかたくさんのことはですね、取り組めないと思

うんですが、やっぱりこう一緒になってですね、地域の住民と取り組んで参りたいと思いますの

で、ご理解をよろしくお願いしたらと思います。 
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○議長（下野安彦君） ここで１０分間休息をします。１１時５分より再開します。 

午前１０時５５分 休憩 

 

午前１１時 ５分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に久保美博議員の発言を許します。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保議員。 

○１番（久保美博君） １番、久保です。 

〔久保美博議員登壇〕 

○１番（久保美博君） ９月定例議会にあたりまして質問を致します。 

最初に耕作放棄地の活用について質問を致します。平成２０年に耕作放棄地の状況調査が実施

され、状況に応じ色分けされました。その後２０１０年の農林業センサスで愛媛は耕作放棄地ワ

ースト５に入っております。当町においても後継者がいない、高齢化したなどの理由により耕作

を放棄した土地が随所に見られるようになりました。このまま放置するならば豊かな自然と環境

が破壊されることは必至です。そこで、耕作するのに条件が不利なのか優良なのか。今手を入れ

ると再生可能な農地の活用をどう考えているか。 

また農地の流動化にも取り組む必要があると思います。耕作権が発生し、動きが取れなくなる

のではないか。安心して農地を貸せるとＰＲし、認定農業者などの担い手に集約すべきだと思い

ますが、その対応、対策をどう考えているか、町長にお伺い致します。 

次に農業後継者確保について質問したいと思います。農業経営者の高齢化等により農業の将来

に明るい展望がないとして農村の雰囲気は概して暗いというのが一般的であります。当町の農業

は後継者不足が最大の課題だと思います。Ｉターン、Ｕターンと町外からの新規就農者の確保等

と農業を支えるためにさまざまな支援制度があります。それに比べると農家の後継ぎへの就農支

援は手薄だと思います。そこで後継ぎにも助成金を出せる町独自の方策を行う考えはないか町長

にお伺い致します。なお、町の実態として現在の専業農家戸数の状況と後継者がいるかいないか、

現況をお伺い致します。 

 次に、保育サービスについて質問を致します。 

待機児童を減らそうと各地で保育園を増やしたり、保育士の待遇を改善したりと取り組んでお

られますが、当町における保育所に入所できない待機児童数の現状はどうか。また、２０１４年

度から始まる小規模保育について、認可保育所では園児の定員２０人以上では、全職員に必要と

される保育士資格について、小規模保育では園児の定員６人から１９人では半数以上と緩和され

て参入しやすい利点があり、このことについて現在の検討状況と今後の見通し及び取り組みにつ

いてどう考えておられるのか。また保育園、幼稚園児の受け入れ状況、多様化する保育ニーズに

対応するための方策をどう考えておられるか町長にお伺いします。 
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 最後に熱中症対策について質問を致します。 

今年の６月、８月の気象状況は極端に暑い夏だったという年であり、猛暑日、真夏日が何日も

続くという、各地で記録更新が相次いだ夏であったと思います。そこで町内の小中学生の熱中症

の状況はどうであったか。学校で体調不良を訴えたのは何人か。うち、病院を受診または救急搬

送された例はあるのか伺います。この熱中症予防にはこまめな水分補給が第一ということから、

いつでも冷たい水を飲める冷水器の、学校やセンター等公共施設等への設置状況はどうか。今後

導入方針していく考えはあるか、教育委員長にお伺いして質問を終わります。以上です。 

 

○議長（下野安彦君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保義雄産業振興課長。 

〔久保義雄産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（久保義雄君） まず、私の方からは耕作放棄地等のご質問に対してお答えを致

したいと思います。 

１つ目の放棄地の耕作放棄地の現状と対応についてでございますが、これ議員さんがおっしゃ

られたように、平成２０年度に耕作放棄地の全体調査をしてございます。その時点で２３９ヘク

タールの耕作放棄地が確認されており、農業委員会と連携を致しまして耕作放棄地・遊休農地発

生防止に努めており、その取組内容は２３年の９月議会において同僚の議員さんから一般質問さ

れ、それについては回答をしております。その後ですね、今年の３月に実施を致しております荒

廃農地発生・解消状況に関する調査では、耕作放棄地は２３９ヘクタールから２０９ヘクタール

と減少してはおりますものの、農地面積の１５％が耕作放棄地となっているような状況でござい

ます。この耕作放棄地は、除草や耕起等で直ちに耕作が可能または基盤整備等によりまして農地

利用が可能な再生可能農地でございます。それ以外の森林原野化している等、農地に復元するこ

とが不可能な再生不能農地が５９８ヘクタール確認されておるところでございます。内子町では、

耕作放棄地の発生防止と農地への再生にむけて、農業委員会や農業団体等と連携を致しまして、

担い手農家等への利用集積、新規農産物への転換、農業用施設や鳥獣害防止施設への補助、再生

事業の導入等を行っております。今後とも関係機関と連携を致しまして農地パトロールの実施や

農家への情報提供、農地の流動化や再生事業の実施等、耕作放棄地の発生防止と解消に努めて参

りたいというふうに考えております。 

２つ目の流動化の取り組みについてお答えを致します。 

流動化の制度と致しては、主に２つございまして、農地法によります賃貸借権設定と農業経営

基盤強化促進法の農用地利用集積計画に基づきます利用権設定がございます。農地法に基づき農

業委員会の許可を受け賃貸借権を設定した場合、契約期限が到来しても当事者は双方による解約

の合意がない限り、契約が法定更新され原則として解約はできないというようなことになってご

ざいます。一方、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された賃借権

等の利用権は、法定更新の規程が規定されておりませんので、契約期間が満了すれば、農地は自

動的に貸し手に返還されるということになってございます。なお、農地の貸し手と借り手が引き
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続き契約を希望する場合には、内子町が再度、集積計画を作成・公告することにより再設定する

ことができます。内子町では、農地流動化促進のための制度について内容を町の広報誌や担い手

組織等への説明等で周知を図っており、農業委員会等に農業者が利用権設定について相談に来ら

れた際は、制度内容を説明して推進をしておるところでございます。なお、現在の状況でござい

ますが、農地法３条の賃貸借農地が４ヘクタール、基盤強化法に基づきます利用権設定農地が、

８７ヘクタールと利用権設定農地の割合が増しており、徐々に制度が農家の方の方にも浸透して

きているものというふうに浸透しておるところでございます。また、国におきましては、担い手

への農地集積と耕作放棄地の発生防止・解消を図るため、農地の中間的受け皿として、都道府県

に農地中間管理機構を整備することが今年の６月に閣議決定をされております。この農地利用管

理機構を活用することで、今まで以上に手続きの負担が少なく、出し手農家につきましては安心

して農地を貸すことができ、受け手農家は、農地の集約化が図れるものと期待しておるところで

ございます。 

続きまして、大きな２つ目の質問でございます後継者の問題についてお答えをさしていただき

ます。これも議員さんがおっしゃられた通りでございまして、農家の方の高齢化が急速に進む中、

後継者不足から経営規模の縮小を余儀なくされる農家も少なくありません。担い手の中心となる

認定農業者は、現在内子町において２５０経営体ございますが、今後、大幅な増加は期待ができ

ないため、町では若年層の掘り起こしや認定農業者を対象にした生産設備等への補助等を行って

おるところでございます。なお、新規就農者対策としては、Ｉターンの新規就農希望者に対して

大瀬の中野地区に新規就農の研修施設を整備し研修後の就農を促しており、現在、４名がそこを

出られて町内で就農し、現在も３名の方が研修を行っていただいておるところでございます。平

成２４年度に、新規就農希望者の掘り起こしと就農後の定着を図るため、青年農業就農給付金を

給付する新たな支援事業が創設され、町内のＩターン就農者、１０名の方がこの支援を受給され

ております。この制度につきましては、独立・自営で就農した者が給付を受ける場合、農地の所

有権か利用権を持っていることが要件でございまして、利用権は親族以外からの貸借というふう

に決められております。そのため、農家の後継者ということにつきましては、親元に就農する場

合、給付を受けるためには、新たに親元から引き継ぐ農地面積以上の農地を確保しなければなら

ないということで、親元就農する独自の後継者につきましては給付が進まないというような状況

になってございます。そのため内子町では親元に就農する後継者への給付金が交付されるよう要

件緩和を、先だっての町長自らの知事への陳情の中にも入れてございまして、そのような状況が

都道府県全国で結構動きとしてございますので、これも新聞等で一部出ておりますけど、来年度

につきましては、この補助金の要項の改善ということで後継者につきましても親族の農地を

借りる場合でも、基本的には給付金を認める方向で今まだ具体的な予算の審議には至って

ないと思うんですが、要項はそういう方向で改正がなされるということでございますので、

まずは要項改正によりまして、要件が適用される農業後継者が受給できるように、我々も

事務を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

最後に専業農家についてのお尋ねについてお答えを致します。 

２０１０年の農林業センサスでは、内子町の農家の戸数は、２，１３２戸。農業の就業者につ
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きましては２，２０１人と１５年前のセンサスから致しまして、農家数が２０％、就業者につき

ましては４７％減少しております。うちその中の専業農家の占める割合は、２８％から１４％へ

減少しており、兼業化が進んでおるという現状でございます。基幹的農業従事者の平均年齢は、

６７．６歳と全国平均を２歳ほど超えてございます。年齢で区分した人数は７０歳から７４歳が

最も多くなっておるというような構造になってございます。あわせて農業就業者のうち６５歳以

上の者が６４％ですから、３人に２人が６５歳というような年齢構成になっておりますので、当

然でございますが、若年とか壮年層の担い手が不足しているという現状になってございます。特

に、後継者となる４５歳未満の専従者のいる農家は１４６戸と全農家に占める割合は７％という

ことで、１０％を切っておる状況でございまして、後継者の育成確保が課題となっておるところ

でございます。町と致しましては、関係機関と連携し、就農希望者の掘り起こしや就農、定住等

の支援、農業生産基盤の拡充等、担い手の育成・確保を図っております。また、認定農業者、青

年農業者、後継者の組織の活動を支援しておりまして、活動を通じて農業者同士の情報交換や連

帯の醸成を促しておるところでございます。以上、簡単でございますが、答弁に代えさせてもら

ったらと思います。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは私からは、保育サービス全般についてお答え致します。

まず、待機児童の内子町の状況ですが、国の示す待機児童の定義による待機児童はありません。 

 次に小規模保育についてですが、現段階で小規模保育事業は、国も十分な方向が定まっており

ません。また、内子町内において、小規模保育事業の対象となる施設は現段階ではございません

が、来年度、内子町子ども・子育て支援事業計画を策定することとしております。計画策定にあ

たり、町民のニーズ調査を今年度実施しますので、その調査結果を参考に検討して参りたいと考

えております。 

 最後に、保育園・幼稚園の受け入れ状況についてですが、保育園は５カ所あり、定員を超えた

児童数が入所している保育園は３園あります。また、幼稚園は現在５カ所ございますが、全園定

員に満たない状況でございます。また、内子保育園及びくるみ保育園では保護者へアンケート調

査を実施し、要望の多かった延長保育や一時保育などの保育サービスを実施しております。今後

におきましては、ニーズ調査を精査しながら検討していきたいと考えております。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） 熱中症対策についてお答えをさしていただきます。 

まず、各学校における熱中症による体調不良とか救急搬送の状況でございますが、これについ

ては報告を受けておりませんので、ない状況でございます。冷水器の各学校の設置状況でござい

ますが、１４校中６校が冷水器を設置しております。各学校では、基本的に児童生徒は水筒を持

参しておりますので、冷水器は補完的に使用している状況でございます。冷水器は、水の入れ替
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わりがあまりないものについては、残留塩素が無くなりますので、衛生面の問題も出てくると思

われます。水質検査により、状態が悪いものや古いものにつきましては廃止をしている状況でご

ざいます。なお、各学校では、緊急の場合に対応するため、お茶とかポーツ飲料を備えておくこ

とによって対応を行っております。また、５つの自治センター内におきましても冷水器は設置し

ておりません。大瀬自治センター以外は自動販売機を設置している状況でございます。冷水器は、

内子体育施設ですが内子スポーツセンターに 1 台、五十崎町民体育館に２台に設置している状況

でございます。今後におきましても、冷水器は、先ほど申しましたように衛生上の問題もあるこ

とから新たな導入は考えていない状況でございます。以上で答弁とさせていただきます。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保議員。 

○１番（久保美博君） まず、最初の答弁なんですが、耕作放棄地、農業後継者確保についてで

ございます。農業後継者確保につきましては後継ぎにも支援できるよう今後も町として取り組ん

でほしい。その方向を定めてほしいと願っております。ぜひそういった方向で取り組んでいただ

きたいと思います。 

次の保育ニーズ等についてお尋ねしたいと思います。先程ありましたように、今のお母さんた

ちは産休明けから子どもを預けたい、そういった中で０歳時の受け入れ状況、これはどうなって

おるのか。また６カ月からの０歳児の受け入れというようなことを聞いております。これらの６

カ月という定義、これらはどこにあるのか。またその辺の月、６カ月というのを短縮して例えば

産休明けですから、今の２カ月明けからの保育、そういった体制は取れないのかどうか、ちょっ

と伺いしたらと思います。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） ０歳児保育については、現在は首が完全に座る６カ月、６カ月

経ったら完全に座るという状況になりますので、６カ月から預かっているという状況でございま

す。安全性の確保という点からも現状のままで、現段階では拡大というような予定はございませ

ん。以上です。 

○１番（久保美博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保議員。 

○１番（久保美博君） 今の０歳児の受付の６カ月ということなんですが、これらについての協

議は現場で協議をされとるということなんですが、それらの協議される構成メンバーはどういっ

たメンバーで、現場で協議して６カ月と決めておるのか、ちょっとお伺いをしたらと思います。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 現場と言いますのが、保育士さんたちのご意見を参考にしなが

ら６カ月ということで決めております。 

 

○議長（下野安彦君） 次に、才野俊夫議員の発言を許します。 
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○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） ９番、才野です。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○９番（才野俊夫君） ９月定例議会にあたり、内子町が抱えている課題の中から、質問通告書

の通り農林業行政について、歴史遺産保全行政についての２項目において一般質問を行います。  

最初に、農林業行政について、稲本町長及び農業委員会宮田会長に質問致します。 

里地里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し、古来より、多様な生物の生息・生育環

境として、また、農林業などに伴うさまざまな人々が長い年月をかけ、水田耕作や畑作で生産さ

れてきた食料はもちろん、薪、炭、木材など自然資源の供給や、良好な環境、伝統的な文化の伝

承を受け継いできた観点からも、大切な地域であると考えます。この里地里山は、日本国土約３

８万㎢の中で全国各地の集落を取り巻く二次林約８００万ヘクタールと農地など約７００万ヘク

タールを合わせて、国土の約４割程度を占めております。しかしながら、近年において、里地里

山の多くは、地域人口の減少や高齢化の進行、産業構造の変化等により、里山林や農地草原の利

用を通じた自然資源の循環が少なくなることで、大きな環境変化をもたらし、その結果、里地里

山の崩壊が急速に進んでいるのが現状です。 

それでは、里地里山の過去・現在・将来について、稲本町長及び農業委員会宮田会長お二人そ

れぞれ質問致します。 

まず、近年荒廃が進みつつある里地里山の持っている重要性についてお二人のご認識を伺いま

す。また現在、里地里山が抱えている問題点及びそれらの解決策について、町行政のトップの立

場、農業委員会トップの立場、それぞれのお立場としての考察と所見を伺います。内子町では、

戦後には国営パイロット事業での農地開発事業。また最近では新規就農者募集など、担い手・就

農者の育成など、幾多の事業を行っておられますが、今後さらに里地里山の保全活動を推進する

ため、国内各地の先進地の取組み事例を収集・研究し、里地や里山を所有しておられる地権者皆

さん方の理解と協力を得て、行政やＮＰＯ法人・企業等が共同で管理する新たな方策や、都市住

民の皆さんなど多様な人々の参加促進策を構築して、内子町の実状に合った保全活用策を積極的

に導入・推進すべきと考えますが、内子町での計画や今後の予定等を伺います。併せて、現在ま

でに、内子町及び農業委員会がこれら里地里山の保全対策として、計画し実施してこられた具体

的な取り組み事例とその実績及び成果等の詳細内容を伺います。 

次に、異常気象による農作物への影響について質問致します。 

招集あいさつで町長も一言申されましたが、本年、全国的な異常気象による猛暑や少雨などの

ために、内子町内でも多くの農作物において、生育に多大な被害が出ていると伺っています。９

月中旬を過ぎたばかりの現時点では、時期的にまだ最終的な金額・数字は、確定されていないか

と推測しますが、現在までに、内子町及び農業委員会が把握している、町内の果樹園芸を含むそ

れぞれ農作物の被害内容と損害額を伺います。併せて、これから来年度への影響などを含め今後、

農家就労者の皆さんへの助成策や支援策の見通しなどがありましたらその内容を伺います。 

   続いて、歴史遺産保全行政について稲本町長に質問致します。 
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史実によれば、文久２年西暦１８６２年旧暦の３月２４日、土佐藩士、坂本龍馬は、同志、沢

村惣乃丞と共に、土佐の高知を脱藩し、翌２５日、同県檮原村で那須俊平・信吾の家に宿泊しま

した。翌２６日に旧河辺村と五十崎町五十崎の境にある泉ヶ峠で宿泊し、次の３月２７日泉ヶ峠

から歩みを進め、耳取峠、石上峠、白岩、弦巻など険しい山道を下り、旧宿間村の船着き場、亀

の甲に着いたと言われています。同日その亀の甲より川舟に乗船し、小田川・肱川を下り大洲を

経て長浜に向かったと伝えられています。龍馬脱藩より１５０周年を迎えた昨年には、大洲市を

始め各所で数多くのイベントが開催されたと伺っています。 

一方、弘仁６年西暦８１５年、弘法大師空海により開創されたと伝えられています四国八十八

カ所霊場と四国遍路道は、来年の平成２６年に開創１２００年を迎えます。現在、四国四県を始

め広く官民公連携で世界遺産登録をめざし、平成１０年頃より活動が開始されていると伺ってい

ます。遠い過去より史実をもとに、言い伝えや、伝承により受け継がれてきたこれらの歴史遺産

を出来るだけ正確に、後世の人々に受け継いでいくのは、現在を生きる私たちの義務であると考

えます。 

これら２つの歴史遺産ルートを抱えている内子町における実状を基に稲本町長に質問致します。 

まず、内子町内に存在する龍馬脱藩の道及び四国遍路道、それぞれの歴史的価値・評価につい

て、稲本町長の歴史認識を伺います。現在でも、御祓自治会の皆さんが脱藩の道ルートの草刈な

どの整備や、宿福自治会有志の皆さんが、亀の甲付近の清掃活動や管理を行っていると伺ってい

ます。この泉ヶ峠から下宿間までの龍馬脱藩の道ルートについて、旧五十崎町時代を含め、現在

までに、脱藩の道整備事業を行ってきた事業の実績や内容、それらの経緯経過及び、今後の修復

や保全事業の予定を伺います。併せて亀の甲舟付場付近の今後の復元事業の見通しを伺います。

また龍馬脱藩の道の維持保全を進める意味でも、大洲市など関係市町村との連携をさらに深め、

貴重な歴史遺産として、史実を広く後世に伝承するべきと考えますが、内子町として今後の方針

と見通しを伺います。同じく、町内にある四国遍路道の旧大洲街道や歩き遍路道などの数あるル

ートをどの様に把握されているか、その状況を伺います。また、今後遍路道ルートの整備計画の

予定や見通しを伺います。遍路道から、外れている我が家にも、たまにお遍路さんが訪れられま

す。その折には、心ばかりのおもてなしをさせて頂いてきました。そうしたお遍路さんに、町内

各地で行われているお接待の状況を把握されていましたらその内容を伺います。今後、歩きお遍

路さんへの道しるべとして案内板の設置の充実を図り、遍路道の維持保全や、町内各地でのお接

待もてなしの継承を図るべきと考えますが、内子町としての方策と見通しを伺います。最後に世

界遺産登録を目指し、遍路道を共有している大洲市や久万高原町をはじめ四国各市町との連携を

今後推進すべきだと考えますが、内子町の今後の方針を改めて伺います。以上の通り質問致しま

す。 

 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

〔久保義雄産業振興課長登壇〕 
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○産業振興課長（久保義雄君） まず、私の方からは、一つ目の質問、農林業行政、里地里山に

ついてお答えをさしていただいたらと思います。 

里地里山に対する現状認識とその対応についてお答えを致します。 

里地里山を形成する際に、重要な要素となります集落を取り巻く農地や山林は、これ議員さん

がおっしゃられたとおりでございまして、高齢化や担い手不足により生産、利用率の低下を招き、

結果的には耕作放棄地や放置林につながっている点は否定ができないところでございます。現在

の内子町総合計画は、「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展するまち」ということを標

語に掲げまして、町づくりに取り組んでおるところでございます。その中で、「村並み、山並みが

美しい」という概念がございますが、これはまさしく議員さんがおっしゃられる良好な里地里山

だというふうに私は思っておるところでございます。具体的なその対応策につきましては、平成

２４年度に石畳、参川、御祓の３地区を重点地域に致しました、内子町景観農業振興計画を策定

しておりますが、それを基本に、２年後に改訂の時期を迎えます小田、五十崎地区の自治会にお

ける地域づくり計画に反映をさせまして、石畳の水車公園、川登の筏流し、尾首の池における活

動、あるいは泉谷の棚田の活動、このような具体的な事例につなげていきたいというふうに考え

ております。このような活動がそれぞれの地域に定着することによりまして、昔ながらの動植物

にとっての良好な生息環境や大切な農村景観を残し、引いては、グリーンツーリズムなどの新た

な展望も開けて来ると考えおりますのでご理解を願ったらと思います。 

２つ目の今年の猛暑における被害状況等についてのご質問があったと思いますので、これにつ

いてお答えをさしていただきます。 

今年の夏は全国的に猛暑日が続きまして、隣の県の高知県の四万十市では４１度の国内観測史

上の記録を更新するなど、記録的な暑さでございまして、当町におきましても、７月、８月の間

は連日の猛暑、少雨傾向が続き、果樹等の基幹作物への影響が出ております。果樹におきまして

は、刀根柿が猛暑による日焼けの被害が出ており、国営団地のブドウにおきましては、水不足に

より脱粒、袋の中で粒が落ちるというような状況の被害も出ております。また栗、今ちょうど収

穫の最盛を迎えておるんでございますが、その中でも早生栗におきましては、特に小玉傾向が見

られるなど、影響が出ておることは否めないというふうに認識してございます。野菜におきまし

ても、日焼けや劣化の被害が出ております。水稲、米につきましては、水源となるため池につい

て、大幅な貯水率の低下がみられておりましたが、先だっての台風、あるいは降雨ありまして水

不足がほぼ解消され、水源も回復し、順調な生育状況であろうかなというふうな認識をもってお

るところでございます。少雨対策として、特に議員さんもおっしゃられました８月期の猛暑の時

におきましては、果樹の栽培地におきましては、かん水が行われておりました。その中でも特に

本村地区においては、８月の１０日くらいからですね、２週間あまりによってかん水が行われ、

その水源と致しまして平成２１年度から２３年度３カ年にかけてですね、国の補助金を利用して

農業用水施設を整備したんでございますが、貯水槽や取水施設など３か所整備しており、これら

を利用していただくことで基本的なかん水対策はできたな。農家の方にとっては、非常に労は多

かったと思うんですが、かん水の対応はできたかなというふうに思っておるところでございます。

今年の猛暑における被害額につきましては、伊予喜多共済等に確認した所、現時点では水稲につ
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きまして大瀬・五十崎地区の３か所で４反の植え付け不能地ということでございますので、これ

については当然共済の対象になるということで、現実的に出ておるのはその点だけでございまし

て、刀根柿については、先ほど言いました非常に心配はしておるんでございますが、特に共済１

２ヘクタール入ってるんですが、そういう心配な動きがあるということでございますが、まだこ

れから収穫ということなんで、相談はあっても具体的な申請とかそういうことには至ってないと

いうことでございます。他の作物につきましても農協あるいは育苗センター、県の職員あたりと

も情報交換はしたんでございますが、具体的な被害額が出せる所までには至ってないというふう

なことでございます。それぞれの作物、本格的な収穫の時期を迎えますので、今後、収穫量・品

質・価格におけます猛暑の影響等が懸念されるところでございますが、相対的には現時点では大

きな被害が出てないということでご認識を願ったらと思います。以上簡単でございますが、答弁

に代えさせていただきます。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

〔小野植正久町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 私の方からは歴史遺産保全行政についてその中の龍馬

脱藩の道関連についてお答えをさしていただきます。 

まず、龍馬脱藩の道の現状と歴史的価値等についてでございますけれども、この龍馬脱藩の道

につきましては、１９９６年には、文化庁が歴史ある道への国民の関心と理解を深めることを目

的に歴史の道百選が選定されましたけれども、愛媛県では２箇所の街道が選定をされており、そ

の中の１つが内子町の区間を含む檮原街道であり、歴史ある道であると考えております。次に脱

藩の道ルートの、現在までの整備経過と今後の修復保全整備や大洲市との連携についてでござい

ますが、平成２年には、旧五十崎町教育委員会により、亀の甲での説明看板および道中の脱藩の

道の道順の表示板３４カ所、東屋３カ所の設置がなされ、平成１９年には内子町教育委員会が大

洲市河辺の地元保存会および河辺観光推進協議会と連携し、泉ヶ峠での説明看板を設置おります。

また、少しでも気持ちよく歩いていただけるよう関係する自治会の方々による草刈り等をはじめ、

職員も年に一度ではありますが草刈りを行っているところでございます。ただ、道順等の看板等

につきましては、全体的に古くなっているのも事実でございます。特に老朽化が進んでいるもの

については、道順を示す表示板のプレートを一部取り換えたりしましたが、追加の看板も含め全

体的に点検したいと考えております。また、亀の甲の船着き場付近の復元についてでございます

が、この周辺については、地元の方々により草刈りを中心に年に数回清掃活動が行われています。

また、昨年、県によりこの周辺の河床掘削が行われたことにより、船着き場周辺の景観が良くな

って参りましたが、今後船着き場の上流についても県が河床掘削を行う予定でありますので、更

に景観は良くなっていくものと思っております。今後、亀の甲の船着き場は、地域の方々にも親

しまれている場所でもありますので、地元の方々と協議しながら保全に取り組んでいきたいと考

えております。 

 次に、隣接する大洲市等との今後の連携についてでございますが、この脱藩の道を使ったイベ

ントとして、大洲市では、河辺坂本龍馬脱藩の道保存会が中心になり、毎年、わらじで歩こう坂
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本龍馬脱藩の道というイベントを実施されており、また、内子町においても毎年、内子自然浴ツ

アーを実施しており、町内外の方にこの脱藩の道を歩いていただくなど親しんでもらっていると

ころでございます。そのため、今後ともイベントの時期に合わせた道の草刈りや、老朽化した道

順の表示板の更新等について、大洲市等と連携しながら取組み、歴史ある道を次の世代につない

でいきたいと考えております。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） 私の方からは四国遍路道について答弁をさしていただきます。 

まず、四国遍路道の現状と歴史的価値等についてでございますが、四国遍路は、人々に癒しと

救いを与え、受け継がれてきた四国を代表する文化遺産であります。これを将来に向けて保存・

継承していくために四国が一つにまとまって取り組むことは、四国を世界に向けて発信すること

にもつながり、歴史的価値はあると思っております。このことから四国４県と、内子町も含む関

係５０市町村が連携して、平成１８年度から四国遍路八十八箇所霊場と遍路道として将来に保

存・継承していくため、世界遺産登録に向けた取り組みを始めました。また、翌年には四国４県

が共同して四国遍路世界遺産登録推進４県協議会を設立し、今では官民連携した組織を立ち上げ、

世界遺産登録を目指した取り組みを進めているところでございます。そのことにより「四国遍路

は、地域社会と一体となった遍路文化が、数百年にわたって継承されている中から育まれた、生

きた資産であり、また我が国の世界遺産暫定一覧表には未だ見られない分野の資産であり、将来

的な記載の候補となり得る可能性はある」という評価をいただきました。しかしながら保存・継

承に向けた取り組みが不十分として、暫定一覧には記載は見送られ、資産の保護措置、顕著な普

遍的価値の証明という２つの課題が与えられました。現在は平成２８年度の暫定一覧表記載を中

間目標に掲げ、課題解決に取り組んでいるところでございます。具体的には、各県 1 カ所以上の

遍路道と札所寺院を一体的に史跡に指定するモデル地区を指定し、今後の指定の見通しを立てる

とともに、史跡以外の保護手法の考え方を確立すること。２つ目に案内標識の統一ルールの検討

や、既存の休憩所やトイレを活用した配置計画の策定・整備を行うことなどを中心に、取り組み

を進めておるところでございます。 

 次に、四国遍路道のルートに関連してでございますが、県教育委員会が作成した愛媛県歴史の

道総合計画の中で調査が行われ、指定史跡の有無や景観状況などに応じた５つのタイプに分類さ

れました。内子町内の遍路道は、指定史跡等が近隣になく、周囲の景観・環境普通としてタイプ

Ⅳに分類されております。協議会では、これらを基に遍路道の保護手法を示しており、町内は景

観条例を保全する地域と、一部重要文化的景観として保護を目指す地域となっております。 

次にお接待の状況でございますが、一般的に分かっております善根宿が五城地域、大瀬地域、

小田地域に１箇所ずつあり、年間２００人余りが利用されているようでございます。また、それ

以外に和田老人会が民家を利用して、臼杵がお堂を利用して、毎年春に御接待の日として臨時の

休憩場所を開設されております。吉野川自治会では、以前から地区内にある遍路小屋を整備し、

管理されておりましたが、今年の地域づくり事業で簡易シャワー施設を整備するなど、取り組ん
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でおられます。これ以外にも個人的な御接待をされている方もあるようでございます。これら全

て、地域の方々の善意で、おもてなしをされていることなので、引き続きこれらの地域の活動を

支援していきたいと考えているところでございます。 

 次に、ルート整備、案内板のことでございますが、現在、建てられた年代は分かりませんが道

標石や遍路標識、遍路道シール、その上に四国の道などの多くの遍路道に関する案内板がありま

す。世界遺産をめざしている観点から協議会で検討が進められておりますので、その方針を受け

て今後は取り組んで参りたいというふうに考えております。 

 最後に、関係市町との連携についてでございます。現在、協議会において遍路道の保護や整備

に関する統一的な方針が検討されている段階であり、お隣の大洲市や久万高原町、ともに関係す

る自治体としての取り組みは、現在行っていないような状況でございます。なお、大洲市は番外

札所はありますが、内子町と同様に札所がないことから共通点も多いため、今後の整備内容など

共通する部分も多いことが考えられますので情報交換を行いながら、連携した対応を進めていき

たいと思っておりますので、ご理解いただき、答弁に代えさせていただきます。よろしくお願い

致します。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 

○９番（才野俊夫君） それぞれの３人の課長の方からご答弁いただきました。同僚議員からも

先ほど質問あったことに付随しますが、里地、畑については町とか農業委員会が間に入って貸し

借りができるということなんですけど、山林ですね、について今後は山林を保全するということ

で山林の荒廃が進んでおる。山林についてのそういう貸し借りを仲介する機関というのはあるの

かどうか、実際にそれがやられておるかどうか。それらをお伺いします。それと、とりあえずそ

れお願いします。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 私が知る所では、山林の貸し借りというのは、ほぼないという

認識がございます。ただしですね、山に依存する木ですよね、例えば杉、ヒノキ、あるいは今内

子町ではしいたけの栽培が盛んなんで、原木になるクヌギとかナラですね、これは森林経営計画

というのがございまして５ヘクタール以上の団地を作って、その間伐とか手入れをすれば国の補

助金をいただいて、という制度がございます。その森林経営計画の基本的な受け手になるのが森

林組合でございまして、森林組合が受けて、自分とこだけで直接やれないのは林業経営体に任す

とかそういうことがあるんですが、これは基本的にやっぱり長期に渡って山主さんなかなか自ら

が手を入れれないので、そういったことにきちっと美しい山、いい山にするために預ける委託を

するということでございますので、それは言いましたように人工林の杉、ヒノキだけじゃなくし

てですね、クヌギとかナラとか俗に言われる里地里山を形成するそういった樹種も、そういう対

象になっているということでご理解願ったらと思います。 

○９番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 才野俊夫議員。 
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○９番（才野俊夫君） はい。ありがとうございました。歴史的遺産についてですね、ご回答い

ただきました。先般の９月４日のですね、愛媛県知事の定例記者会見においてですね、質問、四

国８８か所のお遍路道に対する知事の考えはどうかということでありました。先ほど課長からも

ご答弁いただいたような形で癒しというような方、信仰もありましょう、そういうふうな形で今

まで１２００年続いてきた。それをですね、現在予定で予備登録というのを平成２８年度に予定

をしているかということに対して、県知事もできたらその２８年を目指していろいろと意見集約

を図りたいというふうな意見もありましたが、町長のお考えを伺いたいと思います。併せてです

ね、町長とまた農業委員会委員長にですね、先ほどの里山里地に対する思いをできましたらご回

答いただいたらと思います。以上お願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） まず、里地里山の件についてお答えを致します。基本的に課長が答弁し

たとおりだと思います。私は内子町の場合に、ここが海抜７０くらいだと思います。それから小

田深山へ行きますともう１，０００ｍを超える、さらに１，５００ｍを超えるという状況がござ

います。そういうふうな内子の地形をとった時、やっぱり私たちの文化の泉、あるいは生きてい

く上での人間の源泉だというふうに私は考えております。ですから次世代に渡って大切にそれは

保全をし、そしてつないでいく役割が私たちにはある。あらゆる制度を利用してですね、きちっ

と対応していかないといけない、いうふうに基本的には思っております。 

それから８８か所の件につきましては私も可能であればですね、ぜひ空海さんがきちっとやっ

ぱり積み上げてきた歴史的な遺産でございますから、やっぱり四国だけじゃなくて世界的にも評

価されるようなですね、聖地として仕上げられれば、これ以上のことはないんじゃないかなとい

うふうに思っております。いろんな関係団体と詰めながらですね、可能な限り一緒に汗をかいて

いければいいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○議長（下野安彦君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時より再開します。 

午後１２時０２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、宮岡議員の発言を許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） １５番、宮岡です。 

〔宮岡德男議員登壇〕 

○１５番（宮岡德男君） ９月議会にあたりまして、まず最初に、昨年末政権復帰をした第二次

安倍内閣の、１０ヶ月に渡る施策についての評価を、町長がどのように見ておられるかについて

まずお伺いを致します。昨年末の総選挙におきまして、国民の期待をことごとく裏切った民主党
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政権に代わって、比例票では、前回の惨敗をした時よりも票を減らしながらも、小選挙区制度の

仕組みに支えられて、大幅に議席を増やし、また先の参議院選挙では、もっぱらアベノミクスな

る経済政策を全面に出し、消費税の問題や社会保障、原発問題、憲法問題やＴＰＰの問題等の国

の重要問題については直接語らず、選挙するやいなや消費税の大増税、社会保障の大改悪、雇用

のルール破壊、原発推進、ＴＰＰ推進、憲法改定と集団的自衛権の行使など、あらゆる分野で危

険な方向へ舵を切っているのが安倍政権ではないかと私どもは見ております。これらはどの問題

を見ておりましても、あらゆる方向で国民の暮らしと平和や民主主義を破壊をし、国のあり方の

根本を覆す方向であること、こう私どもは見ておりますけれども、稲本町長の安倍政権に対する

率直なご所見をお伺いを致します。 

次に福祉行政についてお伺いを致します。 

その第１は、昨年度国会閉会間際に駆け込みで作られた社会保障改革推進法に基づいて設置を

された社会保障国民会議が、８月６日社会保障全面改悪の最終報告書を提出を致しました。ここ

では持続可能な社会保障を構築をしていくとして、徹底した給付の重点化、効率化を求め、将来

の社会を支える世代の負担が過大にならないようにと、世代間格差を強調をし、公的制度依存を

減らす自助努力を国民に迫るものとなっております。医療分野、介護分野、年金分野、保育分野

などすべてに渡って社会保障の切り捨ての方向を示しておりまして、今後町の進める社会保障、

福祉政策など関連の行政施策にも大きな障害が出ると予測をされる訳であります。この方向がと

られた場合に、内子町の福祉行政にどのような変化が出てくると受け止めておられるか。この点

についてまずお伺いを致します。 

２点目に、この報告書に沿って政府は、介護保険から要支援者を外し、市町村のサービスに移

すことを明言しておりますが、この件に関しまして事業者団体から、市町村の受け皿が整わない

地域ではサービスが低下をするとの懸念が出ておりますが、内子町ではこのような問題に対して

対応をどのように考えておられるか。また要介護の低い高齢者の施設からの追い出しなど、介護

保険法の高齢者の尊厳を保持するという、目的に反するという批判もある訳でありますが、この

点に対してどのような対応をとられるか。町としての福祉行政に対する姿勢についてお伺いを致

します。 

次に原発再稼働問題についてお伺いを致します。 

四国電力は７月８日、北海道、関西、九州電力とともに、原子力規制委員会が新規制基準の施

行にあわせて、伊方原発３号機の再稼働審査を申請を致しました。ここでは伊方３号機が、先行

をして審議が進められているとも聞きます。また、再稼働の一番手になるのではないかとも言わ

れております。この新規制基準は、福島第一原発事故の原因究明も終わらないもとで、これらの

教訓を踏まえたものとは言えず、安全を確保できる保証はないとも言われています。世界有数の

地震国日本には、今原発の立地可能な地域はないとさえ言われておりまして、特に伊方原発の６

キロ先には日本最大の活断層であります中央構造線がありまして、これが南海トラフ地震と連動

するならば、大変な被害が出るとも心配をされております。今福島第一原発の事故は終息するど

ころか大量の放射線汚染水が海に流出をし、深刻化をしておりまして、このような状態下で原発

の再稼働は許されないのではないかと私どもは考えております。伊方原発からの３０キロ圏に町
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の一部が位置をする内子町にとって、町民の命と安全を守る立場に立たされている町として、伊

方原発の再稼働を許さない姿勢が求められていると思うんでありますが、このことについては町

民の多くが望んでいると思う訳でありますが、町長の姿勢はいかような立場を持っておられるか

お伺いを致します。 

次に土木建設行政についてお伺いを致します。 

この１０数年間、技能労働者の賃金下落が止まらない中で、若年技能者が大きく減少をし、建

設産業の行く末が案じられて参りました。そういう中で、２０１３年４月１日の入札から適応さ

れます、公共工事設計労務単価が大幅に引き上げられていると聞くわけであります。全国５１職

種、２，２４７区分すべてを大幅に引き上げ、国土交通省は前年度までとは異なる単価設定を行

い、１３年度単価が技能労働者の賃金引き上げ及び社会保険加入促進につながるように、建設業

団体や公共、民間発注者あてに要望書を出していると聞く訳であります。そこでお伺いを致しま

す。町の設計単価は前年比で何パーセントくらいの引き上げとなっているか。また、主要職種の

設計単価はどのようになっているのか。国土交通省が要請をしております社会保険料、事業主負

担分及び労働者負担分を合わせた相当額を、適切に含んだ額による下請け契約の締結と支払い状

況の確認、及び技能労働者に対し、社会保険料負担分相当額を適切に含んだ賃金が、下請けの労

働者までにも行き渡るようにとの要請をしていると聞く訳でありますが、町としてはどのような

対応を取っておられるかについてお伺いを致します。 

最後に、林野庁による国庫補助事業であります森林山村多面的機能発揮事業についてお伺いを

致します。この事業は集落等を構成する区域において、構成員の活動を通じ、地域の森林の資源

の利用を図る事業となっておりますが、この事業を通じて、放置された竹林の整備や侵入した竹

によって荒廃をする森林の整備、また特用林産物の価格低迷等によって放置をされている、集落

週辺の里山林の整備などを通して、次の森林の活性化へつなぐ活動として、山林所有者と地域住

民がともに働く共同によって、地域づくり活動をするものと受け止めておる訳でありますが、内

子町における取り組みの実態はどのようになっているのか。特にこの事業は現在、農業分野で行

われております農地・水活動の山林版と同じように私は受け止めている訳でありますが、この事

業を町としてはどのように位置付けて対応をしておられるのか。またこの事業の対象森林は、森

林経営計画や森林正常計画が策定されていない森林、となっているようでありますが、対象森林

がどのくらいあるのかについてお伺いを致しまして、私の質問を終わります。 

 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からは、宮岡議員のご質問の中で、第二次の安倍政権が発足して

から１０カ月が経過したその評価について。また、税と社会保障の一体改革に関連する町長の所

感について。そして原発の問題について。この３点につきまして答弁をさしていただきたいと思

います。あと残りの分野につきましては、保健福祉課長、建設デザイン課長、また産業振興課長
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に答弁を致させますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

最初の安倍政権１０ヵ月経過しての評価でございますけれども、私はやっぱり今日までのデフ

レ不況からの脱却ということが、どういうふうな方向で進むのかなということを注視してみて参

りました。ご承知のように、日本が今日まで物価と賃金の下落がさらなる経済の縮小を続けると

いう、いわゆるデフレ不況になってから、失業率も悪化しております。そういう状況の中で経済

を立て直す金融緩和、財政出動、成長戦略という３つの矢によって対応されている、ご案内の通

りだというふうに思います。最近の各種経済指標が顕著であります。支持率も高く、国民の皆さ

ん方は一定の評価をされているんではないかな、というふうに私は捉えておるところでございま

す。ただ、今の段階では、まだ、もしかしたら気分的なものかもしれません。経済格差の是正や

過疎化にどういうふうな形で歯止めがかかるのか。そういったような動き、また実態経済への回

帰等はまだ見られないというふうに私は捉えております。必要なことはこれらのお金がマネーゲ

ームに使われることがないように。具体的には日本の未来をひらく技術開発や新しいビジネスモ

デルへの取り組みなど、長期的な視点に立った、将来の世代のための投資が必要なんではないか

な、というふうに私は捉えております。そして一方では、日本を取り巻く状況っていうのは以前

にも増して厳しさが増しているというふうに私は思っております。安倍総理１０カ月の行動をマ

スコミ等で見さしていただいて、本当に、世界的な規模で各国を精力的に外交を展開しておられ

る。今までにはない首相ではないのかな、というふうに見ておるところでございます。これから

も注視をさしていただきたいということでございます。 

 それから、税と社会保障の一体改革に伴います、社会保障制度改革に関するプログラム法案が

閣議決定をされました。これについてはご案内の通りだというふうに思いますが、私はこの閣議

決定の中身を見ておりまして、もしこのまま行けば、お金のある自治体とない自治体の格差って

いうものが広がってくるんではないかな、という危惧が一面ではあります。そして要支援の皆さ

ん方は保険対象から外す訳でございますから、そしたら今の施設利用されている人たちが外れて

いく訳ですから、今度、施設の経営というものにもまたこれ関係してくるようにもなるんではな

いかな。国民健康保険を県の方に移管する、これは全国町村会等々も要望して参った事項でござ

いますけれども、じゃあ県に移管した場合に、この財源というのは、その赤字をどういう形で埋

めるのかな。そういうこの社会保障制度全体の財源の裏付けがほとんど見えない内容ではないか

な、というふうに私は見ております。そういう意味では不十分な中身ではないかなというふうに

私は見ておるところでございます。今後いろんな県内の町長たちと相談しながらですね、一定の

考え方をまとめていくようなことも場合によっては起こってくるんではないのかなというふうに

見ておるところでございます。 

 それから原発の再稼働についてでございますけれども、この問題につきましては今までさまざ

まな立場で私は発言して参りました。結論から申し上げますと、議員ご指摘の通り、私も安全が

保証されない原発は再稼働すべきではないというふうに私は思ってます。国民の皆さんの命が一

番でございます。そして、私はやっぱり徐々に原発への依存度を下げていくべきだという発言に

ついては、今まで議会の場でもマスコミの皆さん方にもそういう立場を申し上げて参りました。

あの３．１１の状況を考えますと災害の影響っていうものは、あまりにも広範囲でそして進化し



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 31 - 

 

ておりますし、汚染水や避難者のことを考えると、その解決にはまだまだ時間を要する現状にあ

るんだろうというふうに思ってます。安全であるかどうかっていう判断というのは、原子力規制

委員会が新しい基準に基づいて、専門的な立場から厳格に審査し、ご判断をされるべきものであ

ると思いますし、また立地自治体、また県のご判断もあると思いますけれども、そういう所を総

合的に判断されていくんだろうというふうに見ておるところでございます。あとの質問につきま

しては、担当課長の方で答弁をさしていただきます。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは私の方からは、福祉行政についてお答えを致します。 

社会保障制度改革国民会議により８月６日報告書が提出されました。報告書の中での当町にお

ける社会保障制度の影響について、現段階において考慮すべき案件について述べさせていただき

ます。 

ご存じのとおり、報告書は各論の中で社会保障４分野の改革について述べられております。 

まず、少子化対策分野の改革についてですが、その中で財源の確保とともに大切なことは、子

ども・子育て支援の理念を理解し、適切な知識と技術を蓄えた人材であるとされています。現在、

都市部だけでなく愛媛県下はもとより内子町においても、保育士及び幼稚園教諭の確保・養成が

困難になりつつあり、子ども・子育て支援の量的拡充及び質的向上に向けて、人材の確保・育成

を図っていかなければならないと考えております。 

次に、医療分野の改革についてですが、この部分においては、国保の運営業務について、財政

運営を始めとして都道府県が担うことを基本としており、国保運営については町の運営に直接か

かわる事案であり、国保の都道府県化により市町にどの様な構造的な変化や保険税がどうなるか

が問題になると考えられます。今後の財政的な構造や県と市町の役割分担における協議において、

町における状況に変化が起きないよう意見を述べ、急激な変化がなく財政運営の安定化が図られ

るよう努めて参りたいと思います。 

３番目に、介護分野の改革ですが、ここで地域支援事業の見直しに併せた要支援者への支援の

見直しとあり、見直し内容により変わるものと思われます。この件については、次の質問にもあ

りますので現状等を含め説明致します。 

最後に、年金分野の改革については、中長期的課題として就業期間と引退への移行のバランス

に対応できる年金受給の在り方ということで、雇用継続の延長や退職年齢の引き上げ等の検討も

今後必要になると思われます。社会保障制度改革国民会議の報告書を受け、８月２１日に、社会

保障制度改革推進法第４条の規程に基づく法制上の措置の骨子が、閣議決定されました。しかし、

詳細な内容や財源等まだまだ確定されていないため、今後における法案や新制度の内容が示され

ましたら対応していきたいと考えております。 

次に、介護保険要支援者サービスについてですが、国民会議の報告書では、要支援者の比較的

介護の必要度が低い高齢者向けサービス、予防給付を市町村事業へ移行する。高所得者の自己負

担の引き上げを行う。特養利用は介護３．４．５に限定などが報道されているところです。移行
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は２０１５年度から開始されるとのことですが１５、１６年度については市町村が選択できるこ

ととし、遅くとも２０１７年度中には事業移行を始めるとされているところです。内子町におけ

る平成２４年度末の要支援認定者は２９３人で、その内サービス受給者は１９８人となっており、

介護予防給付費は９，２３１万９，５１９円となっています。この給付費負担については、公費

５０％、保険料５０％であり、町の負担は１２．５％の約１，１５４万円の状況です。これを補

助事業の地域支援事業へ移行し財源手当てを維持していただけるのか、あるいは大幅な市町村の

負担が増えるのか、現在のところ不透明であります。地域支援事業の介護予防総合事業であれば

１２．５％の町負担でありますが、包括的支援事業・任意事業との位置付けであれば１９．７５％

となり、７．２５％の負担増となります。今後の改正状況を注視していきたいと考えています。

要支援者の介護サービスについても現在、利用いただいているサービスについて廃止することは

困難であると考えています。市町村事業に移行してもサービスの質と量を確保しつつ、継続して

利用できる体制整備が必要であると思っておりますが、具体的な方向性方針が提示されていない

現状では、法改正を注意深く見守り、今後対応していきたいと思います。以上答弁とさせていた

だきます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私の方からは、建設土木業者についてお答え致します。 

労務単価の前年度７％引き上げとか、また町の対応についてお答え致します。近年の技能労働

者に就労の環境の変化は大きく、建設投資の大幅な減少に伴いまして、いわゆるダンピング受注

が激化し、そのしわ寄せが労働者の賃金低下をもたらし、若年入職者が大きく減少をしておりま

す。このままでは熟練工から若手への技能承継がされないままに技能労働者が減少し、将来の建

設産業の存続が危惧されるに至っております。若年者が建設業への入職を避ける一番の理由は、

全産業の平均を２６％も下回る給与水準の低さであり、また、最低限の福利厚生である、法律に

よる加入義務のある社会保険等に未加入の企業が多いことも大きな原因であると考えております。

こうした諸事情を踏まえて国土交通省より、２５年の３月２９日付けでございますけれども、技

能労働者への適切な賃金水準の確保についてということで、要請が建設業の団体、それから公共

発注者及び民間発注者に対して通知されました。概要としましては、建設業団体には、技能労働

者への適切な水準の賃金支払い、並びに社会保険等への加入の徹底等。公共発注者には、平成２

５年度公共工事設計労務単価の早期適用、ダンピング受注の排除、法定福利費の適切な支払いと

社会保険等への加入徹底に関する指導等、民間発注者には、労務費の上昇傾向を踏まえた工事発

注等の要請がなされているところでございます。また、同日に平成２５年度の公共工事設計労務

単価が決定され、並びに公表されております。前年度と比べ、全国平均で約１５％、被災三県の

平均では約２１％の上昇となりました。内子町の発注工事における主要職種の単価と致しまして

は、これは土木工事が多いんですが、普通作業員におきましては１６．８％、引き上げ額と致し

まして１，９００円。それから建築工事になりますけれども大工さんにつきましては１３．３％、

引き上げ額が２，０００円です。それから左官さんにつきましては１３．４％、引き上げ額２，



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 33 - 

 

０００円の引き上げが行われているところでございます。内子町においては先ほどの要請を受け

まして、新単価の早期適用につきましては、すでに４月１日より新単価による設計の積算及び発

注を行っております。ダンピング受注の排除につきましては、総合評価落札方式による入札の採

用、低価格入札者排除措置要綱の制定、また、入札価格調査基準価格及び最低制限価格等の見直

しも適宜行っており、公共工事の品質確保並びに労働者への賃金水準の低下を防ぐよう努めてい

るところでございます。また、法定福利の適切な支払いと社会保険等への加入徹底に関しての指

導につきましては、現在、社会保険等の加入促進をしているところですが、今後におきましても

ホームページや入札通知等におきまして要請事項等を踏まえまして周知徹底を行って参りたいと

思っておるところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

〔久保義雄産業振興課長登壇〕 

○議長（下野安彦君） 私の方からは林業行政についてのお尋ねについてお答えをさしていただ

きます。 

森林・山村多面的機能発揮対策事業につきましては、今年度平成２５年度から２７年度までの

３ヶ年で実施を致します林野庁所管の事業でございます。この事業は、地域住民や森林所有者等

地域の実情に応じた活動組織を設立するとともに活動計画書を作成し、県に設立されております

地域協議会へ申し込みを行うもので、対象活動と致しましてこれ議員さんが言われたとおりでご

ざいます。里山林の保全活動、侵入竹の防除・竹林整備活動、森林資源利用活動、森林空間利用

活動、また、このような活動に対しての機材への支援等がございます。そしてこれらの活動に対

して規定の助成を行うというような事業内容でございます。本事業につきましては、それぞれの

活動組織が直接県の地域協議会へ申請をする事業になっておりまして、町と致しましては協議会

の方から具体的な内容についての意見を求められるというようなシステムの事業でございます。

対象森林につきましては、これも議員さんがおっしゃられたとおりでございまして、森林経営計

画が策定されてない山でございまして、活動組織と森林所有者とで利用の協定を締結している森

林が対象となるものでございます。単純にですね、町の森林面積、民有林から森林経営計画・森

林施業計画の策定森林を差し引きますと約１万４，６００ヘクタールの残地というか山林が残る

訳でございますが、現在森林経営計画、これは基本的には昨年度と今年度、具体的に言いますと

今年に入ってからの動きでございまして、今町内に７地域の森林経営計画ができておりますけど、

現在進行形で２０から３０の計画が進んでおります。ですからその辺とかぶらないということで

ございますので流動的な数字でございますが、基本的にはかぶったらいけないということでご理

解を願ったらと思います。先ほども言いましたように本事業につきましては、町を経由しない事

業ではございますが、町と致しましても、条件が整う森林につきましては積極的に取り組むよう

に、今後働きかけをかけて少しでもいい里山といいますか、林地が残るようなことで対応して参

りたいというふうに考えておりますので、ご理解を願ったらと思います。以上簡単でございます

が、答弁に代えさせていただきます。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 安倍内閣の評価については、それぞれの所見でありますので再質問は

致しませんが、原発問題について町長は安全の整わない原発の再稼働はすべきでないという立場

をもたれておりまして、非常に私どももそのとおりであろうと思います。そういう立場から伊方

原発が今、非常に特別に先に審査をされるというような状況が起きておるようでありますが、そ

のような拙速な形での再稼働には、私は内子町としても反対すべきではないかという立場をもっ

ておりますが、その点について町長はどう対応をされるか。この点についてお伺いを致します。 

それから社会保障問題で鉾岩課長の方から保育問題で人材の育成が非常に問題になるんではな

いかという立場が表明をされました。私はこの問題、国が進めるそのことは非常にそういう保育

会の中でも懸念をされておりますが、この内子町では私はもう１点、保育士さんの身分保障の問

題で非常に臨時職員が多いように受け止めておる訳でございます。やはりこの点あたりも改善を

して行く方向をとらなければ内子町での保育行政は前向いて進まんのではないかと、これは国の

進める方向にずっと追随をして、非正規の保育士さんを増やしてきた今までの流れの中から起き

ていると思うんでありますが、こういう問題についても改善をすべきだろうと思う訳であります。

その点について、これはぜひ町長がどう受け止めておられるか、町長の見解をお伺いをしたいと

思います。 

それから介護問題でありますが、これは確かに言われるように、まだ具体的な部分が出ており

ませんから私は詳しい部分についての答弁を求めようとは思いませんけれども、しかし、内子町

として、そういう高齢者の皆さんに対する姿勢として特にこのような状況いうのは、介護保険法

の目的であります高齢者の尊厳をどう守っていくか、という立場からすれば、非常に問題がある

部分でありますので、非常にきめ細かい方向。特に要支援の方々といいますのは、軽度とは言わ

れておりますが、痴呆症にかかっておられる方にとっては、非常に一番手のかかる方達だと言わ

れております。特に施設の管理者あたりと話してみますと、施設に入ってこられた高齢者の中で

も要支援１、２の方々いうのは特に認知症の方々は、非常に特別に手のいる方々なんだというこ

とを申しておりますように、また家庭において在宅で介護する場合におきましても、そういう高

齢者いうのは非常に気を遣い手のかかる分野でありますので、ただ単に介護度が低いから保険か

ら外すというような国の方向付けというのは、やはりこれは問題でありまして、こういう問題に

ついては、やはり国に対しても自治体からの意見、要望をあげるべきでないかと思う訳でありま

すが、こういう問題についても町長がどういう方向付けをしようとしておられるか。これもでき

れば町長のご所見を伺っておきたいと思います。 

次、公共工事の労務単価の問題でありますが、課長ご答弁頂きましたけれども、非常にこの問

題というのは、下請け労働者あたりの賃金が非常にこの設計単価とかけ離れた形になっているん

ではないかと思う訳であります。特に今回そういう部分を捉えて、国土交通省も下請け労働者に

対するそういう賃金がどのように支払われているか、というのも調査をするようにという要望が

出ていると思うんでありますが、当町にとりましてもそういう問題が非常に大きい問題であろう

と思う訳であります。特に土木については、町の発注する部分がゼネコンあたりが入っておりま

せんから、あまり下請け孫請けにまでいくという部分は少ないと思うんでありますが、建築に関
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しては非常に下請け孫請け、それから独り親方のところへ行く部分が多かろうと思いますので、

これについて国土交通省が要請をしてきております、末端までのそういう支払いの状況について

調査をし、実際に税金から出されている賃金や社会保障に関わる部分が実際に使われているか、

このことを調査をし、指導をしていくことが、これはやはり税金を適切に使われているかどうか

ということに関わる根本的な問題ではないかと思いますので、その点についての今後の取り組み

の強化を求めたいと思いますが、その点について課長の見解をお述べをいただきたいと思います。 

最後に森林・山村多面的機能発揮事業についてでありますが、課長が答弁をされましたように、

あと町としての役割というのはやはりこの事業が円滑に進むように指導を果たすようにというの

が書かれておるようでありますが、この点についてやはり今回のこの事業が３年間という非常に

短期のものでありますから、これを本当に活用してというのはなかなか難しいと思うんでありま

すが、しかしこれを取り組んでおられる方々の意見を聞いてみますと、この３年間で今あるそう

いう状況を打開をしながら次の事業につなげていくものにしていきたいと。特に竹林の問題につ

いて言えば、取り組んでおられるのは内子町で一団体ではないかと思うんでありますが、町内で

どうも３団体そういう部分があるようでありますが、森林組合がやっておられる部分いうのはや

はり非常に特用林産物、しいたけの価格暴落によって山が放置をされる。特に広葉樹の山が放置

をされていると。これをやっぱしどう次の事業につなげていくかという問題。それから竹林の問

題は、これは内子町ずっと、国道や県道を走っておりましても非常に山林が荒廃をしているとい

う状況であることはご承知のとおりと思う訳でありますが、この竹による浸食林をどう、やっぱ

無くしていくかという点で言えば、これは残念ながら３年間でやれるような事業ではありません

ので、これの事業に取り組んでおられる方達の話を聞いてみますと、やはりそういう部分を作り

ながら次の事業、これをつないでいけるようなものにしていきたいということで、これは地域づ

くり事業的な形でどうも進めておられるようでありますので、これに対するやはり指導の強化や、

やっぱ援助、支援を町は大いに取り組んでいくべきではないかと思う訳であります。ただ単にこ

の事業というのではなくて、その３年が過ぎた向こうにあるものをどう作り出していくかという

点の方向付け。これはやはり町も共有されるべきではないかと思う訳でありますが、この点につ

いて見解をお伺いを致します。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 宮岡議員にお答え致します。伊方原子力発電所の審査が、順番が早いと

いうことを持ってですね、拙速かどうかということについては、私はそれに対するコメントでき

る資料を持ち合わせておりません。これは先程申しましたように、国の原子力規制委員会が厳選

に審査していだたくだろうというふうに期待しているということでございます。ただ、私は２６

年の４月に国会事故調が報告を出しました。その報告書の最後にですね、この事故は人災だとい

う言い方を書いているんですね。ですからそこのところをしっかりと踏まえて、国がこれはしっ

かりと対応していくということも当然私はあると思うんですよね。そういうものを見守っていく

べきではないかなというふうに思っておるところでございます。 

それから保育士の問題でございます。ご案内のように計画的に町の方としても採用致しており
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ますし、社会福祉協議会の方もですね、計画的に採用をしているいうことでございますので、す

ぐに全部ということにはいきませんけれども、順次ですね、そういうふうなものについては対応

をしていくというふうに思っておりますので、また見守っておいていただきたいというふうに思

っております。 

それから福祉の関係ですね。これはですね、先程申しましたように、やっぱり今の日本の財政

の状況や少子高齢化社会を見ますとですね、長期的に見て、やっぱり安定的な社会保障制度を確

立するということはとても大切なことだというふうに思ってるんです。問題は財源をどうするか

ということでございましてですね、それは消費税等の問題も含めて私は踏み込み方が不十分なの

ではないかと、今回の提言ですね、ごめんなさい、閣議決定なされた内容は不十分ではないのか

という言い方をした訳でございます。そういう意味で、そういう基礎自治体にとって鉾岩課長が

申しましたように、若干のいろんな温度差はあるかもしれませんけれども、いろんな財政的な問

題がこれから出てくるんではないのかなということも危惧されますので、いろんな団体等とも相

談をしながらですね、場合によっては国の方に要請をしていくということもあり得るだろう、と

いうふうに思っておるところでございます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私どもからはですね、労働者の賃金の関係で追跡調査とい

うことだったと思うんですけれども、発注者はですね、国土交通省並びに愛媛県、また内子町と

いう形で地域のことについてもそういう発注者がですね、スクラムを組む必要があろうかと思っ

ております。そういう旨においてもですね、今後においては歩調をあわせながら動向を見ながら

ですね、愛媛県とかですね、そういうことについて、どういうことをやっていくかということに

ついてを注視しながらですね、そこらで協議をしながら今後検討をしていきたいというふうに思

っているところでございます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議員さんお尋ねの３年間は対象事業でやれて、その後が心配だ

という話だったと思うんですが、基本的にはですね、国の政策っていうのは農業もそうですし、

林業も結構ころころ変わるんで苦労しておるところはあるんですが、仮に３年後、それのフォロ

ーができるような事業がなければですね、今回４件のうちの２件は議員さんおっしゃられたとお

り、クヌギ林とかナラ林の整備でございますんで、きちっとやれば経営的にある程度採算にのれ

るベースだと思います。あとの２つにつきましては、地域の自治会というか任意の団体でござい

ますんで、あとのフォローがやっぱり必要になってこようかと思います。で、言いましたように

国のメニュー、違うメニューがあればもちろんそうなんですが、そうでなければ、今回言いまし

たように、県の地域協議会につきましては基本的には愛媛の森基金というのを任意の団体でござ

います。それが基本的には事務局でございますんで、森基金あたりの補助金を利用できることも

あろうかと思います。最後に最終的にはですね、２つの任意の団体が限りなく地域の地域づくり

という結びつきもございますんで、その辺はまた町の地域づくりの中で対応できるようなことも
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あろうと思いますんで、いずれにしてもその辺あたりをですね、踏まえてですね、３年後できる

だけ健全な山林里山の状況であり、継続ができるようにですね、支援フォローはしていきたいと

考えておりますので、ご理解願ったらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 設計単価の労務賃金の問題で橋本課長、国や県と歩調を合わせるとい

うご答弁でありましたが、私はそういう問題について、歩調を合わせられるのも結構であります

が、実際に内子町において税金が使われて、そういう所へ賃金が支払われているかどうかいう問

題。これは内子町で税金が適正に使われているのかどうかという問題に関わる問題でありますか

ら、これは、私は何も県や国におもねることなく、国土交通省もそれを求めている訳であります

から、町独自でもそういう方向をとっていくという、そういう積極的な姿勢が求められているん

ではないかと思うんでありますが、再度この点についてお伺いを致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 内子町独自ということでございますけれども、公共工事に

つきましてはですね、内子町における公共についても愛媛県、それから内子町ということがあり

ますので、やるんであればすべての状況を把握する必要があろうかと思っております。なおかつ

調査方法につきましてもですね、三次の下請けまでいきますと大変困難に期するというふうに私

は考えております。ですからそういうことについて、今後統一した調査方法についてですね、ど

ういうふうにするかということについては、やはりある程度の分は統一をしないとなかなか、例

えば不公平とかそういうこと出てくるんではないかと考えておりますので、そこらにあわせてで

すね、今の県とかいう動向を見ながら、また状況というか情報を得ながらですね、取り組んでい

くということにしたいと思っているところでございます。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１０分間休憩します。午後２時から開催します。 

午後 １時５０分 休憩 

 

午後 ２時００分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、池田洋助議員の発言を許します。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） はい、７番、池田です。 

〔池田洋助議員登壇〕 

○７番（池田洋助君） それでは質問通告に従いまして、一般質問を行います。 

まず最初に、消防行政についてお尋ねを致します。消防団は、地域防災の中核的存在として、

地域の安全・安心のための大きな役割を果たしております。少子高齢化や就業、産業の構造の変
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化等により、年々、団員数が減少しています。近年においても大規模な地震や風水害が多く発生

し、全国各地に大きな被害を及ぼしております。今後もさまざまな大規模災害がいつ発生しても

おかしくない状況にある中、消防庁では平成１８年７月に、消防団員確保の推進について消防庁

長官からの通知を発出し、消防団員の確保のため、教員を含めた地方公務員の入団について、各

都道府県を通じて全市町村に働きかけを実施していると認識をしております。 

まず内子町における現在の町職員の消防団入団率はどのようになっているのか、また新規採用

職員への地元消防団への加入促進へどのような指導をされているかお尋ねを致します。 

次に、消防団員の確保が難しい現状で地域によっては、役場職員の消防団幹部、特に部長への

昇進実績が過去にはあるようですが、現在はどう対応されているか伺います。それぞれの分団の

現状として、日中の火・水災等の出動時に部長が不在といった状況の中、活動実績も多々あると

存じております。消防団活動の歴史を鑑みますと過去の伝統を受け継ぎながら、ポンプ車操法、

小型ポンプ操法の大会のために、若い戦力として役場職員が積極的に入団を勧められていた経緯

があるのではないかと推察できます。年功序列を重んじた消防組織においては、役務途中での異

動及び退団は団員間の規律を尊重する上で、民間の団員には理解しがたい状況下にあると言わざ

るを得ません。役場の公務員は指揮命令を順守せず、民間の団員は年数を新入団員の確保まで頑

張らなければならないというのは理不尽だという意見を聞いております。そのような点を踏まえ

てこれからの消防団員の確保、及び引き継ぎなどが非常に困難になっている状況の中で、改めて

町としてどのような対策を講じていくのかお尋ねを致します。 

続いて農業行政についてお尋ねします。 

政権交代し、先の参議院選挙に圧勝した安倍政権は高い支持率に支えられ、構造改革や規制改

革を含めた新成長戦略をそれぞれ発表されており、特に農業分野では今後１０年間で農家の所得

を倍増させると発言されていますが、内子町としてそれが実現できるのか、農業委員会会長のご

所見についてお尋ねを致します。 

次に、耕作放棄地が増える理由に改正農地法第３条の第１項の、農地所有者の相続における所

有権の移転において届け出の旨を示すというようなことがございますが、これにつきましては質

問通告を出しておりましたが、この秋の臨時国会で農地法を含めた法律改正が出されるというこ

とでありますので、今後の推移を見ながら内容が明確になって改めて農業委員会や議会での議論

を致したいと思いますので本日は割愛させていただきます。 

続いて観光振興についてお尋ねします。 

内子町総合計画後期計画、平成２３年度から平成２６年度によりますと、観光協会の活性化事

業として法人化を検討されているようですが、まず現在の取り組みと法人化によるメリット、デ

メリットについて伺います。今年４月にビジターセンターがオープンして、内子町の観光活性化

を目的として滞在型観光の推進、また小田深山、泉谷の棚田などの観光資源を広くアピールを始

めたばかりで、観光協会が内子町行政から独り立ちするのが平成２６年度と書いてあるのは、町

民にとっても観光関係者にとっても時期尚早と感じざるを得ません。全国初の観光協会を株式会

社ニセコリゾート協会として設立した北海道ニセコ町は、平成１２年から３ヶ年をかけて準備を

致しました。その間の町理事者、議会そして商工関係者の努力、全国公募の事務局長などの就任
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と何より町民４，６５０名から１，０００万円、５０％の出資を得たことなど並大抵の努力では

なかったかと推察致します。改めて、内子町に今求められる観光協会とは何なのかお尋ねを致し

ます。また、今後町民や観光事業関係者の理解を得るのならば、観光協会法人化の場合、あるい

は公益財団法人などの組織設立が可能ならば、内子座等の観光施設の指定管理者制度を導入され

る考えはあるのか最後にお尋ねを致します。この質問の趣旨としては観光案内所だけでは収益が

上がらず、企業体としては取り組みが難しいことを各地の事例としてあげたいと思います。 

以上、一般質問とさせていただきます。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡危機管理班長。 

〔亀岡 弘危機管理班長登壇〕 

○危機管理班長（亀岡 弘君） それでは、私からは消防行政についてお答えをします。 

まず、町職員の消防団入団率、また新規採用職員への加入促進の指導について、お答えをしま

す。町職員の消防団入団状況は、正規職員２２８名の内７５名が現在入団をしています。男性１

５４名の内７３名が入団をしており、その加入率は約４７％、女性は７４名の内２名が加入、２．

７％でございます。また、新規採用職員への消防団加入促進については、年度初めの新規採用職

員研修時に、消防を含め地域の行事やボランティア活動には積極的にかかわり、地域から信頼さ

れる職員となるよう指導をしております。 

 次に、町職員の消防団幹部、部長等への昇進問題についてお答えします。合併して間もない頃

は、旧町単位で活動してきたそれぞれの消防団運営の経緯もあり、町職員が消防団の部長、つま

り幹部に昇進したこともあります。しかし、大きな災害があった場合、町職員は内子町災害対策

本部に集結し活動することが基本となり、消防団幹部として現場で指揮を執ることができなくな

ります。そういったことから、町職員が消防団幹部に昇進することは、現在では認めていません。 

 次に、消防団員の確保が厳しくなっているが、その対策をどうしているかについてお答えしま

す。消防団員の確保は全国的な課題となっており、国及び県でもその対策が議論をされています。

内子町のような中山間地域では、人口とりわけ若年層の減少が、消防団員のなり手の減少につな

がっています。消防団内部においても消防団員の確保に取り組み、地域で積極的に声をかけ、例

年減少傾向にあった団員数が、今年度は昨年度よりわずかながら団員数が増加をしております。

今後は、町広報誌や町ホームページで積極的な団員確保の呼びかけや、予防消防の要となる女性

消防団員の確保など、消防団と十分に議論をしながらその対策を講じたいと考えております。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

〔久保義雄産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（久保義雄君） 私の方からは安倍政権になりましての農家の所得倍増計画とい

うことに関連してのご質問だったと思いますが、そのことについて答弁をさせていただきます。  

２０１０年の農林業センサスでの内子町の農家数は、これは先程の議員さんの時にもお答えを
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したんですが、２，１３２戸でございます。そのうち農産物を５０万円以上販売した農家は、約

６割の１，２７７戸となっております。残りの約４割につきましては、俗に言われる自給農家と

いうことで、その多くは生計を農業以外の所得で賄われているところでございます。販売農家１

戸あたりの販売額を単純に計算致しますと約２３０万円でございまして、これから生産資材でご

ざいますとか、販売経費の間接経費を差し引きますと、所得につきましては１００万円前後にな

るのではないかなと推察をしているところでございます。安倍総理が言われております成長戦略

第２弾につきましては、を発表して、その中で農業の競争力強化と農業所得を倍増する目標を掲

げておられますが、所得を倍増するためには具体的に農地の集約、付加価値の増大、輸出の拡大

という３つの柱を立て、攻めの農林水産に転じるとしておるところでございます。まず、農地の

集約につきましては、農地の集積と規模拡大のため農地中間管理機構、これも言いましたように

都道府県単位に置く農地の中間管理機構を創設致しまして、面的拡大を図る農家に貸し付けるこ

とで、米の生産コストを４０％削減できるという試算をしておるところでございます。２つ目の

付加価値の増大につきましては、６次産業化を促すことで、現在、１兆円の６次産業化市場を１

０兆円産業にするというようなことでございます。輸出の拡大につきましては、現在、４，５０

０億円の輸出額を倍以上の１兆円にするというような内容でどうもございます。これらの指標を

ですね、内子町にあてはめた場合、具体的にどうなるかと言うことなんですが、農地の集約につ

きましては、特に内子町の場合、中山間地域あるいは果樹が中心の農地の生産環境でございます

ので、そういう面での圃場整備は十分でなく、樹園地が多いため面的拡大が図れる生産環境は、

限られたものになるんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。次に６次産業

化についてでございますが、これも町内の企業で鋭意取り組んでおるところでございますが、事

業拡大のためには、食品製造や流通への一層の投資が必要になることが予想されるところでござ

います。同様に輸出の拡大につきましても私企業での取り組みには限界があるでありましょうし、

それに関しては強力な支援が必要になるのではないかなというふうに想定をしておるところでご

ざいます。いずれに致しましてもこれらの政策につきましては、将来の国際競争に耐えうる産業

としての第一次産業を再生するための、重要な施策であるというふうには思っておりますが、内

子町が政策の具体的な成果を得るということに関しましては、条件整備を含め相当な時間が必要

になるんではないかなというふうに理解しておるところでございます。なお、町内につきまして

は議員さんご存じのようにワインの醸造でございますとか、チーズの製造、民宿経営、グリーン

ツーリズム等に取り組む農家も現れておりまして、町としては、引き続きましてこのような施策

をできるだけ支援をしてですね、都市農村交流事業や６次産業化事業等につなげて、町内の農家

所得の全体の引き上げに今後とも支援をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解

を願ったらと思います。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

〔小野植正久町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 私の方からはですね、観光振興についてお答えをさせ

ていただきます。 
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まず最初にですね、観光協会の活性化事業として法人化の検討がされているけれども、現在の

取り組みと法人化によるメリット、デメリットについて伺うというものでというご質問でござい

ますが、内子町の観光協会なんですけれども、平成１８年２月に、旧３町の観光協会が合併をし、

内子町の観光事業の振興、内外観光客の誘致等を目的にスタート致しましたけれども、町が事務

局を担い、様々な媒体を使い内子町の情報を発信するとともに、観光客の誘致の誘客の取組みを

行ってきたところでございます。ただ、先進地においては、観光客から観光協会に旅行の連絡が

入った際に、その窓口で、宿泊の予約はもちろんのこと、体験等を含めた滞在プランを企画提案

するなど、観光客の立場に立った取組みが行われておりまして、誘客を図るためにはこのような

取り組みが非常に大切であるというふうに考えているところでございます。しかし、このような

取り組みをするためには旅行業の資格をとる必要があるために、先程議員さん言われましたよう

に内子町総合計画後期計画では、観光協会が母体となり法人格及び旅行業第３種旅行業を取得し

着地型旅行を推進するという目標を掲げ、この計画を受けて、協会役員の皆様と法人化をしてい

る先進地事例を学ぶために、先般、先進地研修にも行って参りました。このことによるメリット

と致しましては、各事業者等との連携は当然必要になりますけれども、窓口一本化の効果による

観光客の増加や自らが商品を造成し販売していくことで、経済効果が期待できるということでご

ざいます。つまり、町内のそれぞれの宿や観光客を迎えている事業所、地域に散在する観光資源

などが経済的に連携して一元化し、旅行商品になることによって、滞在して周遊する観光が期待

できます。次に、デメリットというよりもむしろ課題ということになりますが、そのためには、

組織化するための資金や地域の観光課題を解決して営業できる優秀な人材確保、そして、受け入

れるための宿等の整備や体制の充実が重要であると考えています。 

 次に法人化の場合、内子座等の観光施設の指定管理者制度を導入される考えはあるかというご

質問でございますけれども、各地にある観光協会の法人で、法人自体で収益事業にあわせて、自

治体からの受託事業や自治体の所有する観光施設等をですね、指定管理者として一体的に管理運

営し経営しているところもございます。内子町の場合、町が所有する観光関連の施設には、木蝋

資料館上芳我邸、商いと暮らし博物館、内子座、凧博物館、高橋邸等の宿泊施設、町並み駐車場

等がございますが、内子町の観光協会を法人化し様々な事業に取り組んでいくためには、これら

観光施設を一体的に結び付けて、民間のノウハウを活かしながら利活用しやすい環境をつくるこ

とも重要であります。そのため、これら観光関連施設の指定管理者制度の導入等について、観光

協会の組織改革の議論に合わせ検討したいと考えております。観光客の滞在時間や消費額の拡大、

顧客満足度のアップのため、今後とも様々な課題に取り組んでいかなければなりませんが、観光

協会の組織改革についても、今すぐに実現できるものではありませんが、引き続き観光協会の皆

さまと検討を重ねて参りたいと考えております。以上で答弁とさせていただきます。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） 数点再質問致します。まず町職員の消防団の部長登用はできないという

お答えでございましたが、先ほどおっしゃられた災害対策本部ができるというのは大きな災害と

いうふうに私は認識をしておりますが、普通の一般的な住宅火災等で、別に部長が不在でも団員
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だけで処理することっていうのは、先ほどちょっと質問の中にも入れましたが、４人以上いれば

出動できるということがありますので、実際ですね、うちの消防団員も県外へ運送業で出ている、

帰ってこれない。また前いらした部長さんは朝６時半には内子を出て夜の６時頃にしか内子に帰

ってこない、いうか松山の会社に勤務されている。現在では一応消防のメール等が入りますので、

どこで何が起きているかと。または大洲の防災センターなどの方に電話すれば分かりますが、部

長がいなくてもできる組織を作るのが、消防団の指揮命令系統の中の人材の育成といいますか、

そのためのポンプ操法大会とかがあってですね、特に新入団員等で幽霊団員と言われる方達はい

つまでたってもポンプの操作、またホースの操作等々できない団員を抱えている部も多々あると

いうふうに聞いておりますので、そこらあたりでやっぱりですね、特に班長さんまでは役場職員

がなれるということで、先ほど言った年功序列の枠からそこだけすり抜けると、例えば職員が６

人ほどいるある部があって６人いっぺんごっそり抜けると、ほとんど、命令指揮系統とか縦社会

の中で急に抜けられたらということもありますので、そこに飛び級で下からもって上がるという

ことも、なかなか物理的に現実的に難しいという部を抱えているところもありますので、そこら

あたりもう一度調査をしていただいて、そういった場合においてはですね、特例と申しますか２

年間だけと、今、部長の任期がほとんど２年になっておりますので、２年の間に対応をまた変え

ていくというようなことで、臨時的な措置としてそういうのを認めていただけるようにもう一度

ご検討をいただきたいというふうに思いますので、それについてのお考えをお聞かせ下さい。 

それとさっき久保課長からは農業を１０兆円にするというお話で、非常によく分かりやすく、

私も農業委員としてこれから勉強していかないといけないな、というふうに思っておりますが、

ぜひですね、農地の集約については、これも法律ができないとなかなか難しいかもしれません。

農地中間管理機構が県の方に設置されるということですから、それから併せて内子の現状、中山

間地で非常に耕作が難しいというようなことも併せてですね、そこらあたりの今後の詰めも農業

委員さんにもまたご迷惑をおかけすると思いますが、土地の集約化についてはですね、農業委員

会で頑張っていただきたいというふうに、を付け加えたいと思います。 

そして最後に観光協会の法人化に向けた組織改革ということで答弁いただきました。これタイ

ムスケジュール的に平成２６年度ということで、来年１年をかけてこれをやってしまおうという

考えでいるのか、その点にもう一度お聞かせ下さい。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡 弘君） 失礼します。先ほどの池田議員の消防団の幹部昇進のことにつ

いてですけど、内子町としては基本的な姿勢というのはきちんと持っているんですけれども、先

ほどおっしゃられた池田議員のお気持ちもよく分かりますのでですね、今後検討協議をさせてい

ただきたいとは思いますが、基本的姿勢はあまりは変わりません。協議検討はさしていただきた

いと思います。あと続いて総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 今の問題につきましてはですね、１、２年前でしたでしょうか、消
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防団の幹部の方とですね、町長の方にもいろんなお話に見えられまして一応協議をしております。

その中でも特に合併の前後、合併の前の年もあったと思うんですが、合併直後に非常に大洪水が

ありました。気象状況といいますか非常にそういう機会がですね、多くなってます。昨年もござ

いました。ですから警報の出るのがですね、頻繁に出て参ります。そうすると警報が出るとです

ね、職員についてはまず待機ということになりますので、いつ招集がかかるか分からないという

ふうなことでございます。そういうことで町長の方針としてもですね、いつでも駆けつけられる

ような体制をとっておきたいということで、団幹部の皆さんにもですね、そういう話を致しまし

て一定の理解を得られているいうふうなことで、今回の後で例改正等入れておりますが、団員数

の減少にあたりましてもですね、今回調整しておりますけれども、団員確保にも努められてです

ね、これまでの間、機器の整備を含めですね、他のことで対応できることはしながらですね、充

実をしていきたいということでございますので、ご理解をいただいたらと思います。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 農地の集約化についてはですね、今でも支援センター、農業委

員会互いに情報を共有しながら積極的にやっておるところでございますが、今回、県の中間の管

理機構ができるということでございますんで、またその辺の県の情報を入れながらですね、今ま

で以上に積極的に進めて参りたいと思いますので、ご理解願ったらと思います。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 先ほどの２６年度に法人化すべて終わらせる予定なの

かということなんですが、総合計画の後期計画ではですね、協会の法人化の検討ということで２

６年度まで検討ということになっております。ですので、そのスケジュールに沿ってですね、現

在検討しているということでございまして、お客様の満足度をですね、上げるにはどういう方法

が一番いいのかということも含めてですね、今の法人化ということなんですけれども、継続して

ですね、観光協会の皆さんと協議をして参りたいというふうに思っております。 

○議長（下野安彦君） よろしいですか。 

 

 次に、泉 浩壽議員の発言を許します。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） ４番、泉です。 

〔泉 浩壽議員登壇〕 

○４番（泉 浩壽君） 今年度、３月いっぱいで長い歴史に幕を閉じ、統廃合による廃校となる

御祓小学校、田渡小学校、参川小学校の校舎の利用方法についてお伺いを致します。 

廃校となるそれぞれの地域の自治会では、連携をして色々と検討を重ねておられます。また閉

校を利用した取り組みを行っている団体への視察を計画したりと、持続可能な利活用方法、在り

方を模索していますが、なかなか苦戦をしております。３校とも学校建設時においては、将来あ
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る子ども達のためにと、貴重な田畑を無償で提供していただいた土地所有者もあります。そうし

た先人たちの思いも含め、何かいい有効利用ができればと思っています。何か町として企業誘致、

もしくは高齢者関連施設等、確かにいいお考えをお持ちであると思いますので、お伺いをしたい

と思います。 

 次に廃校となる田渡小学校、参川小学校の教育住宅の今後の利用についてお伺いします。なお

御祓小学校においては教員住宅は無いようであります。他にも町内には７カ所３０戸の教員住宅

があります。家賃も１ヶ月４，３００円から２万２，０００円と様々であります。今現在、何戸

くらい入居されているのかお伺いしたいと思います。 

内子町教職員住宅管理規程第４条の入居資格において、住宅に入居することができる者は特別

の事由がある場合を除く他、町内に自宅を有さず、かつ現に住居に困窮している教職員とすると

なっていますが、教員の勤務地が出身地に近く、通勤時間の短縮など教員住宅の必要性があまり

ないのではないかと思います。もし、必要とする場合においても教員は古い教員住宅に入居する

のではなく、便利のいい個人経営のアパート等を利用されるのではないかと思いますが、教員住

宅の今後の利用方策について伺いたいと思います。 

最後に、建築工事における耐震補強改修工事、また学校校舎改築等の入札予定価格の積算方法

についてお伺いをしたいと思います。建物において設計、管理を設計事務所に委託されています

が、設計単価を建設課内で再確認をされて、設計金額が適正かどうか、町として把握されている

のでしょうか。設計書は建築物価を参考にして積算されていると思いますが、建築物価に無いも

のの単価はどのように算出されているのでしょうか。また、設計事務所の設計金額で見落とし、

また拾い落としの場合の対処はどのようにされているのでしょうか。私も４０年近く建築関連業

に携わってきました。非常に厳しい業種業体であります。おそらく設計書において、業者見積も

りの７０％から８０％、中には６０％の金額が記入されていると思います。例えば設計書が業者

見積もりの８０％で町に上がってきたとします。それが入札予定金額となるとすると、それで入

札を行います。すると、８０％で業者が落札すると最初の業者見積もり、あるいは建築物価の６

４％の落札金額となるわけであります。非常に厳しく各業者にしわ寄せがきます。諸経費もなく

材料代の単価ぐらいで最初から赤字覚悟の施工となります。協力業者が施工するのには、年間を

通じて大量に安く資材を購入できる大手業者でないと施工できなくなります。地元業者、下請け

業者は死活問題であります。安ければいいという問題でもないと思います。値は値であり、いい

建物が、いいものができなくなるのではないかと心配であります。そういった点から入札予定価

格の積算方法の見直しが必要ではないかと思い、質問をして私の一般質問とします。 

○議長（下野安彦君） 泉 浩壽議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 

〔亀岡忠重教育長登壇〕 

○教育長（亀岡忠重君） それでは、私の方から学校跡地利用について答弁さしていただいたら

と思います。 

平成２２年３月に内子町教育改革懇談会から答申のあった内子町立幼稚園、小中学校の統廃合
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について、に基づき、子どもたちの教育環境を整えるという視点に立って保護者や地域住民の方々

との話し合いを行いながら、取り組んで参りました。そのことにより、保護者及び地域でのご理

解をいただいて、御祓小学校、田渡小学校及び参川小学校、参川幼稚園が統合され、今年度末を

もって閉校、閉園となります。その後の活用につきましては、防災への備えなども念頭におき、

地域の大切な共有財産であるという視点を軸にすえて、有効な活用方法を考えてほしいという答

申に基づき、取り組むことにしておりますが、現段階におきましては、学校の閉校関係事業を優

先しており、本格的な跡地活用までには進んでいないのが現状です。しかし、答申にあります防

災対策、避難所という視点において、３つの小学校体育館の耐震工事を今年度実施しており、こ

の程完成をしております。また、有効な施設活用を模索するため、参川地区の３つの自治会合同

による、参川小学校閉校後の施設等利活用検討事業を、地域づくり事業で新しく設けた広域連携

事業、限度額は５０万円の事業なんですが、において、徳島県勝浦町及び上勝町の廃校利用施設

を１０月に研修する予定になっております。自治センターにおいても、担当課の職員等の地域住

民へ情報提供するため、全国の先進事例等の研修を行いながら情報提供に努めているところであ

ります。教育委員会としましても、企業誘致等の全国公募を検討すると共に、次年度からは、地

域おこし協力隊を、御祓それから重松地域及び小田自治センター管内地域に導入予定ですし、そ

の上、五十崎及び小田の自治センター管内の２３自治会においては、現在の地域づくり事業計画

書が１０年を迎えるため、第２次の計画書の作成を次年度末までにお願いしていることから、校

舎も含めた跡地利用について、地域の特性を生かした活用となるよう、地域住民の方々と一緒に

検討していきたいと考えているところでございます。また、町外のですね、方のノウハウ等も取

り入れて検討して参りたいと思っております。以上で私の答弁と致します。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） 教員住宅の利用についてお答え申し上げます。 

田渡、参川地区の教員住宅でございますが、田渡地区に２棟、参川地区に１１棟ございます。

田渡地区につきましては、一般町営住宅に転用する予定でございます。参川地区につきましては、

小田小中学校から近くにあるということから、教員住宅として残しておくものと一般町営住宅に

転用するもの、また古くて住宅として使用が困難なものについては、処分するなどに分類するこ

とになりますので、関係部署と協議の上、今後の利用方策について進めていく予定でございます。

町内の他の教員住宅につきましても、現在、石畳小学校 1 棟、立川小２棟、小田小中学校に１４

棟ございますが、入居者は、無い状況でございます。町内全体で３０棟で、入居者は先ほど申し

ました参川地区の 1 人でございますので、入居率は約３パーセントとなっている状況でございま

す。今後の利用方策でございますが、学校の統廃合によりまして勤務形態が広域化となる可能性

もございます。そういうわけで必要最低限の住宅は残す必要がありますが、今後は古いものにつ

きましては処分を検討し、また、一般町営住宅等に転用が可能なものにつきましては、参川、田

渡地区の教員住宅と同様に進めていく予定でございます。なお、古くて使用できないものは、約

半分１６戸の状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。 
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○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私の方からは入札予定額につきましてご答弁させていただ

きます。 

公共工事の積算につきましては、品質を確保しつつ定められた期間内で、目的物を造る必要な

費用を、もっとも妥当と思われる標準的な方法を用いて算定することとなっております。この基

本方針に基づき、内子町における建築工事の積算につきましても次のように行っております。 

まず、施工歩掛につきましては、国土交通省より公表されております公共建築工事積算基準の

歩掛を使用し、間接経費、いわゆる諸経費という分でございますけれども、この分につきまして

は愛媛県諸経費率を参考に積算をしておるところでございます。 

次に材料単価等につきましては、県発刊の実施設計単価表の単価、及び公益の物価調査機関で

ある建設物価調査会が、市場調査を行い発刊しております建設物価、建築コスト情報等に掲載さ

れました市場単価を使用しております。ただ、建築工事の場合ですね、資材がですね、多種にわ

たることが多く、公表単価のみでは対応出来ず、公表されてない単価におきましては、町と設計

事務所との協議の上、複数業者３社以上としておりますけれども、から見積を徴収しておるとこ

ろでございます。この見積につきましても定価での提出も多いことよりまして、実勢価格にすべ

く、掛け率をかけての単価採用としているところでございます。この掛け率につきましては、愛

媛県採用の掛け率も参考にしながら、近隣市町との整合性を図っているところでございます。ま

たコンサルからの提出されました設計書につきましては、当然完成検査も行っておりますし、単

価等につきましては、担当者がすべて確認しているところでございます。 

以上のことより、建築工事の積算につきましては公正及び適正な価格を確保していますし、今

後とも、透明性、公平性、経済性を確保しながら公共事業に取り組んで参りたいと考えておると

ころでございます。以上、答弁とさしていただきます。 

○４番（泉 浩壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 泉 浩壽議員。 

○４番（泉 浩壽君） 一番目の廃校なんですが、まだあと６カ月ほどありますので、ぜひとも

いい方向付けを見出して頂いたらと思います。なお、教員住宅でございますけれども、家は人が

住まなくなるとたちまち正気を失い廃家のようになってしまいます。そういったことで１６戸は、

半分ほどは使えないということでございますので、財産処分をされて永住促進であったり、Ｉタ

ーン等の受け入れ先等されたらいかがと思いますが、そこのところちょっとまたお伺いしたいと

思います。 

また入札価格ですが、適正な価格というご説明をいただきました。そういった中でよく町長さ

んが言われております、「子どもたちに夢を、お年寄りに安心を、働く人に元気を」と言われてお

りますが、今建築業界におきましては、建築業で働く人間は借銭を、ということで非常に元気は

ありません。また１８日現在でですね、内子町の人口が１万８，１１１人であります。やはりみ

んなが働いて納税をして、子どもを育ててこそこの内子町が成り立つというふうなことを思って
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おります。やはり地元業者が元気が出るような入札予定価格を、もう一度考えて頂きまして、い

い方策を出して頂きたいと思いますが、それについてはたいてい答弁はついですから答弁はけっ

こうです。さっきの、言うたら住宅についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

○学校教育課長（片山哲也君） 古くて使用できないものが１６戸ありまして、その残り１４戸

ですが、高校の寮内にあるものが２戸ございます。これについては高校の寮の方に転用したいと

いうふうに考えております。使用可の１２戸なんですが、教員住宅として残しておかなければな

らないものについては、もう２、３戸ではないかというふうに考えておりますので、後について

は今年度中に方向性を出したいというふうに考えております。以上です。 

○議長（下野安彦君） 以上で、一般質問を終結します。 

 

 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 ６ 報告第 ３号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する 

書類の提出について 

○議長（下野安彦君） 「日程第６ 報告第３号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営

状況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

 報告第３号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出についてでございます。株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出につきまして、その内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

〔久保義雄産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（久保義雄君） お手元の資料のナンバー２、経営状況を説明する書類となって

おりますが、これをお手元に用意願ったらと思います。株式会社内子フレッシュパークからりの

経営状況について説明をさせていただきます。お手元の資料１ページをお開き願ったらと思いま

す。会社全体のところから入らせていただきます。総売り上げは対前年比４．２５％増の７億２，

２２７万円でございましたが、当初の目標達成率は９４．５４％と最終的な目標を超えることが

できませんでした。しかしながら、シャーベット、燻製工房、パン工房においては対前年比１０％

以上の伸び率を確保しており、経営状況につきましては大幅に改善をされておるところでござい

ます。最終的な経常利益は７３１万円となり、これにつきましても前年より大幅な改善がされて
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おるところでございます。具体的な資料につきましては２ページ、３ページをそれぞれ部門ごと

に載せておりますので、それぞれ見ていただきまして、決算の内容について若干説明をさせても

らったらと思います。 

ページ数１４ページ、１５ページをお開き願います。１４ページ、まず貸借対照表でございま

す。左側の資産の部から説明させていただきます。現金・預金が６，６４３万１，１４５円。棚

卸資産２，４１３万３，１４６円。その他の流動資産合わせまして流動資産の合計が１億１，９

０６万１，２７２円でございます。その下の段、固定資産等の関係でございますが、建物機械及

び装置、工具器具品備品などの固定資産の合計が１，７４５万１，２３８円。その他の資産合わ

せまして資産の部合計１億３，６５６万９，３１０円でございます。次、右側の負債の部等につ

いて説明をさしていただきます。買掛金、預かり金などの負債の部合計、４，６５６万４，６３

７円。資本金などの純資産の部合計９，０００万４，６７３円。負債資産の部の合計は資産の部

合計と同じでございまして、１億３，６５６万９，３１０円となってございます。 

続きまして、前期の損益計算書について説明をさせていただきます。１５ページをお願い致し

ます。上の方からですね、レストランの売り上げ、直売所の手数料、シャーベット、燻製工房、

パン工房、それぞれの売り上げなどを含めました売上高の合計が中段にございます、３億９，３

４６万８，３８０円。で、原価等でございますが、中段から下でございます、レストランの原材

料、燻製工房、パン工房、あぐりなどの仕入れ、合わせまして当期の商品の仕入れ高が１億６，

３６７万８，８８１円。それらの売上高原価の合計が１億６，０００万余りありまして、売り上

げの最終の総利益は２億３，２６８万７，７７１円でございます。その中からさらに下の方の管

理費等販売費一般管理などを差し引きました最終の経常利益が、先ほど言いました次のページ、

１６ページの上の方にございますが、最終の経常利益は７３１万２５円ということで、さらにそ

こから法人税、住民税など差し引きました最終の前期の利益が６４０万８，２５７円となってお

るところでございます。先ほど言いました販売及び一般管理費の２億３，０００万ほどの内訳に

つきましては１７ページを見ていただいて、その他の指標１８、１９ページに載せてございます

のでご一読を願ったらと思います。それで、今期も４月から入っておるわけなんですが、今期の

最終の売上げ目標額は、７億４，６００万として、今、売上げを鋭意努力しておるところでござ

います。議員の各位におかれましても、からりの売上げ営業にぜひともご協力いただくことをお

願い致しまして、決算の報告に代えたらと思います。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 事業における加工場の問題でありますが、加工場建設当時は、カット

野菜とか色々目玉的な部分が言われてあの施設ができた訳でありますが、残念ながら今の段階で、

そういう加工事業の目玉的な部分いうのはどうなっているのか。そこらがなかなか我々には分か

らないわけであります。今じゃばらのジュース加工あたりについて、一定の方向付けといいます

のは、じゃばらの生産がけっこう年々増えておるようでありますが、これをどう売っていくかと
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いうのも、これは非常に町の農業施策の中で言えば課題ではないかと思う訳でありますが、この

辺の見通しについてどう見ておられるか。それともう一点、からりが出発してずっと長い年月経

った訳でありますが、ここでの人材の育成がどのようになっているのか。総務部長が病気で倒れ

られた後については色々話を聞く訳でありますが、実際に、からりの、今、ほとんど社長につい

ては役場のＯＢが就いておられるようでありますが、実際にこれだけの年月がきた訳であります

から、実際のからりの運営の中心に、からり出身の職員が育つべきでないかと思う訳であります

が、その辺についての見通しをどのように見ておられるのか。その２点についてお伺いを致しま

す。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） まず、一点の加工場の件でございます。これは、当初計画を致

しまして、創業始めて５年目、６年目になるんですが、当初の計画は議員さん言われたとおり、

基本的にはカット野菜を中心に当面はやろう、ということで計画は立てたんでございますが、色

んな消費者の動向、あるいは色んな世情の色んな変化がございまして、現実的にはやっぱり、か

らりの経営の一環として加工場を指定管理でやっておるもんですから、どうしても実際の加工を

扱う商品というのは、当初の予定よりは変わってきてございます。で、今現在の主力商品につき

ましては、これも議員さんおっしゃられたとおりでございまして、最近のこの２、３年の主力商

品としましてはまず、一つはトマトですね、トマトの関係のケッチャップとかソースなんか。も

う一つがもち麦関係、これ生産者の栽培委託で、もち麦の乾麺関係、あぐり亭というところで商

品化もしておるんですが。それと最後に言われた、じゃばらですね。これも年々増えておりまし

て、じゃばらにつきましては、サイダーとかドリンクとかあるいは、ゆねりとか、そういった感

じに近いようなものを含めてですね、商品開発をしておりますし、その３つの商品がほぼ中心的

な加工場の運営ということになってございます。で、基本的には今言われましたように、一番、

ある程度、実際は商品自体がやっぱり優れたものを生み出す、というのが一番売れるポイントで

あると思うんですが、そうは言いながら現実的に、いろんな面で世の中には同類品というのがい

くらでもありますんで、その辺はやっぱり営業プラスやっぱり、現場の技術的な努力をどうする

かということなんで、営業に関しましては、からりの中にですね、取締の中に基本的に岡田取締

という普段自分の関係で仕事、東京とか大阪とかいろんな商談の持っとる営業の担当を一人設け

ております。もちろん一生懸命、会社の取締ですから当然自社のあれなんで努力もしてもらって

おりますし、もう一つは今年の春からですね、町長が特別にいろんな形で、町長やっぱり内子町

の農産物、物産をなんとか有利販売せないかんということで、今年の春からうちの部署にですね、

販売専門官というのを設けておりますんで、その担当あたりと、そういったからりの役員さんで、

対外的な商談会とかそういうものも積極的に出向いておりますし、いろんな豊島のいろんなイベ

ント関係にも、そういった商品も積極的にやって今後の営業の機会と言いますか、チャンスを広

げていきたいというような努力をしておる状況でございます。 

もう一点の会社の人材育成ということに関してなんですが、これは議員さんもよく、からりの

立ち上げの時から状況を、よくご存じだと思うんですが、なかなか決算、言いましたように、今
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回でもある程度良好な最終決算にはなっておるんですが、過去にはやっぱり単年度で赤字が出た

りとか、経営的にはなかなか厳しいものがございます。従業員もよくやってくれておるんですが、

やっぱり従業員の給料を底上げすると、最終的な決算、そこらへんで実際に現場を預かる社長さ

んというのは、我々が想像の範囲なんですが、非常に苦労をされておるんだろう。やっぱりある

程度、一定以上の賃金というのは確保できれば、会社なり組織というのは徐々に人材が育って組

織の運営になっていくんだろうと思います。そういう厳しい環境の中で、若干、やっぱり人材が

思うとおりに育まれてないのかな、という点はございます。ただし、言いましたように今回です

ね、からりの主要部門でございます直売所の部門の総責任者につきましては、今年の春からだと

思うんですが、山口君という会社の当初からハムとかソーセージなんかを作っておったんですが、

一番大事な直売所部門の責任者になってますし、パンとかレストランの関係も、松山の方で修業

した、町内の地元の若手の有望な人材も入っておりますんで、この辺がですね、最終的には会長

である町長が一面では人事権持っておられるんで、その辺が当初よりは若干遅れ気味ではあるん

ですが、そういった有望な、今後期待出来るような人材も育ちつつあるのかなというふうに思っ

ておりますので、なかなか生産者も４００人からおられていろんな、こう心配をされておるんで

ございますが、当初予定したほどには進んでなかっても徐々にですね、そういう面でこれからの

からりの屋台骨を支えてくれる人材は、着実に出来つつあるのかなと思いますので、その辺の所

はご理解を願ったらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） それともう一点、加工場の問題ですが、加工場が建設された後、いろ

んな品目を目指しておられた。そういう中で購入された機器。機器について、非常に無駄な状況

が起きているんではないかと、使われてない部分が多いんではないか、という批判を聞く訳であ

りますが、実際に今買う時は国の補助金やそんなんで買えますが、あと使う段階になって利用出

来てない状況があるようでありますが、この稼働状況はどういう状況になっているのか。その対

策についてどう考えておられるか。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） これにつきましても、議員さんがおっしゃられた側面は、はっ

きり言ってあろうかと思います。というのは当然扱う商品が当初よりものが変わっておりますの

で、限りなくあまり使われていない所、あるいは当初予定しておった以外のものが必要な、現場

的には。そういったものを不都合とか、不具合も出て来ておろうかと思います。で、基本的には

全体的な稼働率については、手元に資料はないんですが、加工場の一つの目標として５年後の売

り上げというのがございますが、それは当初１年目、２年目はやっぱり非常に厳しいものがござ

いますので、３年、４年徐々にですね、当初の目標額に近づいております。その中で現場的には

先程言った、そういった不具合は生じているんですが、基本的にはやっぱり町内の農家の方が作

られたものを、いい加工をして、付加価値を高めて売るというための加工場でございますので、

からりのあの加工場内で処理が対応不可能なものについては、現在もそうなんですが、町内の例



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 51 - 

 

えば森文さんとか五十崎の加工場、そういったところ、部分契約を結んで、町内の企業とタイア

ップしながらですね、そういうのをやっていただく。そういうあまり使われていない企業があれ

ば、そういう所に基本的にはしようと、そういう形で全体それが町外ということになるとちょっ

とあれなんで。できるだけそういった町内の企業とですね、その辺の部分的なタイアップをしな

がら全体に施設についても有効利用を。そして実際に商品の開発、売り上げについても拡大を図

っていきたいと思いますので、ご理解願ったらと思います。 

○議長（下野安彦） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（寺岡保） 議長。 

○議長（下野安彦） 寺岡議員。 

○１３番（寺岡保） 一つだけちょっとお尋ねをしたらと思うんですが、今年も内子のからりは

パンにしても何にしても、今説明されたとおり順調に伸びております。そして果樹も伸びておる

と思います。野菜が私は一番だめじゃと。それはですね、あのからりが出来た時に、あまりにも

４、５年儲かったものですから、みんな１０年後のことを考えてなかったのではないかと。この

中山間地域で野菜を作って高齢化率も高くなると。その１０年経った時のことを考えずにやって

きたと。で、ぶどうや梨は飛ぶように売れておりました。野菜は行ってみてもろたら分かると思

うんですが、野菜はほとんどありません。みんな売れないから大洲に持って行くんですよね。愛

たい菜に。軽のトラックに半分シートがかけてある方は、たいがい大洲向いて走って行きよる。

私が一番思うのは、私も今百姓ちょっと、議会でちょっと言いすぎておりますので、河内町長に。

大瀬の青葉台の、新規就農者新規技術習得管理施設という所ができる時に、あそこは３棟しか住

宅が建たないと。で、町外からの方を受け入れるということで、町内の方は受け入れをしないと。

町内の者は家はあるんですから、あそこに行ったら教えていただきたいと。何回もそこの席じゃ

ったと思うんですが、やって、私はどうしても百姓がしたいと言ったものですから百姓せざるを

得なくなった。それからずっとやりよるんですが、私もほとんど毎日行きますが、どんどんどん

どん顔ぶれも変わってきております。それから品物も変わってきております。私が思うのは、い

ろんなことを言ってはいけませんが、なぜあの愛たい菜ができた時に、内子町はからりの大株主

でありながら、なぜ愛たい菜に出荷を、からりに出しよる人のを許したのかと。私はそこに大き

な間違いがあったのではないのかと。この中山間地域で野菜を作るのと大洲や菅田で作るのとで

は全然広さが違います。量も違います。この狭い内子町の猫の額くらいな所で野菜を作って、そ

れをいいものはよそへ持って行く、松山の方へ個人で出される。それから大洲の愛たい菜へ持っ

て行ったらほとんど売れます。内子の人も、なぜあの愛たい菜が出来た時に、大株主であるこの

内子町はなぜ止められなかったのか。私はそこが一つ不思議があるんです。みんなに言われます。

あそこにさえ許可せなんだら、からりはもっと野菜で売り上げが上がったし、品物も増えると。

お客さんも来るであろうと。夏なんか行ってみなさい。もう１１時にもなったら野菜なんかあり

ませんよ。果物も飛ぶように売れるものですから朝昼晩だいたい持って来よいでる。車で積んで

きて駐車場で待ちよいでる。でも野菜はないと。私はそこに大きな間違いがあったと思うんです

が、なぜ、あのからりが出しよる方が、生産者を愛たい菜に出すことをこの内子町としてはどう

して止めなかったのか。よう止めなかったのか。そこだけ一つ聞きたいんです。生産者の方に聞
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かれた時に返答のしようがないと。私もまだそこまで勉強しておりませんので。その考えを教え

て頂いたらと思うんですが。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 町がそういう出荷先をですね、持って行ってはいけない、あるいは持っ

ていきなさいということはできないと思うんですね、基本的に。これはもう自由です。自由販売

です。ただ、大筋の合意としては、からりのあの農産物直売所は生産者の生産者協議会というの

がございます。あそこでだいたいの方向はですね、決めていく訳ですね。ですからそれぞれの農

家の皆さん方に対して、からり以外はだめですよ、ということは町としてはそれは出来ない訳で

あります。むしろからりへ出す方が有利ですよね。よそへ持って行くよりはこれだけ付加価値を

つけてお客さんに喜んでもらえるよね。ということをきちっと我々も生産者とですね、磨いてい

く必要があるだろう。そしてお客様に喜んでもらえる魅力のあるものになっていく、いうことの

方がやっぱり大事かなというふうに私は考えております。 

○１３番（寺岡保） 議長。 

○議長（下野安彦） 寺岡保議員。 

○１３番（寺岡保） 今まででも株主総会も毎年やられとったはずなんですが、なぜその時に、

なぜ売り上げが下がるのか、そこらの検証をして、じゃあ株主総会がある時に話を出してでも協

議会の方にも話もして、それくらいじゃったら出来たんじゃないかと思うんですよ。何もしない

からそのまますんなり通っておる。何ぞ言うことあったかえ、と出しよる人に聞いたら、何ちゃ

言うことないぞ。そしたらあそこは私も行って調べてみましたら、農協の株があったら誰でも出

せると。ないものは一口１，０００円。準構成員として１，０００円一口出したら出せるという

ようにどうもなっておるようであります。ですから、みんなあそこに出しやすいですよ。出来る

だけあそこが出来た時に、私は大株主として株主総会であろうとなんであろうと口が出せるわけ

ですから、ある程度やっぱ言うことだけは言っていただいた方がよかったんじゃないかなと。こ

のように考えておりますが。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） そういうふうな方向でですね、私たちも農家の皆さん方に要請はして参

りました。なるべくからりに出して下さいねということです。だけど先ほど言いましたように、

他に出すことを止めることは出来ない訳です。そこのところをご理解いただきたいというふうに

思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林博議員。 

○１１番（林博君） 先ほど宮岡議員、加工場について質問があったんですが、私も加工場につ

いてちょっと質問をさしていただいたらと思います。農産加工というのは大変難しい、やり方に

よっては大きく発展するし、やり方によっては自然消滅をしてしまうと、いう性格のもんだと認
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識しておるんですが、本日報告がありました第１６期、この期間に農産加工場に加工部会も作っ

ておられるようですが、原材料を供給された農家、どのくらい戸数があって農家にどのくらいな

原材料としての収入があったのか。そこらをちょっと教えていただきたいと思うんです。農産加

工である以上はやはり会社も特産品を開発もし、利益も出さんといけんのですが、やはり原材料

を供給する農家も潤っていかんと継続が難しいと、直売所も一緒じゃと思うんですが、そういう

観点からこの報告、経営の報告があった期間中に、原材料費として農産加工場がどのくらい農家

の方に支払いが出来ておるのか、そこらをちょっと質問をしたいと思います。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） お手元の資料の中に詳細は掲載してないと思いますし、私もあ

れなんですけど、売り上げにつきましては、議員さんも把握されておると思うんですが、２４年

度、加工場では２億７，０００万前後ということで、すみません、２，６９０万ということで通

常ですね、まず会員なんですが、先ほど言いましたようにトマト、そしてもち麦、じゃばら、そ

れぞれ部会というのは違うんですけど、知っておる範囲では合わせましてですね、４，５０人の

方はこの加工部会の生産に携わってもらっておるというふうに思います。通常、加工、これ商品

の売り上げですから通常ですとここで加工のそのうちの。決算資料の損益計算書１５ページの中

段から下の方にですね、加工原材料の仕入、これが加工場の仕入れ額だと思うんですが、１，２

８６万ほどということになってございます。あとはそれぞれの部門ごとの仕入れを別にしており

ますんで、おそらくこの辺の金額が加工場の仕入れというふうに理解しておるところでございま

す。 

○議長（下野安彦君） よろしいですか。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎議員。 

○１２番（山崎正史君） 私、からりの件についてあんまり質問はしたくないんですが、一応監

査ではありますけど、監査とは別でございますんで、農産加工の関係で、以前トマトケチャップ、

トマトをベースとして作るという生産会があった時に、大変失敗したという記憶があります。新

しいトマトができたら倉庫に残っている古いトマトを処分しなければならない。生産量が増える

たびに結局販売が追いつかない。おそらく私じゃばらに関してもですね、まだ作付けして年数が

経ってない。これからどんどん生産量は増えていく。そうすれば加工は出来るが、販売戦略をう

まく立てて、生産しただけの販売が出来るかどうか。その辺が大変心配な部分なんですけど。そ

の辺は、からりとしてどのように考えておられるのか。一点だけ。その辺をまた参考にしながら

数字を見せていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議員さんもからりの監査役ということで、会社の決算とか経費

内容についてはかなりの部分、把握されておると思うんですが、おっしゃるとおり加工所におき

ましては過去にですね、一応農家と契約栽培しておるもんですから、トマトにつきましてはどう
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しても引き取りざるをえなかったということで、ペースト状で商品にしない、その段階で相当在

庫を抱えて、会社のあれとしては在庫品として決算上がってくるんですが、それがなかなか実際

商品としてはけない。最終的な商品には至らないということで処分された経緯がございました。

これは会社の決算的にも痛かったと思いますし、生産者にとっても信頼関係で契約栽培している

訳ですから。その時に私も記憶しておるんですが、生産者にも無理を言いましたし、会社的にも

厳しい指導を行いました。で、互いに痛い目をしてですね、そして今の農家とからりの契約栽培

が出来ております。その辺は議員さんが心配されるようにですね、経営的にもですね、やっぱり

農家との信頼関係に基づく契約。やっぱりそれがどうしても商品化できないということであれば、

量的にやっぱり規制をしてですね、それが会社の決算のマイナスにならないようなことを現場で

やらないかんと思っておりますし、町としては会社に任せるだけじゃなしに先程言いましたよう

に、販売専門官ということを設けてですね、からりの営業とあわせて行政的にもしっかりと営業

をかけてですね、やっぱり農家の付託に応えたい、というふうなところで努力しておるところで

ございますので、ご理解願ったらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１５分間休憩します。午後３時３０分より再開します。 

午後 ３時１５分 休憩 

 

午後 ３時３０分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 ７ 報告第 ４号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の 

提出について 

○議長（下野安彦君） 「日程第７ 報告第４号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明す

る書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出につきまして

は、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○小田支所長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居小田支所長。 
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〔土居好弘小田支所長登壇〕 

○小田支所長（土居好弘君） 先ほどのからりに続きまして、黄色い表紙からを見て頂いたらと

思います。小田まちづくり株式会社の第１２期決算につきましては、８月２９日に定期株主総会

が行われ、承認をされておるようなところでございます。 

まず、１ページをお開き下さい。小田の里せせらぎの直産品販売につきまして、利用者数７万

６，５７２名。売り上げ６，０７３万５，０７５円で前年より少し減額になっております。また

特産品加工施設のかじか亭ですけれども、来客数１万１，０６９人、売り上げ７８１万６，１７

５円でこちらの方も少し減額になっております。売上高別の出荷者につきましては下の表になっ

ておりますので、ご覧を頂いたらというふうに思います。 

次２ページにお開き下さい。事業報告をさして頂きますが、昨年東京巣鴨で行いました内子フ

ェアに２回参加を致しまして、特産品小田うどんのＰＲやその他の商品の販売を行って参りまし

た。またマンダリンパイレーツの公式戦や愛媛ＦＣマッチタウンの試合に参加し、また県内小田

深山のイベントにも参加をし、商品の販売と同時に小田の里せせらぎのＰＲを行って参りました。 

次４ページをお開き下さい。貸借対照表です。左側の部、資産の部の方、数字だけを読み上げ

さして頂きます。流動資産の部、１，８６３万７，１７９円。固定資産の部が１，２０９万４，

２３０円。それぞれ合計しまして、一番下の欄ですけれども、３，０７３万１，４０９円となっ

ております。右側負債の部でありますが、仕入れ等の買掛金、６月分の出荷者への未払い金を合

わせまして４４３万４，０６４円。右下の部の部分ですが、純資産の部ですが、資本金３，５３

５万円。利益剰余金のマイナスが９０５万２，６５５円。純資産の合計２，６２９万７，３４５

円となっております。 

５ページを開いて頂きまして、損益計算書になります。一番右側の数字を見て頂けたらという

ふうに思います。売上高の合計２，３０４万２，４２９円。売上原価の合計が１，０１８万８，

３４０円。売り上げ総利益が１，２８５万４，０８９円でございます。その下、販売費一般管理

費が１，２８３万５，６０７円。この内訳につきましては６ページに詳細を載せておりますので、

後で見て頂けたらというふうに思います。売上総額利益から販売費一般管理費を差し引きまして

１万８，４８２円が今期１２期の営業利益でございます。この営業利益に営業外収益をプラスし、

法人税等の税金を差し引きました一番右側の下ですけれども、１１万３，４５５円が当期の純損

益となっております。残念ながら少しの損益ということになっておりますが、前期前々期の１１

期から見ますと、売上総額で２４０万円の減額ではありましたが、販売費、一般管理費を３５０

万円減額することができました。ということで前期から見ますと、１１０万円のプラスと言うこ

とになっておりますが、依然マイナスが少し残っている状況でございます。売上高の原因につき

ましては、せせらぎは、深山などへ来られる方や国道の通過者などにもご利用をいただいている

施設ではありますが、利用者の多くは小田地域に住んでおられる生活者の皆さんです。その小田

地域は過疎化、高齢化によります地域の人口減少が著しい状況が続いておりまして、平成１７年

から見ますと人口で約１，０００人。世帯数で２００世帯が減少している厳しい状況下にありま

す。この人口の減少が売り上げの減少に連動していると考えているところでございます。また、

少子化によります幼稚園、小中学校の児童数の減少も著しいところがありまして、学校給食等へ
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の原材料の販売の大幅な減少も売り上げの減少のひとつと考えております。一方、販売費、一般

管理費の減額でありますけれども、１１期まで常勤でおりました支配人が退職されましたけれど

も、その後再雇用をせず、正規職員とパート職員で営業した結果、人件費の削減が大きくありま

したので、それが一番大きな原因と考えております。また、消耗品等の減額にも職員一同がより

一層努力をし、当期の純損益を１１万３，０００円に抑えることができたと考えているところで

ございます。６ページにつきましては先ほど申し上げました一般管理費でありますし、それ以降

の事業につきましては、１７期の事業計画及び、予算書になっておりますのでお目通しを頂いた

らというふうに思います。第１３期につきましては、小田の里せせらぎの健全育成に向けて、取

締役会、生産者組合、職員が連携し、より一層の努力をすることを確認しているところでござい

ます。現状の経営や経営形態を十分に把握し、分析してこれからの５年後、１０年後を見通した

経営改善に取り組んでいくことにしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。また、本日

町長の招集あいさつにもありましたように、平成２６年４月からは、総務省の地域おこし協力隊

を、せせらぎの運営に関わって頂くことにしておりますので、町外からの新しい人を迎えて新し

い感覚で、そして新しい風がせせらぎに吹きますよう努力して参りますので、ご理解を賜りたい

と思います。以上、簡単でありますが、小田まちづくり株式会社の報告とさしていただきます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡議員。 

○１５番（宮岡德男君） 一点だけ、お尋ねをします。売り上げ別出荷者数という表を見ており

ますと、売り上げ１００万以上の方々が９％という数字になっておるようであります。これらの

方々の出荷物はどういうものなのか。からりあたりでも農産物の場合は非常にそういう部分が少

なくて、加工品あたりが非常に高い数字を示しておったんじゃないかと思いますが、せせらぎに

ついてはこの９％の方々の出荷形態であります。これはどのようになっているか。私も最低月に

１回は、このせせらぎにも寄らせていただいて、ここの新鮮な葉物野菜をよく買って帰るんであ

りますが、そういう点では、あの地域でよく頑張っといでるな、ということを感じながら見て帰

るんでありますが、そういう立場からこの９％の方々の出荷の形態、そこらについてお尋ねを致

します。 

○小田支所長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居小田支所長。 

○小田支所長（土居好弘君） お答えします。議員もよくせせらぎの方へのぞいていただいてい

るところですけれども、１００万以上の分につきましては、ほとんどがやはり加工食品でありま

す。たぶん全部が全部把握は出来ておりませんけれども、一番多いのはお弁当等の販売だという

ふうに理解をしております。私もこの数字ちょっと見まして平均を出しますと、この全体の金額

から出荷者数１３８名になるんですけれども、割ってみますと平均が３８万円という数字しかな

りません。下の方にも書いておりますけれども、１万円から１０万円までの所に人数で５５名で

すか。５５名がいらっしゃるということですので、この辺の方々にもう少しがんばっていただい

て、底上げをしていきたいなというふうに思っているところでございます。 



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 57 - 

 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○１１番（林博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林博議員。 

○１１番（林博君） 先ほどの報告の中に、小田まちづくり株式会社株主総会を実施し、お認め

をいただいて報告をしますということがあったんですが、今の報告で繰越損失が９００万円余り

と。それに伴う一株あたりが、一株あたり１万２，０００円余り、減額して３万７，０００円ち

ょっとになっておるという状況なんですが、これに対する総会でのご意見等はあったのかなかっ

たのか。それを聞かせてほしいと思います。 

○小田支所長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居小田支所長。 

○小田支所長（土居好弘君） 少しずつ累積の方が伸びておりましてですね、皆さんからもご指

摘を頂いておりますけれども、私ども一生懸命がんばってこの累積を出来るだけならないように

減額出来るように努力をしていきたいというふうに思っております。細かいところではそういう

指摘も少しありますけれども、皆さんで総意をもって、全員で会う総会ですので、そちらで対応

したいと一緒に頑張っていきたいということで総会の方は終わりました。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） 一点だけ、事業報告のせせらぎデーでございますが、全部で７回と書い

てありますけれども、これのイベントごとの売り上げはだいたいどのくらいか、分かりますでし

ょうか。 

○小田支所長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居小田支所長。 

○小田支所長（土居好弘君） 細かいところまでは全部把握はしておりませんけれども、数字的

にはそんなに大きいものではないというふうに思っております。ただ昨年まで不定期で行って参

りましたので定着が出来ないということで、本年からはもう毎月やっていこうということで、職

員また出荷者組合が一緒になって取り組んで頂いているところでございます。総額、たぶん１０

万から２０万の間だろうと思います。せせらぎデーということですので、表の分屋で、せせらぎ

のテントを作って販売致しますけれども、そちらの販売額ですね。中で売るのはまた別というこ

とで、せせらぎで特別売るという所の金額というふうにご理解を頂きたいと思います。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） そしたらこの内子フェアとかですね、松山とかの販売実績とかいうのは

今の２０万までには入ってないんですか。 

○小田支所長（土居好弘君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 土居小田支所長。 

○小田支所長（土居好弘君） 別でございます。それは松山へ行ったり東京へ行ったりするのは
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また別として計算さしていただいて、せせらぎデーはせせらぎの前でやる、月に１回のせせらぎ

デーの売り上げでございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ８ 報告第 ５号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する

書類の提出について 

○議長（下野安彦君） 「日程第８ 報告第５号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況

を説明する書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出につ

きまして、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し

上げます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

〔井上淳一自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（井上淳一君） それでは引き続きナンバー２のオレンジ色の次をお開きいた

だいたらと思います。報告第５号、公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類

の提出についてご説明を申し上げます。議員各位もご存じのように今年の３月で公益法人として

の認定を頂き、４月１日付で登記を行い、公益財団法人としてスタートをしております。公益財

団法人となったことで事業報告等も公益目的事業と法人管理部門とに分けて、昨年の報告様式と

は異なっていることをご了承頂きたいと思います。 

それでは１ページ、平成２４年度の事業報告についてご説明申し上げます。子どもから大人ま

での人づくりと外国人の対応や支援を通して、国際理解をする事業を展開することを基本方針と

して活動をして参りました。まず、大きな１の公益目的事業でございますが、１の促進交流事業、

（１）の意識啓発・情報発信事業として、ここに書かれているような事業を行って参りました。

（２）の各種講座運営事業として、先ほど行政報告でも申しましたようなＡＬＴ、ＣＩＲの事業

等を行っております。次、２ページをお開き頂いたらと思います。（３）の交流イベントの体験事

業として、ホストファミリーや各種ボランティアの登録要請を行う他、在住外国人の支援のため

の日本語広場の開設、海外派遣ＯＢ会、子どもフェスティバルの出店やＡＬＴ歓迎会などの交流

会などを行っております。また次のページ、③になりますが、ホームステイの受け入れ事業にお
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いて、昨年１０月にミッターマイヤー第３市長さん、ローテンブル市の市長さんを団長とする訪

問団の受け入れや、訪問団に同行したグロス森林局長らによる講演会も産業振興課と連携して行

いました。その他、各種パンフレットの英訳、ドイツ語訳のサポート、教育委員会と共催により

ます英語弁論大会などの実施をしておるところです。２の助成事業として第１８回青少年海外派

遣で、中学生１３名を１１月１４日から１０日間の日程でドイツ、イタリアへ派遣をしておりま

す。 

４ページをお開き頂いたらと思います。法人管理部門として表にあるような、理事会及び運営

審議会の開催、または公益財団法人移行に向けた各種研修会の参加、法人化に向けた取り組みを

行っております。 

続きまして５ページになりますが、２４年度の収支決算についてご説明をさせていただきます。

まず、貸借対照表、真ん中どころの当年度というところをご説明させて頂きます。まず、資産の

部でございますが、１の流動資産計が４８５万９，７７９円となりました。未収金１３万５６１

円は国際利息、県の国際交流協会からの助成金となっております。なお、すべて入金済みでござ

います。次の２の固定資産ですが、昨年度まで（１）の基本財産の欄に記入しておりましたが、

公益財団法人となったことで（２）の特定資産の欄に記入することとなっております。その計が

２億２，８５９万６，０４５円となり、資産合計が２億３，３４５万５，８２４円となっており

ます。次に負債の部です。１の流動負債の未払金が１８万９，３０４円で電話代、インターネッ

ト使用料、郵送料でございますが、現在はすべて支払いは終わっております。次に正味財産の部

です。１の指定正味財産、寄附金の１０万４，０００円を含む指定正味財産合計が２億２，８５

９万６，０４５円となり、２の一般正味財産４６７万４７５円を含めた正味財産合計が２億３，

３２６万６，５２０円となり、負債及び正味財産合計が２億３，３４５万５，８２４円となりま

す。 

次に６ページ、７ページが正味財産増減計算書、会社で言います損益計算書となります。その

中の平成２４年度決算額Ａの欄をご報告さして頂きます。１の経常増減の部の（１）経常収益に

ついてですが、特定資産運用益や講座の受講料、各種事業の会費、町や県からの補助金、助成金

など合計額が７３５万７，３００円。（２）の経常費用について、臨時職員の給料や青少年海外派

遣助成金、事務に関する費用など合計額として７２７万８，８４９円の事業費で、当期経常増減

額が７万８，４５１円となります。 

次の７ページ２の経常外増減の部の（２）の経常外費用の一般正味財産期末残高が４６７万４

７５円で、大きな２のラージⅡの指定正味財産増減の部の指定正味財産期末残高が２億２，８５

９万６，０４５円で、大きなⅢの正味財産期末残高が２億３，３２６万６，５２０円となり、５

ページ、ちょっと前にかえりますが、正味財産合計、下から２番目となりますが、その額と合致

するということになっております。次、参考に８ページから１０ページにかけまして本年度の事

業計画。１１ページ、１２ページに収支予算の内訳表を掲載しておりますので、お目通しを頂い

たらと思います。以上、報告第５号公益財団法人の経営状況を説明する書類の提出についての説

明と代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 
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○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） この報告で青少年海外派遣事業というのがございました。ローデンブ

ルグの方へ毎年行かれておるようでありますが、ここでも書かれておりますように、渡航費用の

２分の１について助成するというのがあるわけでありますが、実際にこの選抜をされる基準いう

のはどういう状況で選抜をしておられるのか。と言いますのは、非常に今、経済的に困窮してお

る状況が広がっている中で、実際にこの事業に参加を出来る家庭的な状況いうのもあろうかと思

うんです。やはりその経済的に参加できないような子どもさんが、応募することすら出来ない状

況が起きているんではないかと思うんでありますが、こういう状況に対してはどのような対応を

しておられるのか。ぜひやはり子どもさんにとっては、こういう事業に参加したいといわれる子

どもさん多いと思うんでありますが、それが家庭の、そういう経済的な問題で応募すらできない

というような子どもさんも多々あるんではないかと思うんでありますが、その選抜の基準をどの

ようにしておられるのか。この点、お聞きを致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 応募がありましたら、選考会というのを開かせて頂いてます。

それは作文及び面接です。その中で外部の評価委員さん、例えばプランナーですとか、ここの国

際交流協会の評議員さんになっておられる方、また県の国際交流協会の委員さん方に、そういっ

た第三者から見ての評価をいただいて、おおむね１２名、１３名の選出をさして頂いて、最終的

には理事長及び国際交流協会の役員となります、選考委員会審査会という所を諮らせて頂いて、

昨年ですと１３名を選出をさして頂いてます。議員ご指摘の、応募したくても経済的な理由で出

来ないというようなところにつきましては、私どもの方にはそこらの事情については把握という

か、上がってきておりませんので、なかなか対応というか、そこらのことについては上がってき

た書類を基準として選ばせて頂いておりますので、ご理解頂いたらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） その辺が把握されてないということでありますが、実際に子どもさん

たちが家庭の経済状況の中で、応募できないような状況が私はけっこう起きておるんではないか

と思うんです。そういう子どもさんたちにも、そういう参加する機会を与えるような方策、それ

はやはりぜひ考えていく必要があるんではないかと思うわけです。この点について教育委員会あ

たりはどういうような見方をしておられるのか。応募がないから応募した子どもさんだけを、そ

こで基準としてやっていく方法なのか。実際に応募したくても最初からそれができないような状

況の子どもさんがあるかないかについての、やはり調査あたりはぜひやられるべきではないかと

思うんであります。で、その結果について、どう対策を講じていくかというのもぜひ検討をすべ

きではないかと思うんでありますが、この点について教育委員長、その考え方について。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 
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○教育長（亀岡忠重君） 今、宮岡議員さんがですね、言われたことは心配があります。私たち

が今、この海外派遣の関係やるのはですね、外国でやっぱりこれからも若い者に活躍してほしい

ということで、手を挙げた子ということで選考さして頂いておるんですけれども、最近は多いん

です応募者が。で、昨年あたりは３８名くらいが応募したんかな。で、今年はちょっと少なかっ

たんですが、年にもよるんですが。一応そういうふうなことでやっておるんですが、先程言われ

たですね、家庭的なこともあるのかなということもあります。こういうことについてはですね、

今後についての、やっぱり検討もしていかんといけん問題かなというところでですね、今のとこ

ろは先程言いましたようにですね、把握をしてない状態ですので、そこらあたりを今後ちょっと。

どういうふうに把握するかということもなかなか難しい所もあったりするんですが、そこらあた

りもですね、少しちょっと見当課題かなと思っておりますので、その点今後のこととして考えて

行きたいと思います。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 今ちょっと井上課長の答弁の中で把握ができてないと言われたけど、

応募する方法。子どもたちが応募する方法、これは学校でなんか配って、行きたいですか、行き

たくないですかという書類を配って、書かせて、それを先生が集めて、それを出されるんですか。

それとも出たい人言われて手を挙げて、行きたい人って手を挙げた人だけを選ぶのか。全員にそ

の教室で行きたいか、行きたくないかの紙を配って、アンケート用紙みたいなのでも配って、そ

れで行きたい人を選んでそれで選考をするのか。ちょっとやり方が今ちょっと納得できないんで

すが。そこをもういっぺん分かりやすく。今日は頭が痛いので、分かりやすくちょっと説明を受

けたいと思うんですが。ちょっと、今のはちょっと理解ができにくかったんですが。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） まず、広報で町民の皆さん方等に全部周知をさしていただい

ています。あと４つの中学校がございますので、中学校の方にはこちらから出向いて行って、募

集の案内等をさしていただいて、願書みたいな応募用紙みたいなんを、学校の先生方を経由で生

徒方にお配りしていただいていると解釈してます。高校につきましては、県立高校等がございま

すので、その分の、出向いて行っての説明会はしておりませんので、広報とかそこらを見て応募

が出て参ります。で、中学校につきましては学校長の推薦みたいな、応募用紙の中に学校長の推

薦というふうな形で上がってきております。それらの応募が出てきたものにつきまして、先ほど

ご説明しました選考会等を開きながら対応しているような状況です。よろしくご理解いただいた

らと思います。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） そしたら中学校については４校の全校生徒にその書類は手元には渡る

んですか。そこがちょっと分かりにくいんですよ。ちょっと説明が、私が頭が痛いけん聞き取れ

ないのか、理解ができないのか、それをもういっぺんちょっと教えて下さい。 
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○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） ４校の中学校の生徒さんには、説明会で全部説明をしていき

ます。で、応募用紙については各学校にお任せをしてますので、おそらく希望される生徒さんに

応募用紙は渡っているんじゃないかなというふうに思っております。よろしくご理解下さい。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ９ 報告第 ６号 内子町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

○議長（下野安彦君） 「日程第９ 報告第６号 内子町土地開発公社の経営状況を説明する書

類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  内子町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出につきましては、

その内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは報告第６号内子町土地開発公社の経営状況につい

て説明申し上げます。資料は引き続きまして資料２ですが、水色の表紙になります。それではま

ず１ページをお開き願ったらと思います。 

まず１ページにつきましては事業報告でございまして、土地造成事業の完成土地及び開発中の

土地についての概要、並びに経理状況等を記載しております。また、開発公社の解散につきまし

て、平成２５年２月２６日、結了登記等の手続きを完了しておりまして、その経過等をですね、

次のページ２ページになりますが、記載をしておりますのでお目通しを願ったらと思います。今

の２ページの下半分にはですね、土地取得に関する事項でございますけれども、本年度は用地の

取得等は行っておりません。 

続きまして、３ページをお開き願ったらと思います。土地処分に関する事項でございます。住

宅団地におきまして、梺団地２区画、青葉台団地１区画の３区画。総面積に致しまして９７５．

０４㎡を３，２４３万８，６２５円で売却をしております。次に借入金の状況でございますが、
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当期借入額は２億２，０００万円でございましたが、土地開発公社が５，０００万円、残りの１

億７，０００万円を内子町が代位弁済し、借入残高は０円となっております。この債務解消につ

きましては只今申し上げましたとおり、土地開発公社資金と内子町の代理弁済となっております。

この代理弁済の内訳につきましては下の５番目になりますけれども、ちょっと資料が字が小さい

んですけれども、当公社が保有しております土地、完成土地、それから開発中の土地と合わせま

して５万２，９４５．９６㎡の、時価額１億１４３万８２０円を代物弁済致しまして、残り６，

８５６万９，１８０円は債務免除益、つまり内子町が債権放棄をするということになりますけれ

ども、そういうことで取り扱っております。また流動資産である公社保有土地につきましては、

簿価額と時価額との差額１億５，７５３万３，４５２円につきまして今回、固定資産評価損とし

て所有しているところでございます。 

続いて８ページまで飛んでいただいたらと思います。財産目録について記載をしております。

当年度の解散に伴い、財産の整理を致しており、流動資産につきましては現金、預金を合わせ、

１，１９９万６，５００円で差引純財産も同額の金額となっております。この残余財産につきま

しては、定款第２６条第２項の規定によりまして内子町に繰り入れを致しております。 

次のページ９ページでございますが、貸借対照表を記載しております。左の方になりますが、

まず、資産の部です。流動資産の現金及び預金を合わせまして１，１９９万６，５００円。右の

方になりますけれども負債の部の長期借入金は、解散に伴い返済済みでございます。続いて資本

の部は、資本金の基本財産と致しまして４５０万円。準備金は前期繰越準備金と当期純損失を合

わせまして７４９万６，５００円となっておりまして、資本の部合計１，１９９万６，５００円

でございます。これらによりまして、資産の部と負債及び資本の部はそれぞれ同額の１，１９９

万６，５００円となっているところでございます。 

次のページ、１０ページをお開き願ったらと思います。損益計算書についてご説明致します。

まず、事業収益でございますが、土地の処分状況で申し上げましたとおり、土地造成事業、分譲

宅地にて３区画売却、収益と致しまして３，２４３万８，６２５円でございます。続きまして事

業原価でございますが、ただ今の分譲地の売却における土地造成事業原価と致しまして２，９２

０万７８６円となりまして、事業収益から事業原価を差し引きました事業総利益は３２３万７，

８３９円となります。さらに販売費及び一般管理費につきまして、販売費あっせん手数料等で１

３７万４，８２８円となっておりまして、事業利益は１８６万３，０１１円となっております。

事業外収益と致しまして、受取利息及び分譲地の中にあります電柱の敷地料など雑収益、これを

合わせまして１２万３，６３５円。特別利益として先ほど債務解消の折、申し上げましたとおり、

債務免除費として６，８５６万９，１８０円。事業外費用は借入金の支払い利息でございまして、

１４万５，１６８円支払っておるところでございます。また、固定資産評価損を特別損失と致し

まして１億５，７５３万３，４５２円計上しております。このことによりまして当年度は８，７

１２万２，７９４円の純損失となります。詳細につきましては前のページの５ページから７ペー

ジの収支決算書。 

それから１１ページにはキャッシュフロー計算書を掲載しておりますので、お目通しをお願い

致します。最後に土地開発公社は昭和４８年に設立以来平成２４年度をもちまして解散し、公社
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としての役割を終えたことを報告さしていただきます。以上、内子町土地開発公社の経営状況に

ついてご説明致しました。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第１０ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

日程第１１ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１０ 報告第７号 健全化判断比率の報告について」「日程第１

１ 報告第８号 資金不足比率の報告について」以上の２件は関連もありますので、この際一括

して議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  「報告第７号 健全化判断比率の報告について」「報告第８号 資金不足

比率の報告について」この２つの報告案件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づき、議会に報告するものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致さ

せますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） 議案書ナンバー１の方をお開きいただきたいと思います。７ページ、

８ページでございます。それでは報告第７号健全化判断比率の報告と報告第８号資金不足比率の

報告についてご説明をさせていただきます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、

財政の健全化判断、財政の早期健全化判断、それから再生判断の３つの仕様につきまして、監査

委員審査に付し、その意見を付して議会への報告・公表が義務付けられているところでございま

す。その指標につきましては、ここの報告第７の一覧表で示しております４つの数値でございま

す。それから企業会計につきましては、次の８ページの方、８ページ資金不足比率ということに

なります。こういった５つの指標によって財政運営の健全化を示すことになっているものでござ

います。 

それではまず、７ページの報告第７号の健全化判断比率の報告についてでございますが、法律

第３条第１項に規定する平成２４年度の実質赤字比率、及び連結実質赤字比率は黒字ということ

でございまして該当なしでございます。次の実質公債費比率につきましては、１８％を超えます

と新たな財政計画、起債発行にあたっての検討の協議等が必要となる数値でございます。将来負
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担比率等は１．３％いうことでございまして昨年度が１８．６％いうことでございまして、カッ

コ内の数値が早期健全化の判断をする基準数値でございますが、いずれの数値に致しましても、

数値なし、あるいは非常に低い数値ということでございまして、非常に健全化が図られていると

いう数値資料でございます。 

続きまして、資金不足比率８ページでございますが、報告第８号の関係でございます。資金不

足比率につきましては、今年度どの公益企業会計と３つの事業会計と、資金不足発生してないと

いうことでございまして良好な経営状態ということでございます。参考までに一番右の数字、健

全化基準となる数値ということでございますが、いずれも数値なし、ということでございまして

健全な数値ということでございます。以上、この２つの案件につきましては７月３０日に役場の

本庁会議室におきまして代表監査委員、監査委員の審査を終えましたので、議案資料の方にも説

明資料ナンバー８にございますが、審査意見を付しての本日の議会での報告ということでござい

ます。よろしくお願いを致したいと思います。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第１２ 報告第 ９号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１２ 報告第９号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提

出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出についてでございます。そ

の内容は学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○学校教育課長（片山哲也君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也君） 報告第９号内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につい

てでございますが、資料３をお願い致します。 

２ページをお開き下さい。中ほどカッコでくくった部分でございますが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律、第２７条、教育委員会は毎年その権限に属する事務、カッコは省略しま

すが、の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならないということから、平成２４年度対象の

点検報告書を提出するものでございます。また第２項では、教育委員会は、前項の点検及び評価
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を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとするということ

となってございます。下から４行目、点検評価結果の構成ですが、（１）主要施策、点検評価の

対象は、学校教育の方針と施策、社会教育の方針と目標、人権・同和教育基本方針に位置付けし

ている主要施策を基本とし、個別事業、次のページにありますが、ごとに評価点検をしておりま

す。（３）と致しまして評価につきましては、自己評価と課題・問題点。自己評価につきまして

は、評価基準につきましてはＡからＤまでの評価をしております。（４）外部評価委員会委員の

意見となっております。外部評価委員会の開催状況でございますが、６月２８日に第１回目を開

いております。で、７月２２日に第２回。この外部評価委員会、２回により評価・意見・助言を

いただき、８月２１日、教育委員会定例会で承認を受けておりまして、今回議会に報告するもの

でございます。 

５ページからが施策事業別評価票となってございます。５ページから２４ページが学校教育課

の主要施策でございまして、内子町教育改革のプロジェクトの継承が、ふるさと教育の推進等の

６項目となってます。学力向上への取り組み、学校耐震化の推進等２項目、学校給食の充実が３

項目、教育諸条件の整備及び事業他が９項目の計２０項目でございます。 

２５ページから４１ページが自治学習課の主要施策でございます。自治センター自治会活動の

展開、その他が３項目、国際理解の啓発促進、生涯学習社会の醸成等が２項目、文化活動の促進

と文化財の保護４項目、社会体育の振興、人権・同和教育の深化充実４項目、社会環境浄化と青

少年の健全育成他が４項目の計１７項目でございます。内容につきましては、先日の全員協議会

でご説明申し上げたとおりでございます。お目通しをいただいたらと思います。以上で報告とさ

していただきます。 

○議長（下野安彦君） ただ今の報告に対する質疑があれば、許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第１３ 報告第１０号 専決処分の報告について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１３ 報告第１０号 専決処分の報告について」を議題としま

す。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  専決処分の報告についてでございますが、この案件につきましては、地

方自治法第１８０条第１項の規定により、議会に指定された事項の損害賠償について専決処分し

たので報告をするものでございます。内容につきましては、総務課長に説明を致させますが、こ

の職員は町長車の運転手でございます。大変申し訳なく心からお詫びを申し上げる次第でござい
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ます。私としましても二度とこういう事故が起こさないように、交通安全の指導をさらに徹底し

て参りたいというふうに思ってます。内容を総務課長に説明致させますので、よろしくお願い致

します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは、議案書１０ページをお願い致します。報告第１０号専決

処分の報告でございます。この報告案件でございますが、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より議会により指定され、専決処分を致しました町の義務に属する損害賠償の額につき報告をす

るものでございます。 

次の１１ページの方をよろしくお願い致します。専決の内容でございますが、議会の議決に付

すべき町の義務に属する損害賠償の額を定め、和解することについて、８月６日に専決した事案

でございます。番号１でございますが、発生部局は総務課所管の車両でございます。専決処分の

年月日、２５年８月６日、損害賠償の額６２万２，５２６円。事故の概要でございますが、そこ

に記載しておりますように平成２５年５月１０日、内子町内子１０６７番地先、県道串・内子線

に右折進入した際、右側から直進してきた相手方車両の前面と公用車の右前面が衝突・破損を致

しました。相手方車両の運転手がその際、負傷をしたものでございます。具体的な場所につきま

しては分庁横の、郷の谷川の道路から商店街に右折をしようとした際の、出会いがしらの事故と

いうことでございます。以上よろしくお願いを致したいと思います。 

○議長（下野安彦君） 只今の報告に対する質疑があれば、許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は、報告事項であります。 

 したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

○議長（下野安彦君） ここで、６分間、休憩します。午後４時３０分から再開します。 

午後 ４時２４分 休憩 

 

午後 ４時３０分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

○議長（下野安彦君） ただ今、中田厚寛議員から、「議第３号議案 道州制導入に断固反対する

意見書について」が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題に

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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 
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したがって、「議第３号議案 道州制導入に断固反対する意見書について」を追加日程第１とし、

日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

 

追加日程第１ 議第３号議案 道州制導入に断固反対する意見書について 

○議長（下野安彦君） 「追加日程第１ 議第３号議案 道州制導入に断固反対する意見書につ

いて」 を議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 提出議員、中田厚寛議員登壇願います。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

〔中田厚寬議員登壇〕 

○１４番（中田厚寬君） 議第３号議案、道州制導入に断固反対する意見書について。地方自治

法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、副総理大臣、総務大臣、内

閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条第１項及び第２項の規

定により、提出する。 

平成２５年９月１９日提出。 

提出者、内子町議会議員、中田厚寬。 

賛成者、内子町議会議員、山本徹。賛成者、内子町議会議員、池田洋助。賛成者、内子町議会

議員、大木雄。賛成者、内子町議会議員、山崎正史。賛成者、内子町議会議員、菊地幸雄。 

提出の理由。 

 多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが国の力の源泉であると確信し、

道州制の導入に断固反対する立場から、意見書を提出するものである。 

 それでは意見書を読ませていただきます。 

道州制導入に断固反対する意見書。 

我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により、「住民自

治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年４月１５日には、全国町村議会議長

会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのご

とき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、

７月１８日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政府・国会に対し、

要請してきたところである。 

しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然として

みられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を第１８

３回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視

するかの動きをみせている。 

これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導入あ

りきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事
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実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、

現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してし

まうことは明らかである。 

町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文

化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。

それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり

上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではな

い。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体としての

国力の増強につながるものであると確信している。 

よって、我々内子町議会は、道州制の導入に断固反対する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２５年９月１９日。 

 愛媛県内子町議会。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 中田厚寬議員、席にお戻り下さい。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「追加日程第１ 議第３号議案 道州制導入に断固反対する意見書について」の採決

に入ります。 

お諮りします。本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） お諮りします。 

本日の会議は、この程度にとどめ、延会したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって本日は、これで延会することに決定しました。 

次の本会議は、明日２０日、午前１０時から開きます。 

本日は、これをもって延会とします。 

午後 ４時３７分 延会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   平成２５年 ９月１９日（木） 

○開会年月日   平成２５年 ９月２０日（金） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  久 保 美 博 君         ２番  森 永 和 夫 君 

３番  菊 地 幸 雄 君         ４番  泉   浩 壽 君 

５番  大 木   雄 君         ６番  山 本   徹 君 

７番  池 田 洋 助 君         ８番  山 上 芳 子 君 

９番  才 野 俊 夫 君        １０番  下 野 安 彦 君 

  １１番  林     博 君        １２番  山 崎 正 史 君 

１３番  寺 岡   保 君        １４番  中 田 厚 寬 君 

１５番  宮 岡 德 男 君 

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本 隆 壽 君     副 町 長  稲 田   繁 君 

総 務 課 長  西 澤 美 男 君     住 民 課 長  三根生 憲 一 君 

税 務 課 長  山 上 幸 久 君     保健福祉課長  鉾 岩 洋 子 君 

会計管理者  宮 野 照 三 君     建設デザイン課長  橋 本 健 一 君 

町並・地域振興課長  小野植 正 久 君     産業振興課長  久 保 義 雄 君 

小田支所長  土 居 好 弘 君     環境政策室長  大 森 豊 茂 君 

政策調整班長  安 川   徹 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡   弘 君 

教 育 長  亀 岡 忠 重 君     学校教育課長  片 山 哲 也 君     

自治・学習課長  井 上 淳 一 君     代表監査委員  片 岡 安 男 君 

農業委員会会長  宮 田 久 男 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  堀 本 増 隆 君     書 記  水 本   隆 君 

 

○議事日程（第９号） 

平成２５年 ９月２０日（金）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 議認第 ５号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求

めることについて 

日程第 ４ 議認第 ６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第 ７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ６ 議認第 ８号 平成２４年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第 ９号 平成２４年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１０号 平成２４年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議認第１１号 平成２４年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１０ 議認第１２号 平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１ 議認第１３号 平成２４年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１２ 議認第１４号 平成２４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１３ 議認第１５号 平成２４年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１４ 議案第６０号 内子町子ども・子育て会議条例の制定について 

日程第１５ 議案第６１号 内子町誌編纂委員会設置条例の制定について 

日程第１６ 議案第６２号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第６３号 内子町立学校設置条例の一部改正について 

日程第１８ 議案第６４号 内子町立幼稚園条例の一部改正について 

日程第１９ 議案第６５号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について 

日程第２０ 議案第６６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第２１ 議案第６７号 内山衛生事務組合の解散について 

日程第２２ 議案第６８号 内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分について 

日程第２３ 議案第６９号 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定につ

いて 

日程第２４ 議案第７０号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第２５ 議案第７１号 平成２５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２６ 議案第７２号 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算
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（第１号）について 

日程第２７ 議案第７３号 平成２５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２８ 議案第７４号 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２９ 議案第７５号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第３０ 受理第 ４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないこ

とを求める請願 

日程第３１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第３２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第３３ 議員派遣の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３３まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（下野安彦君） ただ今から、９月１９日の本会議に続きまして、平成２５年９月内子町

議会定例会第２日目の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（下野安彦君） 「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、９番才野俊夫議員、１１

番林 博議員を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（下野安彦君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

本日の議事日程は、お手元に配付しております、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 議認第５号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の 

承認を求めることについて 

○議長（下野安彦君） 「日程第３ 議認第５号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２

号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 
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○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求

めることについてご説明申し上げます。平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）は歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９５億

５，１９１万４，０００円とするもので、地方自治法１７９条第１項により専決処分したので同

条第３項の規定により報告、承認を求めるものでございます。今回の補正は駄馬池灌漑用送水管

の緊急修繕に伴うものでございます。内容は副町長に説明を致させますので、よろしく審議の上、

ご承認賜りますよう、お願い致します。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書１の１４ページをお開き下さい。平成２５年度内子町一般会計

補正予算（第２号）です。第１条歳入歳出それぞれ３００万追加致しまして、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ９５億５，１９１万４，０００円とするものでございます。 

２０ページをお開き下さい。歳入です。８款１項１目の地方交付税を３００万補正を致してお

ります。 

次のページ、２１ページをお開き下さい。歳出です。８款４項３目公園費、３００万の補正で

ございます。駄馬池灌漑用送水管修繕ということで３００万計上さしていただいております。す

でに工事は終わりまして、フジの舗装５２０㎡、１７８万５，０００円。配管の修理５１万９，

７５０円。合計２３０万４，７５０円で事業は完了致しております。以上で説明を終わります。

よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて、討論を終結します。 

 これより「議認第５号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  日程第 ４ 議認第６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ６ 議認第８号 平成２４年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て 

日程第 ７ 議認第９号 平成２４年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ８ 議認第１０号 平成２４年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議認第１１号 平成２４年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１０ 議認第１２号 平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１ 議認第１３号 平成２４年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１２ 議認第１４号 平成２４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第４ 議認第６号 平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」 「日程第５ 議認第７号 平成２４年度内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」「日程第６ 議認第８号 平成２４年度小田高校寄宿舎特別会計

歳入歳出決算の認定について」「日程第７ 議認第９号 平成２４年度内子町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第８ 議認第１０号 平成２４年度内子町介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第９ 議認第１１号 平成２４年度内子町

介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１０ 議認第１２号 平

成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１１ 議認第１

３号 平成２４年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１２ 

議認第１４号 平成２４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」以上の９議案は関連もありますので、この際一括して議題とします。 

各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ただ今、一括上程をしております。平成２４年度内子町一般会計歳入歳

出予算の認定について及び、８件の特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、一般会計が歳

入額で１１２億６，８９１万８１円。歳出額が１０６億９，３６６万５，３３８円となっており

ます。特別会計を含めますと全会計では、歳入総額が１６７億６，５３２万９，６６９円。歳出

総額が１５９億７５９万７２円となっております。その内容を会計管理者に説明致させますので、

よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○会計管理者（宮野照三君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮野会計管理者。 

〔宮野照三会計管理者登壇〕 



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

76 

 

○会計管理者（宮野照三君） それでは、まず議認第６号の一般会計について説明致します。 

資料は４、平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算書をご覧いただきたいと思います。 

まず、２ページ、３ページをお願い致します。 

歳入ですが、１款、町税の収入済額、３ページの左端は１４億１，７４７万９，２５９円です。

この金額の歳入総額に占める割合は１２．６％。前年度比で８７５万円余りの増となっておりま

すが、税目ごとに見ますと町民税と軽自動車税は増えておりますが、固定資産税と町たばこ税は

減少しております。その右側に不納欠損額が４９４万円余りございますが、１５６件１４２人分

を処理したものでございます。次に収入未済額の３，６３０万円余りは１，１００人分の滞納額

で前年度と比較致し、３６６万円余り減少しております。また、町税の町税額に対する収入率は

９７．２％で前年度より０．５％高くなっていますが、これらの詳細につきましては資料の７、

決算資料の６ページから８ページに載せておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

２款から７款につきましては収入済額記載のとおりです。８款の地方交付税の収入済額は、５５

億９，２７８万５，０００円で、前年度と比較しますと１億３，５０９万１，０００円の減とな

っております。また、その歳入に占める割合は、４９．６％です。１０款の分担金及び負担金の

１項、分担金の収入未済額６６９万２，０００円は、農林水産業費及び災害復旧費分担金の事業

繰越によるもので、２項負担金の収入未済額の６７８万７３０円は保育料等の未納額です。１１

款の使用料及び手数料の収入未済額１，２５４万２，３８０円は町営住宅使用料等の未済額です

が、その詳細は決算資料の１０ページに掲載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思い

ます。 

次に４ページ、５ページをお願いします。 

１２款国庫支出金の収入未済額６億３，２４３万１，０００円は社会資本整備総合交付金、地

域の元気臨時交付金、学校施設環境改善交付金事業に関する事業繰越によるものです。１３款、

県支出金の収入未済額３億３８２万１，０００円は農林水産業費、土木費、災害復旧費にかかる

事業繰越によるものです。１５款、寄附金、収入済額２４７万２，０００円につきましては、そ

のほとんどがふるさと納税によるもので１５人の方から寄附をいただいております。１８款、諸

収入の３項、貸付金元利収入の収入未済額８５万５，８００円につきましては奨学金の未収分で

す。その資料は決算資料の１１ページに掲載しております。１９款、町債ですが、収入済額は１

２億３，３７８万５，０００円で、前年度比３億２，８２１万円の増となっております。収入未

済額、３億４，４２０万円につきましては、農林水産債、土木債、教育債事業等の事業繰越によ

るものです。歳入の合計ですが、収入済額が１１２億６，８９１万８１円で前年度比６，３６２

万円余り。率にしまして、０．６％の増となっております。 

次、６ページ、７ページをお願いします。 

歳出に移りますが、その主なものを説明させていただきます。まず、１款の議会費、支出済額

は９，３２４万７，２９７円で前年度と比較し、２，２３３万円余りの減になっております。２

款の総務費支出済額は、１３億７７７万６，２７６円で前年度と比較し、９，６１６万円余りの

増となっております。総務費の翌年度繰越額につきましては、一般管理費及び財産管理の委託料

等の事業繰越によるものです。３款の民生費支出済額は、２４億４，８６５万４，５６１円で前
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年度と比較し、７，２３８万円余りの増となっております。４款の衛生費支出済額は、７億５，

７５６万９，２１０円で、前年度と比較し３億３９７万円余りの減となっております。６款、農

林水産業費ですが、支出済額は７億６，５７７万４，９５８円で前年度と比較し、２，０４９万

円余りの減になっております。翌年度繰越額の主なものは、林業施設費関連事業等でございます。

７款の商工費、支出済額は７，４３４万５，３６７円で前年度と比較し９６５万円余りの増とな

っております。８款土木費、支出済額は１０億９，２９２万２，５６９円で前年度と比較し、１

億８，９３３万円余りの増になっております。また、繰越額につきましては、道路橋梁費、河川

費、及び住宅費関連事業等の事業繰越によるものでございます。９款、消防費、支出済額は４億

４，７０９万３，６８０円で、前年度と比較し、３，３６９万円余りの減となっております。 

次に８ページ、９ページをお願いします。 

１０款、教育費、支出済額は１５億５，１０６万８，５０４円で前年度と比較し、８，４１６

万円余りの増となっております。また、翌年度繰越額につきましては、小学校の危険校舎改築事

業及び、小田地区学校建築事業等にかかるものです。１１款災害復旧費、支出済額は３億２，０

９７万５，１４１円で、前年度と比較し１億３，１６６万円余りの増となっております。また、

翌年度繰越額につきましては農業施設及び公共土木施設、災害復旧事業にかかるものです。１２

款、公債費支出済額は、１４億９，３４３万２，５６１円で前年度と比較し、８，７２５万円余

りの減となっております。なお、歳出総額に占める割合は１４．０％です。１３款、諸支出金の

基金費は３億４，０８０万円余りで公共施設整備基金等に積み立てを行っております。１４款、

予備費の支出はございません。そして一番下の歳出合計の支出済額ですが、１０６億９，３６６

万５，３３８円で、前年度比２，２６２万円余り。率にしまして０．２％の増となっております。

なお、各款の委託料、工事請負費、補助金等の主なものにつきましては決算資料の２４ページ以

降に記載をしておりますので、後ほど、ご覧いただきたいと思います。他１１ページ以降の項別

明細につきましては説明を省略させていただきまして、この資料の最後の方になりますが１６４

ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、平成２４年度の一般会計歳入歳出差引額は５億７，５２４万４，

７４３円。翌年度へ繰り越すべき財源は１億６，４８７万１，０００円で実質収支額は４億１，

０３７万３，７４３円になりました。次のページの公有財産ですが、これにつきましては別の資

料で説明致します。 

１６９ページをお願い致します。 

ここは出資による権利ですが、異動のあった所のみを説明させていただきます。３番の久万広

域森林組合出資金に３万２，０００円を追加出資しております。また、５番、内子町土地開発公

社出資金は解散により４５０万円の減額となりました。以上、２件の異動により決算年度末の差

引残高は２億４，８７６万９，４９５円になっております。 

次に１７１ページをお願い致します。 

物品の異動ですが、普通乗用車から軽貨物自動車までの車両の増減は相対では前年度より７台

の増。一番下のパーソナルコンピューターが４台の減となっております。 

次に１７３ページをお願いします。 
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奨学資金の貸付による債権ですが、返済の状況につきましては、枠外の備考欄にありますよう

に２４年度の貸付額は４４２万３，０００円。返済は６７０万４，０００円で年度末の貸付残高

は５，９４０万円になっております。 

次に１７５ページをお願い致します。 

基金の決算ですが、利息以外に異動があったものを主に説明させていただきます。表中左側の

番号２番、減債基金１，０７４万円を将来の起債返済財源とするため積み立てております。７番、

公共施設整備基金は３億２，１２４万円を積み立て、９，０１０万円を小田地区学校施設建設に

伴う木材加工、保管、敷地造成、小田中学校寄宿舎、小田幼稚園園舎の解体に充てております。

１２番、環境基金は１１５万５，０００円を内子町環境教育副読本の政策の財源と致しておりま

す。１４番、小田まちづくり基金は１００万円を小田深山観光施設の管理に関する協定書に基づ

き、積み立てております。 

次、１７６ページです。 

２１番、「エコロジータウン内子」ふるさと応援基金は、平成２０年度の新規の基金で、ふるさ

と納税の寄付金を基金として管理運用するもので２４７万２，０００円の寄付を受け、１００万

円は各幼稚園、小中学校の上杉文庫図書購入費に充てております。２２番、農山漁村地域マネー

ジメント支援事業基金は、平成２１年度の新規の基金で、愛媛大学農学部農山漁村地域マネージ

メント特別コースに進学する町内学生への奨学金として管理運用するもので、２名分４８万円を

充てております。２３番、民俗資料保存整備基金は平成２２年度に創設したもので、約９２６万

円を民俗資料の保存及び整備に充当致しました。最後に２４番、文化創造基金は平成２３年度に

創設されたもので、３５０万円を内子座１００周年事業に活用するため積み立てました。以上、

２４の基金の平成２４年度の現在高は２億３，９１２万円余り増加し、４８億２，９３５万９，

７１６円になっております。なお、この基金の利息合計は３５４万円余りです。 

それでは、先ほどの公有財産の異動につきまして、資料ナンバー７の決算資料、１３１ページ

をお開きいただきたいと思います。一番最後の方から２枚目をめくっていただいたところにあり

ます。よろしいでしょうか。公有財産異動一覧表がございますが、異動のある主なものを説明さ

せていただきます。まず、左半分の土地の異動ですが、上から公共用財産、公園の内子運動公園

は組合解散により１０万２，７５６㎡が増加。宅地につきましては、運動公園の解散や土地開発

公社の解散、寄附、交換、用途変更や売り払いなどによりましてご覧のとおり増減があり、山林

につきましては公社の解散や売払いにより７，１８０㎡の増です。雑種地では、郷の谷工業団地

の売払い等で１，７４３㎡が減少しました。原野及びその他の施設はご覧のとおりです。合計致

しますと、１３万２，７４３㎡の増です。次に右側の建物ですが、増加したものは内子運動公園、

程内教員住宅、藤華苑の増築。減少したものが小田幼稚園、老人憩いの家、小田共同作業所、小

田寄宿舎等で合計致しますと１，１５７㎡の減です。以上で一般会計の決算についての説明を終

わります。 

次に、議認第７号から第１４号までの特別会計に移りますので、資料は今度５番をお願い致し

ます。 

まず、２ページ、３ページをお願い致します。 
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内子町住宅新築資金等貸付事業特別会計です。この事業の貸付はご存じのように終了しており

まして、今はその償還の事務を行っており、現在１０名の方が償還中です。まず、歳入ですが、

主なものは、５款諸収入１項貸付金元利収入でして、収入済額は１３３万７，８６４円。収入未

済額は９名分の１，７０２万１，０２０円で前年度と比較し２７万円余りの増になっております。

歳入合計は１３４万１，８１２円です。 

次、４ページ、５ページをお願いします。 

歳出ですが、その主なものは２款の公債費で支出済額は１１２万９，４２８円。その内容は元

利償還金です。そして歳出の合計は１１４万１，８１９円になっております。 

次に、１４ページをお願い致します。 

実質収支に関する調書ですが、記載のとおり１９万９，９９３円です。 

次、１６ページ、１７ページをお願いします。 

小田高校寄宿舎特別会計です。まず、歳入ですが、１款の寄宿舎事業収入の収入済額３９５万

２，０００円は寄宿舎使用料収入です。その使用料は一部屋が月２万６，０００円で、利用者は

１４名です。３款の諸収入９５万６，７１５円は利用者から徴収した各部屋の光熱水費を受け入

れたものです。歳入の合計は一般会計からの繰入２３０万６，６５６円を含めて７２１万５，３

７１円です。 

次に１８、１９ページをお願いします。 

歳出ですが、１款寄宿舎事業費のみで７２１万５，３７１円になっております。その内訳は寮

長他の人件費等２４５万円余りと寮生の給食費３０１万円余り、施設の管理費１７４万円余りで

す。 

次に２６ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のようにゼロでございます。 

次に２８、２９ページをお願いします。 

内子町国民健康保険特別会計です。まず、歳入です。１款国民健康保険税、収入済額は４億２，

６９１万８，９４９円で前年度比１，６０７万円余りの減となっております。また、調定額に対

する収入率は８７．１％で前年度と比較し、０．７％上がっております。不納欠損額は７３人分

の３８８万４，９１８円です。収入未済額は５，９５４万９，５２８円ですが、その内容につき

ましては決算資料の６４ページに記載をしておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

次の３款国庫支出金以下は、保険給付費に対するそれぞれの負担率による支出金、交付金の収入

ですので、お目通しをいただきたいと思います。歳入合計は、２４億９，７２０万９，７０８円

で前年度比、１億１，４９１万円余り。率にして４．４％の減です。 

次に３０ページ、３１ページをお願いします。 

歳出ですが、２款保険給付費１５億３，３９１万８，５６０円が主なもので、前年度比、２，

２５８万円余りの減となっております。項の欄に説明がございますが、４項の出産育児諸費７９

２万円は出産育児一時金１９人分です。５項の葬祭諸費７０万円は葬祭費で、一人当たり２万円

の３５人分です。また、次の３款、後期高齢者支援金等と４款、前期高齢者納付金等につきまし

ては、後期高齢者医療保険制度の創設に伴うものですが、それに変わって５款の老人保健拠出金
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は大幅に減額となっております。歳出合計ですが、２３億１，６４５万３，９７４円で前年度比

で１，０４３万円余り、率にしまして０．４％の減となりました。 

次に５６ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように１億８，０７５万５，７３４円ですが、実質単年

度収支は約１億４３６万４，０００円のマイナスとなりました。 

次に５８、５９ページをお願いします。 

内子町介護保険事業特別会計です。まず歳入です。１款の保険料収入済額は３億５，３６８万

５，３００円で、その保険料を納められる第１号被保険者の数は２４年度末現在で６，３３４人

です。また不納欠損額が４５万９００円。収入未済額は８６５万９，７００円になっております

が、その詳細は決算資料の７６ページに載せておりますので後ほどご覧いただきたいと思います。

以下４款からは、それぞれの負担率による収入で金額は記載のとおりです。１０款の繰入金は、

町からの繰入で３億２，０２３万円余りとなっております。歳入の合計が２２億７，７８４万４，

１４０円で前年度比６，９０３万円余り。率にして３．１％の増です。 

次に６０、６１ページをお願いします。 

歳出の主なものは、２款の保険給付費で２１億１，２５５万４，７７０円になっております。

なお、２４年度末の要支援、要介護者数は１，２６６人。そのうち、居宅介護サービスの利用者

が６８８人、施設入所者が２８２人、地域密着が１０８人、認定を受けたがサービスを受けてな

い方が２１８人です。歳出の合計は２２億１，０７７万１，９３４円で前年度比、４，６０４万

円余り。率にして２．１％の増となっております。 

次に９４ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように６，７０７万１，２０６円です。 

次は９６、９７ページをお願いします。 

内子町介護保険サービス事業特別会計ですが、まず歳入の１款、サービス収入は２２４人、２，

４１２件のケアプラン作成にかかる収入、１，０１９万４，３２０円。２款の繰入金は記載のと

おり一般会計からの繰入金６７７万４，０００円で、歳入合計は１，６９６万８，６３６円です。 

９８、９９ページをお願いします。 

歳出ですが、１款総務費の支出済額は８８５万３，２３９円でほとんどが人件費です。２款事

業費はケアプランの外部委託の経費で、記載のとおり８１１万４，４４０円で歳出合計は１，６

９６万７，６７９円です。 

次に１０６ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように９５７円となっております。 

次に１０８、１０９ページをお願いします。 

内子町簡易水道事業特別会計です。まず、歳入ですが、２款の使用料及び手数料の１項使用料

５，４７０万４，７９４円は、各簡易水道施設の水道使用料で、その徴収率は９９．９％。収入

未済額は２４件の５万８，１１４円です。その詳細につきましては決算資料の９６ページに記載

しておりますので、ご覧いただきたいと思います。その他、５款繰越金が４，１８９万４，２８

８円。６款繰入金が１億２，２９４万４，４８５円となっております。そして歳入合計は２億２，
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１１９万３，３４７円になっております。 

次に１１０、１１１ページをお願いします。 

歳出ですが、１款の簡易水道費は９，１８９万８，６６３円です。２款公債費は、９，８７２

万３，９１８円で、歳出合計は１億９，０６２万２，５８１円です。 

次に１３８ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように３，０５７万７６６円となっております。 

次に１４０、１４１ページをお願いします。 

内子町公共下水道事業特別会計です。平成２４年度の公共下水道事業の状況ですが、普及率は

２，０７９戸、５，１２７人の２８．２％。水洗化率は１，６７９戸４，２０４人で８２．０％

となっております。それではまず、歳入ですが、１款の分担金及び負担金の８３万３，４３０円

は受益者の負担分です。次に２款の使用料及び手数料６，２５５万７，９１１円で収入未済額の

１９万５５８円は３３人分です。４款繰入金の１億９，７４２万円は一般会計からの繰入金で、

歳入に占める割合は７５．７％。歳入合計は２億６，０８６万６，６４１円です。 

次に１４２、１４３ページをお願いします。 

歳出です。主なものは１款管理費の７，５８４万１，７５１円で維持管理委託料等です。３款

の公債費は１億８，２６８万３，２２２円で支出に占める割合は７０％になっております。そし

て歳出合計は２億６，０８５万５，９７３円です。 

次に１５６ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように１万６６８円になっております。 

次に１５８、１５９ページをお願いします。 

内子町後期高齢者医療保険特別会計です。この特別会計はご存じのように７５歳以上の方々を

対象とした医療保険制度の創設により、２０年度からスタートしたもので、その事務は県下で統

一した広域連合で行われ、当町からも１名職員が出向しておりましたが、平成２４年度からは出

向致しておりません。町としては保険料の徴収が主な業務です。まず、歳入ですが、１款の後期

高齢者医療保険料ですが、収入済額は１億２，６１９万２，４００円で年度末の被保険者数は３，

９０２人です。収入未済額は３３万５，４５０円です。３款の繰入金、８，１５７万７，０５３

円は一般会計からの繰入で歳入の合計は２億１，３７７万９，９３３円です。 

次に１６０ページ、１６１ページをお願いします。 

歳出ですが、その主なものは、２款後期高齢者医療広域連合納付金で２億８４４万７，３３７

円で、歳出の合計は２億９８９万４，４０３円です。 

では、最後に１７２ページをお願いします。 

実質収支に関する調書ですが、ご覧のように３８８万５，５３０円となりました。 

以上で、平成２４年度の一般会計及び特別会計決算の説明を終わらせていただきます。ご認定

賜りますよう、よろしくお願い致します。 

なお、お手元の資料の中に、わが町の家計簿という資料があると思います。これは決算認定に

あたって、町の主要な施策の成果を説明する資料の提出が地方自治法で定められておりまして、

資料７の決算資料に加え、より具体的に説明する資料として作成をしたものでございます。すで
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にお目通しのこととは思いますが、そのような意味合いで作成しておりますのでご覧いただきま

すようよろしくお願いを致します。 

 

○議長（下野安彦君） 引き続きまして、監査委員から各会計決算審査意見書が提出されており

ますので、その説明を求めることにします。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（片岡安男君） それでは、平成２４年度における一般会計・特別会計の歳入・

歳出決算について審査を実施しましたので、ご報告を申し上げます。 

まず、結論から申し上げますと、各会計の決算及び関係調書等は、予算並びに関係法令に準拠

し作成されており、誤りのないものと認められました。また、職員の皆様方も交付税などの依存

財源に頼らなければならない内子町の現状をよく認識され、節約と補助制度の活用に努められて

おり、これは賢明な選択と業務執行であると考えます。この補助制度には、補助金等適正化法つ

まり俗に言う適化法という法律がありまして縛りがありますけれども、職員の業務力向上、町財

政負担の軽減、あるいは国・県関係との人脈などなど、得るものが非常に多いのではないかと思

うわけでございます。それでは、決算審査を通じまして、私なりに感じましたことをまとめて申

し上げたいと思います。 

 まず、第１点目でございますが、一般会計予算額に対する収支増減あるいは不用額であります

が、これは当然、予算は立てましても多かったり、少なかったりまた不用額が生じるわけでござ

いますが、これは仕方ない、金額は多寡はともかくとしまして、生じるものは仕方ないことだと

思っておりますが。ただ、申し上げたいことは、厳しい財政の中での予算でありますので、そこ

らあたりをよく認識されましてですね、予算策定の折には、見込数値等をよく精査し、より良い

予算の策定・執行に努めていただくことであります。それから不用額につきましては、節約や競

争による入札減少金、あるいは予算策定の折の見積や想定が実情と合っていなかったなどなどが

考えられますが、いずれに致しましても、過大見積が原因とならないよう、留意していただきた

いと思うわけでございます。ただ、この不用額は、翌年度の財源として、あるいは財政調整基金

として有効に活用するのであれば、今後の交付税、それから交付金の減少を考えますと貴重な財

源になるのではなかろうかと思っております。ここらあたり予算の策定につきましてはですね、

今後監査もありますので、全部なんかは見ることはできませんが、抽出してちょっとどのように

されているということはまた監査の折にですね、見せていただきたいなと思っております。 

 ２点目でございますが、税をはじめとした貸付金とか、負担金とか、使用料の滞納でございま

すが、私は昨年というよりも昨今のですね、厳しい経済状況と町民の高齢化を考えます時、滞納

の増加は避けられないのではないかと考えておりました。ところが、２３年度の対前年度比で９

００万円の滞納減少に引き続きましてですね、２４年度は対前年度比で８００万円の減少となっ

ております。これは職員の皆様方が日頃から頑張られた大きな大きな成果であると思っておりま

す。申し上げるまでもなく、税をはじめとした各種徴収事務は、公共サービス、福祉サービスが
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成り立つ前提の事務であると思います。従いまして、この滞納の減少は町民にとりましても、公

平な負担と行政への信頼につながるものであると思うわけであります。今後とも適切な徴収によ

りまして、滞納の解消になお一層努めていただきたいなと思っております。 

 それから３点目でございますが、予算執行上の委託料と工事請負費でありますけれども、自治

体の契約は、原資が税金、原資つまり財源ですね、財源が税金でありますので、このため、最小

の経費で最大の効果を上げる。そこには競争性を取り入れた業務執行が原則であります。本町で

は一般競争をはじめとした指名競争、あるいは、比較見積による競争性を取り入れた適切な契約

と事務執行が行われております。また、競争性のない随意契約につきましてもですね、契約の根

拠を理解された事務処理の内容ですか、事務処理が定着しているなど、改善されていると思いま

す。今後とも引き続き、地方自治法や町の規則等に則って事務執行に努めていただきたいと思い

ます。ただ、運用面では地元の企業・団体の育成、あるいは雇用拡大につながる配慮が求められ

ると思うわけでございます。これは結果として自主財源の税収ですか、税の増収、それから内子

町の活性化にもつながるんではないかと思うわけでございます。先日、泉議員さんが地元業者が

元気になるようにと言われましたけれども、そういうようなことにもやり方によってはつながっ

ていくんかなと思っております。 

 それから終わりに今後の財源でございますが、当分続く東日本大震災復興、あるいは、昨今の

国の財政状況、方針を考えますと、自治体の財政は厳しくなることが考えられますが、今後とも

内子町の良さと個性が生かされ魅力ある内子町形成のため、なお一層努められますことを望みま

す。以上です。 

 

○議長（下野安彦君） それでは、各会計歳入歳出決算の説明が終わりましたので、これより質

疑に入ります。 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。 

ただ今、一括議題となっております、議認第６号、議認第７号、議認第８号、議認第９号、議

認第１０号、議認第１１号、議認第１２号、議認第１３号及び議認第１４号の９件は、質疑中の

まま総務常任委員会に付託し、閉会中の継続審議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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議認第６号、議認第７号、議認第８号、議認第９号、議認第１０号、議認第１１

号、議認第１２号、議認第１３号及び議認第１４号の９件は、総務常任委員会に付託し、閉会中

の継続審議とすることに決定しました。

 

日程第１３ 議認第１５号 平成２４年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１３ 議認第１５号 平成２４年度内子町水道事業会計決算の

認定について」を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本  議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本  

○町長（稲本  平成２４年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、内容を建

設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上

げます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議認第１５号、内子町水道事業会計決算書でご

ざいます。資料ナンバーにつきましては６番でございます。 

それではですね、２ページをお開き願ったらと思います。 

平成２４年度内子町水道事業決算報告書で、収益的収入及び支出について報告さしていただき

ます。本決算につきましては、２４年度より五十崎地区簡易水道が統合致しましたので、それを

加味した決算で、大幅な増額の決算となっております。まず、収入の部で第１款１項の営業収益

でございます。これは給水による収益で２億１７７万９，８９２円となり、対前年比１６２．９％

となっております。同じく１款２項の営業外収益、これは一般会計からの補助あるいは雑収益で

ございまして、４，２７０万３，６８９円でございます。これら１項から３項まで合わせました

水道事業収益が２億４，４４８万３，５８１円で対前年比１７７．０％。１億６３５万３，３６

１円の増収となっているところでございます。 

次のページ、３ページをお願い致します。 

支出でございます。まず、１款の第１項、営業費用でございます。これは支出の施設の維持管

理費あるいは職員の給与手当、あるいは固定資産の減価償却費などでございまして１億５，３３

２万９，７２０円。２項の営業外費用、これは企業債の支払い利息及び消費税でございます。４，

０６１万９，８６６円でございます。３項の特別損失を合わせました第１款の水道事業費用は、

１億９，３９６万６７２円となり、対前年度比１５９．１％。７，２０６万１，７１３円の増と

なってございます。 

続いて、４ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出でございます。まず、収入の部でございます。第１款の資本的収入でござ

います。第４項の加入金ですが、これは給水の加入金１３件でございまして、大口口径４０人分

も含まれております。金額につきましては記載のとおり８１万５，８５０円。第５項の出資金、

これは起債償還に対しての一般会計繰入金でございます。３，７９１万７，６２１円。以上、合

わせました資本的収入の合計が３，８７３万３，４７１円。対前年比１４３．６％となっており

ます。 

次のページ、５ページをお願い致します。 

支出になります。第１款の第１項建設改良費は平岡水源地計装設備及び上町地区配水管布設工
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事、これ五十崎でございますが。５工事などを施工致しまして金額で２，７８１万３，９３０円

実施してございます。詳細につきましては、１９ページ、一番下の方になりますが、ここにです

ね、記載を致しておりますので、またお目通しを願ったらと思います。２項の企業償還金は７，

５１６万９０円。以上合わせまして、資本的支出につきましては１億２９７万４，０２０円とな

り、対前年比１７５．２％でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する

額、６，４２４万５４９円につきましては、記載のとおり補てんをしております。その詳細につ

きましては、次のページ６ページの資料でご確認を願ったらと思います。また、企業債の明細に

つきましては、２６ページ一番最後のページになりますが、ここに記載しております。併せまし

て、事業決算報告を資料の１３ページ、それから２１ページまで記載をしておりますので、あと

はお目通しを願ったらと思います。 

次に、７ページをお開き願ったらと思います。 

２３年度の損益計算書でございます。まず営業収益でございますが、１の給水収益から３のそ

の他の営業収益まで合わせまして、１億９，２２１万７，４３３円でございます。次に営業費用

でございます。１の原水及び浄水費から７番までのその他の営業費用まで合わせまして、１億５，

１０２万９，８０８円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業利益につきま

しては、４，１１８万７，６２５円となってございます。さらに、３の営業外収益は１の受取金

利息及び配当金から３の雑収益までの合計４，２６８万８，３２３円となってございます。営業

外費用として支払い利息また雑支出を合わせまして３，４７３万７，６５８円となりまして、こ

れによりまして経常利益が４，９１３万８，２９０円となります。次に特別利益及び特別損失を

考慮致しまして、当年度の純利益は４，９１２万７，２０４円となります。この純利益には統合

による五十崎簡易水道の繰越金２，０３１万７，８８９円が含まれているところでございます。

次に前年度繰越利益剰余金はございませんので、当年度２４年度分でございますが、未処分利益

剰余金は同額の４，９１２万７，２０４円となります。この剰余金の処分につきまして８ページ

なりますけれども、次のページでございますが、剰余金計算書一番下の所に当年度未残高という

のがありますが、その分を見ていただいたらと思います。また、９ページには剰余金処分計算書

を記載してございます。真ん中どころにありますが、条例第２条による処分額ということで、こ

れにつきましては減債積立金に全額４，９１２万７，２０４円を計上しているところでございま

す。 

続いて１０ページからになりますが、この分につきましては２４年度の貸借対照表等を記載し

ておりますのでお目通しを願ったらと思います。 

以上、簡単でございますけれども説明に代えさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 

○議長（下野安彦君） 引き続きまして、監査委員から本会計決算審査意見書が提出されており

ますので、その説明を求めることにします。 

○代表監査委員（片岡安男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片岡安男代表監査委員。 

〔片岡安男代表監査委員登壇〕 
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○代表監査委員（片岡安男君） それでは、平成２４年度における水道事業会計について審査を

実施しましたので、ご報告申し上げます。 

結論から申し上げまして、決算報告書、財務諸表、事業報告書等は、関係法令に準拠し作成さ

れており、誤りのないものと認められました。それでは、先ほどの執行機関の説明と若干だぶる

所もあるかもしれませんが、監査委員としての意見を申し上げたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、経営状況でございますが、当年度の純利益は４，９１２万７，

０００円と前年度と比べますと３，２９７万３，０００円の増益となっております。これは先ほ

ど執行機関の説明がありましたようにですね、統合による五十崎簡易水道事業からの繰越金が、

決算上でプラス作用したものであります。とはいえ良好な経営が維持されております。要はどう

いうことかと申しますと、この繰越がなかってもですね、利益は２，８００万ほど出ておるとい

うことでございます。 

 それから次に財政状態でありますが、事業の長期な安定性をみる固定資産対長期資本比率、ち

ょっとなかなか日頃こう聞きなれてないような言葉なんですが、これは決算上、財務用の用語と

申しますか、そういう用語になっておりますが、その比率。それから一年以内に流動資産によっ

て流動負債をどの程度返済可能かをみる流動比率です。それから企業の健全性・安全性を見る負

債比率、そういうものにつきましてはいずれも良好な比率であり、水準であります。 

 次に、営業活動とは別の資本的収支でありますが、加入金、出資金の３，８７３万３，０００

円の収入に対して、建設改良費、企業債償還金など１億２９７万４，０００円の支出となってお

り、ここには６，４２４万１，０００円の不足額が生じております。これはこのような場合のた

めに水道事業ではですね、そういうお金を準備しとるわけなんですが、この場合のためのですね、

過年度分損益留保資金、それから減債積立金、あるいは当年度消費税等資本的収支調整額の内部

留保資金でございますが、それで補てんするなど、適切に処理されております。それから今後に

おける水道事業につきましては、過疎化と高齢化の進展によりまして、給水収益の緩やかな減少、

それから施設の老朽化、耐震化等による建設改良費や維持管理費の増加などなどが懸念されます

が、引き続き内子町水道ビジョンを基に、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、経済性を

発揮しながら、効率的な財政運営と業務執行に努めていただきたいと思っております。 

 終わりに町民は安全でおいしい水道水を求めております。また、町の財政も決して豊かではあ

りませんので、今後とも公営事業であり、公営企業であることの使命感を念頭にですね、より自

立した経営へとなお一層努めていただきたいなと思います。 

 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 一点だけお聞きをしたいと思います。五十崎簡水との統合に際して、

五十崎の皆さんへの激変緩和措置がとられていたと思うんであります、水道料。これはだいたい

どのくらいまで続けられるのか。これお聞かせをいただきたいと思います。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 五十崎のですね、緩和措置については、平成２４年の４月

からですね、平成２７年の３月ということで３年間の緩和措置をとらせていただくことになって

おります。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

お諮りします。ただ今、議題となっております、「議認第１５号 平成２４年度内子町水道事業

会計決算」を認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本決算を認定することに決定しました。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１２分間休憩します。１５分間休憩します。午前１１時２５分か

ら再開します。 

午前１１時１０分 休憩 

 

午前１１時２５分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１４ 議案第６０号 内子町子ども・子育て会議条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１４ 議案第６０号 内子町子ども・子育て会議条例の制定に

ついて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町子ども・子育て会議条例の制定についてでございますが、本議案

につきましては、子ども・子育て支援法の制定に伴い、調査・審議機関を設置する必要があり、

本条例を制定するものでございます。内容につきましては、保健福祉課長に説明致させますので

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

〔鉾岩洋子保健福祉課長登壇〕 
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○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは、資料ナンバー１の３２ページをお開き下さい。 

議案第６０号内子町子ども・子育て会議条例の制定について。子ども・子育て支援法の制定に

伴い、内子町子ども・子育て会議条例の制定を、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により

議会の議決を求めるものでございます。平成２４年８月に子ども・子育て支援法が制定され、幼

児期の学校教育、保育や地域の子育て支援を総合的に推進するための新しい制度が、平成２７年

度から開始されることに先立ち、子ども・子育て施策についての調査・審議するための機関とし

て子ども・子育て会議の設置が必要とされたことから、この条例を定めるものでございます。 

議案書３３ページをお開き下さい。 

第１条では設置について、子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、この会議を設置する

ものでございます。第２条、所掌事務について規定しております。これも子育て支援法第７７条

第１号の各号に掲げてある事務を処理するものでございます。内容につきましては、第１号、第

２号では保育施設などの利用定員設定に関すること、第３号、第４号では町村子ども・子育て支

援事業計画に関すること、また市町村における子ども子育て支援に関する施策の推進、実施状況

を調査、審議することを事務処理することとしております。次に第３条では組織についてそれぞ

れの立場の方、１５名以内の方をもって組織すると規定しております。第４条以下につきまして

は任期、会長及び副会長、会議等についてそれぞれ規定をしております。なお、附則でこの条例

は公布の日から施行するものでございます。以上で内子町子ども・子育て会議条例の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） この第３条で掲げられております町長が委嘱をする委員というところ

で、事業主代表というのがあるわけでありますが、これはどういう事業所をさしておられるのか。

その点だけお聞きを致します。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） この委員の組織につきましては、教育とか保育、両分野の関係

者で構成するというふうに基本としておりますので、事業所代表としましては、保育園を移管し

ております社会福祉協議会を想定しております。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。他に質疑はありませんか。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 私、前回文教厚生の常任委員長をさしていただいておった時に、充職

というか委嘱をされたやつが相当あったんですが、一般の方でも、毎回どの会合に行っても、毎

回会う方が何人かおられたんですが、６つも７つもの会に委嘱をされとる方がおられると思うん

ですが、私は、あれは避けるべきじゃないかと思うんですが。６つも７つも請け負うたって、私

はそれは仕事はできないと、せいぜい２つか３つじゃなかろうかと思うんですが、委嘱をされる
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場合には町長はどう考えておられるのか。そこだけをちょっとお尋ねをしておきたいと。私は出

来るだけ一人の方が多くの会に所属をするんじゃなしに、やっぱりできるだけ町民大勢おられる

わけですから、それぞれの職種で選んでいただいて、一人がだいたい２つか３つくらいで委嘱を

される方が私はいいんじゃなかろうかと思うんですが、町長のお考えを。 

○町長（稲本隆壽君） 町長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 関係する皆さんから広く意見をお聞きするということでございます。た

だ、現実、例えば自治会長さんなんていうのは、いろんなところに委嘱されているということも

ありますから、自治会長に委嘱するんであれば、やっぱり副会長の方でですね、ふってもらって

副会長の方に委嘱さしていただく。あるいはその次の、例えば事務局長さんにお願いするという

ふうに、なるべく一人の人がたくさん肩書きがつかないようにですね、なるべく少し軽くしてあ

げるということも必要かなというふうに考えております。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第６０号 内子町子ども・子育て会議条例の制定について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１５ 議案第６１号 内子町誌編纂委員会設置条例の制定について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１５ 議案第６１号 内子町誌編纂委員会設置条例の制定につ

いて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町誌編纂委員会設置条例の制定についてでございますが、本議案に

つきましては町誌編纂事業の実施に伴いまして、町誌編纂委員会設置条例を制定するものでござ

います。内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い致します。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 
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○自治・学習課長（井上淳一君） 議案第６１号、内子町誌編纂委員会の設置条例の制定につい

てご説明申し上げます。 

議案書ナンバー１の３５ページをお開き下さい。 

議員各位もご存じのように、平成１７年１月１日に３つの町が合併して内子町が誕生して、節

目となる１０周年を迎えます。また、内子町総合計画、後期計画にあります、文化の道しるべプ

ロジェクトに掲げております内子町誌編纂を具現化するために本条例を制定するため、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

それでは条例の内容について、次のページ３６ページからご説明をさせていただきます。 

１条で先ほど申しました町誌を編纂するため、町誌編纂委員会を設置することを。２条で委員

会の所掌事項を２つ挙げております。３条で委員会は編纂委員１０名以内で組織し、教育委員会

が委嘱することと。２項で顧問をおくことができることとしております。第４条で委員の任期は、

編纂が終了する期間、完了する期間として、今の予定では平成２８年度末までを考えております。

第５条で委員会に委員長及び副委員長を置くことを。第６条で会議のこと。第７条で町誌編纂を

具現化するため、編集委員会を置くことを。８条で町の行政機関は町誌編纂に関する資料提供に

協力する義務をつけております。９条で事務局を教育委員会に置くことを。１０条で委任で、委

員会の運営に関する必要事項を教育委員会が別に定めることとしております。最後に次のページ、

附則として、この条例は公布の日から施行するということとしております。なお、このことに関

する予算を本定例会に計上しておりますので、ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申しあ

げまして、簡単ですが議案６１号の説明とさせていただきます。よろしくお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第６１号 内子町誌編纂委員会設置条例の制定について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１６ 議案第６２号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１６ 議案第６２号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正についてでございますが、本条例の一部改正につきましては、内子町子ども・子育て会

議の設置、及び町誌編纂事業の実施に伴い、条例の一部を改正するものでございます。内容は総

務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） 議案書３８ページをお願い致します。内子町特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、先ほどご決定をいただきま

した、内子町子ども・子育て会議の設置及び町誌編纂事業の実施に伴い、本条例を改正するもの

でございます。 

次のページをお願い致します。その内容でございますが、保健福祉課所管の子ども・子育て会

議委員報酬等の追加、及び自治・学習課で所管致します町誌編纂委員会委員及び編集委員、それ

ぞれの委員の報酬を追加するというものでございます。それぞれ報酬、日額につきましては、そ

こに記載のとおり１万５，０００円また専門委員の日額ということでございます。公布の日から

の施行でございます。よろしくご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） これ専門委員の日額が１万５，０００円となっておるんですが、これ

交通費、もし雇われた場合に、だいたいどの辺の方かはまだ分からないのか、分かるのか。それ

が分かれば教えていただきたいのと、これ交通費はどんなんでしょうかね。交通費込みの１万５，

０００円でしょうか。１万５，０００円と言ったら、今、割り合いええ日当だと思うんですが、

諸経費込みの１万５，０００円か、交通費は別なのか、そこだけちょっと。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） だいたい町誌編纂に関しましては大学の教授等としてますが、

県内の大学の先生を想定をさしていただいてます。旅費につきましては、ここの一般職員相当額

というところですので、実費になろうと思いますが、そこらを考えております。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） 一般職員相当額と言われたけど、その意味が分からん。ちょっと頭が

痛いけん今日ちょっとあれなんですけど、実費ですか。実費となれば日当の中に含まれると思う

んですけど、それは諸経費込みの１万５，０００円ですか。 
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○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 日当と旅費は別々にお支払いさしていただきます。日当は１

万５，０００円、それでＪＲ等を活用した場合は松山・内子間の往復の旅費という形になります

ので、その分が一般職相当額という所、旅費のことを書かせていただいてます。そういう区分と

なっておりますのでご理解いただいたらと思います。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 実は、先の条例案の時に聞こうかなと思っとったんですが、ここであ

えて聞かせていただきますが、実際に大学の教授、大学の先生を委嘱するということであります

が、これは人数的にはどの程度想定しておられるのか。特定のお一人くらいなのかどうなのか。

複数になるのか。その辺はどういうふうに見ておられるか。両方ともの分です。町誌編纂、それ

から子ども・子育ての中でも、その両方について、ちょっとお聞きをしておきます。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君) 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君) 人選についてはまだこれからということなんですけれども、学識

経験者ということでは１名を想定しております。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 町誌編纂につきましても１名ないし、２名程度をちょっと想

定さしていただいております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより、「議案第６２号 内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第６３号 内子町立学校設置条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１７ 議案第６３号 内子町立学校設置条例の一部改正につい

て」を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町立学校設置条例の一部改正についてでございますが、本議案につ

きましては、小学校の統合に伴い、内子町立学校設置条例の一部を改正するものでございます。

改正内容につきましては、学校教育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。 

○学校教育課長（片山哲也） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也） 議案第６３号、内子町立学校設置条例の一部改正についてでござ

いますが、４１ページをお願い致します。この中で別表第１内子町立御祓小学校の項を削るとご

ざいます。これにつきましては、説明資料の１０の１ページをお開きいただいたらと思います。

右側が旧の別表第１でございますが、統合によって御祓小学校、参川小学校、田渡小学校の３校

が閉校となります。参川小、田渡小につきましては、平成２３年１２月の定例会におきまして項

を削ること、それとその別表第２の小田中学校の地番の変更、寺村２８１４番地から寺村５５７

番地に改正するということにつきましても、平成２３年の１２月議会で可決されておりますので、

今回、御祓小学校の項を削るということでございます。いずれも施行日は平成２６年４月１日で

ございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより、「議案第６３号 内子町立学校設置条例の一部改正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第６４号 内子町立幼稚園設置条例の一部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１８ 議案第６４号 内子町立幼稚園設置条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町立幼稚園設置条例の一部改正についてでございます。本議案につ

きましては町立幼稚園の統合・移転に伴い、内子町立設置条例の一部を改正するものでございま

す。改正内容につきましては、学校教育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。 

○学校教育課長（片山哲也） 議長。 

○議長（下野安彦君） 片山学校教育課長。 

〔片山哲也学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（片山哲也） それでは、議案第６４号内子町立幼稚園設置条例の一部改正につ

いてご説明申し上げます。４３ページをお願い致します。第１条の表、内子町立参川幼稚園の項

を削り、同表内子町立小田幼稚園の項中、内子町寺村５５７番地を内子町寺村５５５番地に改め

るというものでございます。説明資料１０の１ページをお開きいただいたらと思います。これも

先ほどと同様に右側が一番下の所ですが、旧条例でございます。今説明致しましたように、小田

幼稚園、参川幼稚園の項を削ることと、小田幼稚園の新しい番地に改正するというものでござい

ます。以上で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、お願致し

ます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） ただ今小田地区の学校整備を進めていただいておるんですが、ちょっと

地番についてお尋ねをしたいと思うんですが、今幼稚園の地番を変更したいという改正案なんで

すが、だいたい同じ場所に、旧の幼稚園と同じ場所に建設がされておるんかなと。若干こう場所

は移動しとると思うんですが、現在の小田小学校敷地、幼稚園も含めて、今建設がされておる敷

地内が何筆くらいあるのか。ちょっと教えてほしいと思うんですが。筆数です。 

○教育長（亀岡忠重君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 亀岡教育長。 

○教育長（亀岡忠重君） 今のですね、小学校と幼稚園の地番は違うわけですが、今幼稚園は特

別教室の方に移っておるんですよ。今、仮の教室に移っております。その関係でまた元に返すと

いうことなんでそういうことですのでご理解いただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 数字について。 

○教育長（亀岡忠重君） 筆数はですね、学校の敷地と幼稚園のとこと、下に駐車場というのが

ありますから、３筆くらいかなと思っております。よくは全部は把握してないんですが。そうい

うことで先ほどの、元に返すということでありますのでご理解いただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 
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 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて質疑を終結します。 

これより「議案第６４号 内子町立幼稚園設置条例の一部改正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（下野安彦君） 午前中の審議はここまでとし、午後１時より再開します。 

午前１１時５１分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１９ 議案第６５号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について 

○議長（下野安彦君） 「日程第１９ 議案第６５号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついてでございます。本条例の一部改正につきましては、消防団員の減少に伴い、条例の一部を

改正するものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご

審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） それでは、議案第６５号についてご説明を致します。 

内子町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につきましては、団員の

定数を変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。改正の内容でございますが、

次の４５ページ、第２条中、定数、現在９００人を８５０人に改めるものでございます。１０月

１日からの施行でございます。具体的な内容につきましては、説明資料ナンバー１０の２ページ

をお開きをいただきたいと思いますが、本部女性部の他、各分団の定数を実態に即した定数とす

るため、全体で５０人の減としたものでございます。全国的に消防団員が減少ということで団員
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確保に課題となっている中、ここ約２年余りの期間をかけまして団内部でいろいろ協議をしてい

ただき、部の統廃合であったり団員確保に取り組み、各方面隊分団での調整の結果によるもので

ございます。結果的に増員となった分団等もございます。例えば女性部で１増、五十崎分団では

５名の増というふうな状況でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますよう、お願いを致し

ます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 条例改正案に関しては、異議がございませんが、消防団員の構成自体

がですね、私も以前入っておりましたんでよく分かるんですが、以前はやっぱ地元で残って、第

一次産業とか農業とか自営の中である程度活動できたわけですが、ここ最近はやはりサラリーマ

ン多くて、非常時の時に本当に集まれるかどうかっていうのは大変問題になっているんではない

かと思います。そういう意味あいにおいて、行政がずっと進めておる自治防災組織、これが大き

な役割を果たすんではないかというふうに考えております。そういう中で、やはりもう少し消防

団と自治防災組織がやっぱり協力しながら活動していく方法っていうものを、やはり行政がある

程度指導する中で進めていかないと、特に大規模災害の場合には、機能しにくいんじゃないかな

というふうな部分がありますので、その辺を行政側がどういうふうに考えておられるか。ちょっ

とお伺いします。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） ご質問のとおりだろうと思います。町と致しましても危機管理班と

いうことで体制を組み直しております。そういうところで、今おっしゃられたようなところで、

自主防災組織の活動もですね、危機管理班の方でですね、班長・主任中心となって連携をとって

やっていっているというところでございます。なお、今年もですね、２年に１回ということで計

画を進めておるんですけれども、１２月１日には町全体の防災訓練というのをですね、今年は小

田地区を中心にやっていくということでございます。２年前には五十崎地区でやったんですが、

小田地区でやって、次は内子地区ということで回していきたいと思うんですが、この計画の中に

もですね、いろんな自主防災組織との連携をとっていこうということでございます。その間につ

きましても現在もですね、しょっちゅうそういった自主防災組織にも出かけていったりしてです

ね、いろんなご相談に乗っているという状況でございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

これより「議案第６５号 内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改
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正について」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０ 議案第６６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２０ 議案第６６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございます。本

議案につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備計画につき、起債要望額等に変更が生じ

るため、計画の変更をするものでございます。内容につきましては、総務課長に説明致させます

ので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

〔西澤美男総務課長登壇〕 

○総務課長（西澤美男君） 議案第６６号でございます。本議案ですが、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律を受け、辺地とその他の地域の格差是正を図

るための総合整備計画、２２年度から２７年度の５カ年計画として現在策定をしております。こ

の経過の内容につき、事業費起債充当額等に異動が生じるということで計画の変更をするもので

ございます。計画の変更内容につきましては、林道事業の事業費変更によるもので、上川、平野

辺地等につき変更をしております。議案資料の方でご説明をしたいと思いますが、資料の３ペー

ジ、４ページをお願いしたいと思います。辺地地区、ここに左に掲げております、満穂、長田、

程内、村前、池田、立川、袋口、それから次のページ行きまして、上川、平野、南山、臼杵とい

うふうに辺地地域の計画を作っておりますが、この中の赤字の部分ですね、４ページの方になり

ますが、上川それから平野、この上川の林道面谷線の所ですね、この赤字の部分が変更という所

になります。それから平野辺地ではですね、ここも林道ですが、屋敷田線の所が赤字の部分での

変更ということでございます。起債要望等にあたりですね、事業費の変更があったものでこの際、

変更さしていただいたものでございます。よろしくご審議いただきますようお願いを致します。 

○議長（下野安彦君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） 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。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第６６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」の採決に入

ります。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２１ 議案第６７号 内山衛生事務組合の解散について 

  日程第２２ 議案第６８号 内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２１ 議案第６７号 内山衛生事務組合の解散について」、「日

程第２２ 議案第６８号 内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分について」以上の２議案は、

関連もありますので、この際、一括して議題とします。 

各提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６７号内山衛生事務組合の解散について、議案第６８号内山衛生

事務組合の解散に伴う財産処分について、この２つの議案につきましては、関係市町の行政区域

と一般廃棄物収集区域の一元化を図るため、内山衛生事務組合の解散及び財産処分について議会

の議決を求めるものでございます。その内容は環境政策室長に説明致させますので、よろしくご

審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

〔大森豊茂環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（大森豊茂君） それでは、議案第６７号、議案第６８号につきましてご説明を

致します。資料１の４８ページ、４９ページ。それから説明資料１０の５ページをご覧いただい

たらと思います。 

まず、議案第６７号内山衛生事務組合の解散についてでございますが、昭和４８年に設立致し

ました内山衛生事務組合は、平成の大合併による構成市町の再編によりまして、現在、内子町、

大洲市、伊予市、砥部町の４市町で構成しているところでございます。しかし、内子町を除く３

市町につきましてはその行政区の一部地域、旧の肱川町、河辺村、中山町、広田村が該当します

が、その区域のみが組合の可燃物収集区域となっておりまして、一般廃棄物の処理体制が２つに

分かれた状態となっております。一般廃棄物処理の一元化のため、３市町から脱退の申し出がご

ざいまして、平成２６年３月３１日をもって解散ということで、地方自治法第２８８条の規定に

よりまして４市町間の協議に至っているところでございます。本協議内容につきましては、組合
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を構成する各種協議会の議決が必要となっていますので、地方自治法第２９０条の規定によりま

して議会の議決を求めるものでございます。 

次に議案第６８号内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分についてでございますが、内山衛生

事務組合の解散に伴いまして、その組合が所有します財産の処分につきまして、構成市町の協議

によりこれも定めることとなっております。現在、内山衛生事務組合が所有する財産につきまし

ては、説明資料の５ページに左側の３に載せてございます。具体的には建物、設備、備品等一式、

すべてでございます。それから基金が４，３７７万３，０００円ほどございます。それから交付

税交付金需要額、これはまだ、今後平成３１年あるいはリサイクルセンターですと平成３４年ま

でにかけて入ってくるものでございます。それから借入金の未償還額が内山クリーンセンターで

３，０７６万４，０００円。内山リサイクルセンターで８，００６万５，０００円残ってござい

ます。内山クリーンセンターにつきましては、内子町の持ち分が６８．５％。それからリサイク

ルセンターにつきましては内子町が１００％の持ち分でございます。これらすべての財産につき

まして、内子町に帰属されるということで協議に至っているということでございます。この協議

内容につきましても、組合が構成する各種協議会の議決が必要となっていますので、地方自治法

第２９０条の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。あと説明資料１０の５

ページの右側ですが、４の方には組合解散後の施設運営に係る内子町の負担がどう変わっていく

か、ということについて載せさしていただいております。これにつきましてはご覧いただいたら

と思います。以上、議案第６７号内山事務組合の解散について、議案第６８号内山衛生事務組合

の解散に伴う財産処分についてのご説明とさしていただきます。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） この書類にはどこ見ても炉の修理のことが書いてないんですが、以前

説明を受けた時には、炉が２つあって、たちまち１つを直してその直すお金も相手方からもらう

という話を聞いた記憶があるんで、説明を聞いた記憶があるんですが、この書類には一切書いて

ないんですが、その話はその後どうなっとるんでしょうかね。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） ここにはですね、解散についてと財産処分についてということ

でございまして、修繕、炉の修繕につきましてはこの後の補正予算の方で出て参ります。そちら

の方で説明させていただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより一括議題としております「日程第２１ 議案第６７号」及び「日程第２２ 議案第６

８号」の２議案を一括して採決します。 

 これらの議案をいずれも原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、「議案第６７号」及び「議案第６８」の２議案はいずれも原案のとおり可決されま

した。 

 

  日程第２３ 議案第６９号 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定につ

いて 

○議長（下野安彦君） 「日程第２３ 議案第６９号 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事

委託に関する協定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定でございます。

本議案につきましては、議会の議決に付すべき、公共下水道根幹的施設の建設工事委託について

議会の議決を求めるものでございます。その内容は、建設デザイン課長に説明致させますのでよ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第６９号内子町公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する協定についてご説明させていただきます。議案書につきましては５０ページ、

説明資料につきましては６ページに概要図等を記載しておるところでございます。それでは議案

書の５０ページをお開きいただいたらと思います。 

今回の協定につきましては、内子町浄化センター長寿命化計画に基づきまして、本年度から２

カ年で改築更新工事を実施計画をしているところでございます。この工事につきましては、土地

の専門的かつ複雑な技術を要するものであり、当町では下水道法の規定による有資格者や高度な

技術力を持った職員を有していないので外部委託するものでございます。なお、８月２９日に仮

協定を結んでいるものでございます。まず、協定の目的でございますが、内子町公共下水道根幹

的施設、内子町浄化センターの建設工事委託。２番目としまして、協定の方法、随意による協定。

協定の金額でございますが、１億２，０００万円でございます。協定の相手方は東京都新宿区四

谷３丁目３番１号、日本下水道事業団、代表者理事長、谷戸善彦。この協定の相手方につきまし

ては、日本下水道事業団でございますけれども、この日本下水道事業団法に基づきまして下水道
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に関する業務について地方公共団体等を支援、代行する機関をして唯一設立された地方公共共同

法人でございます。それでは説明資料の１０の６ページで概要図がございますので説明させてい

ただきます。まず、色分けをしておるんですが、赤色が２５年度施行分にしております。それか

ら色の外のふちでございますが、緑色、これが２６年度施行分でございます。右端の下の方に２

５年度分としてですね、電気工事設備３，０００万ということにしております。それから２６年

度につきましては同じく９，０００万ということで、合計１億２，０００万ということでござい

まして、工事場所につきましては色分けを、お目通し願ったらと思います。なお、予算につきま

しては、２５年度分については当初予算分でご決定いただきまして、債務負担行為につきまして

は、６月定例会においてご決定をいただいておるところでございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第６９号 内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定について」

の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。  

 

  日程第２４ 議案第７０号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２４ 議案第７０号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第

３号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）につきましてご説明を

申し上げます。平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億４，６８７万８，０００円追加し、歳入歳出予算の総額を９７億９，８７９万

２，０００円とするものでございます。歳入につきましては、美しい森づくり基盤整備交付金に

よる国庫支出金を１，０００万円。がけ崩れ防災事業費にかかる県補助金２，０４０万円。現年

発生農業施設災害復旧費にかかる県補助金２，１２５万円。臨時財政対策債８６８万５，０００

円などを追加しております。歳出の主なものは内山クリーンセンター焼却炉改修工事負担金３，
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７２３万７，０００円。がけ崩れ防災事業３，４００万円。農業施設災害復旧工事３，５００万

円等でございます。内容は副町長に説明を致させますのでよろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

○副町長（稲田 繁君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲田副町長。 

〔稲田 繁副町長登壇〕 

○副町長（稲田 繁君） 議案書の９の１ページをお開き下さい。 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）です。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ２億４，６８７万８，０００円を追加致しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９７億９，

８７９万２，０００円とするものでございます。 

７ページをお開き下さい。第２表、地方債の補正です。臨時財政対策債８６８万５，０００円

補正を致しまして、３億９，９４８万５，０００円と致します。 

１１ページをお開き下さい。歳入です。８款１項１目、地方交付税１億３，７００万補正を致

しまして４９億４，０００万と致します。１２款２項３目の衛生費国庫補助金、４２７万８，０

００円。農山漁村６次産業化対策事業補助金でございます。歳出の所で詳しくご説明致しますが、

再生可能エネルギー計画策定のための補助金です。１２款２項４目の農林水産業費国庫補助金１，

０００万円。美しい森林づくり基盤整備交付金でございます。 

次のページお開き下さい。１３款２項６目の土木費県補助金２，０４０万円の補助金でござい

ます。がけ崩れ防災事業の補助金です。３箇所、補助率は６０％でございます。９目の災害復旧

費県補助金２，１２５万円でございます。現年発生農業施設災害復旧費補助金です。 

次のページ、１３ページです。１４款２項の１目の不動産売払収入１００万円。これは、せん

の森で間伐を致します、それの立木売払の収入でございます。１５款１項２目の指定寄付金１０

０万円。これは旧伊達家、町並み保存地区にありますが、の活用をはかるため所有者の伊達様か

ら寄付金を頂いております。 

１５ページをお開き下さい。歳出です。２款１項７目財産管理費５５６万８，０００円でござ

います。主なものは１５節の工事請負費３７３万８，０００円。これは老朽化しております大瀬

診療所を解体致します。これの工事請負費です。１８節の備品購入費１５７万５，０００円。こ

れは本庁保健センター他４施設にＡＥＤを設置を致します。５台分でございます。９目の企画費

２８２万５，０００円。でございますが、これは町長の所信表明の中でもありました、地域おこ

し協力隊募集にかかる費用でございます。旅費あるいは協力隊員の住宅借り上げ等の経費でござ

います。合計で２８２万５，０００円でございます。 

１６ページ、次のページをお開き下さい。３款１項１目の社会福祉総務費６，２３２万７，０

００円でございます。で、主なものは１９節の負担金補助及び交付金です。これは五城保育所新

築にかかる社会福祉協議会に対する補助金でございます。次のページの３款２項２目、保育所費

がありますが、ここと予算の組み替えを致しております。 

１７ページ、３款２項５目の子育て支援センター費、６２０万の補正でございますが、これは

子育て支援センター、現在建築中ですが、そのセンターの備品の購入費でございます。６２０万
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円。４款１項４目の環境衛生費４７７万９，０００円ですが、主なものは次のページ１８ページ

の１３節委託料でございます。これ歳入のところでも申し上げましたように再生可能エネルギー、

太陽光発電に関するですね、事業構想策を策定するための基本計画委託料でございます。３００

万６，０００円でございます。４款２項１目の塵芥処理費３，７２３万７，０００円ですが、こ

れが内山衛生事務組合の焼却炉の改良工事負担金でございます。事業費は６，３００万の予定を

しております。そのうち、内山衛生事務組合の繰越金を８６４万円となっております。残りの分

をですね、内子町が６８．５％、大洲市１４％、伊予市１２．５％、砥部町５％の負担で焼却炉

の修理を致します。内子町の負担３，７２３万７，０００円の予算計上です。 

１９ページ、６款１項３目の農業振興費１９８万７，０００円ですが、主なものは１９節の負

担金、補助及び交付金です。これは内子町大瀬中野地区で、集落営農強化事業費補助ということ

で、コンバイン、それからもみすり機導入に対する補助でございます。県が１１４万２，０００

円、内子町が５７万２，０００円でございます。それから５目の経営構造改善事業費、１，００

２万３，０００円の補正でございますが、主なものは１８節の備品購入費９７１万３，０００円

です。これは果樹搾汁機の購入となっておりますが、じゃばらの果樹を搾汁するための機械でご

ざいます。からりの農産加工場に設置を致します。 

２０ページ次のページをお開き下さい。６款２項２目の林業振興費１，６５５万３，０００円

の補正ですが、主なものは森林そ生緊急対策事業費補助４００万円。これは小田ログのホワーダ

購入に対する補助でございます。それから森林整備担い手育成対策事業補助２５５万３，０００

円。これは森林組合の作業所に対する蜂アレルギー防止対策事業、あるいは林業技術研修事業そ

ういった事業に対する補助でございます。２５０万３，０００円。美しい森林づくり基盤整備事

業補助１，０００万円。これは間伐事業に対する補助金でございます。いずれも内子町森林組合

に対する補助でございます。５目の森林公園整備費でございます。主なものは１９節の４００万

円補助金でございます。小田深山エコツーリズム推進事業補助４００万円ということで、これは

小田深山のせん年の森構想事業に伴う補助金でございます。一部組み替えを致しております。 

次のページ８款２項２目の道路橋梁維持修繕費８５０万の補正でございますが、これは工事請

負費、道路補修工事でございます。町道坂町八日市線、これは町並み保存地区にある道路でござ

いますが、路盤が損傷を受けておりますので舗装を致します。全長が４０５ｍ、８５０万の工事

でございます。事業場所については先ほど申し上げましたが、町並み保存地区ですが、位置につ

きましては議案説明資料の７ページに記載しておりますのでお目通しを下さい。８款３項１目の

河川及び防災費３，４００万の補正ですが、主なものは工事請負費、がけ崩れ防災事業でござい

ます。議案説明資料の７ページをお開き下さい。がけ崩れ防災事業対策、３箇所予定しておりま

す。鵜川Ｂ地区、事業費１，０５０万円。江子Ｇ地区、事業費が１，２５０万円。水地地区、事

業費が１，１００万円、合わせまして、３，４００万円の工事請負費を計上致しております。 

２２ページをお開き下さい。８款４項３目の公園費、１，１５５万円の補正です。これは駄馬

池灌漑用水送水管を一部修理を致します。設計委託料１４７万円、工事請負費１，０８０万円で

ございます。 

２３ページをお開き下さい。１０款１項３目の教育諸費５１８万４，０００円の補正ですが、
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主なものは１３節の委託料です。小田地区の学校統合、それから御祓小学校の廃校に伴いまして、

パソコンの移設作業を委託致します。委託料５０５万１，０００円です。１０款２項１目の学校

管理費１，２１６万３，０００円の補正ですが、主なものは１８節の備品購入費です。小田地区

の小学校新築の小学校に備品を購入致します。１，１９０万円。それからその下の１０款３項１

目の学校管理費、これは中学校の方です。中学校の備品購入費１，０９５万の補正でございます。 

それから２４ページの１０款４項１目幼稚園費９０万の補正ですが、これも小田地区の新築の

幼稚園の備品購入費でございます。８０万円。それから１０款５項１目の社会教育総務費、１４

６万８，０００円の補正でございますが、主なものは町誌編纂のための予算計上でございます。

報酬等の予算を計上致しております。 

次のページ、１１款１項１目の農業施設災害復旧費３，６０８万円の補正でございますが、主

なものは１５節の工事請負費でございます。３，５００万円。農業施設災害復旧工事、岡の成水

路他８件でございます。事業実施位置図、場所等につきましては、議案説明資料の８ページに記

載をしております。事業量等記載しておりますのでお目通しを下さい。全部で９か所の農業施設

災害復旧工事でございます。１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費５５０万円の補正でござ

います。工事請負費です。公共土木施設災害復旧工事費、大平地区法定外道路ほか１０か所でご

ざいます。これは６月７月の梅雨前線豪雨によりまして、道路、河川等の被害を受けております。

補助対象にならない部分を町の単独事業で復旧するものでございます。５５０万の予算でござい

ます。あと２７ページからは給与の明細費、２８ページ、２９ページ、職員の手当等。それから

３１ページ、地方債に関する調書等をつけておりますが、お目通しをください。 

 以上で内子町一般会計補正予算、第３号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の

上、ご決定賜りますようお願いを致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） １３ページの指定寄附金の件ですが、伊達家からの寄附ということで

ありますが、これは以前の、家の寄附を頂いた後、いろいろ問題が起きた時に伊達さんの方から、

いろんなそういう部分では自分の方で責任をとる、というような話があったやに伺っとるんです

が、その部分の寄附でしょうか、一点は。それともう一点、１７ページの環境衛生費の中の委員

報酬、再生可能エネルギー推進委員とあるわけでありますが、これは何人くらいおられるのか、

推進委員。どういう立場の方々が入っておられるのか。この２点について。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 小野植町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（小野植正久君） 伊達家の件についてはですね、議員さんおっしゃると

おりでございます。裁判関係の費用がですね、５０万程度かかっております。そういうものも含

めてですね、いろいろと世話に、ご迷惑やら、お世話になりましたということでの寄附でござい

ます。以上でございます。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 委員の人数ということでございましたが、１０人を予定してお

ります。メンバー的には大学の先生をお２人、地元の方から２人、あと関係します団体あるいは

個人から選ぶように致しております。以上です。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） そうしますと伊達さんからの寄附については、ここでも書かれており

ますが、指定寄附金ということでありますから、伊達家関係の整備に使われていくということに

なるんでしょうか。 

○総務課長（西澤美男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 西澤総務課長。 

○総務課長（西澤美男君） 今、お話ありましたようにですね、いろいろ当初からご迷惑をかけ

たというふうなことでの寄附ということでございます。内容につきましては、そういうことを含

めてですね、一応、ふるさと納税という形で受け入れをさしていただきます。あと使途について

はまちづくり方面ということでですね、使わせていただきたいということでございます。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑はありませんか。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田洋助議員。 

○７番（池田洋助君） １９ページの５目の備品購入費、じゃばらの搾汁機の購入費用９７１万

３，０００円。この搾汁機の処理能力とそれと予定しておるじゃばらの生産量とかはどうなって

いるかという点と、搾汁機にはいろいろと仕様があろうと思うんですが、どういうスタイルの搾

汁機なのか分かる範囲でお願いします。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） まずは、搾汁機の処理能力とラインがどういうようなイメージ

かという質問だったと思うんですが、まず、処理能力でございますが、現在は基本的には手作業

とか、手搾りでやっておるんですが、それが昨日の経営状況の中でも説明したように、かなりじ

ゃばら自体の生産が膨らんでおりますので、現状のままでは対応ができないということで、基本

的には処理能力は昨年度の実績、実際扱った量は４トンなんですが、これから２、３年後は倍倍

に増えていくということで、手作業であればこの倍の７トンから８トンが限度であろうと。です

から今年の分はこの機械、おそらく間に合わないと思うんで、手作業では目いっぱいということ

で、機械を導入するとそれの３倍くらい、年間１８トンから２０トンとかそういうことが十分可

能であるというふうに思っております。当面はですね、もちろん機械の能力はもっとそれを超え

るものがあるというふうに思っております。ラインなんですけど、基本的には搾汁機ということ

でまず皮を外側、内側、それと果汁を分離する。基本的に果汁の分はそこでろ過をして、一番製

品になる部分なんですが、下に落とす。もう一つ、昨日のあれのちょっと言ったんですが、ピー

ルと言いまして皮の分ですね、これも商品化するということで、実際からりではピールの製品が
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あるのと、もうひとつは五十崎の歯ブラシさんのところで石けんを作っておるんですが、その石

けんの材料にするということで、きれいな外側の分だけ納品するという形にしておりますので、

それを果汁と別にするスライサーですね。別にして外側だけをスライスをして、それも商品の一

部として出すというような基本的にはラインになってございます。以上のようなことでよろしい

でしょうか。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

○７番（池田洋助君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 池田議員。 

○７番（池田洋助君） すみません。これっていうのは収穫した時にいっぺんに果汁をとってし

まって、冷凍なり、いろんな加工した段階、１回使えば半年くらいは使えないというか、次のじ

ゃばらが生産できるまでは一回こっきりでこれを使い切るということの認識でよろしいんでしょ

うか。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 言いましたようにですね、これからどんどん増えて参りますん

で、そのすぐにということではないんですが、基本的にはそのシーズンで収穫したものを何ヶ月

間かけてやって、汁は汁でまとめてとった分を徐々に商品化していく。外側のピールとか石けん

の材料として染める分についてもまとめておって徐々に納めていくと。そういうような仕組みに

なろうかと思います。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 項目別ではないんですが、今からりの関係もあるんですけど、支出の

形ですよね。例えば、指定管理者のような形にした時に、ある程度企業が収益をあげると。今の

場合では、高額になれば町が負担をするという形になっておろうかと思います。そういう場合に

収益をあげた時に、ある程度やはり町の財政もそんなに十二分なわけじゃないんで、いずれおそ

らく独立採算、それはできるかどうか分かりませんけど、やっぱり営業成績が良くなった所に対

しては、やはりある程度その会社に責任を持たすというふうな形をとらないと、いつまで経って

も大きい事業に対しては、町が予算編成をやってくれるというふうな形で、その会社に関わって

いる組合員と言いますか、会員と言いますか、やっぱ甘えが出てくる可能性があるんじゃないか

なと。その辺はやはり、行政としてある程度指導をしていく必要も出てくるんじゃないかと思う

んですが、その辺はどのように考えておられるか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 議員おっしゃるとおりだと思いますね。今のところ加工の方はですね、

ここ２、３年国の補助事業を受けて６次化の補助事業として対応して参りました。トマトであっ

て、じゃばらであってですね、そしてそういったものをどういうふうに加工して、どういうふう



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

- 107 - 

 

にお客様に買っていただけるか。実は新しい商品を開発するための補助事業として対応して参り

ました。したがって手探りの段階がここ何年間か続いたということでございます。これからはそ

れを脱しまして、これからどういうふうにしてこれを脱皮してお客様に喜んでいただけるものに

仕上げていくか。どう営業をかけて売っていくかということになって参りますから。からりとし

てもですね、これから本腰を入れてアクセルを踏んでいかないけんわけです。利益が出ればなん

らかの形でですね、町の方にも、税金を使ってからりの施設整備をしたわけですから、還元でき

るようなその仕組みっていうのは考えていったらというふうに考えております。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） ２２ページの８款土木費、３目の１５節の工事請負費の駄馬池の送水

管の１，０００万ですけども、今年１，０００万つぎ込んで工事をやられた場合に、あと何メー

ターくらい残っていくらくらいの工事費がかかると見込んでおられるか。分かる範囲でお答えい

ただいたらと思います。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） この件につきましては、７月８日付で専決処分をさしていた

だいた関係の部分を優先的に、今後同じようなフジに迷惑をかけないようなというところで、そ

こらフジ周辺の辺りの部分を今回補正で１，１５５万円という予算で、これは委託料も含めてで

すけれど、お願いをさしていただいてます。残りの分、駄馬池までの部分につきましては、今当

初予算でお認めを頂いてます基本設計づくり等々をやっておりますんで、そこらあわせましてそ

こらの部分を対応さしていただこうかなというふうに思っているところでございます。よろしく

ご理解いただいたらと思います。 

○議長（下野安彦君） よろしいですか。 

○１４番（中田厚寬君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 中田厚寬議員。 

○１４番（中田厚寬君） あと残りが何メーターくらいで、どのくらいかかるというのはちょっ

と今のところは分からないということですか。あとまだ送水管の残りが何メーターくらいあって

どのくらい費用がかかるかということ。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 延長につきましては、ちょっと持ち合わせが、資料がござ

いません。今回の分についてはですね、一応フジさんと河川敷に入っておる分の応急処置という

か、でございますので、今後、今、井上課長、自治学習課長が申しましたように、今後の計画に

よって金額も変わってこようかと思います。ですから、その見直し計画を立ててからどのような

ことにしていくか。どの部分の大きさにするとかいろんなことが考えられると思いますので、そ

の分については２６年度ということになろうかと思いますのでご理解いただいたらと思います。 
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○１３番（寺岡 保君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 寺岡 保議員。 

○１３番（寺岡 保君） ちょっと確認をしておきたいんですが、さっきの衛生事務組合、あそ

こは炉が２つあると思うんですが、この金額は１つの分の工事費でしょうかね。私の記憶ではこ

の 1 つを直したあと、もう１つも共同で直していただくという話は聞いてなかったんかね。たち

まちしたんですか。やっぱり頭が開けてないんですよね今日は。そしたらこれは１つだけのお金

ですか。あとの１つはそしたら内子町単独が今度予算を組んで直さないけんということなんです

か。分かりました。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 今の炉の修繕につきましては今回あげておりますのは１炉です。

ただ２炉ともですね、竣工してから１５年を迎えてかなり傷みも激しくなってきておりますので、

もう１炉につきましても今後直していく予定ではおります。ただ今回解散とあわせてですね、１

炉については、今後内子町単独になって使えなくなってもいけないということで、１炉について

は早急に直したいということで今回あげさしていただいたものでございます。ご了解いただいた

らと思います。 

○議長（下野安彦君） よろしいですか。 

○１１番（林 博君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 林 博議員。 

○１１番（林 博君） 先ほど質問がありました駄馬池送水管の関係ですが、前回事故があって

応急対応で修理をしたと、今回また補正を組んでフジ周辺の整備をしていくと、これをやること

によってまだ残るところもあるんですが、運動公園のプールの対応が出来るのか出来ないのか。

それを聞かせてほしいのと、こうやって事業年度を分けると、あと整備をしていく上において、

先に対応したことがネックにならないうように、将来的に利用できるような整備内容になってお

るのか、それを質問したいと思います。それと１７ページの子育て支援センター費の説明欄に図

書購入費１２万９，０００円計上をされておるんですが、先般の我々に対する全協の説明の金額

と相違があるようなんですが、それをちょっとはっきりさせていただきたいというふうに思いま

す。それと１８ページに備品購入費としてペレットストーブの購入を計画されておると。どこへ

設置をされるのか。かなり今までにいろんなところにペレットストーブ設置ができてきておろう

と思うんですが、今回どこに設置予定で購入をされるのか。それと最後に、これは予算とは直接

関係ないんですが、１９ページに人・農地プラン農地利用図作成委託の予算計上があるんですが、

町内において今、各地域で人・農地プランの作成をされておろうと思うんですが、現在どのくら

いなプランの作成ができておるのか。そこらをちょっと教えてほしいと思います。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 私どもからは配管の利用がですね、無駄にならないように

というようなことについてご説明したいと思います。今回やる分につきましてはですね、耐震化
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とかそういう形なので、今後いろわないでいいようなことの材料を使ってやるつもりでございま

すので、また、なおかつ河川の許可等も受けないといけないということも考えております。です

から今回改修した分についてはですね、以後あと何十年かいろわなくて済むというようなもので

やりますので、無駄な投資というかそういったことは出てこないというふうに考えておるところ

でございます。 

○自治・学習課長（井上淳一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 井上自治・学習課長。 

○自治・学習課長（井上淳一君） プールの今後の対応というご質問だったと思います。先ほど

もご説明しましたが、今現在基本計画づくり、将来計画というかそこらを取り組んでおります。

今月の末くらいに地域住民、関係する事業団体ですとか、そういった人たちにお集まりいただい

て、現状を踏まえながら費用対効果等々を見ながら検討をさしていただいたらというふうに考え

てます。最終的には補助事業の関係、なかなか単独事業ということになりますと、億単位の金が、

今概算で弾いているだけでは億単位の金が必要となってますので、いろんな補助事業とメニュー

を探しながら対応さしていただこうと思ってますが、プールにつきましても同様に、そこら費用

対効果等々を踏まえながら検討していきたいというふうに考えてます。よろしくお願いします。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 子育て支援センターの備品購入費についてなんですけども、予

算書の方には１２万９，０００円と書いておりまして、説明の時には絵本などというふうに書い

ておりますので、ちょっと細かい資料は持ち合わせてないんですけれども、絵本と何かちょっと

別のものがあるんだと思うんですけれども、ご理解していただいたらと思います。 

○産業振興課長（久保義雄君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 久保産業振興課長。 

○産業振興課長（久保義雄君） 最後のお尋ね、人・農地プランのお尋ねがあったと思うんです

が、基本的にはですね、人・農地プラン、３町が合併して内子町になっておるんですが、その３

町のさらに細かく、９村で１１地区、小田地区が３、五十崎が３、内子が５、合わせて１１地区、

昨年から今年にかけまして説明にも動きまして、基本的にはそれぞれの地区の認定農家を中心の

人・農地プランは現在すべて出来ております。ただしこれにつきましては、その都度ですね要件、

昨日から出ております新規就農者の交付金とかそういった対応、今回、昨日も言ったんですが、

２６年度から農業後継者にも基本的には就農交付金が出るということになっておりますので、そ

の辺該当する人がその地区に出ればですね、その計画を見直してそれが出せるような体制で、そ

れぞれの代表の方とか地域の方にはその都度内容の変更があれば変更をかけてですね、そういっ

た支援が受けれるようなことでやっていくということで、現時点では１１地区すべてできとると

いうことで理解してもらったらと思います。 

○環境政策室長（大森豊茂君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 大森環境政策室長。 

○環境政策室長（大森豊茂君） ペレットストーブの設置場所でございますが、からりのレスト
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ランの入ったところの右側の所にですね、１０人ほどが入れる喫茶室がございます。そちらの方

へ設置予定でございます。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７０号 平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）について」の採決

に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（下野安彦君） ここで１５分間休憩します。午後２時１５分より再開します。 

午後 ２時００分 休憩 

 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（下野安彦君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第２５ 議案第７１号 平成２５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 

○議長（下野安彦君） 「日程第２５ 議案第７１号 平成２５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」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５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、内容を住民課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○住民課長（三根生憲一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 三根生住民課長。 

〔三根生憲一住民課長登壇〕 

○住民課長（三根生憲一君） それでは資料９のオレンジの色の表紙からになります。議案第７
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１号平成２５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明致します。 

それでは、１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，０７６万５，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２４億２，７４３万９，０００円とするもの

でございます。今回の補正につきましては、平成２４年度決算に伴います繰越金の額の確定にか

かるもの、及び平成２４年度実績が確定による、交付金、負担金の返還金の計上が主な補正でご

ざいます。それでは、補正内容について歳入からご説明致します。 

７ページをお開き下さい。５款２項２目、市町共同事業支援事業費補助金、１万円の補正であ

ります。これは、県内市町が共同で実施する国民年金保険事業に要した経費に対する補助金の補

正でございます。続きまして、１０款１項１目、繰越金２，０７５万５，０００円の増額補正で

あります。これは平成２４年度決算によります繰越金が確定したことによるものでございます。

繰越金額は前年度と比べて１億４４０万円の減少となっております。 

次に歳出でございます。８ページをお開き下さい。２款２項３目、一般被保険者高額介護合算

療養費、４万６，０００円の増額補正であります。これは一般被保険者高額介護療養費の１年間

の額が確定したことによるものでございます。４款１項１目、前期高齢者納付金１１万７，００

０円の増額補正です。これは納付金等の決定通知によるものでございます。続きまして、８款１

項２目、特定健康診査等事業費、これは歳入の補助金に１万円入りましたので、財源の補正のみ

でございます。１１款１項５目、退職被保険者等交付金返還金８５万３，０００円の増額補正と

なります。 

その次の９ページ、１１款１項６目の療養給付費等負担金返還金３６５万１，０００円。この

増額補正は、いずれも平成２４年度実績額の確定による、交付金負担金の返還金でございます。

９ページの１２款１項１目予備費につきましては、繰越金等が確定しましたため、１，６０９万

８，０００円の増額補正でございます。以上で、平成２５年度の内子町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、

お願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけ、国民保険につきましては、繰越剰余金が過分にあった関係

で以前の見直し、保険税の見直しの時に据え置いて、年間だいたい１億程度補てんをするような

形で何年かやるというような形で、保険税自体を下げたままにしとるんじゃないかなというよう

な記憶があるんですけど、おそらくあと１年か、たいていは３年に１回だったですかね、保険税

の見直し。その時に例えば急激に上がる、保険税が急激に上がる可能性がついしたらあるんじゃ

ないかなと。年間に、はっきり言って単年度で１億の赤字会計になるということは、今ある剰余

金を使い果たしてしまった時には、おのずと増税をしないと国保の運営ができなくなる。その辺

の話は国保審議会とか行政内部でそういう話が出ているのかどうか。ある程度住民の方々に周知

していただかないとですね、上がった上がったという話になって、なかなか値上げに関しては厳

しい所がありますので、その辺をちょっとお伺いしとったらと思います。 
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○住民課長（三根生憲一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 三根生住民課長。 

○住民課長（三根生憲一君） 保険料についてなんですけど、来年度、一応審議をして再来年度

から税の変更をするようにしております。実際に今年度１億、単年度収支で１億マイナスと言う

状況になっております。この分につきましては、平成２４年度から額の改定をしまして、徐々に

金額が上がっております。年間３，０００万から４，０００万増加でマイナスになっております。

平成２３年度、前年度は７，０００万の単年度で赤字。で、今年度が１億の赤字ということで、

たぶん今年度においても３，０００万、４，０００万の増額赤字ということで１億３，０００万

か４，０００万くらいになると思います。で、今繰越金が１億８，０００万ありますので、今年

度はなんとか持つかなというふうに考えております。で、基金の方が２億５，０００万余りあり

ますので、２６年度においては基金取り崩しも考えていかないといけないかな、というふうに考

えております。で、あとの保険料の改定につきましてはその基金の額等を考慮しまして、なるべ

く急激な増額がないような形で保険料を決めていきたいというふうには考えております。以上で

す。 

○議長（下野安彦君） よろしいでしょうか。 

○１５番（宮岡德男君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 宮岡德男議員。 

○１５番（宮岡德男君） 関連でありますが、今ご説明いただきましたら基金の取り崩しについ

ても言及をされました。と言いますのは、これ国が進めております国保の広域化をされた場合に

やはり２億５，０００万という基金をやはり有効に活用しておかなければ、やはりいわば住民が

積み立てた金でありますから、そこの所、やはり有効な繰入なり、そういう事業を組み立ててい

かなければならんのではなかろうかと思うわけでありますが、その辺についてはどういうお考え

を持っておられるか。ただ今年まだ、繰越が１億８，０００万ありますから、両方合わせますと

４億数千万あるわけでありまして、これ組合員といいますか保険者一人当たりにすると５万ない

し６万と言わんくらいの金になるんではないかと思うわけであります。これはやはりある部分、

高い保険料を納めて基金として残しておるわけでありますから、これの活用についてはどう、取

り崩すというご発言がありましたので、それは期待をして、引き上げではなしに取り崩す中で順

次やっていくということであろうと思いますが、その辺についてもう一度方向付けをお聞かせ下

さい。 

○住民課長（三根生憲一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 三根生住民課長。 

○住民課長（三根生憲一君） 基金の活用なんですけど、来年度審議をして保険料決めますので

その保険料を決める時に、基金のお金も勘案して保険料を決めていきたいと。貯めたものでござ

いますので、その部分はなるべく還元できるような形で検討したいと思っております。以上です。 

○議長（下野安彦君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 
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 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７１号 平成２５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」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２６ 議案第７２号 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２６ 議案第７２号 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、内容を住民課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○住民課長（三根生憲一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 三根生住民課長。 

〔三根生憲一住民課長登壇〕 

○住民課長（三根生憲一君） それでは、紫色の表紙からになります。議案第７２号平成２５年

度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明致します。 

１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ２７６万５，０００万円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億１，６３５万１，０００円とするものでございます。

今回の補正は平成２４年度の決算に伴う補正予算となっております。 

それでは歳入からご説明致します。７ページをお開き下さい。１款１項２目、普通徴収保険料、

滞納繰り越し分の保険料の額の確定により１２万円の減額補正するものでございます。この部分

につきましては、滞納分が４名で３８万９２０円ということに確定しておりますので、その分の

減額補正となっております。４款１項１目、繰越金２８８万５，０００円の補正。これは平成２

４年度繰越金額の確定によるものでございます。 

続きまして、８ページをお開き下さい。歳出でございます。２款１項１目、後期高齢者医療広

域連合納付金２７６万５，０００円の増額補正であります。これは平成２４年度の繰越金の確定

によりまして歳入の額が確定致しましたので、その分を広域連合納付金として計上するものでご
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ざいます。以上で、平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算第１号の説明

とさせていただきます。よろしくご審議の程、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７２号 平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２７ 議案第７３号 平成２５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 

○議長（下野安彦君） 「日程第２７ 議案第７３号 平成２５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」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５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、内容を保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い致します。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 鉾岩保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鉾岩洋子君） それでは、議案第７３号平成２５年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算についてご説明致します。 

それではピンク色の表紙１ページをお開き下さい。第１条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ６，

５０４万２，０００円を追加し、歳出歳入総額をそれぞれ２３億６，３０４万２，０００円とす

るものでございます。今回の補正につきましては、繰越金の確定と平成２４年度分給付費の確定

による清算が主なものでございます。それでは補正内容について歳入からご説明致します。 

７ページをお開き下さい。４款、国庫支出金８万円。５款、支払基金交付金９万３，０００円。

６款、県支出金４万円につきましては、人件費補正により、それぞれの負担率に応じ増額をする

ものでございます。１０款、繰入金につきましても人件費補正により、一般会計から繰入する町
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負担分をそれぞれ負担率に応じ２８万円増額をするものでございます。 

次に８ページをお開き下さい。１１款、繰越金６，４５４万９，０００円の増額。平成２４年

度介護保険事業特別会計の確定に伴う繰越金６，４５４万９，０００円の計上でございます。 

次に歳出になります。９ページをご覧下さい。１款、総務費２４万円。５款、地域支援事業費

３２万円につきましては、職員手当等をそれぞれ増額するものでございます。８款、諸支出金、

１項２目、償還金につきましては、平成２４年度分の実績清算に伴う国、県、支払い基金への償

還金２，０４８万８，０００円を増額するものでございます。次に９款、予備費として４，３９

９万４，０００円増額をするものでございます。以上で、内子町介護保険事業特別会計補正予算

の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７３号 平成２５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」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２８ 議案第７４号 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２８ 議案第７４号 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは、議案第７４号平成２５年度内子町簡易水道事業
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特別会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。水色の表紙になります。 

１ページをお開き願ったらと思います。まず、第１条で歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ１，６６７万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，４７

９万４，０００円とするものでございます。主な補正内容と致しましては、２４年度決算確定に

伴います繰越金の補正、並びに職員の人件費等による増額の補正でございます。 

７ページまでお進み願ったらと思います。まず、歳入をご説明させていただいたらと思います。

２款１項２目の滞納繰越ということで２４年度決算に伴いますものでございます。２万７，００

０円の増でございます。５款１項１目、繰越金１，５５７万円の補正でございます。これは先ほ

ど申しました２４年度決算確定に伴うものでございます。６款１項１目、一般会計繰入金でござ

いますが、１０７万５，０００円ということで、これは職員手当等の人件費分でございますが、

また支出の方でも説明さしていただいたらと思います。 

続きまして８ページの方をよろしくお願いします。歳出でございます。１款１項それぞれ７目、

１１目ございますが、それぞれ組み替えでございます。主な組み替えと致しましては、７目の立

川の簡易水道の１１節の需要費、修繕でございますが、これらは記録計の取り換えを致したいと

伺っている所でございます。３０万円でございます。それから真ん中どころの１款２項の分でご

ざいますが、この分についても各施設の組み替えでございます。主なものにつきましては賃金と

か原材料費のものとしたいということにしております。お目通し願います。下の段になりますが、

１款３項１目の諸費でございますが、補正額が１０７万５，０００円でございますが、この分に

つきましては、時間外の勤務手当６０万円、それから児童手当が４７万５，０００円でございま

すが、まず、時間外勤務手当につきましては、今統合の推進をしておりまして、その事務がござ

います。それから満穂地区の新規事業等も立ち上げておるところでございますが、こういう突発

的な事業がございますので、職員の残業があります。そういうことで補正さしていただいており

ます。それから児童手当につきましては、人事異動に伴うものでございます。 

次の９ページでございますが、４款１項１目の予備費でございますが、これも１，５５９万７，

０００円、２４年度決算に伴うものでございます。１１ページ以降には給与明細費等を記載して

おりますので、またお目通しを願ったらと思います。以上、平成２５年度内子町簡易水道特別会

計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよ

う、お願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） 一点だけ、７ページの歳入ですね、滞納繰り越し分で、それぞれの簡

水の一覧が横の節の所に出とると思うんですが、２４年度の決算書の中には他にも未収金という

か、入ってない、例えば参川簡水とか、何点か入ってないところがあるわけですが、その辺の処

理はどのような形になっているか。以前水道は止めることはできないけど、あんまりひどいのは

水を止めるとかいうふうな水道関係の答弁もあったと記憶しておるんですが、その辺ちょっと。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 議長。 
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○議長（下野安彦君） 西川上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 滞納の関係なんですが、これは予算を組む時にですね、現

在ですと２万７，０００円でして、滞納全体は５万８，１１４円あったと思います。今、９月現

在で４万２，６６９円入っておりまして、あと残りについても滞納分１００％出してもらうよう

にお願いをしております。水道の滞納の関係は３カ月以上ですね、料金が入らない場合は給水の

関係等、給水の措置をとっております。ただし分割とかそういう形になりましたら猶予の形もと

っております。以上です。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 今回の補正につきましてはですね、水道の滞納については

９９．何パーセントということで非常に調子がようございます。各施設とも、１０何施設あるん

ですが、滞納がなければこの分の当初予算にはあげておりませんので、今回決算をしてですね、

少々ちょっと新しく出たところがございまして、その分の補正を今回さしていただくということ

でございまして、本来であれば１００に限りなく近づけたいということですが、その箇所は数施

設しか今まで滞納が出てなかったということでございまして、新たにこの科目を作らさしていた

だきまして、その分の処理をしていくということの対応でござます。 

○１２番（山崎正史君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 山崎正史議員。 

○１２番（山崎正史君） よく分かるんですけど、水のことですからなかなか急激に止めるとい

うこともできませんが、そういう滞納という部分がですね、使用料の未収が常態化するようなこ

とがあったらいけませんので、その辺は十分に留意されて進めていただきたいということと、本

年度みたいに補正で、こういうふうに２４年度のが決定した時に出していただければ、２４年度

の決算書が９月くらいにありますから比較ができますので、どこの地区が入ってないか。だから

その辺今後もこういうやり方でやっていただきたいというふうに思っております。 

○議長（下野安彦君） 答弁はいいですか。よろしいですか。 

他に質疑ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７４号 平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」の採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  日程第２９ 議案第７５号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（下野安彦君） 「日程第２９ 議案第７５号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

内容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願

い致します。 

○建設デザイン課長（橋本健一君） 議長。 

○議長（下野安彦君） 橋本建設デザイン課長。 

〔橋本健一建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（橋本健一君） それでは議案第７５号平成２５年度内子町水道事業会計補

正予算（第２号）でございます。水色の冊子になります。 

１ページをお開き願ったらと思います。平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）。 

まず、第１条で平成２５年度内子町の水道事業会計補正予算（第２号）は次に定めるものでご

ざいます。第２条で平成２５年度内子町水道事業会計予算、第３条に定めた収益的支出の予定額

を次のとおり定めるものでございます。支出でございますが、２款１項の営業費用、補正予定額

と致しまして１０５万４，０００円でございます。よりまして、２款の水道事業費用の合計につ

きましては２億１０２万２，０００円となります。主な補正内容と致しましては、配水及び給水

費における漏水調査及びメーター取り換え等による修繕料の増額補正でございます。 

３ページまでお開き願ったらと思います。平成２５年度内子町水道事業会計補正予算実施計画

書でございますが、詳細につきましては９ページの補正予算説明書にて説明致しますので、ご足

労ですが、９ページまでお開き願ったらと思います。 

最後のページになります。収益的支出、支出でございますが、２款１項の営業費用でございま

して、２目の配水及び給水費でございますが、補正予定額として１０４万５，０００円でござい

ます。内訳と致しましては、１６節の委託費、この分につきましては、漏水調査業務委託でござ

います。この分は国道５６号線の沿線通りをしたいと考えております。特に今年ちょっと修理が

増えておりますので、特にこの分をやりたいというふうに考えて提案させていただいております。

それから１９節の修繕費でございます。４６万４，０００円でございますが、メーター機の定期

取り換えということでございますが、この分につきましては、４月１日より人件費があがりまし

た。それによりまして今年につきましては、６４９戸当初予算で計上しておりましたが、その戸

数を実施するには、人件費アップによりまして、不足しておりますので、今回増額さしていただ

きたいと考えておりるところでございます。続きまして、４目の総係費でございますが、補正予

定額としましては９，０００円でございます。６節の旅費でございますが、３６万７，０００円

の増額でございます。この分につきましては水道技術管理者研修旅費と致しまして、職員を１カ
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月行かしたいと考えております。同じく２８節の会費負担金、この分につきましても同じく管理

技術者の参加費でございます。１６節の委託料につきましては、会計制度改正の対応の資産業務

の委託料の契約の入札減が出ております。６０万円でございます。減額でございます。ご足労で

すが、また元に戻っていただきます。 

４ページまでお戻り下さい。２５年度の内子町水道事業資金計画書でございますが、一番下の

段になりますが、翌年度繰越金ということで、一番右端の７億５，０５９万２，０００円が繰越

となる予定でございます。 

次の５ページにつきましては、予定の貸借対照表でございますので、５ページから８ページま

で資料を付けてございます。以上、平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）の説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（下野安彦君） これより質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） これにて討論を終結します。 

 これより「議案第７５号 平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」の

採決に入ります。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３０ 受理第４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働を認めないこと

を求める請願 

○議長（下野安彦君） 「日程第３０ 受理第４号 フクシマを繰り返さないために伊方原発の

再稼働を認めないことを求める請願」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書の写しのとおりであります。 

 お諮りします。この請願については、所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思

います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、受理第４号は所管の常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

 

日程第３１     議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（下野安彦君） 「日程第３１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と
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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（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。 

 

日程第３２      常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（下野安彦君） 「日程第３２ 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。 

お諮り致します。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

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 

日程第３３      議員派遣の件 

○議長（下野安彦君） 「日程第３３ 議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件につきましてはお手元に配りましたとおり、派遣することにした

いと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定しま

した。 

 

○議長（下野安彦君） 以上をもちまして、今期定例会の会議に付議された案件の審議はすべて

終了しました。 

 お諮りします。今期定例会の会期は９月２６日まででありますが、残余の会期は、特別な案件

の発生しない限り、休会にしたいと思います。これにご意義ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 
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○議長（下野安彦君） ご異議なしと認めます。 

したがって、残余の会期は休会とすることに決定しました。 

なお、会期終了をもって自然閉会となりますので申し添えます。 

本日はこれにて散会します。 

午後 ２時５４分 散会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第６７回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１ 議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議 

 ３ 
道州制導入に断固反対する意見書について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
原案可決 

 

２ 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 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

４ 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

５ 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

６ 

内子町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提

出について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

７ 
健全化判断比率の報告について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

８ 
資金不足比率の報告について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

９ 

内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出につい

て 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

報告 

１０ 
専決処分の報告について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.19 
受理 

議認 

５ 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認を求めることについて 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
承認 

議認 

６ 

平成２４年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

７ 

平成２４年度内子町住宅新築資金貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 



平成２５年 ９月第６７回内子町議会定例会 

124 

 

議認 

８ 

平成２４年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

９ 

平成２４年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１０ 

平成２４年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１１ 

平成２４年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１２ 

平成２４年度内子町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１３ 

平成２４年度内子町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１４ 

平成２４年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
継続審査 

議認 

１５ 

平成２４年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
認定 

議案 

６０ 
内子町子ども・子育て会議条例の制定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６１ 
内子町誌編纂委員会設置条例の制定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６２ 

内子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６３ 
内子町立学校設置条例の一部改正について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６４ 
内子町立幼稚園設置条例の一部改正について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６５ 

内子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例の一部改正について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６６ 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい

て 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６７ 
内山衛生事務組合の解散について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 
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議案 

６８ 
内山衛生事務組合の解散に伴う財産処分について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

６９ 

内子町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関す

る協定について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７０ 

平成２５年度内子町一般会計補正予算（第３号）に

ついて 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７１ 

平成２５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７２ 

平成２５年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第１号）について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７３ 

平成２５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７４ 

平成２５年度内子町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

議案 

７５ 

平成２５年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）

について 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 
原案可決 

 

３ 請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

受理 

４  

フクシマを繰り返さないために伊方原発の再稼働

を認めないことを求める請願 

平成 

25.9.19 

平成 

25.9.20 

常任委員会

付託 
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議員提出の議案 

 

議第３号議案 

 

道州制導入に断固反対する意見書について 

 

 地方自治法第 99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、副総理大臣、総務

大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第 14条第 1項及び第２

項の規定により、提出する。 

 

平成 25年９月 19日提出 

 

提出者 内子町議会議員 中田 厚寬 

 

賛成者 内子町議会議員 山本 徹、池田 洋助、大木 雄、山崎 正史、菊地 幸雄 

 

（提出の理由） 

 多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが国の力の源泉であると確信し、

道州制の導入に断固反対する立場から、意見書を提出するものである。 

 

（別紙） 

道州制導入に断固反対する意見書 

 

我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により、「住民自

治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年４月１５日には、全国町村議会議長

会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのご

とき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、

７月１８日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政府・国会に対し、

要請してきたところである。 

しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然として

みられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を第１８

３回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視

するかの動きをみせている。 

これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導入あ

りきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事
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実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、

現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してし

まうことは明らかである。 

町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文

化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。

それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり

上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではな

い。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体としての

国力の増強につながるものであると確信している。 

よって、我々内子町議会は、道州制の導入に断固反対する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２５年９月１９日 

                           愛媛県内子町議会   

 

 


