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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１２月１５日 開催 

 

平成２８年 第４回上島町議会定例会会議録 

招集年月日 平成２８年１２月１５日（木） 

招集の場所 弓削総合支所庁舎 議場 
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議員・職員

以外で会議

に 出 席

し た 者 

   

会議に職務の

ため出席

し た 者 の

職 氏 名 

１ 

 

２  

議会事務局長   

 

議会書記（臨時） 

東      秀 彦 

 

久 保   真 弓 

 

町長提出議

案の題目   １ 平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５号） 

２ 平成２８年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

３ 平成２８年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算（第２号）

について 

４ 平成２８年度上島町公共下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

５ 平成２８年度上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）について 

６ 平成２８年度上島町ＣＡＴＶ事業会計補正予算（第１号）について 

７ 平成２８年度上島町介護保険事業会計補正予算（第１号）について 

８ 平成２８年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

９ 平成２８年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号）について 

１０ 新たに生じた土地の確認について 

１１ 字の区域の変更について 

１２ 上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の指定について 

１３ 上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の指定について 

１４ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

１５ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

１６ 上島町監査委員の選任について 

１７ 上島町地域振興基金条例 

１８ 上島町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１９ 上島町税条例の一部を改正する条例 

２０ 上島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

２１ 上島町営土地改良事業の施行について 
 

その他の

題   目 

 

１ 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

２ 議員派遣の件（平成 29年上島町成人式） 

３ 議員派遣の件（平成 29年上島町商工会年賀交歓会） 

４ 議員派遣の件（平成 29年上島町消防出初式） 

  

日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。（会議規則第２１条） 
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会議録署名

議 員 の

氏 名 

議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。 

   ５番･議員 寺 下 滿 憲 

６番･議員 亀 井 文 男 

会   期  平成２８年１２月１５日～１２月２６日（１２日間） 

傍聴者数  １５名（男 １５名・女 ０名） 

 

 

◎  開 会  

○（濱田 高嘉 議長）  

おはようございます。 

ただ今の出席議員は全員です。定足数に達していますので、ただ今から平成２８年第４

回上島町議会定例会を開会します。 

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手許に配付しているとおりです。 

 

    日程第１、会議録署名議員の指名 

○（濱田 高嘉 議長）  

まず、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条の規定によって、５番・寺下議員、６番・

亀井議員を指名します。よろしくお願いいたします。 

 

日程第２、会期の決定 

○（濱田 高嘉 議長）  

日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

議会運営委員長に、委員会協議の結果について報告を求めます。 

議会運営委員長 平山議員、お願いします。 

○（平山 和昭 議員）  

おはようございます。 

  議会運営委員会の協議結果についてご報告いたします。 

 平成２８年第４回定例会の開会にあたり、去る１２月７日に議会運営委員会を開催し、

本定例会に上程されます議案につきまして、会期日程並びに議案の取り扱いについて慎重

に協議を行いました。 

会期日程につきましては、本日から１２月２６日までの１２日間とし、議事日程につい

てはお手元に配付のとおりで進めることに決定いたしました。 

どうか本定例会の慎重なるご審議と議会運営に各段のご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、議会運営委員会の報告をいたします。 

○（濱田 高嘉 議長）  

お諮りします。ただ今、平山議会運営委員長から委員会協議の結果について報告があり
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ました。本定例会の会期は、本日から１２月２６日までの１２日間といたしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。（「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。よって、本

定例会の会期は、本日から１２月２６日までの１２日間とすることに決定しました。 

 

  日程第３、行政報告 

○（濱田 高嘉 議長）  

続きまして、日程第３、「行政報告」を行います。 

町長からの行政報告の申し出がありました。これを許可します。 

○（宮 脇  馨 町長）  （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  宮脇町長。 

（宮脇町長登壇）                                           

○（宮 脇  馨 町長）  

おはようございます。 

  現在、上島町では、平成２９年度の当初予算策定作業の真っ最中でございます。その中

の基本方針の中に、厳しい財政事情を網羅させていただいております。ここで皆さんに知

っていただくために、その一端と言いますか、一部を紹介させていただきます。 

  過疎・高齢化が急激に進展する中、個人町民税の大幅な増加も見込めず、法人税につい

ては、税率改正等による半減する状況にあって、歳入の約６割を占める地方交付税が平成

２７年度以降５年間に渡り、合併特例措置枠が 0.9、0.7、0.5、0.3、0.1と年度ごとに低

減され、平成２８年度算定額を基準に交付減額を試算すると、平成２９年度は１億７千万、

３０年度は２億４千万、３１年度は３億１千万の減額となり、４年後の３２年度は３億４

千万もの大幅な減収となる見込みとなっております。 

今後は、財政調整基金をはじめとする、各種基金を取り崩しても予算編成が成り立たな

くなる事態が懸念されております。こういった文言を各担当課、職員に周知しまして、基

本方針の徹底と、いかに無駄を省くかといった、そういった厳しい予算編成に、作業に入

っております。このことは、町民の皆さん全体で受け止めていただけたらと思います。 

少し話は逸れるかも知れませんが、ここにこういう一覧表があります。これは、先日、

上京した際に村上誠一郎代議士から渡された資料であります。これは、平成２６年度の決

算に基づく県内２０市町別地方債残高の一覧表であります。この中で上島町は、１１６億

１，０８７万５千円といった地方債残高、これを一人当たり、町民一人当たりに換算しま

すと、１５７万３，９２９円と、こういった数字で、残念ながら県下では断トツのトップ

であります。こういう財政事情でありまして、これが平成２７年度総務課の作成した資料

では１５８万７千円一人頭、地方債残高、そういう計算になっております。全体額では、

逆に多少減っております。１１３億２，４８１万８千円、そういう数字になっております。 

いずれにしても厳しい財政状況であるという、この認識は変えることはできないようで

ございます。そういった中で、いかに限られた財源を有効に使うか、そのことをしっかり

とやってまいりたいと考えております。 
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それから、就任してほぼ１カ月が経ちましたが、この後ですねえ、来年の春に向けて役

場の機構改革を考えております。現在の部長制から、支所機能の強化にシフトしたいと思

います。課のフラット型への再編、事務分掌の見直し、そういったことをトータルで見直

して、各支所でそれぞれが迅速に対応出来る、町民の皆さんがそこでほぼ用務を完了でき

る、そういった現場主義を徹底した体制に組み替えていきたいと考えております。この作

業は４月からという目標は立てておりますが、実際にはこういったシステム自体がちょっ

と複雑になりますんで、とりあえず４月から動けるような体制は組みたいと思いますが、

その後不都合な部分は皆さんの意見を聴きながらどしどし改変して行きたいと考えてお

ります。 

それから、また、広報広聴体制の見直しも図りたいと思っております。現在の今までや

られてきた「まちづくり懇談会」、「まち懇」、この体制がですねえ、年に１回というそ

ういった回数、それも各地区ごとの集会所に集まって意見を聴くという、聴かせていただ

くという、そういう体制でありましたが、これでやりますと、リアルタイムな問題とかで

すねえ、弱者の方、例えば独居老人の方とか、子育ての主婦の方、それから子供さんたち、

そういった方の意見がなかなか反映されにくいと考えております。で、そういった方々の

意見をいかに行政に反映して行くか、そのことを考えまして、とりあえず、役場の方から

ですね、どんどんそういう集まりのあるところに意見をお伺いに行きたいと考えておりま

す。そして、そういった弱者の方の意見を聴く場を役場の方からも積極的に設けるような、

そういう提案型の意見聴取をさせていただきたいと思います。 

この辺につきましては、詳しい形態とか、組織とかそういったものはまだ十分に構築で

きておりませんが、試行錯誤の中でどんどん変えて行きたいと思いますので、皆さんのご

協力をお願いします。 

それから交通体系の見直しでありますが、これにつきましては、全体をどうやって結び

付けていくかという統轄部分、連係統轄部分、それと各分野別航路、客船、フェリーを含

めた航路ですね、それから陸上のバス、バスの路線網、それから、それを利用する乗客、

利用者、通勤、それから通院、買い物、そういったジャンル別の利用者、それぞれの分野

別の協議機関を設け、その中から出てきた意見を統括、連係、そういった形での集約を図

る。そして、交通体系を組み立てて行く。そういうことを一応、目指して、組織を立ち上

げたいと思います。これは、年が変わったら早々でそういう組織づくりに入って行きたい

と思います。まだ予算の方は全然手当されておりませんので、とりあえずどういう組織を

作って、どういうふうにするかというのは皆さんにまた相談しながら進めてまいりたいと

思います。 

ええー、もう一点ありまして、弓削高存続への取り組みであります。これは昨今行われ

ました講演会の中でお聞きになった方もおられるかと思いますが、高校の魅力化プロジェ

クトであります。すでに島根県の海士町、隠岐の島の一部でありますが、そこで実施され

ているような高校生の学力アップを支援する。そのことによって、この上島町の弓削高か

ら国公立をはじめとする優れた大学、優秀な大学、そこへどんどん送り込める。そして、
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優秀な人材になって帰って来れる、そういうプロジェクトであります。このことについて、

町内在住の生徒の教育コストの削減を図る、全国的な例として高校がなくなる。そうすれ

ば子育て世代の方がいなくなってしまう。この厳しい現実がいくつも見られております。

これを何としても解消して行きたいと考えておりますんで、今その具体的な計画を練って

おりまして、その詳細については、３月までに十分固めて皆さんとまた協議を図っていき

たいと思っております。 

こういった懸案事項、次から次にありますが、どうか皆さんの支援をいただきながらで

すね、どんどん前向きに、こういった政策を進めさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長）  

これで行政報告を終わります。 

 

日程第４、一般質問 

○（濱田 高嘉 議長）  

続きまして、日程第４、「一般質問」を行います。 

一般質問を通告されております議員にお願いいたします。 

質問は最前列中央の質問席で行ってください。質問回数は、会議規則どおり３回まで

といたしますので、質問事項毎に行ってください。ご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

今回の一般質問通告者は７名です。それでははじめに、土居議員の質問を許します 

（土居議員、登壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員）   

  おはようございます。議席１０番の土居計彦です。 

  本日の一般質問の主題は「新町長への期待」とさせていただきました。主題は１つです

けれども、項目としては３つ上げたいと思いますのでよろしくお願いたします。 

町長、先ずは、上島町長へのご就任おめでとうございます。 

（宮脇町長「ありがとうございます」） 

私たちの上島町がさらに暮らし易い町になっていくことを期待申し上げます。 

早速ですが、町長が選挙公約として掲げられているものの中に、私が今まで１年以上に

渡って政策提言してきた似た内容のものがございます。私も町議選立候補の挨拶の中で、

町民の皆様に対し、行政と一緒になって実現を目指すと約束した部分もありますので、改

めて質問させていただきます。 

先ずは、若者対策です。若者に上島町に住んでもらって、町内の造船所やお隣の尾道市

因島で働けるように環境を整えなければなりません。そのためには、求人情報や職場の紹

介などをこまめに行って行く必要があります。若者対策については、どのように取り組み

ますか、お聞かせください。 

○（宮 脇  馨 町長）  （挙手） 
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○（濱田 高嘉 議長）  宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

  土居議員の質問にお答えします。 

  若者対策におきましては、定住促進に係る各種補助制度により、奨励措置を実施してお

ります。今後も造船振興をはじめ、産業振興、これを推進し、雇用の促進を図って参りた

いと考えております。 

  また、第一次産業においても、ＪＡ等と協力して、荒廃園地を活用した新規就農者の育

成にも取り組みたいと考えております。具体的には、農地を借り上げ集約して、新規就農

者に貸し与えるようなシステムを考えております。このシステムによりまして、実際に新

規就農者の方が就農して、それが経営として成り立つような、そういったところまで支援

できるのではないかと考えております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員）  

  はい、町長のお考えをお聞きしましたが、まあ、私たちの町には大きな造船所もござい

ますし、以前から因島、広島県の方等通勤させていただいたりしてやってきましたので、

一次産業は厳しいのも分かるんですけど、厳しいのは分かるんですけど、まあ、ぜひ取り

組んでいただきたいと思っております。 

２つ目です。 

年をとっても、自分の家で暮らしていけるように環境を整備していく必要があります。 

今、行政はバスの便数不足を補うため、民間のタクシーを走らせようとしていますが、

未だいつから利用できるのか、料金はいくらくらいになるのか、情報がありません。状況

によっては、オンデマンド交通の検討も必要になってくると思います。 

今の情報をお持ちなら、交通体系についての実現可能な情報をお持ちならお示しくださ

い。情報弱者の方は、１日も早く実現するようにと待っていますのでよろしくお願いしま

す。 

○（宮 脇  馨 町長）  （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

お答えします。タクシーの導入については、６月及び９月定例会でも現在民間の事業者

がタクシー事業の起業を検討をしておるということでしたが、動向を見守っているところ

であります。これはですね、その事業者からですね、まだ動きといったものが、具体的に

は、現在申請を出すか出さないか、「出した」という、そこのその程度の情報しかまだ取

れておりません。これは今後も何かあのー、情報が入りましたら皆さんになるべき早くお

伝えしてゆきたいと考えております。しかし、こういった中でですね、高齢化が急速に進

んで行くということは避けられない現実としてありますので、高齢ドライバーが免許を返

納しても、まあ、この町内で安心して暮らせるようにですね、これを福祉バス等へ運行へ
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の切り替え等中心に考えてゆきたいと思っております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員） 

  ええと、まあ、１年余りにわたって、あの、「タクシーの話はどうなるのか」というこ

とを質して参りました。そして「無理なようなら、町で取り組むか」、それから、「やる

気のある方にお願いして、オンデマンド交通をやったらどうか」ということを提案してき

たんですけど、なかなか噂は入ってきますけど、実現の時期が、目途が立ちません。でき

るだけ民間とは云いながら情報を交換して、町の方もできる、免許返納者の方などへの補

助も考えていただいたり、そして地の利を地形的にマイクロバスとか、普通車タイプのタ

クシーは入れないところもありますので、そういうところの方々をフォローするためには

軽四タクシーも併せて検討していただきたいと思います。１日もいずれにしましても、１

日も早い実現を町民の皆さまも望んでいますので、何とか取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

ええー、３つ目です。荒れ放題の山と海をきれいにするため、島の自然の手入れに取り

掛かり、計画的に続けていかなければならないと提言し続けてきました。来年からの当初

予算に期待しているものであります。答弁をお願いします。 

○（宮 脇  馨 町長）  （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇  馨 町長） 

「荒れ放題の山と海をきれいにするために」という事なんですが、９月議会でもお答え

しておりますとおり、美化活動、景観保全活動を強化しているところであります。 

平成２９年度も上島四島花の島構想、弓削松原、高浜の松くい防除、積善山の桜保全業

務、町道等公共施設の草刈り業務、雑木伐採工事等の予算化を予定しております。 

これらの工事は、ほとんどが財政事情が厳しい中での町の単独事業でありますが、こう

いった環境整備は、町民の暮らし、その精神的なものを支えるという意味合いにおいても、

大切な部分かと考えておりますので、また瀬戸内海国立公園清掃活動、各地区海岸清掃活

動、愛リバー活動による河川清掃等の地域住民のボランティア活動を含め、しっかりと

海・山・川を保全する活動を行っていきます。さらに、森林の荒廃につきましては、地権

者の立地利用、山林としての森林資源としての利用がなくなったことによるものと推察さ

れますが、近年のゲリラ豪雨やイノシシ被害も複合的に絡んでおります。現在、イノシシ

被害対策の強化策を検討しているところでありますが、森林資源の活用方法とも併せて検

討していきたいと考えております。 

海岸の管理方法についても、地域課題として捉え、我々は島で生活している、これは当

然島の周辺はすべて海岸になりますので、こういう観点からも、ＢＣクリーンアップ方式、

これの導入を検討したいと考えております。以上です。 



9 

越智郡上島町議会会議録 平成２８年１２月１５日 開催 

 

（宮脇町長、降壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員） 

はい、今の町長のご答弁で大体私が、期待しておったところも含まれておりますので、

今後も我々も意見を出させていただきながら、観光立町としても、海や山をですね、きれ

いにして行かなければと思っておりますので、どうぞ町長のお考えを推進していただきた

いと思います。終わります。 

（土居議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長）   

これで土居議員の質問を終わります。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、寺下議員の質問を許します。 

（寺下議員、登壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

ええー、それでは議席５番・寺下滿憲です。 

ただ今議長の方から一般質問についての許しを得ることができましたので、住民と日本

共産党を代表して、一般質問通告に基づいて質問をしてまいりたいと思います。ええー、

質問事項の１項目として、「交通網の再生案を問う」ということで質問をしてまいりたい

と思います。 

町長は、ええー、町長選挙に向けて宮脇 馨 後援会、（チラシを見せる）このような

もので交通体系の再編をしていくということを呼びかけているわけでありますが、正に宮 

脇 馨さんが夢見る上島の中で、交通網再編成し、日常往来の利便性促進を図っていく、

このように掲げていましたね。このことについて、１つとして、尾道農協病院、これは正

式な固有名詞といたしましては JA 尾道総合病院であるので、こうした公の場においては

正しく使ってほしいと思っております。そして、尾道の市民病院へのバスの運行を取り組

んでいく。 

そして、２問目といたしまして、町内の航路の再編と、ええー、再編を行い、料金の均

一化を図っていく。そして、最前から出ていますオンデマンドのことでありますが、小口

から小口へ住民の方々の目的に応じて、時間帯や乗車をするようなことに取り組んで行く

というようなことが謳われておるわけでありますが、この計画は、どのように具体的な計

画を持っているのか示していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

寺下議員のただ今の質問にお答えいたします。 
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ええー、まず、尾道総合病院、尾道市民病院への通院バス。これについてはですねえ、

現在の１人暮らしの車を運転できないお年寄りの方、この方たちの通院状況があまりにも

過酷である、この現状を１日も早く是正したい。そういう思いがありまして、このことに

対してですねえ、早急に試験的な運行に取り組んでいきたいと考えております。これは、

四国陸運局等にですねえ、まあ、一応意見とか、そういったこういう方法はどうかという

問い合わせをさせていただきまして、その中で、無料であれば、民営業者を圧迫しないの

であればと、そういった、いろんな条件が付いておりますが、何とか実現できるのではな

いかと考えております。これに対しては、現在の交通網の中で、組み合わせとして、いろ

んな制約もあろうかと思いますが、まず、１番困っているお年寄りがすぐに利用できる形、

それを何とか実現させてまいりたいと思っております。その件につきましての予算化等に

ついては、これからまた皆さんにお諮りしたいと思っております。内容を示してお諮りし

たいと思っております。 

それから、交通体系全般に渡りましては、先ほどの行政報告の中で一部述べさせていた

だきましたとおりですね、まずは利用者の声を集約しながら、一般乗り合いバスについて

は、福祉バスにシフトしながら全体を組み立て直せる、そういった協議の場を設けたいと

考えております。特に、島という、こういう特殊事情であって、陸上交通、海上交通、一

体化した流れというのが当然必要となってまいりますので、バスで港に着いて、そこから

待ち時間は少なく、フェリーとか船に乗れると。そういったことが大切な利便性の向上に

つながるんじゃないかと考えておりますし、そういったことをきちんとやらないとですね、

皆さんがこれを利用していただけないのではないかと考えております。こういった体系を

リアルタイムでどんどんと平成３３年の岩城橋開通に向けた交通体系が、流れがどんどん

変化する中で、その都度その都度変えていく必要があると思いますので、全体と分野別の

協議の場を早急に立ち上げたいと考えております。 

それから、負担の方なんですが、料金の負担、これは一律というわけにはちょっと条件

が違い過ぎるのでなかなか難しいと思いますが、少なくとも、ええー、例えば本庁舎に来

る場合とか、それぞれの島の支所に行く場合、そういった負担がですね、町民として出来

るだけ等しいものになる。近くなるような、負担が同一化するような、そういう視点から

組み替えて行きたいとは考えております。この辺も先ほど言いました協議の場の中で、皆

さんと共に議論を重ね、そして、暫定的なものを打ち出していただきながら改良を加えて

行きたい、そういうふうに考えております。 

あと、オンデマンドは言われましたかねえ、これは後ですね。じゃあ、これでお答え終

わります。 

（宮脇町長、降壇） 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

はい、ただ今の新町長から力強いお言葉をいただいて本当にありがたく思うんですね。

今日まで、住民や議会の中において、この公共交通体系の問題、再三再四、意見出てきた
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んですね。そして、なかなか取り組みがなされなかった中で、本当に今期、町長自身が本

当に大きく交通の体系を変化して行こうという力強い意志、本当にありがたく思うんであ

りますが、ええー、今日までいろんな問題取り上げてきたけれども、解決をしていない少

数意見並びに住民の意見がありますのでねえ。魚島船舶にいたしましても、魚島地区の方

だけは料金体系が違って町内均一の料金体系になっていない。この問題をどう取り組んで

いくのか。 

そして、生名船舶においては、サイクリストの方たちは自転車が無料であって、町民が

使う自転車は有料である。そしてまた、生名村時代においては、７５歳以上の方たちは無

料だったのを合併してから有料化された中において、地域の人たちはやはり復活をしてほ

しいという声も上がっておりますし、そして、町内のバスにおいても、岩城が福祉バスで

無料でありながら、こちらの弓削、生名の人たちにおいては有料バスになっておる問題。

そして、弓削の中学校に通っている生名の中学校の子供たちに中学校の校門までのバスの

運行をしてほしいという声が上がっていながら今日まで現実化されてない状況であった

り、また、弓削の久司浦の地域においての、あれは（田林）タナハシとか、タナバシとか

読むのか知りませんが、その地区の人たちへの停留所がないという問題も上げられている

し、ええ、そしてあのー、日曜祭日のバスが１便、終便がないので、そういった点に困る

ような声、数々上がっておるわけでございますが、町長自身も選挙戦を通じながら、そう

いった声はたくさん伺っておることと思います。 

ええー、そういった細々とした、すぐにやれる、取り組むことにできるそういった問題

をどのように町長は考えているのか、ご答弁を求めます。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

ええー、仰るとおりだと思いますが、まず、こういった協議の場を設ける前に変えられ

る部分、それについては早急に対応してまいりたいと思います。このことは、利用されて

いる皆さんがそこに住んで生活しておられるわけですから、１日も早く改善すべき課題だ

と思っております。これは行政としては、そういった姿勢がやっぱり皆さんとの信頼関係

を生むではないかと考えておりますので、出来ることは早急に取り組んでまいりたいと考

えております。 

ええー、先ほど、寺下議員の指摘された部分の中でですね、早急に出来そうな部分とい

うのは、例えば生名の７５歳以上の無料化でありますとか、中学校のバス停の移動の問題

でありますとか。それから、バス停、これはちょっとあれですね。そういった面について

は、大至急ですね、まあ、手続きと言いますか、そういったことは行ってまいりたいと考

えております。それから、あのー、例えば、魚島の料金の問題につきましてはですねえ、

そういった航路補助がありまして、どういうふうに取り扱いをすればうまく公平に負担感

を軽減できるか。そういった問題もありましてですねえ、これはちょっと方法論としては

工夫がいるかと思いますので、皆さんと一緒にですねえ、もう少しこれは考えさせていた

だきたいと思います。工夫をする必要があると考えております。 
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それから、生名の公営渡船につきましては、また後の方、他の議員さんからの質問中に

もいっぱい出ておられますが、これは基本的には元の生名村時代の方式に一度戻した方が

いいのではないかと考えております。ええー、７５歳以上の無料化につきましては、前回、

料金の値上げのときに、これは「黒字になったら元に戻す」という話だったと思いますの

で、これは一番最初にやっていくべきだと考えております。 

それから、サイクルフリーに関しましてはですね、私自身はこれは地元の人も自転車を

乗るという、そういう観点から活用していただけるというサイクルフリーにしてもいいん

ではないかと考えております。で、この辺は、実際に検討と言いますか、まだそこまで指

示はしておりませんが、地元の人も当然サイクルフリーにすべきだと考えております。 

それから、福祉バスにつきましては、全島福祉バスでいきたいと考えております。先ほ

どオンデマンドの話もありましたが、ええー今、こういう高齢化が急激に進む中にあって

は、高齢者ドライバーの免許返納は当然社会問題になってきますので、それになる前に足

を確保するという観点から、買い物難民、通院難民を出さない。そういう観点からですね、

福祉バスに切り替えるべきだと考えております。これは早急に検討しておるところであり

ます。 

ええー、だいたいこれくらいだったと思いますが、よろしいですか。 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

ええー、非常にありがたく思っております。 

あのー、なかなか今日まで議会側からの提案型の議会がなかなかされてなかったんです

ね。議員が提案することを今日、本当に提案に真摯に受け止め、取り組んでくださる町長

に本当にありがたく感謝をいたしまして、第２問目といたしまして、町長の議案対応を聞

くということで質問をしてまいりたいと思います。 

ええー、まずはじめに、１１月の１５日に開催されました臨時議会での町長が提案した

監査委員２名の選任が不同意となったわけでありますが、このことについて、町長はどの

ように受け止め、どのような気持ちになっているのか、こういった点を伺ってみたいと思

います。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

ええー、寺下議員の２点目の質問にお答えいたします。 

前回の臨時議会での否決案件につきましてですが、本当に、何ですかねえ、私共としま

しては、この方が適任であると、そういうまあ、自信を持って、ある意味自信を持って推

薦させていただいたんですが、このような結果になったことに関しては、本当に残念でな

りません。ええー、まあ、監査委員という立場は本当に大切な立場になろうと思いますが、

実際には、決算監査におきましては、相当ハードな日程等もありますので、なかなか適任
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者と言いますと、こういった会計処理等をですねえ、たけた方という方はなかなか町内の

人材を見渡す中でですねえ、なかなか受けていただける方というのは限られてまいります。

そういった中でですねえ、こちらの方からお願いして選んだつもりでございましたが、こ

ういった結果になったということに関してはね、残念でなりません。 

ただ、あのー、こういう結果につきましてはですねえ、私共の情報提供の仕方とか、資

料等ですねえ、その辺の開示とか、皆さんを説得する内容というものがなかったのかもし

れないという気はしております。ただ、皆さん、議員の皆さんにおかれましては、やっぱ

り町内に在住しているということで、ある程度情報というか、その方の内容、人格等です

ね、了知しておられるという、そういう思い込みもありましたので、まあ、こちらのそう

いったところのですね、説得等情報開示等ですね、もう少ししても良かったんかなあと反

省しております。ただ、議会の中で、これをまあ、結論として否決されたということです

から、このことはもう重く現実として受け止めざるを得ないと、そのように考えておりま

す。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

はい、ええー、町長にとりましては、なかなか辛い、苦しい答弁だと思います。私共か

ら考えますと、本当に行政サイドに対して申し訳ないという、議会の本当に未熟さから出

たものだと思っておりますね。あのー、いわゆる議会の前に協議会が、議員協議会等開い

ていながら、このような結果を生み出すいうのは本当にあってはならないことだと思って

おるわけでありますが、しかしながら最前から、町長は議会に対しての説明、情報開示が

少なかったのではないか等々の反省の弁を述べられておりますが、では、そのことによっ

て、なぜ、理事者に許されている拒否権を使って再議にかけなかったのか。私はそこにこ

の議案に対するあなたの思いをもう少し議会にぶつけて、再議にかけて、議員の皆さん方

に、もっともっと理解を深めていただくことができなかったのか。ええー、まあ、私も農

業委員会の面で否決され、まあ、同僚議員である大西議員、私たち公人はね、どんな仕打

ち、仕打ちと言ったらおかしいけども、どんな形にされても、そんなに傷むもんではない

んですね。しかしながら、一般町民の方がこうした形になってくると、やはりその人の人

格や名誉を傷つけていくんですね。ええー、議会側からや町長側からその人にお願いして、

渋々ながら受け入れてもらったのを、いとも簡単にこのような形にされる。もっと町長は、

前面に立ちはだかってですね、この議案をどうしても通して行かにゃという立場をなぜ取

らなかったのか。私は、あなたの議案に対する姿勢が問われた一つではないかと思うんで

すね。 

ええー、前もって、このような状況が生まれることが想定できなかったのか。教育長、

教育委員についても、たぶん私の知る範囲では教育長にしてもある程度の見通しは、町長、

ついていたのではないかと思うんですが、先ほどからの話から踏まえて、私の再質問につ

いてどのように捉えるか、ご答弁をいただきます。 
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○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

はい、あのー、再議の話を、これは私自身がまだ就任して１か月とか、そういう話では

なくてですねえ、対議会との姿勢と言いますか、皆さんが審議してそれを採決されたとい

う、そのことに対して私自身は重く受け止めております。それに対して異議を唱える、そ

ういうシステムがあるという話は了知しておりますが、そういう経過は今後も出来るだけ

避けていきたいと考えております。ええー、やっぱり、この議場の場で皆さんが慎重審議

をされたその結果というものは町を預かる立場としては尊重せざるを得ないと考えてお

ります。で、やっぱり、再議にかけるという、そういうシステムを出来るだけ、まあ今後

も、その前の段階でそういうことを避けていきたい。そういう基本的なスタイルはさせて

いただきたいと思っております。やっぱり、どう言うですかねえ、議会と町側に関しまし

ても基本的には信頼関係だと考えております。で、私共の方も、出来るだけ事前に分かり

やすい、いい情報を提供して、その中で慎重審議をしていただいて、それで決していただ

くと。これがやっぱり議会と町のあり方の基本的なスタンスだと考えておりますので、そ

の辺のことは了承していただけたらと思うんですが、以上です。 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

ええー、町長は、いわゆる再議をかけるいうようなことは避けて通りたいという話であ

りますが、仮にこれが当初予算等々諸々のことであるとしたら、やはり再議にかけなくて

はならないのですね。 

では、この人事案件においても、やはり一般町民の方において、このようなことが起き

たときにはね、やはり町長が人命にはだかって、その人の名誉回復のために尽力を尽くし

ていかないと、あなたは愛媛新聞に対して、議長もですが、改めて人選することを明くる

日の新聞報道に出てますね。私から見たら、新しく人選することより先に、私は再議にか

けて、その人の名誉を回復するのが先ではなかったのかと思うんですね。 

そして、先ほどの教育長の問題も触れましたが、あなたは教育長の、いわゆる選任に当

たっては力を注いできたのではないかと、私は受け止めておるんですね。そして、ある程

度見通しが立ったから、当日の臨時議会で承認同意されると、まだ教育長に就任、任命し

ていないのに、この場において挨拶したんですね。それは私から考えると、なぜ、そのよ

うなことが取り運んでいったのかどうか。その点についての疑問も持っておりますので、

それも併せて答弁願えたらと思います。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

はい、先ほどのご質問なんですけど、まず個人の名誉を重んじるというのは、まあ本当

にそのとおりでございますが、こういう中で事前に私は、まあ協議会等でですね、実演し
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た方の内容をお伝えしたつもりでおりましたし、じゃあ他にどういう方があったのかとい

う、そういう面では深く反省しております。やっぱり、もっと綿密に皆さんの方に情報提

供すべきだったと。それは、痛切に反省するところであります。それで、名誉の回復をこ

の場で再議で行えるかどうかということは私は逆に考えましたんで、そういう行為に至ら

なかったと思っております。 

と言いますのは、ここで、そういう案件を議論する場合に個人名が当然上がってくるし、

それに対する皆さんの意見はここで戦わされるわけでして、一度否決されてしまったとい

う、そういう現実は変えようもないというのが本当ではないかと考えております。個人の

心象というものは、そういう現実によっては、容易には回復はしづらいと思います。それ

はやっぱり、個人の心象としてずっと残っていくものだと考えておりますので、それ以上

はもう、逆に私はそっとしておく方がいいのではないかという、そういうふうな感覚では

あります。 

それからあのー、教育長の話なんですが、これは寺下議員の仰るような目途とかそうい

うものは一切私は手探りの中でそういった思いはありませんでした。で、これは逆に言い

ますと、否決された場合、私はこの推薦した方に対してどのように、その申訳が出来るの

かと、そちらの方の方がかなりプレッシャーとして感じておりました。民間の職を投げ打

ってこちらの方に向いてくれた方を、私が責任を持って、その送り出していけない場合、

そこまではちょっと実際自信がなかったものですから、そういったあれは本当につらいも

のがあったんですが、ただあのー、ここで承認していただいた、このことに対するお礼と

しまして挨拶するのはやぶさかでないと考えておりましたので、まあ承認されるかどうか

分かりません。ですが、一応、承認されたら一言だけお礼を述べてくださいということで、

待機していただいておりました。現実はそういったところです。以上です。 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

ええーまあ、なかなか答弁が苦しそうなんでありますが、教育長の問題は、いわゆる前

任者がまだ任期途中であったのでありますからね、相手もおることなので、もう少し配慮

は必要ではないかと思うわけであります。そしてあのー、町長、いわゆる人事案件をこの

場で云々言いよるけど、上島町議会においては、人事案件は本会議において質疑や討論は

しないということで、現実には今日においても、このたびにおいても、ええー、議員協議

会において町長も来ていただき、本当に私が最前から言うように議会の未熟さから出た問

題だと、私は最前から言っとんですね。本来、議会で論議をそれぞれの議員が意識の表示

をしておけば、仮に反対する方たちの声が大きかったら本会議までに町長の方は新たな人

を選任してくることができるんですね。そのようなことが、できなかったことは、私は非

常に残念だと、最前から常に、このことは思いつつ質問をしとんですね。 

では、再議にかけて、もっともっと町長が議員を説得するだけの力量がなくてはならな

かったのではないか、ということが私の今回言いたかったことなんですね。では議長、こ

れはその辺にしまして、最後の何でしたかねえ、岩城の旧保育所の問題について、ちょっ
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と触れてみたいと思うんですね。町長は、議員協議会の中で報告されましたが、私から見

ると、なぜこの問題が再び再燃しなければならないのか。ええー、本来、請願書は前町長

に対して岩城のどういう名称でしたかねえ、ええと、岩城地区児童クラブですねえ、児童

クラブから平成２８年の３月の定例議会に請願書として出されて、理事者側は、いわゆる

その請願書に対しては受け入れなかったんですね。そして、当初予算に旧保育所の解体工

事の予算を議会側が認め、解体する方向に進んでいた。しかしながら、今日、町長は解体

を取りやめて、児童クラブに使用するという形を作りだしたのは、どこで何がどうなって

きたのか。その辺についてのもっと詳しく説明をお願いいたします。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

岩城保育所跡地の利用について、お答えいたします。 

まず最初に、いろいろ経緯があったわけなんですが、私自身が岩城の子供たちに対して、

あの場所を使わせるのがベストだと、ベターだと、そういう判断を前々から持ってました

んで、これは事務方にも本当に迷惑かけたり、怒られたりもしたんですが、こんなことを

今から出来ますかという話が当然あります。ええー、その中で実際にもうすぐ壊すところ

まで来ていたわけなんですが、ただ実際に子供さんの環境を考えたときに、あの場所はい

い場所です。それは皆さんも認めていただけると思います。 

そのことに対してですね、予算付いてますし、実際にまあ急傾斜のがけ、それから耐震

基準下回る、そういったいろんな諸々の要件があるのは承知しておりますが、それでもや

っぱり私は子供たちがあそこで放課後を過ごす環境としては、これは岩城の中にあっては

抜群だと、そういう判断をしました。ええー、これは皆さんにお叱りを受けるのはもう覚

悟の上です。もう仕方ないと思っています。本当に職員の方からも怒られました。もう、

それはいいです。ただ子供たちのためにそれが良いんだったら何とかそれを実現したいと、

そういうふうに考えました。 

で、これは本当に、どう言うですかねえ、町長としてはちょっとあんまりいい判断じゃ

なかったかもしれませんが、まあ私はここで叱られてそれで済むんだったら本当に子供た

ちがその環境使えるんだったら、それで十分だと考えておりますんで、そういう感覚でや

らしていただきました。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

はい、ええー、町長の答弁聞いていますと、ちょっと考え方が甘いんではないか。私は、

あなたが言われるように岩城の子供たちのことを考えてという、そこの原点はよく分かり

ますよ。しかしながら、いわゆる辺地債を県や国の方から予算をお願いして、それを認め

ていただいている中において、これを覆していく。私はリスクが大きいと思っているんで
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すね。あなたの子供たちに思う気持ちがあるならば、私は今の予算で旧保育所を解体し、

そこからあなたの施策が生まれて来なくてはならないんですね。子供たちのために児童館

を建設するか、何らかの新しい方向付けをして行くのが、あなたにとっての最前の施策で

はないのか。私はそこにあなたがなぜ気づかなかったのか。この前町長に出された請願が

なぜ行き返って来なくてはならないのか。私はもうそこで決着は、前町長時代には解体し、

出来ることなら小学校に空き教室があればそれを活用して行きたいというような答弁ま

で、答弁じゃなしに文書ですかねえ。ええー、２８年の４月の５日付けで町長の方から転

換するなら便利な施設として他の場所に移動させ、支障があれば危険な場所じゃない小学

校の空き教室を活用して行きたい。こんなことが言われておったわけなんですね。そして、

請願書の中においても、やむなく解体されても、プレハブでもいいから、園庭の安全なと

こにプレハブでもいいから設置してほしいというのが保護者からの請願の内容なんです

ね。あなたが考えたことは、単なる独り相撲ではなかったのか、と私は強く感じるんです

ね。その点、どのように思いますか。ご答弁お願いします。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

新たな施設を建設する場合には相当な時間と予算がかかるのではないかと考えており

ます。それから、先ほどの空き教室の件ですが、それは小学校の方が対応出来ないという

話を聞いておりました。それとですねえ、取り壊すのに辺地債充当で２，０００万かかる

という話です。設計で、一応設計委託で４００万既に使っておりました。で、これが実際

には２，０００万で済むかどうかという話もあるんですが、その前の段階で２，８００万

とか、そういうオーダーの金額も出ておりましたが、再度絞っていって２，０００万にな

ったというような話も聞いております。 

そういった中で、本当に財政事情が厳しい中で、今それをやめるかどうかという話はで

すね、実際に２，０００万の起債事業の中で１，６００万ほどですかねえ、ああ１，５０

０万くらいですかねえ、辺地債が充当されるという話も聞いておりましたんですが、それ

にしても、また起債として残ってくる。で、一般財源の継ぎ足しも必要になる。そういっ

たこともトータルで考えた部分もあります。ええー、先ほど言われましたように、辺地債

返すとなると、まあ県のそういった窓口等の対応もですね、まずくなるというのは当然承

知しております。で、こういったやり方がいかにまずい対応かというのもよく分かってお

りますし、職員の方からも本当にお叱りを何回も受けております。 

ええー、そういった中でですね、私自身としては新たな施設をここで、あそこに造ると

いう作業はもうほぼ厳しい現実だと思っております。というのは、皆さんご承知のとおり、

その前にコミセンの方、お金を相当注ぎ込んで直してますよね。ですから、それでいいの

かというのがあったもんですから、実際にあれを壊してまた新たな施設を建てるというこ

とになりますと、何回も何回もそういったことを繰り返したことになりますんで、もうこ

れ以上は無理かなという判断をしました。この辺は本当に寺下議員さん仰るように、新し

い施設をちゃんと提供して行けるんであれば、それが一番いい方法だとは思います。ただ、
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今の諸般の財政事情を考えたときに、それがすんなりですね、実現の方向に向けて歩み出

せるかというのはかなり厳しいものがあるという認識があったもんですから今回のこの

ような方法でですねえ、何とか急場しのぎではありますが、子供たちにそういう環境を少

しでも提供できたら、その方がいいのではないか。そういうふうに考えてこういった処置

をさせていただきました。以上です。 

○（５番寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。最後にしてください。 

○（５番寺下 滿憲 議員） 

はい、もう議長の方から最後ということなんですけど、今、町長の方から奇しくも、そ

の場しのぎというような言葉も出ておるわけでありますが、いわゆる旧保育所を活用して

行くに当たっては、ええー、何らかの工事が伴ってくると思うんですね。そのまますぐ使

えるわけではないと私は思ってます。ええー、水回りとか、いわゆるトイレ等々、いろい

ろ工事を進めて行かなくてはならない。ええー、本来の子供クラブのお母さんやお父さん

たちが考えていたのは、いわゆるコミュニティセンターで活用して行く中においては、な

かなか県道沿いである学校から離れている等諸々あって、このたび、こういことをしてほ

しいということが出されたんですね。そして、出来るなら最終的にはプレハブでも構わな

いような意見まで請願書の中に出されとったんですね。私は今後、その旧講堂を活用した

りするに当たっては予算組みしていかにゃいけないし、耐震性のないものについては町単

工事か何かで解体して行かなくちゃいけないと、私は見ているんですね。耐震性のない建

物をそのまま置いて耐震性のある講堂だけ活用するのも何らかおかしな問題ではないか

と思ってますね。あなたが最前から言っている、子供たちにとって最善の場所であれば、

最善なように、ものに造り上げて行かないと。そして、コミュニティセンターにお金をか

けたけど、今の岩城の人たちにとって、諸団体において、活用する施設が不足しているん

が現実じゃないんですか。そういった中においては、今度、児童クラブの方たちが使って

いたところを諸団体の方たちが活用して行くことができるんですね。そういうことを網羅

しながら、いわゆる議案なり、諸々等提案して来ないと、その場しのぎになって来るので

はないかと私は思うんです。上島町に今までなかった児童会館や子供会館を建設して行く

ことは、私はやぶさかな問題ではなかったのではないか。このように捉えて、最後の答弁

を求めて終わります。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

はい、児童会館等ですねえ、そちらの方の建設については、私自身もそういったことは

積極的に進めたいとは考えております。ええー、ただ、先ほどの保育所の跡地なんですが、

こちらの方は先日保護者の方が現場の方を見ていただいて、その後、必要最小限の補修等

その辺も考えてまいりたいと思っております。それから、利用形態については、いかに安

全性を担保するかといった協議を保護者の方たちと綿密につめてまいります。ええー、そ

ういったことで、将来、財政的なものもありますが、何らかの形でそういった児童館なり、
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学童保育用のそういったものとかですね、大切な施策になろうかと思いますが、その辺に

ついては、将来的に検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） はい、終わります。 

（寺下議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） これで寺下議員の質問を終わります。 

  ここで、１０時１０分まで休憩に入ります。 

 

（ 休 憩 ： 午前９時５５分～１０時７分 ） 

 

○（濱田 高嘉 議長）  

それでは、会議を再開いたします。 

続いて、大西議員の質問を許します。 

（大西議員、登壇） 

○（４番・大西 幸江 議員） 

議席番号４番、大西 幸江です。 

今日は質問を１つさせていただきます。「小中高一貫教育について」ということで質問

させていただきます。 

先の選挙の際に、町長が出した「かおる通信」の中に、「小中高一貫教育を実施する」

ということが書いてありました。現在の上島町は、小学校４つ、中学校３つ、高校１、商

船高専 1 つ存在しております。合併から１２年経った今も制服一つも統一されておらず、

それぞれの学校の特色を色濃く残して運営している状況です。また、高校は県立、商船高

専は国立と、基本的な権限も上島町にはない学校もあります。 

    そこで質問いたします。 

    小中高一貫教育を実施する目的はどのようなことでしょうか。また、実施するスケジ

ュールや具体的なビジョンをどのように描いているのかご説明いただければと思います。

よろしくお願いします。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

   大西議員のご質問にお答えいたします。 

  現在の上島町における、小中学校、高校この現状は皆様はご承知のとおりですね、まだ 

橋が全線開通していない、それから魚島という特殊というか、遠隔地もございますし、そ

ういった中で、それぞれの学校がそれぞれの特殊を活かしながら運営している、それは確

かな現状でございます。それから高校については、当然国立である商船高専とは、完全に

相入れない部分というのはございますので、ええー、私が提言させていただきました、「小

中一貫教育」これはですね、それぞれ立場が違うにしても、上島町この町内で生まれた子

供さん、これは同じまあ条件といいますか、同じ上島町産という意味合いからですね、彼
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らの持って生まれた才能をどこまで伸ばせるか、それが一番のまあ手腕でありまして、今

の学校は小学校、中学校、高校と分かれて行きますと、それぞれの６年、３年、３年とい

う期間ごとに、区切られてしまいますので、一貫した教育そういうものができない部分が

ございます。もちろん、この一貫制に関してもですね、メリット、デメリットはございま

す。ただ、これを子どもさんたちの才能をいかに伸ばしていくかという、そういう観点か

らすると、例えば何と言いますかね、小学校の早い時期からもっと能力のある人は、いろ

んなことを少し上の部分ですかね、そういったこともできるし、少しのんびりやりたい人

は、それなりの対応が出来る。それと、まあ小学生から高校生までの中の地域社会の一員

としての位置づけみたいな、そういった教育も可能である。そういう現実があろうかと思

っております。そういった一貫教育をやっているところの生徒さん、今、県内でも中高が

ほとんどだと思います。 

そういった中でのメリットの部分については、段々と皆さんのもとに情報が入っている

かと思いますが、そういう部分ですね、まあ一貫した教育、一つのテーマについて、３年

で区切るんではなくて、６年間それをある程度継続できると、そういった内容があろうか

と思います。ええー、ただ、実際問題、この一貫教育に対する法律的なものとか、制度上

のものとか、いろんな意味での縛りがありまして、今、小中高一貫というのは、東京都に

１校のみですかね、そういった話かと聞いています。相当厳しい条件と言いますか、制度

をやるのは難しいことは了知しております。ましてや、この上島町にあっては、そういっ

た小学校においては、それぞれの島ごとにバラバラであるというのも、本当にこういうこ

とは、まだまだ先のことという話にはなるかと思いますが、ただ、上島町のその架橋とい

う観点からですね、岩城橋が平成３３年に開通しますが、じゃあ、その時になったときに

小学校の児童数がどういう編成をするのか、その中で、子どもさんが少なくなったときに

どういう対応、教育の現場においてどういう対応するのは子どもさんたちの能力を伸ばす

良い教育を受けれる環境を作る。そういった中でどういうのが一番良いのか、これはこれ

から皆さんとどんどん協議をして行くべき課題でありますが、その中の一つの政策として、

こういうシステムであれば、より子どもさんの能力を延ばせるではないか、そういうふう

に考えた次第です。 

ハードルは本当に高いとは思いますが、こういった方法で少ない子どもたちをいかに能

力を引き延ばしていけるか、それがこの一つのシステムではないかなと思っております。

これは当然これから先ですね、教育関係者等ともですね、いろんなご意見を聞きながら、

具体的なスケジュール、それから実際にこうやったら良いんじゃないかとか、その先進事

例もはじめ、こういう考え方もあるとかですね。そういう事も含めて、これが皆さんにと

って良いのかどうか、そのことも含めまして、現場それから関係者、保護者も含めたそう

いった話をですね、どんどんできる機会を持ちたいと思っております。その中で、具体的

にじゃあどうするかという話になりましたら、どんどんスケジュールとかですね、予算的

なものとかも考えていかなければならない、そういう問題だと思っておりますので、今日

明日どうこうなる問題だとは、当然思っておりません。ただ、将来的に橋が架かってつな

がった場合に、この方法が、ある意味、子どもさんのために良くなるのではないかと、そ
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ういう考え方であります。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（４番・大西 幸江 議員） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、大西議員。 

○（４番・大西 幸江 議員） 

  はい、たくさんですね言っていただいて、思いがいっぱいあるというのはすごく分かる

んですけども、ちょっと結局目的としては、ずっと話の中で聞いて行くと、要はそのー、

子どもたちの能力をよりよく伸ばすためにまあ、「小中高一貫教育を目指していきたい」

という事かなと。で、「それについては、架橋の時期に併せるような形で検討していく」

というふうな意味合いでとって良いのかな、というふうに思ったんですけれども、それで

よろしいでしょうか。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

 ええー、架橋の時期といいますのはですね、具体的な話を申しますと、例えば岩城小学

校、それから生名小学校の児童数が、これからどのように変わって行くか、それによって

は、統廃合等をですね、まあ県の方からそういった話が出て来る可能性があるという、そ

ういう厳しい現実も踏まえたうえでの話で、橋が架かったからこれをやりましょうという

話では当然ありません。 

で、皆さんが例えばですね、小学校は地域文化の担い手と言いますか、そういう核にな

るポジションというのは、皆さんもご存知だと思いますし、学校があることによって、そ

の地域の文化、それが地域に根付いていくという、そういうシステムは、重々分かってお

ります。ですが、これが統廃合となると、これは私共の方では、決め兼ねる部分が出て来

ると思うんですね。たぶん県の方が、橋の開通を目途に、何らかの形でそういったことも

言われるんじゃないかと。もちろん橋が架かること自体が今回の合併というか、そういう

大きな流れを作る一つの創始といいますか、そういうことになっていたという事は皆さん

もご承知だと思います。それで逆にですね、今度橋が架かった場合に、当然小規模校とい

いますか、児童数が少なくなったところをどうするかという話が、県辺りから出て来るの

ではないかと。そのことを睨んでですね、じゃあその時に狼狽えても仕方がないので、今

からこれを考えましょうと、そのための一つのシステムとして、この方式が考えられるの

ではないかと思っております。 

ですから、皆さんが本当に、じゃあここは残して、ここは統合して、みたいな話になる

とですね、その辺も含めた話を当然地元から興してこないといけないという意味も込めま

して、これからのそれぞれの島の教育体制をどう組み上げていくか、そのことを皆さんと

一緒に考える一つの手立てになるんじゃないかと思っておりますので、これで絶対行くと

いう、そういう話ではありませんので、そのことだけは確認させていただきたいと思いま

す。以上です。 

○（４番・大西 幸江 議員） （挙手）はい。 
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○（濱田 高嘉 議長） 大西議員。 

○（４番・大西 幸江 議員） 

ええと、すごく良くわかりました。統廃合の話は必ず付いて出て来る時期があるってい

う事は私も認識があります。子どもが減っていますのでね。親御さんたちも今学校に行か

せている親御さんたちと話していても、やっぱり学校はできるだけ残したいという気持ち

が強い。で、それは地域のお年寄りなんかも同じです。で、そういうふうに聞いているの

で、まあ学校の問題は非常に難しいと思うんで、あのー、今からやっぱり検討を始めてい

ただいて、で、「小中高一貫教育」というところに持って行かないまでも、その教育格差

に関しては、是正されるような形で、今からでもスタートしていただいて、進めていただ

ければと思います。以上で今日は質問終わります。 

（大西議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

これで大西議員の質問を終わります。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、池本 光章議員の質問を許します。 

（池本 光章議員、登壇） 

○（３番・池本 光章 議員） 

議席番号３番、池本 光章です。２つの質問をさせていただきます。 

１つ目は、「防犯灯の設置要件について」です。 

現在、防犯灯の設置については、各地区において設置数の数に制限があるため、新たに

設置する場合は、現在設置されている防犯灯の移設若しくは現在使用されている防犯灯の

使用をやめた場合に限られるようです。 

各地区においては、まだまだ暗い個所や住宅が立ち並んだ所もございます。将来的には、

新しく道路も整備されることも予想されます。防災対策の見地から考えても、避難の際、

かなり危険が伴うことは明らかです。 

防犯灯の設置要件の再考について、お伺いしたいと思います。 

なお、この質問については、各地区委員、各地区長と行政の間で検討されるべき課題で

あると思われますが、こうした常識で判断されるべきであろう課題が、前町長時代は、無

視された経緯があると思われます。職員の方々の立場では、解決されないと考えたため質

問させていただきました。以上です。 

○（村上 和彦 総務部長） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） 村上総務部長。 

（村上総務部長、登壇） 

○（村上 和彦 総務部長） 

  池本議員のご質問にお答えいたします。これまで街灯の設置につきましては、道路の新

設やまとまった家屋の新築など大きな環境の変化があった場合を除き、基本的に新設はせ

ず、比較的不用と思われる箇所からの移設で対応して参りました。しかしながら、街灯の
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新設に対する地区要望は増え続けており、今のゼロベース設置要件では、地域の実情と住

民要望に十分に応えきれていない事は認識しております。 

こうした現状を踏まえ今後の街灯の新設につきましては、防犯や防災安全確保の観点か

らも財政的な負担を考慮した上での適切な予算の確保を図り、地区と協議を行った上で、

地区ごとの年間設置制限を設けるなどの新たな基準を定め、柔軟に対応してまいりたいと

考えております。以上、よろしくお願いいたします。 

（村上総務部長、降壇） 

○（３番・池本 光章 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、池本 光章議員。 

○（３番・池本 光章 議員） 

  はい、ご明確なご回答ありがとうございます。 

ええと、この防犯灯に限らず、常識で判断していただきたいような、各諸問題が今まで

どうも真面な回答が返ってきていない。または、実施されていない。変な方向に進んでい

るといったような事案がかなり見受けられますので、今後とも、そういった課題について

は、住民レベル・各地区長レベルで、行政との間が真摯に話合いの場をもって、今のよう

なご回答がいただけますようご期待させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

ええと、２つ目ですが、２つ目は、「生名公営渡船の再編について」お伺いします。 

公営渡船については、住民から多くの苦情が寄せられております。特に、弓削汽船、青

丸の運航については、船が小さいため車の積み残しが非常に多く、特に朝の通勤時間帯に

よく見られます。仕事に行く人にとって、大きな問題・課題であります。さらに甲板は、

傾斜等が整備されていないため、細い角棒をタイヤに歯止めしたりするため、乗降に無駄

な時間がかかり大変不便を感じております。細い歯止め棒なので安全性に問題もあると思

われます。事故の可能性も十分に考えられます。車等も増えて黒字営業が続いている現在、

早急に青丸に代わる大きなフェリーを建造して、住民の気持ちに応えるようにしていただ

きたい。また、切符の販売等を委託しておりますが、役場の職員を一人も置かず、１日に

何十万もの現金を人任せにして、問題が起きた場合、責任の所在はいかにするのか、再編

が必要と思われます。 

車の乗降の際には、因島側においても生名側においても、特に因島側の方が問題ではあ

りますが、係員が、係員じゃなくても委託先の方々にお願いをして、必ず出て指示をして

トラブルが無いように教育して行くのも行政の務めではないかと考えます。 

青丸の参入については、議事録等を拝見させていただきましたが、大変不透明な部分が

多くございます。今まで各議員さんの方からいろんな問題提示があり、検討されてきた事

案ではございますが、ここで改めて再編等、以上の問題に対して、町長はいかにお考えか

お伺いします。以上です。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 
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  ええー、池本議員の２番目の質問にお答えいたします。 

 生名公営渡船については、これから平成３３年以降、岩城橋開通、そういった大きな交

通体系の流れが変わって行く中で、我が上島町の表玄関として、本当に大きな重責を担う

そういう位置づけの機関、港となります。そういった中で生名フェリー、これをどのよう

に変えていくか、どのように皆さんの足として、フルに活用していくかということは最も

大きな課題の一つになろうかと認識しております。 

で、先ほど来、池本議員さんの方からご指摘がありましたとおり、いろいろな問題はす

べて、この運航責任者である上島町の責任となるのは明白であります。そのことはしっか

りと自覚しながらですね、いろいろな問題について、リアルタイムで改良していくべきだ

と考えておりますので、しっかりとやらせていただきます。中でもですね、今の運航形態、

それから管理体制、港務所の保安体制、そういったものをすべて含めまして、今のあり方

で良いのかどうか、私は基本的には、元の生名村役場が運営しよった状況に一旦返すべき

だと思っておりますので、その中からどんどん新しい交通の流れに対応した形に変えてい

きたい。そう思っております。 

当時と比べて、これから今でも積み残しがあるような交通量、それから３３年以降につ

いてはもっともっと交通量が増えてきます。そのときにどういう形態で運航していくのか。

上島町に入って行くもの、出て行くもの、そういったトータルの流れをどう把握して、ど

う捌いていくか、このことは本当に、この町が生き残る死活問題であります。その中で今

私が、概略考えているのは、何としても立石港周辺の利用形態、これをラインを増やすと

かですね、そういう流れをもう少しスムーズにするような方法も考える必要があると思い

ますし、一番ネックになる長崎桟橋の方、こちらをどうするかという話ですが、今の状況

ではとても対応できない、しきれない。で、そのためにはじゃ、どうするかという話にな

りますと、今の待機レーンを少なくとも倍以上に拡張しなければならない。じゃあ、その

用地をどうするかとか、どこをどういうふうにつつけば可能性があるかと、それを早急に

探って参りたいと思います。 

で、これは上島町の問題に限らず、まあ桟橋のポンツーも含めて、渡橋も含めて尾道側

との交渉になろうかと思います。その時にじゃあ、こちらとしてどういう態勢で臨むのか、

どういう要望を出していくのか、それも含めてですね、いろいろな作戦を組み立てる必要

があろうかと思いますので、議員の皆さんのお知恵もどんどん出していただいて、人脈ネ

ットワーク等ですね、フルに活用させていただきたいと思います。これは因島を巻き込ん

だ動きにしないと実現できそうにありませんので、ぜひ、その辺をよろしくお願いします。

それでそういった案件があるので、上島町は、町自体がですね、これをもう一回仕切り直

しの線に持って行かないといけないと、そういうところに来ているんじゃないかと思って

います。 

  ただ、池本議員が指摘されました船の大型化についてはですね、これ以上大型化にする

というのは、ちょっと運航管理の安全上ですね、あまり船が大きくなるとご承知のとおり、

あの水路幅、そこでピストン運航をしないといけない。そういった中でですね、今のが船

形としては、ベターじゃないかなと思っています。もう少し幅があっても良いかも知れま
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せん。それは新しい船を建造するときに考えるべき課題になろうかと思います。それと、

後はですからまあ、運航形態ですね、そこら辺はピストン運航をどうやって行くか、ただ

あのー、これ以上ピストン、朝の例えば、１５分おきとか、それ以上はちょっと難しいと

ころもありますね。あまり１０分間隔でやるというのは、実際運航上乗り降りがあります

ので、これ以上間を詰めるというのは厳しい、そういう問題もあります。その辺がありま

すので、まあ、この辺もですね、現場と実際に使う人と、それから行政サイドとかいろん

な方ですね、同じ土俵でどんどん意見を出し合いながら、変えられるところは変えていく

と。どんどん改良していく、そのスタンスで取り組ませていただきます。 

  あと、港務所の管理の話もあります。立石側と長崎側ですね、この辺もこういった事で

目まぐるしく変わって行くであろうことが予想されますのでね、これは取りあえず役場と

してしっかりとしてベースをつくるという基本を作る立場から取り組まねばならない。そ

ういうふうに考えております。その中である程度、まあ軌道に乗った場合に、じゃあ、こ

このところは、ちょっとあれですかね、委託部分出せるかどうか。そういう判断をさせて

いただくのが良い方策ではないかと考えております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（３番・池本 光章 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 池本議員。 

○（３番・池本 光章 議員） 

    明確なご回答ありがとうございます。 

    「旧生名村体制に原則仕切り直し」というような意見をお聞きしましたので、ぜひ、そ

の線に沿って、管理体制を整え再編検討をしていただきたいと考えます。 

それと、いろんな運航とか、船の大きさについて、いろいろな考えもお持ちのようです

が、今の船長さんの持っておられる免許に対しての最大限の運航のできるフェリーの建造

をお願いしたいと思います。それはたぶん可能であると担当事業課の方から聞いておりま

すのでよろしくお願いします。 

そして、ラッシュ時の積み残し等、対策についても２隻で予備船も含めて、２隻で運航

するとか、いろんな事が考えられると思いますので、その辺のところについても、これか

らいろいろ皆さんで話し合って進めていただいたらと思いますので、どうもよろしくお願

いいたします。ありがとうございました、以上です。 

（池本 光章議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長）  

これで池本 光章議員の質問を終わります。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

  続いて、檜垣議員の質問を許します。 

（檜垣議員、登壇） 

○（７番・檜垣 一成 議員） 

議席番号７番、檜垣 一成です。 
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「臨時職員の待遇改善について」質問します。 

過去に早期退職者が多く出て、現在、課長クラスや経験豊富な職員が不足し、庁舎内の

仕事等対応に対しての住民からの不満の声を良く聞きます。臨時職員の人で経験年数も長

く仕事の要領も優れた職員も多数おり、すぐ役立つ人も多くいる様に思います。 

  臨時職員の人を正職員に採用し、職務の充実を図っていただきたい。４～５年前にも年

齢に関係なく正職員に採用された職員もいるように聞いています。臨時の人も年齢に関係

なく仕事の出来る人は、正職員に採用すべきだと思いますが、町長はどのように考えてお

られるかお伺いします。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

  檜垣議員のご質問にお答えします。 

  ええー、正職員の採用につきましては、地方公務員法に基づいて、公平・平等、この原

則の基に実施しております。過去において、臨時職員から新規採用候補者試験を経て、正

職員に採用された実例も数多くございます。しかし、新規採用候補者試験、これにはまあ、

年齢制限があるということから、経験年数の豊富な臨時職員の方が受験することが難しい

面もありました。 

まあ、こういった公平性の観点から臨時職員に対して特別な優遇措置を講じることは出

来ませんが、今後はこの臨時職員に限らず、即戦力になるような、経験豊富で優秀な人材

をですね、確保する組織力の強化を図る、このために年齢要件を無くする方向で考えたい

と思います。年齢層の高い方ですね、この方でも、今の社会では行政経験も豊富な方とか、

そういった移住とか、そういった想定もこれからはどんどん出て来る可能性もありますの

で、そういった方たちの能力をいかに上手く使って行ける体制を作るか、そのことも上島

町にとっては、大切な戦力増強になろうかと思います。 

ただ、今の臨時職員の方につきましては、再度採用試験を受けていただく事によって正

職員になっていただくと。中にはですね「臨時職員のままの方が良い」という、能力があ

っても「そのままの方が良い」という方もおられるようです。その辺もありまして、まあ、

雇用形態として、それはご本人が選択をする。そういうところもあろうかと思いますので、

ただ上島町としては、そういった優秀な人材をどんどん受け入れる体制ですね、それはし

っかり作っていきたいと思います。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（７番・檜垣 一成 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、檜垣議員。 

○（７番・檜垣 一成 議員） 

 試験の結果だけではなく、今まで臨時で勤めた経験年数や人格等を考慮に入れた人選も

必要と思いますが、その辺りはどうですか。臨時の方でもやる気があり、良く仕事ができ

て能力のある人などは、ぜひ前向きに対応していただきたいと思います。 
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○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

 もちろん、経験というものは貴重であります。ましてや、上島町というこういった人口

規模は７，０００人というその中での離島同士の合併というこういった特殊な職場環境、

これはやっぱりあのー、経験というものは相当大きく響いてきますので、その辺を考慮し

ないことは絶対ないと思います。これからやって行く中で、実際にその職場にいる人たち

も、町民の皆さんも見ているわけですから、その人たちの評価というのは、優秀な人はど

んどん上がってくるはずです。その辺の情報は、放っておいても入って来るんじゃないか

と、まあ、それでもこちらから積極的にリサーチしてですね、適切な判断をさせていただ

く材料にさせていただきます。以上です。 

○（７番・檜垣 一成 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、檜垣議員。 

○（７番・檜垣 一成 議員） 

 明確な回答、ありがとうございました。ぜひ、前向きに対応していただきたいと思いま

す。以上です。よろしくお願いします。 

（檜垣議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長）  

これで檜垣議員の質問を終わります。 

 

○（濱田 高嘉 議長）  

続きまして、平山議員の質問を許します。 

（平山議員、登壇） 

○（８番・平山 和昭 議員） 

議席８番、平山 和昭でございます。 

ええー、本日は１件の質問をさせていただきます。 

先ほど来、同僚議員から内容の似た質問が出ておりまして、それぞれの個別のご回答も

いただいております。従いまして、私の質問に関しましては、まあ、それらを総括した意

味合いでのご答弁をよろしくお願いします。 

  質問次第としましては、町長の選挙公約である「新たな上島町交通体系の構築の構想は」

というところでございます。 

宮脇町長は、上島架橋完成を前提にした新しい町内交通体系の構築を公約の一つに掲げ、

見事当選の栄に浴しました。しかしながら、この問題は前町長時代から町の大きな課題で

あり、架橋に伴う利便性は、実は極めて限定的なものになってしまっている現実を露呈し

ていると言わざるを得ない現状でございます。 

架橋というものは、いわゆるモータリーゼションの下支えの仕掛けであり、自動車の利

便性を自ら有しない高齢者、あるいは、これからそこに向かっていく人々、まあ、言い換

えれば交通弱者にとっては、利便から不便への一直線であることが明らかになっておりま
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す。島民の多くを占めるこうした高齢者等交通弱者から、日頃からその不便さを嘆く声が

多くあがっていることは、町長もご承知のことであると思っております。 

島で構成される我が町の交通体系は、一人自動車のみでは住民の安全・安心を担いきら

ない現実を、充分に認識されておられるからこそ、先の公約になったのであろうと推察さ

しております。 

そこで、喫緊の課題とされるその交通体系につき、直ちにどのような取り組みを考えて

おられるのかを、お示し願いたい。以上です。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

  平山議員のご質問にお答えします。 

  ええー、先ず最初にですね、取組まなければならない、そのことは一番の交通弱者であ

ります、病院への通院者、それから買い物難民の方、この辺りだと考えております。 

そのためには先ず、通院バス、それから福祉バス、この２つを早期に一日も早く実現し

ていくことではないかと考えております。それらを踏まえたうえでですね、先ほどご質問

にありましたような、全体を見渡した交通の連携、交通の体系をきっちりと組んで行くと

いう、そのために、各分野ごとの関係者、機関、それから利用者、そういった方たちの利

用者の声とか、実際の運航者の声、そういったものを的確に徴取しながら、聴きながらま

とめて上げていく。そういう作業が必要かと思います。これは、ある意味議会の皆さんに

もそこに参画していただいて、早い時期にそういった意見をまとめていただく、その作業

をお願いすることになろうかと思います。その時にはご協力のほどをよろしくお願いしま

す。 

で、そういった架橋に伴う最終的な、最終的なといいますか、３３年以降の流れ、これ

を見越した動きでありますが、その辺につきましてはですね、先ほど立石と長崎桟橋の話

をしましたが、それ以外にも実際には、フェリーとして、小漕と洲江間、これもおそらく

上手く使えば、相当バイパスとして、機能するんではないかと考えております。これは心

臓でいう尖頭を入れたバイパスを作るというような、そういうイメージでしていただけれ

ばと思います。 

先般、三光汽船の方にもちょっといろんな話を聴きに行ったのですが、その中でやっぱ

り橋が架かって、人と物が立石の方に流れて行った場合、立石、長崎桟橋に流れて行った

場合、おそらくまあパンク状態に近い、そういったことが考えられるだろうと。その時に

じゃあ、どういうふうに対応をするのかということになりますと、先ほど長崎桟橋の方の

受け入れ態勢を変えるというのは当然の話なんですが、それでも、おそらく貨物主体の造

船関連の資材を運ぶ貨物関係の２０トンとかロングボディーのそのトラックですね、こち

らの方はもう長崎では対応できないだろうと。それは皆さんもご承知だと思います。で、

そういったものに対応できるような、態勢をどうも三光さんは考えておられるようで、大

きめの船型にこの前新しい船を造り替えたそうです。船員さんも若い人にシフトしつつあ
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るという事でした。で、新しい船ともう一隻の船で２台態勢その辺も組むという話でした。

そういったことから貨物は洲江、小漕、それから人や乗用車については、立石、長崎、そ

ういった使い分けをうまくやれば、多少といいますか、かなり問題の解消につながるんで

はないかと、そういう気はしております。ただ、これでどこまで行けるのかとか、そうい

う事も、実際にはこういう物は、動かしてみないとわからない部分が多々ありますので、

その辺は実際に動きながら、改良をどんどん加えていける方向で対応をしたいと思います。 

いずれにせよですね、先ほど来、申しておりますように、全体の交通体系を組む、見渡

す、そういった場とそれから個々の例えば先言いました。立石、長崎、これに特化した部

分で話をする場とかですね、それぞれのいろんな場を持って利用者と運航者がどんどん意

見を交換できる現状をどんどん変えて行けると。そういう場が絶対に必要だと考えており

ますので、これにはまた皆さんのご協力を得ながらですね、町民の皆さんのご協力を得な

がら議会の皆さんのご協力もどんどんいただきながらですね、進めて参りたいと思ってお

ります。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 

  はい、大枠での話はまあ伺いました。 

  交通体系の再構築が出来るのは、直ちにではないですよね。何年か先にまとまってくる

ということで、実はそのー、同僚の質問の中にもございましたが、今、直ちに困っている

状況も当然あるわけであります。そうした中で、流動的なそういう交通体系をやりながら

最終的には一つの形にまとまると思いますが、今直ちに困っている方々にどう対応するか

と、それについての動きもなければいけません。で、まあ質問の最後にあります。そのー、

喫緊の問題にされますのは、実は例えばですね、町有船の「ゆげじま」、あれは売却とい

うことで今査定に出したり、見積もりいただいたりしているようですが、結局売却すると

希望値段では、売れないというのが常識ですよね。そうした中で、弓削汽船が運航してい

た「ゆげじま」がなくなってバスで移動するのは大変不便なんだという話もたくさん聞い

ております。 

ですので、町有船の暫しの有効活用といったような形で、町有船で、まあ町営として運

航して行くという形態も考えられると。そして、当然お金もかかるわけですが、いわゆる

人材活用の観点から言いまして、地元には船員の方、経験者もおられますし、そういった

方々の業務委託をしながら、当面はそれで凌いでいくということであれば、今困っている

人たちの因島、まあ例として因島なんですが、因島への対応が、バスプラス船ということ

になってしばらくは凌げるというふうに考えております。その辺りのそのー、町有船の船

の活用については、考えてはおられますか。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 
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  はい、「ゆげじま」についてですね、私もこれを行政連絡船として何とか使いたかった

んですが、実際にはもう売却という話が相当進んでおりまして、ちょっとこちらの方は、

間に合い兼ねないんじゃないかというふうに考えております。 

それで今、平山議員が仰いました、弓削港からの船便、これについては、行政連絡船が

駄目であれば、他の方法を何とか考える必要があるんじゃないかと思っております。どち

らにしましてもですね、今言われたバスで弓削港まで来て、そこから船に乗り換えて行く

という、この人たちの利用形態、おそらく通院であります。因島への通院でありますとか、

買い物でありますとか、そういった流れになろうかと思います。 

で、それに対応するのに、先ほど来上げております福祉バスが使える人は福祉バスを立

石まで乗っていただけるような、回数・本数を増やすとかですね、連絡を上手くやるとか

ですね、そういった対応、それから、それではちょっとやっぱり使い勝手が悪いというの

であれば、逆に今度それに連結した弓削港から土生にかかるその航路の中で、今魚島丸が

使っている部分とその時間帯とじゃあ、どのくらいの誤差というか、タイムラグがあって

どの時間帯が欲しいんだという、その辺のことを含めましてですね、早急に先ほどの話合

う場という奴をですね、年明けてからですね、出来ましたら立ち上げるように考えたいと

思よんですが、それでそういった利用者の声を先ず集約させていただいて、その中でどの

方法で対応できるか、これで大丈夫でしょうか、という話ですよね。その辺をぜひ意見交

換をさしていただいて、現実的には、こういう対応が良いんじゃないかと、そういうもの

を取り敢えずの緊急策としてまとめさしていただけるのが一番良いじゃないのかと考え

ます。以上です。 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 

 「ゆげじま」の売却の話が進んでいるということで、具体的にはもう、手を挙げている

方がいられるという事ですね。そして、あの、無いんですか。あのー、いつでしたか、２

か月ほど前に私が伺ったのは、まだ手が挙がっていないといった話です。 

ですのでまあ、船という選択肢は、取り敢えず外すというのであれば、そういう方針で

行くんであれば、例えば魚島丸の活用というには、喫緊の課題としてですね、別便のバス

を考えるとか、いったようなことをやって行かないと、トータルとして全部がつじつまが

合うようなダイヤを組もうと思えば急にはできません。というふうに思いますので、その

辺りをきちんと方向性を定めてですね、弓削から魚島、因島までの船は別途考えないんだ

ということを方針が固まるんであれば、もう魚島丸の活用しかない。ですので、魚島丸の

ダイヤに合うような、例えば具体的に言えば、弓削で言えば久司浦方面からその合うよう

なバスを別便でマイクロバスでもいいから走らせるとかいったような話も考えなければ

いけないと。そして、最終的には、当然と言えば当然なんですが、予算の目途がつかない

と事業が立ち上がらないということでずっと町は動いて来ました。 

しかし、そう言っていますと結局仕事ができないという事です。昔の話を言いますと弓

削商船学校を村で創ったと、村営で予算の４割も突っ込んで運営した。そうした流れで行
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きながら、最終的に国立国策として学校が国立になったといったような経緯がありますの

で、たちまちの事をするんであれば、町単でやって行くと、いうまあ、覚悟を決めてです

ね、年限も決めてやって行くと。 

ですので、当然福祉バスにすると今のバスの形もみな変えないといけないといけません

し、出来る事はやって行かないと待っていられないという現実もあります。ですので、そ

の辺りはお金のこと当然ありますが、補助金が取れる予定があるからするというんじゃな

くて、町単ででもやりながら実績でもって補助金に考えて行くという考え方もあろうかと

思います。まあ、その辺りも踏まえてきっちりと対応していただきたいというふうに思い

ます。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

    仰られるとおりだと思います。 

ええー、今ですね、先ほど来述べております、通院バスにつきましても、試行というか、

試行段階、試しと言うんですかね、そういった方法はどんどん取らしていただきたいと思

います。そのためには議会の方に提案する予算の方もですね、取り敢えずこれで試験的に

やらしていただきたいとそういう予算提案も考えたいと思いますので、皆さんの方でその

時にですね、ぜひ内容についてですね、こういうパターンも有りかと。ぜひ柔軟な姿勢で

ですね、これでずっとこれでいくんじゃないよと。これはあくまでも途中経過というか、

改良する最初の段階です、そういう見方で捉えていただいてですね、どんどん良い方法に

変えて行こうじゃありませんかという、そういう提案をさせてください。 

そういう事で、これから流れがどんどんたぶん変わっていくと思います。そういった中

で、じゃあ何が良いのかというのはなかなか皆さんは分からないと思いますのでね。皆さ

んで知恵を出し合いながら、これを変えていく必要があると思います。役場もこういった

経験はなかなか、「何年役場の職員をやっとんか」と言われてもいかんのですが、こうい

う３３年に橋が架かって全部がつながるというのは、本当に一生に一度のことだと思いま

すので、そういった中でどういう対応が一番良かったのかという、後で問われる話は当然

出てきますけど、まあ、それを考えて、本当にこっちの方が良いんじゃないか、何でこう

なるか、という、そういう原因とそれから対応と、それをさらに検証するという、そうい

う事をですね、細目にやらしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 

  はい、あのー、町長のやる気が伺える答弁でございました。そこでですね、職員の皆さ

んにもお願いしたい。上島町、まあ船に例えるなら上島丸の船長が代わりました。舵が切

られたのですので、今までの事は忘れて、船長の舵に従ってしっかりやっていただきたい

と。先ほどの町長の答弁もしっかりと実現していただきたいと、そのようにお願いして質

問を終わります。 
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（平山議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

これで平山議員の質問を終わります。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、前田議員の質問を許します。 

（前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員） 

議席９番、前田でございます。 

今回、２点の質問をさせていただいたらと思います。 

１点は、県工事の関係であるのを承知の上で質問させていただきたいと思いますが、現

在あるスベリは、２～３年前から風と波により崩れておりますが、なぜ今まで修復されな

かったのか。また、今後される予定はあるのか。住民の方々が非常に心配しておりますの

で、そこら辺りの明確な答弁をお願いいたします。 

○（越智 康浩 産業建設部長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、越智産業建設部長。 

（越智産業建設部長、登壇） 

○（越智 康浩 産業建設部長） 

  前田議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほど言われましたように、当海岸施設におきましては、愛媛県管理の農林海岸でござ

います。今治支局農村整備課の所管でございます。 

  これまで再三県に修繕についての要望をしてまいりましたが、予算に限りがあり、緊急

性や利用者数等の優先順位を考慮した関係で現在に至っていないとのことです。 

今後の見通しについて再確認したところ、県による早急な実施は困難であるとの回答で

ありました。従いまして、町による補修を検討いたします。よろしくお願いいたします。 

（越智産業建設部長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

  あのー、懇談の中での話なんですけども、３～４年くらい前に、今の壊れたスベリを修

復して、それを出来て１年も経たないうちに、スベリがまた波と風で壊れたと。その壊れ

ても、町も県も何もやってくれないと、やっぱり住民の方々、まあ、現場は皆さんご存知

だと思うんですけども、先端の方はもう穴が開いて、中ほども割れていたのも、町も県も

何もしていないから住民の方々がしょうがなしに、そのモルタルで自分らで今やっており

ますけども、そこら辺はやっぱりご存知の上、「町も町単で何も修復をしてくれなかった

んですか、これはどうしてなんでしょうか」と聞かれておりますが、そこら辺の見解はど

うですか。 

○（越智 康浩 産業建設部長） （挙手） 
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○（濱田 高嘉 議長） はい、越智部長。 

○（越智 康浩 産業建設部長） 

 先ほど説明したとおりなんですけども、一応施設でやはり町の行政としては、判断して

おりまして、県の施設なので県に要望するのが先ず一番の判断だと思いましてやっており

ます。で、まあ、今回、優先順位とかいろいろ言われて、予算の関係も出来ないという事

で町長と協議した結果、町の単独で検討していくということにしました。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

はい、良くわかりました。町単でやっていただくという事なんで、あそこは本当に台風

のときには、風と波ですごいところで、この下弓削みたいな本当に緩やかな地域とは異な

りますので、現状のようなスベリではなくてですねえ、それに耐えられるような防波堤に

していただきたいというのが皆さんの希望でございますので、それに対応していただいた

らと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  ２点目でございますけど、情報公開法に基づいて発行された件に関してお聞きいたした

いと思います。 

この件は、私の方で７月ごろに情報ではかなりの数が出ていると聞きました。そして、

１０月選挙前には膨大なる枚数というふうな情報が入り、この時点では、何もされていな

いとのことでありました。現在、これが処理されていない状態であればですね、町長のお

考えと今後の対応、まあ、これは一般的な質問とは異なるところがございますので、町長

の報告、考え方のみとさせていただきたいと思いますので、よろしく答弁をお願いいたし

ます。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇 馨 町長） 

  ただ今の質問にお答えいたします。 

先ず、この度のご質問につきましては、内容的に個人情報保護の観点から詳細について

はお答えできにくい、出来ないことをご了承いただきます。 

ご質問の情報公開請求の案件につきましてはですね、担当課からこれまでの経緯等の報

告を受けております。 

  今後の対応につきましては、やり取りの中でですね、双方の行き違いがなかったかどう

か。また相手方からのご意見等も直接お伺いし、両者で協議の上、最終的な判断をしたい

と考えておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  また、こういった情報公開、このシステムでありますが、情報自体は元々町民の皆さん

のものでありますから、出来るだけオープンにして行く必要があり、出来るだけ公開し易

い体制を作ってまいりたい、そのように考えておりますので、また、よろしくお願いした

いと思います。以上です。 
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（宮脇町長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

  どうもありがとうございました。 

  なるべく町長のお考えに沿うように頑張っていただきたいと思います。以上で終わらせ

ていただきます。 

（前田議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

   これで、前田議員の質問を終わります。 

   以上で一般質問を終わります。 

  ここで、１０分間、１１時２５分まで休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時１２分～１１時２５分 ） 

 

日程第５～１３、議案第１２０号～第１２８号 

○（濱田 高嘉 議長） 

会議を再開いたします。 

続いて、日程第５、議案第１２０号、「平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５号）」

から日程第１３、議案第１２８号、「平成２８年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第

１号）」までの補正予算案９件を一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

(複数の「異議なし」の声あり)「ご異議なし」と認めます。 

よって、日程第５、議案第１２０号、「平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５

号）」から日程第１３、議案第１２８号、「平成２８年度上島町魚島船舶事業会計補正予

算（第１号）」までの補正予算案９件を一括議題といたします。 

それでは、議案第１２０号、「平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５号）」から

順次提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

それでは、議案第１２０号、「平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５号）」の説

明をいたします。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,６００万円を増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７１億４，７００万円といたします。第２項の歳入歳出

予算補正について、お手元の予算説明資料、「平成２８年度１２月補正予算の概要」に基

づいて説明いたします。概要の説明書お願いいたします。 

 まず、全般的な事項ですが、補正予算の総額は一般会計が１億２，６００万円。特別会
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計は２，７５０万円で、その内訳は、国民健康保険事業会計１１０万円、国民健康保険診

療所事業会計９０万円。公共下水道事業会計は歳出予算のみの０円補正。簡易水道事業会

計１５０万円。ＣＡＴＶ事業会計は歳出予算のみの０円補正。介護保険事業会計２，０７

０万円、介護サービス事業会計は歳出予算のみの０円補正。魚島船舶事業会計３３０万円

となっております。 

 企業会計の上水道事業会計の補正はございません。 

 次に、一般会計の補正予算編成は、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、

町債を財源として、既定の事務事業の見直しを行いました。  

財源としては、まず、国庫支出金７，０１４万６千円。これは、国の第２次補正による

臨時福祉給付負担金（経済対策分）３、８１６万１千円と６月の梅雨前線により被害があ

りました農業施設と林業施設等の公共施設に係る国庫補助災害復旧事業３，１１０万円な

どでございます。 

県支出金１５万７千円。これは、介護サービス利用が困難な低所得者を対象に特別養護

老人ホーム等の利用者負担額を軽減するもので２名分９万７千円と、民間木造住宅耐震診

断事業に係る県補助金の創設により６万円を追加計上するものです。 

  繰入金２，９００万円。これは、財政調整基金繰入金です。 

 繰越金６２万５千円。 

 諸収入２９７万２千円。これは、後期高齢者医療療養給付費市町負担金の平成２７年度

精算による戻入れ２４７万２千円と落雷による魚島中学校の火災報知器修繕に係る保険

金５０万円でございます。 

町債２，３１０万円。これは、岩城校長住宅解体事業等に充当する過疎ソフト債の追加

分７５０万円、クリーンセンターのダストコンベア更新費用等の追加分９３０万円と岩城

診療所改修事業取りやめによるマイナス１，６１０万円とする衛生施設整備事業債マイナ

ス６８０万円。国庫補助災害復旧事業２，６８０万円を追加する災害復旧事業債でござい

ます。 

 以上、１億２，６００万円で補正予算を編成いたしました。 

  次に、補正理由と要旨ですが、まず１番目として、地方債の補正でございますが、予算

書の５ページ、第２表「地方債補正」をお願いいたします。 

岩城校長住宅解体事業等の追加に伴い、過疎対策事業の増額、クリーンセンター改修に

係る追加分と岩城診療所改修事業取りやめにより衛生施設整備事業を減額し、災害復旧事

業の追加に伴う増額をいたしました。 

以上により限度額の総額を補正前９億５，４００万円から９億８，８００万円に変更す

るものでございます。 

補正予算の説明資料に戻ってください。お願いいたします。 

２番目として、次の事務事業等を新たに計上したこと。 

（１）の造船振興事業は、岩城小漕地区埋立予定地の藻場移植検討調査業務等を計上する

もので４７２万６千円です。なお、本事業の財源はありませんが、埋立終了後に造船

企業から藻場移植検討調査業務に掛かった費用は返還をされます。 
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３番目として、次の事務事業等が一部変更等を要するに至ったことで、主な内容として、 

（１）の災害復旧事業は６月の梅雨前線により被害を受けた、弓削地区の農道土生鎌田線

と岩城地区の農道２路線及び三石林道の国庫補助事業分と岩城地区の小規模災害に係

る設計並びに弓削地区の土砂取り除きに係る単独事業分に係る災害復旧事業です。事

業費は６，７１９万５千円です。財源は国費３，１１０万円、災害復旧事業債２，６

８０万円でございます。 

（２）の臨時福祉給付金事業は国の２次補正予算に係るもので、低所得者を対象に平成２

９年４月から平成３１年９月分までの２年半分を支給するもので、事業費３，８１６

万１千円です。財源は全額国費を充当いたします。 

（３）の岩城診療所改修事業は診療所のエレベーター設置工事の取りやめにより、事業費

１，６５２万４千円の全額を減額するものです。 

その他、経常･投資的経費の変更を要するにいたりました。 

 以上で議案第１２０号、「平成２８年度上島町一般会計補正予算（第５号）」の説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

○（河端 光法 福祉部長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  河端福祉部長。 

○（河端 光法 福祉部長） 

それでは、議案第１２１号、「平成２８年度上島町国民健康保険事業会計補正予算第１

号」の説明をいたします。 

  予算書の１ページをお願いいたします。  

  補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出をそれぞれ１１０万円増額し、

総額を１４億９１０万円とします。  

  予算の主なものにつきまして、事項別明細書で説明いたしますので、７ページをお願い

いたします。 

  歳入ですが、３款、２項、２目、国庫補助金２４万９千円、９款１項、１目、一般会計

繰入金８０万円を補正し、財源としています。 

  ８ページをお願いいたします。歳出です。 

  １款、１項、１目、一般管理費の職員手当の増額は人事院勧告に伴うもので、１３節、

委託料は、国保の法改正の成立を受けた、平成３０年度からの新制度移行に向けたシステ

ム改修が必要になったため、２５万円増額しております。 

  ９ページをお願いいたします。 

２款、４項、１目、出産育児一時金８４万円の増額は、出産される被保険者の増が見込ま

れるため増額するものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、引き続きまして、議案第１２２号、「平成２８年度上島町国民健康保険診療

所事業会計補正予算（第２号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 
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補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出をそれぞれ９０万円増額し、

予算の総額を８，３３０万円とします。 

予算の内容ですが、主なものにつきまして事項別明細書で説明いたします。 

７ページをお願いいたします。 

歳入ですが、一般会計からの繰入金を９０万円増額しております。 

８ページをお願いいたします。 

歳出ですが、１款、1項、１目、一般管理費の給料、職員手当等及び共済費は、人事院

勧告に伴う人件費９１万７千円の増額です。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○（越智 康浩 産業建設部長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長）  越智産業建設部長。 

○（越智 康浩 産業建設部長） 

  それでは、議案第１２３号、「上島町公共下水道事業会計補正予算（第２号）」につ

いて説明いたします。 

１ページをお開きください。 

 第１条にございますように、歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

今回の補正予算は、人事院勧告に伴う給与改定に準じた町職員の給与等の補正を行うも

のでございます。 

  ５ページをお願いします。 

１款、１項、２目、２節の給料、３節の職員手当等、４節の共済費、合わせて５６万７

千円を増額し、６ページの３款の予備費で歳入不足を補うため減額の補正を行っておりま

す。 

  以上で、議案第１２３号、「上島町公共下水道事業会計補正予算（第２号）」について

の説明を終わります。 

 

続きまして、議案第１２４号、「上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）」につい

て説明いたします。 

１ページをお開きください。 

  歳入歳出予算の補正は、第１条にございますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１

５０万円追加し、歳入歳出予算の総額を３億４，９９０万円といたします。 

  今回の補正予算は、魚島地区において、海水淡水化施設の機器故障による修繕費と対策

時に清水を購入した費用につきまして、所要の補正を行うものです。 

  補正予算の主なものについて説明いたしますので、７ページをお願いします。 

  まず、歳入についてですが、３款、１項、１目、１節の一般会計繰入金を１３０万円増

額。４款、１項、１目、１節の前年度繰越金については、決算実績により２０万円の増額

をいたします。 

次に歳出ですが、８ページをお願いします。 

  ２款１項１目１１節の需用費については、清水購入費として１１１万円、２款１項２目
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１１節の需用費につきましては、修繕費として７０万円をそれぞれ増額しております。 

  なお、４款の予備費につきましては、歳入不足を予備費で補うための減額補正を行って

おります。 

 以上で、議案第１２４号、「上島町上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）」につ

いての説明を終わります。 

○（村上 和彦 総務部長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長）  村上総務部長。 

○（村上 和彦 総務部長） 

続きまして、議案第１２５号、「平成２８年度上島町ＣＡＴＶ事業会計補正予算（第１

号）」について説明いたします。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、第１条にございますように、歳入歳出予算の総額については変更は

ございません。 

 補正予算の内容につきましては、事項別明細書で説明しますので、５ページをお願いい

たします。 

 歳入予算の補正はなく、歳出のみの補正内容となっております。 

  まず、1款、１項、１目、ＣＡＴＶ事業費、７万８千円の増は、人事院勧告に伴い、３

節職員手当等のうち勤勉手当を７万８千円増額計上するものです。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

  ３款、１項、１目、予備費については、予算総額調整のため、７万８千円を減額計上し

ております。 

  以上、簡単ですが、議案第１２５号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（河端 光法 福祉部長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長）  河端福祉部長。 

○（河端 光法 福祉部長） 

それでは、議案第１２６号、「平成２８年度 上島町介護保険事業会計補正予算（第１

号）」の説明をいたしますので，予算書の１ページをお願いいたします。 

補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出をそれぞれ２，０７０万円を

増額し、総額を８億８，７２０万円とします。 

予算の主なものにつきまして事項別明細書で説明いたします。 

７ページをお願いいたします。歳入です。 

３款、１項、１目、国庫負担金の介護給付費負担金、２９万１千円の増。２項、１目、

国庫補助金の調整交付金１２９万４千円の増。４款、１項、１目、支払基金交付金の介護

給付費交付金４０万９千円の増。５款、１項、１目、県負担金の介護給付費負担金１８万

２千円の増及び７款、１項、1目、一般会計繰入金の介護給付費繰入金１８万２千円の増

のこれらの収入の増は、主に歳出の高額介護サービス費の増額に伴うものであります。 

同じく、一般会計繰入金のその他一般会計繰入金の事務費繰入金１，５４１万８千円の

増は、前年度分の介護給付費準備基金積立額の増額及び前年度分の国庫支出金と支払基金
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交付金の額の確定に伴い、返還金が生じたことに伴い増額するものであります。 

７款、２項、１目、基金繰入金の介護給付費準備基金繰入金８９万８千円の減は、国庫

補助金の調整交付金の増額見込みに伴う準備基金取り崩しの減額です。 

８ページをお願いします。 

８款、１項、１目、繰越金３７７万円の増は、前年度繰越金の確定による増額です。 

続いて歳出です。１２ページをお願いいたします。  

２款、４項、１目、高額介護サービス等費の１４６万円の増は、高額介護サービス費の

支給件数の増に伴うものです。 

１５ページをお願いいたします。 

４款、１項、１目、基金積立金の介護給付費準備基金積立金４７１万４千円の増は、前

年度に積み立てることが出来なかった介護給付費準備基金積立金を今年度に繰り越して

４７１万４千円積み立てるものです。 

１６ページをお願いいたします。 

７款、１項、３目、償還金の償還金利子及び割引料１，３７４万７千円は、前年度の国

庫支出金及び支払基金交付金の額が確定したことにより返還金が生じたものです。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

引き続きまして、議案第１２７号、「平成２８年度上島町介護サービス事業会計補正予

算（第１号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条にございますように、予算の総額に補正はございません。 

主なものにつきまして、事項別明細書で説明いたします。 

５ページをお願いいたします。  

歳出のみの補正となります。 

２款、２項、１目、地域密着型サービス等事業費４万円の増及び６ページの２款、３項、

１目、居宅介護支援事業費６１万４千円の増は、人事院勧告に伴う人件費の増額でありま

す。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（越智 康浩 産業建設部長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長）  越智産業建設部長。 

○（越智 康浩 産業建設部長） 

それでは、議案第１２８号、「上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号）」について

説明いたします。 

１ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算の補正は、第１条にございますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３

３０万円追加し、歳入歳出予算の総額を１億１，４１０万円といたします。 

  補正予算の主なものについて説明いたしますので、７ページをお願いします。 

  まず、歳入についてですが、３款、１項、１目、１節、県支出金の離島航路補助金につ
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きましては、本年度の交付決定通知がありましたので、その額へと増額補正をするもので

ございます。 

続いて、４款、１項、１目、１節、一般会計繰入金を１２０万円増額、５款、１項、１

目、１節、前年度繰越金につきましては決算実績により１１万８千円の増額としておりま

す。 

また、６款、１項、１目、１節、雑入につきましては、『地球温暖化対策のために原油

及び石油製品等に係る石油石炭税の税率を上乗せする特例』による昨年度に消費した船舶

燃料に対する地球温暖化対策税還付金と中間検査時において確認されたスクリュー破損

等に対する船体保険料を合わせた８４万９千円を増額しております。 

次に歳出ですが、８ページをお願いします。 

  １款、１項、１目、一般管理費については人事院勧告に伴う給与改定に準じた町職員の

手当等の増額の補正を行うものです。 

９ページをお願いします。 

１款、２項、１目、一般管理費については人事院勧告に伴う給与改定に準じた船員のよ

る給与等の増額のほか、１４節の使用料及び賃借料において、合いドック等で必要となる

船舶借上料、合わせて９０万円増額しております。 

１款、２項、３節、営繕費、１１節の需用費については、船舶修繕料として２３６万２

千円増額しております。 

 使用料及び賃借料につきましては、本年度、「ニューうおしま２」のエンジントラブル

により代船が必要となる事例が２件発生したことにより、今後予定しています合ドックの

際の船舶借上料が不足する見込みとなったこと。需用費につきましては、当初予算におい

て、あらかじめ修繕費の予算を確保しておりましたが、中間検査において内燃機関のピス

トンを交換する必要が生じたため多額の費用が発生したことから、それぞれ補正措置を講

ずるものでございます。 

  なお、３款の予備費につきましては、歳入歳出総額の調整を図るため減額補正しており

ます。 

 以上で、議案第１２８号 上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号）についての説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○（濱田 高嘉議長）  

提案理由の説明がありました。 

お諮りします。ただ今、議題となっております、議案第１２０号から議案第１２

８号については、予算決算委員会に付託して審議することにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認め

ます。 

  従って、議案第１２０号から議案第１２８号の補正予算案９件については、予算

決算委員会に付託して審議することに決定しました。 

 よって、本日、ここでの質疑は省略いたします。 
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日程第１４、１５、議案第１２９号、１３０号 

○（濱田 高嘉 議長）  

続いて、日程第１４、議案第１２９号、「新たに生じた土地の確認について」、並びに日

程第１５、議案第１３０号、「字の区域の変更について」は関連がありますので、一括議

題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり） 

「ご異議なし」と認めます。よって、日程第１４、議案第１２９号、「新たに生じた土

地の確認について」、並びに日程第１５、議案第１３０号、「字の区域の変更について」を

一括議題といたします。 

なお、採決については、議案ごとにそれぞれ採決を行いますので、提案理由の一括説明

を求めます。 

○（森本 英隆 産業振興課長） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） 森本産業振興課長。 

○（森本 英隆 産業振興課長） 

それでは、議案第１２９号、「新たに生じた土地の確認について」、ご説明いたします。 

この議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、上島町の区域内に新たに生じ

た土地が、上島町の地域であることを確認するものでございます。 

新たに生じた土地の所在は、参考資料の 1枚目をご覧ください。 

場所は、岩城の小漕地区の海岸線でございます。 

続いて、参考資料の２枚目をご覧ください。 

地番図の赤で囲んだ土地で、第一工区と第二工区で分かれております。面積は、第一工

区が３４０．７７㎡、第二工区が７３．２３㎡で合計４１４㎡でございます。 

今回の議案提出の目的は、昭和５７年度に上島町の主幹産業でございます造船業の振興

を図るため、各港から工場につながる町道長江小漕線の道路拡張を行いましたが、新たに

生じた土地の確認事務の手続きが完了しておらず、未登記のままとなっておりました。こ

れにより、新たに生じた土地を岩城の区域に編入するものでございます。 

続きまして、議案第１３０号でございます。「字の区域の変更について」ご説明いたし

ます。 

この議案は、地方自治法第２６０条第１項の規定により、新たに生じた土地を上島町岩

城の区域内に編入するため、議会の議決を求めるものでございます。場所及び面積につき

ましては、先ほどの議案第１２９号でご説明したとおりです。以上よろしくお願いします。 

（濱田 高嘉 議長） 

   ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質

疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論が

ないようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１２９号、「新たに生じた土地の確認について」を採決いたします。 
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お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

   はい、起立、全員です。よって、議案第１２９号は、原案のとおり可決されました。 

 

続いて、議案第１３０号、「字の区域の変更について」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

   はい、起立、全員です。よって、議案第１３０号は、原案のとおり可決されました。 
ここで５分ほど時間が早いんですけど、１時までお昼の休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時５５分～午後 １時００分 ） 

 

日程第１６、議案第１３１号 

○（濱田 高嘉 議長）  

会議を再開いたします。 

続いて、日程第１６、議案第１３１号、「上島町津波コミュニティアイランドの指定管

理者の指定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長）  

議案第１３１号、「上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の指定について」、

提案理由の説明をいたします。 

上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の指定期間が平成２９年３月３１日

をもって満了するため、この案を提出するものであります。上島町津波コミュニティアイ

ランドの指定管理者を下記のとおり指定したいので、上島町公の施設における指定管理者

の手続きに関する条例第４条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地、上島町津波コミュニティアイランド、上島

町岩城７８２９番地。２、指定管理者、上島町岩城１５４０番地、有限会社 よし正、代

表者 砂川光洋。３、指定期間、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで、と

いうことでございます。 

なお、議案の補足説明につきましては、梨木総務課長から説明をいたします。よろしく

お願いいたします。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、梨木総務課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

内容について説明いたしますので、議案を一つめくっていただきまして、説明資料の「上

島町公の施設指定管理者選定審議会審議結果報告書」をお願いいたします。 
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ええー、公募の結果、申請が 1件のみでございましたので、総合的な評価により、その

施設を管理運営する者として、適切か否かで判定した結果、審議会では、「有限会社よし

正」を上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の候補者に選定することとしまし

た。 

以上、議案第１３１号、「上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の指定につ

いて」説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長）  

はい、ただ今提案理由の説明がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

確認なんですけども、これ、１件しかないから、これでやったというわけじゃなしに、

やはり条件を全てクリアされたということで理解してよろしいんですか。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、梨木総務課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

１件でございましたので、総合的な判断の下で結果を出しております。はい。 

○（濱田 高嘉 議長）  

他に質疑はありませんか。（複数の「なし」「ありません」の声あり）質疑がないよ

うですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないよ

うですから、討論を終わります。 

これから、議案第１３１号、「上島町津波コミュニティアイランドの指定管理者の指定

について」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第１３１号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７、議案第１３２号 

○（濱田 高嘉 議長）  

続いて日程第１７、議案第１３２号、「上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の

指定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

議案第１３２号、「上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の指定について」、提案
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理由の説明をいたします。 

上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の指定期間が平成２９年３月３１日をもっ

て満了するため、この案を提出するものであります。上島町体験研修施設「知新館」の指

定管理者を下記のとおり指定したいので、上島町公の施設における指定管理者の手続きに

関する条例第４条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地、上島町体験研修施設「知新館」、上島町岩城

８７５番地。２、指定管理者、上島町岩城２９２０番地、岩城島農村塾、代表者 脇 義

富。３、指定期間、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで、ということでご

ざいます。 

 なお、議案の補足説明につきましては、梨木総務課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、梨木総務課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

はい、内容について説明いたしますので、議案を一つめくっていただきまして、説明資

料の「上島町公の施設指定管理者選定審議会審議結果報告書」をお願いいたします。 

公募の結果、この知新館につきましても申請が 1件のみでございましたので、総合的な

評価により、その施設を管理運営する者として、適切か否かで判定した結果、審議会では、

「岩城島農村塾」を上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の候補者に選定すること

といたしました。 

以上、議案第１３２号、「上島町体験研修施設「知新館」の指定管理者の指定について」

の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

はい、ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質

疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論が

ないようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１３２号、「上島町体験研修施設「知新館の指定管理者の指定につい

て」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

   起立、全員です。よって、議案第１３２号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８、１９、議案第１３３号、１３４号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、日程第１８、議案第１３３号並びに日程第１９、議案第１３４号、「人権擁護

委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は同様の人事案件であるため、一括
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議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声り）「ご異

議なし」と認めます。よって、日程第１８、議案第１３３号並びに日程第１９、議案第１

３４号の「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を一括議題とい

たします。 

なお、採決については、議案ごとにそれぞれ採決を行います。 

それでは、提案理由の一括説明を求めます。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

 はい、提案理由の説明をさせていただきます。 

本町の区域に置かれている人権擁護委員のうち２名が平成２９年３月３１日をもって

任期満了となるため、１名を再任として推薦することについて、人権擁護委員法第６条第  

３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

議案第１３３号、「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、次

の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて議会の意見を求める。 

住所、越智郡上島町魚島一番耕地２２４番地、氏名 中村一義、生年月日 昭和２４年

６月１０日であります。 

続いて、議案第１３４号、こちらの方は新任であります。 

住所、越智郡上島町生名１９６０番地１、氏名 村上貴志夫、生年月日 昭和３０年１

０月２５日であります。 

中村一義 人権擁護委員については、人格、識見ともに優れ、人権擁護委員に対し造詣

が深い人でございます。引き続き法務大臣に推薦するため、議会のご意見を賜りますよう

お願い申し上げます。 

村上貴志夫さんにつきましては、人格、識見ともに優れ、人権擁護委員に対し造詣が深

いと考えております。人権擁護委員候補者として新たに法務大臣に推薦するため、議会の

ご意見を賜りますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。本件は人事案件でありますので、質疑と討論は

省略して、直ちに「起立による採決」を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。 

はじめに、議案第１３３号、「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり、中村一義氏を、人権擁護委員候補者として適任であ

ると認める方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、多数です。 

（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・大西議員・亀井議員・檜垣議員・平山議
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員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員、反対者：寺下議員） 

よって、議案第１３３号は、本案のとおり人権擁護委員候補者として適任であると

決定されました。 

 

続いて、議案第１３４号、「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり、村上貴志夫氏を、人権擁護委員候補者として適任で

あると認める方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、多数です。 

（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・大西議員・寺下議員・亀井議員・檜垣議

員・平山議員・土居議員・池本興治議員・松原議員、反対者：前田議員） 

よって、議案第１３４号は、本案のとおり人権擁護委員候補者として適任であると

決定されました。 

 

日程第２０、議案第１３５号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、日程第２０、議案第１３５号、「上島町監査委員の選任について」を議題とい

たします。 

本件は、土居議員本人の一身上に関する事件であるため、この議事には参与することが

できませんので、地方自治法第１１７条の規定により、土居議員の退場を求めます。 

   （土居議員、退場）  

それでは、提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇 馨 町長） 

   はい、監査委員中、議員の中から選任する監査委員について、地方自治法第１９６条

第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

   上島町監査委員の選任について、次の者を上島町監査委員に選任することについて議会

の同意を求める。 

   住所、上島町弓削上弓削４８２番地、氏名 土居 計彦、生年月日 昭和１５年１月１

３日であります。 

  この案件は、議員のうちから選任する監査委員として土居 計彦氏を選任していただき

ました。議会の同意を求めるものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長）  

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も人事案件であり、質疑と討論を省略して、これから議案第１３５号、「上島町

監査委員の選任について」を採決いたします。 
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この採決は、記名投票で行います。 

議場の閉鎖を命じます。（事務局長、議場閉鎖） 

ただ今の出席議員数は、１１名（濱田議長、途中退出の竹林議員、除斥の土居議員を除

く）です。 

次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に池本 興

治議員、檜垣議員を指名します。 

投票用紙を配ります。（事務局長、議席順に投票用紙を配付） 

念のため申し上げます。 

本案に賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の方は、「×」と記載願います。なお、賛

否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、「否」とみなします。 

（投票用紙 配付後） 

投票用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と認め

ます。 

投票箱を点検します。（事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

（事務局長：議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異状なし」と認めます。ただ今から投票を行ないます。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

（事務局長、議席順に点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（「なし」の声あり）「投票もれなし」と認めます。投票を

終わります。 

開票を行います。 

池本 興治議員、檜垣議員、登壇して開票の立ち会いをお願いします。事務局長、投票

箱を開け、開票してください。 

（事務局長、立会人とともに開票、集計後、投票結果を議長に渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票の結果を報告します。 

  投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票。有効投票のうち賛成８、反対３。 

（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・亀井議員・檜垣議員・前田議員・池本興

治議員・松原議員、反対者：大西議員・寺下議員・平山議員） 

以上のとおり、賛成が多数です。 

従って、議案第１３５号、「上島町監査委員の選任について」は、同意することに決ま

りました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖）（土居議員、入場） 

 

日程第２１、議案第１１６号 

○（濱田 高嘉 議長） 
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続いて、日程第２１、議案第１１６号、「上島町地域振興基金条例」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

議案第１１６号、「上島町地域振興基金条例」の提案理由の説明をいたします。 

上島町における町民の連帯の強化又は地域振興に要する経費の財源に充てることを目

的とした基金を設置するため、「上島町地域振興基金条例」を制定することについて議会

の議決を求めるものでございます。 

なお、条例の内容につきましては、梨木総務課長から説明いたします。よろしくお願い

いたします。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、梨木総務課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

はい、それでは説明いたします。 

この地域振興基金は何かと申しますと、議案の最後に添付しております説明資料をご覧

ください。 

地域振興費に係る安定的な予算確保を目的としまして、地域振興に要する経費の財源と

して活用するもので、起債、合併特例債を、平成２９年度から平成３１年まで、予定とし

ては、毎年１億円で３億円を積み立てる基金でございます。 

計画では、平成２９年度から借り入れを行い、２年間の据え置きのあと、３年目から元

金償還を行うため、４年目の平成３３年度から事業に充当する予定です。だいたい元金償

還額が約１，０００万円ほどになりますので、その元金償還分の１，０００万円程度を予

算計上する予定でございます。 

では、基金充当可能対象事業は、何かと申しますと、地域整備事業と地域づくり事業、

いわゆる現在あります「ふるさと事業」が対象となります。 

また、自治会振興交付金にも充当できるようになりますので、これらの事業への町から

の支出につきましては、今まで財源がなく、町単独費でしたが、この地域振興基金が造成

されることにより、財源が確保できるようになるということでございます。 

以上、簡単ですが、議案１１６号、「上島町地域振興基金条例について」の説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長）  

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質

疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論が

ないようですから、討論を終わります。 
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これから、議案第１１６号、「上島町地域振興基金条例」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

はい、起立、全員です。よって、議案第１１６号は、原案のとおり可決されました。 

  

   日程第２２、議案第１１７号 

○（濱田 高嘉 議長）  

続いて、日程第２１、議案第１１７号、「上島町特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

議案第１１７号、「上島町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の

提案理由の説明をいたします。 

  町長の政策判断に伴い、自らの給与額の減額を行うため、関係規定を整備する必要が生

じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

  なお、この改正の内容につきましては、梨木総務課長から説明をいたします。よろしく

お願いいたします。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 梨木総務課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

それでは説明します。１枚めくっていただきまして、改め文をお願いいたします。 

上島町特別職の職員の給与に関する条例の附則に、町長の給料額の特例として、次の１

項を加えるものでございます。 

  附則第６項、この条例の施行の際、現に在職する町長の給料月額は、この条例の施行の

際、現に在職する町長の任期中に限り、第３条の規定にかかわらず、同条に規定する額か

ら５０％に当たる額を減じて得た額とします。 

  附則としまして、この条例は、公布の日から施行されます。 

以上簡単ですが、議案第１１７号、「上島町特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例」についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長）  

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。ありませんか。（沈黙）質疑がないようですから、これで質疑を

終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、平山議員。 
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（平山議員、登壇） 

○（８番・平山 和昭 議員）  

私はですねえ、議案第１１７号、「上島町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」に関しまして、賛成の立場で討論させていただきます。 

  この条例内容につきましては、町長の選挙中の公約ということもありまして、政策判断

の一環として「自らの給与を半減し、自らを戒めつつ政務に励む」ということでございま

す。 

先の初議会の場に、いろいろ疑問点も議員の方から出されました。しかしながら、その

場での町長の答弁によりますと、「一身上のことに及ぶもので、他の職員の給与等には影

響を及ぼさない」というふうに明言されております。選挙公約は、まあ、政治を携わる人

にとっては大変重要な案件でございますので、このことで町長がしっかりと政務に励める

のであれば、私は何ら差支えないと考えます。先の初議会での町長答弁をきっちりと守っ

ていただくということで、しっかりやっていただきたいと思います。 

  議員の皆さんも、よろしく同調お願いします。以上です。 

（平山議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 他に討論はありませんか。。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

（寺下議員、登壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員）  

私は、反対の立場において討論に参加してまいります。 

 ええー、１１７号議案におきまして、町長は「特別職の給与の一部の条例改正を行う」

ということでありますが、午前中に町長の方から行政報告をして、上島町の財政状況は伺

ったわけでありますが、このような状況の中においても、町長自ら選挙公約し、「自分を

戒めるために減額する」ということを申し出ておるわけでありますが、しかしながら、私

たち議会人としても、議会、全員協議会等々でこの問題、意見を論じてまいりました。 

しかしながら、特別職といっても、町長だけの特別職給与ではなく、上島町においての

特別職の給与に関わり、そのバランスが崩れて行くような状況になっていくのではないか。

選挙公約は選挙公約として、私はこの給与の減額は出さないでほしいということを臨時議

会、協議会等で訴えてまいりました。 

 よって、私はこの案件に対しては反対をし、行財政改革を行うならば、町民一丸となっ

て士気を高めることによって、この難局を乗り切っていくことを望みまして反対の討論に

代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

（寺下議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長）  

他に討論はありませんか。（沈黙）討論がないようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１１７号、「上島町特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例」を採決いたします。 
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お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、少数です。 

（賛成者：村上議員・平山議員、反対者：林議員・池本光章議員・大西議員・寺下議員・

亀井議員・檜垣議員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員） 

よって、議案第１１７号の原案は否決されました。 

 

日程第２３、議案第１１８号 

○（濱田 高嘉 議長）   

続きまして、日程第２３、議案第１１８号、「上島町税条例の一部を改正する条例」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

議案第１１８号、「上島町税条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明をいたしま

す。 

  所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の公布

に伴い、関係規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出するのものでござ

います。 

なお、改正の内容につきましては、今井住民課長から説明をいたします。よろしくお願

いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

 はい、今回の国の上位法の改正は、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を

講ずるための租税条約に相当する「日台租税協定」の締結によるものでございます。 

それでは、参考資料の新旧対照表の１/１１ページから６/１１をご覧ください。 

附則第２０条の２については、今回、創設されたもので、特例適用利子等及び特例適用

配当等に係る個人の町民税の課税の特例について定めたものでございます。 

具体的には、先ほど申し上げた日台租税協定により、台湾所在の投資事業組合等を通じ

て得た利子及び配当に係る所得は、これまで所得として算定されておりませんでしたが、

今回の改正により、申告等に基づき分離課税を行うこととなりました。 

６/１１ページから１１/１１ページにつきましては、附則第２０条の２の創設による字

句および条ずれの整備となります。 

なお、この条例は、平成２９年１月１日から施行で、個人住民税については、平成３０

年度課税からの適用となります。 
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以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありません

か。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないよ

うですから、討論を終わります。 

これから、議案第１１８号、「上島町税条例の一部を改正する条例」を採決いた

します。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第１１８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４、議案第１１９号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続きまして、日程第２４、議案第１１９号、「上島町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

議案第１１９号、「上島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の提案理由の説

明をいたします。 

所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の公布

に伴い、関係規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出するのものでござ

います。 

なお、改正の内容につきましては、今井住民課長から説明をいたします。よろしくお願

いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい、先ほどの上島町税条例の一部改正と同じく、具体的には、日本と台湾との間で二

重課税を回避する等の措置を講ずるため日台租税協定が締結されたことを受け、上位法の

改正が行われたことによります。 

それでは、参考資料の新旧対照表の１/５ページから２/５をご覧ください。 

附則第１４項・第１５項については今回創設されたもので、特例適用利子等及び特例適

用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例について定め、国民健康保険税の所得割額の

算定及び軽減判定に用いる総所得額に含めるものでございます。 
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２/５ページから５/５ページについては、附則第１４項・第１５項の新設による項ずれ

の整備となります。 

なお、この条例は、平成２９年１月１日から施行いたします。 

以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（複数の「ありません」の声あり）質疑がないようですから、こ

れで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないよ

うですから、討論を終わります。 

これから、議案第１１９号、「上島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」

を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第１１９号は、原案のとおり可決されました。 

○（濱田 高嘉 議長）  

お諮りします。 

町長から別紙追加日程のとおり、土地改良事業の施行に関する案件１件が提出されてい

ますので、これを本日の日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。 

   よって、本議案１件を日程に追加して議題とすることに決定しました。 

 

追加日程第１、議案第１３６号 

○（濱田 高嘉 議長）   

それでは、追加日程第１、議案第１３６号、「上島町営土地改良事業の施行について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

   はい、議案第１３６号、「上島町営土地改良事業の施行について」、提案理由の説明をい

たします。 

土地改良事業の施行に伴い、この案を提出するものでございます。 

上島町営土地改良事業を次のとおり施行することについて、土地改良法第９６条の２第

２項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１ 工事施工地区 岩城赤石・小漕地区、２ 施行年度 平成２８年度、３ 概算事業

費 ３００万円、４工事計画 ため池等整備事業、護岸工Ｌ＝３０メートル、５ 施工

方法 請負施行、ということでございます。 
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なお、議案の補足説明につきましては、産業振興課長から説明いたします。よろしく

お願いいたします。 

○（森本 英隆 産業振興課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長）  森本産業振興課長。 

○（森本 英隆 産業振興課長） 

はい、事業内容につきましては、先ほどご説明をさせていただいたとおりです。詳しい

場所につきましては、資料の 7ページをご覧ください。 

図にありますとおり、赤石地区、小漕地区はさみまして、敷田上池、敷田下池に囲まれ

た農地を保全するため、敷田下池の上側に布団かごによる護岸土留め工を施工するもので

ございます。 

なお、本来ならばもう少し早い時期に施工すべきでございますが、現在、敷田上池で県

による県営の地域防災減災事業を行っており、ため池の改修事業を実施中でございまして、

また、水稲を収穫し池の水が少なくなった時期でないと測量、設計等ができなかったため

遅れていました。 

この事業は、県費の補助が４割、それから町負担が６割で行う予定でございます。今回、

この事業をするに当たりまして、議会の概要説明等ございまして、議決の必要がございま

すので、今回あげさせていただいております。 

以上、よろしくお願いします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質

疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないよ

うですから、討論を終わります。 

これから、議案第１３６号、「上島町営土地改良事業の施行について」を採決い

たします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第１３６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５、意見書第２号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、日程第２５、意見書第２号、「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める

意見書（案）」を議題といたします。 

提出議員である池本光章議員、趣旨説明を求めます。 

池本 光章 議員、登壇願います。 

 (池本 光章 議員、登壇） 

○（４番・池本 光章 議員） 
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意見書第２号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

上島町議会会議規則第１４条第２項の規定により、上記の意見書案を別紙のとおり提出

します。平成２８年１２月１５日、上島町議会議長 濱田 高嘉 様。 

提出者 上島町議会議員 池本 光章、賛成者 上島町議会議員 林 康彦、賛成者 

上島町議会議員 大西 幸江。 

提出理由、地方議会の重要性が論じられる中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化

していますが、現在、議員を退職した後の保障も基礎年金しかありません。 

  そこで、今後の議会を担う若い世代の方々が議員をやれる環境作りが必要であり、地方

議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることで、議員を志す新たな人材確保につ

なげていくために、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよ

う強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 皆さんには、この意見書へのご賛同をお願いし、提案理由の説明を終わります。 

(池本 光章 議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、趣旨説明がありました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。（「ありません」の声あり）質疑がないようですから、これで質

疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（沈黙）討論がないようですから、

討論を終わります。 

これから、意見書第２号、「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）」

を採決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり可決し、関係先に意見書を送付することに賛成の方は、

起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、意見書第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６～第２８、議員派遣の件 

○（濱田 高嘉 議長） 

次の、日程第２６～２８の「議員派遣の件」については一括議題としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。(「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。 

よって、日程第２６～２８の「議員派遣の件」については一括議題といたします。本件

については、お手元に配付のとおり「上島町成人式」、「上島町商工会年賀交歓会」「上島

町出初式」に議員を派遣することにいたしたいと思います。 

お諮りいたします。「上島町成人式」、「上島町商工会年賀交歓会」「上島町出初式」に議

員を派遣することにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と

認めます。 

よって、「上島町成人式」、「上島町商工会年賀交歓会」「上島町出初式」に議員を派遣
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することに決定いたしました。 

 

◎ 散 会 

○（濱田 高嘉 議長） 

以上をもちまして本日の日程は終了しました。 

次回は、１２月２１日、午後２時３０分から会議を開いて、本日、予算決算委員会に付

託しました「平成２８年度上島町一般会計補正予算第５号」ほかの審議を行うこととし、

議事日程は当日配付いたします。 

お諮りいたします。本日はこれで散会とすることに、ご異議ございませんか。 

（複数の「異議なし」という声あり）よって、本日はこれで散会といたします。 

 

（起立、礼） 

  

 

（平成２８年１２月１５日 午後 １時４８分散会） 
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