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越智郡上島町議会会議録 平成３０年１２月１４日 開催 

 

平成３０年 第４回上島町議会定例会会議録 

招集年月日 平成３０年１２月１４日（金） 

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 

３ 

議会事務局 局長  

議会事務局 係長 

議会事務局 臨時 

東      秀 彦 

田 房   聡 子 

久 保   真 弓 

町長提出議

案の題目   
１ 上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

２ 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 

３ 上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

４ 上島町文化財保護条例の一部を改正する条例 

５ 平成３０年度上島町一般会計補正予算（第４号） 

６ 平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

７ 平成３０年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

８ 平成３０年度上島町介護保険事業会計補正予算（第２号） 

９ 平成３０年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第２号） 

１０ 平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第２号） 

１１ 平成３０年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号） 

１２ 上島町魚島観光センターの指定管理者の指定について 

１３ 上島町監査委員の選任について 

その他の

題   目 

 

１ 主要農作物種子法の復活を求める請願書 

２ 「「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、原則 1 割負担の継

続を求める意見書」に関る請願 

３ 議員派遣報告について（上島町文化祭総合開会式） 

４ 議員派遣報告について（上島町防災教育セミナー） 

  

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） 

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。 

  ２番･議員  林  康 彦 

３番･議員 大 西 幸 江 

会   期  平成３０年１２月１４日～１２月２６日（１３日間） 

傍聴者数  １２名（男 １１名・女 １名） 

 

 

◎  開 会  

○（池本 光章 議長） 

おはようございます。ただ今の出席議員は、全員です。 

ただ今から、平成３０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、お手許に配布しているとおりです。 
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日程第１、会議録署名議員の指名 

○（池本 光章 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、２番・林 康彦議員、３番・

大西 幸江議員を指名します。よろしくお願いいたします。 

 

日程第２、会期の決定 

○（池本 光章 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、お願いいたします。 

（平山議員、登壇） 

○（平山 和昭 議員）  

おはようございます。めっきり寒くなりまして、体調には十分気を付けて今定例会を乗り

切っていただきたいと思います。 

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３０年第４回定例会の開会にあたり、去る１２月７日、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１３日間とし、議事日程について

はお手許に配布のとおり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終わります。 

（平山議員、降壇） 

○（池本 光章 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ま

した。本定例会の会期は、本日から１２月２６日までの１３日間といたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。（複数の「ありません」の声あり）ご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１３日間とすることに決定しました。 

 

日程第３、行政報告 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第３、行政報告を行います。 

町長から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）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 
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○（宮 脇  馨 町長） 

  改めまして、皆さん、おはようございます。本年最後の定例議会でありますが、１２月と

いう事で行政報告をさしていただきます。 

我々が住んでいるこの上島町、その地域も国内も世界も、次から次へと実にいろいろな出

来事が起こっております。そうした中、情報の海に流されてどれが本当のことか判らなくな

ることさえ起きております。こうしたフェイクニュースを検証する手立ては、各個人が情報

源を多様化するなど地道な積み重ねをしていくしかなさそうです。この上島町の進むべき道

についても、事実をしっかりと見つめながら慎重に対応していきたいものです。 

就任してから２年が経過し折り返し点となりましたが、岩城橋開通に向けた交通体系の再

編など主要施策にはもう少し馬力を上げて臨みたいと思います。生名フェリーの次世代船に

ついてももっと積載台数を増やせるよう、現在プロポーザル方式、それを用いまして基本計

画を固めているところでありまして、その結果に基づいて今後設計造船を発注していく予定

です。 

また、７月豪雨災害の復旧事業なども順次始まっております。ハードスケジュールに追わ

れていた担当各課もやっとここに来て先が見えてきた状態になっております。 

「災害は、普段隠れている問題を浮き彫りにする」そういうことですが、今回の災害でい

ろいろなことが教訓として見えてきました。災害は、いつも想定外で絶対大丈夫なものは何

もないということです。それを踏まえて、できることから一歩ずつ進めていく覚悟でござい

ます。特に、災害対策は、その効果の検証が難しいのでありますが、近視眼的なコストパフ

ォーマンスだけではなく、どうしても必要だというものから組み立て直して着手していく必

要があると考えております。勿論、災害復旧については、できるだけ早い復旧が基本であり

す。 

新年度予算の概要が固まりつつありますが、厳しい財政事情には変わりありません。全体

的にはスクラップ＆ビルト、この方式でランニングコストを極力抑え、新規事業については

選択と集中で臨んでいきたいと思います。佐島の最終処分場整備など大型の継続事業もあり

ます。予算規模の抑制は思うようにいきませんが、ゼロ予算事業の活用などを図っていきた

いと思います。 

先日、防災対策として、和歌山県紀宝町から危機管理監を招いてタイムラインの講習会を

開催しましたが、災害対策としてだけでなく、行政運営に対しても有効な考え方だと痛感し

ました。岩城橋開通という決まった時点に向けてどういうタイムスケジュールでどんな対策

を講じていくのか、まずは問題点の洗い出しから始めなければなりませんが、そのためにプ

ロジェクトチームを早急に立ち上げて取り組んでいきたいと思います。 

７５歳以上の因島までの運賃無料化については、通院、買物難民支援、こういった観点か

ら生名フェリーだけでなく、家老渡、長江、魚島航路の弓削と土生間、これにも拡大して平

等化を図るべきだという指摘もありました。この実施方法について、現在、調整の最終の調

整段階に入っております。岩城橋の橋脚が日一日と高さを伸ばしていく中で、この橋を最大

限に活用できるよう町を挙げて取り組んでいきたいと思います。 

また、１２月３日から高齢者の免許証返納につきましても、各駐在所、島内で、これが可
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能になりました。このことは、かねてより伯方警察署の方に町として、ええー、何とかなら

ないかということを働きかけてきましたが、やっとここに来て実現することができました。

駐在さんの説明によりますと、これは愛媛県で初めてで唯一の取り組みだそうです。全国的

に見ても、この動きはまだないのではないかと言われております。買い物難民支援、通院支

援、そういった交通弱者のそういった取扱い、これをするためにも、免許証を返納した後の

対策も必要になってきます。そういった事も考えながら、ええー、小さいことでありますけ

ど、そういう積み重ねをこれからも続けていきたいと思います。引き続き、皆さんの御協力・

ご支援をお願いしたいと思います。 

また、今年１年、そういった意味で皆さんのお世話になりましたが、来年こそは災害の少

ない実り多き年になるよう願っておりますので、引き続きご支援ご協力をお願いしたいと思

います。本日は、審議案件等あと控えておりますが、慎重審議のほどよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

  これで行政報告を終わります。 

 

日程第４、一般質問 

○（池本 光章 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の皆様にお願いいたします。 

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

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８名です。それでは、はじめに、藏谷議員の質問を許します。 

（藏谷議員、登壇） 

○（４番・藏谷 重文 議員） 

議席番号４番、藏谷です。この度、２問質問さしていただきました。 

ええー、「上島町町民減少について」と「上島町のトイレについて」ということで、上島

町の人口の減少をいかにして止めるかが課題です。まず、仕事を増やす事が一番ですが、い

かにして増やすかが問題です。そこで、まず、上島町が出来ることがですが、上島町は自然

豊かで宝の山だと私は思っております。温暖で穏やかな気候で住み良い町です。穏やかな海

では、海藻の養殖が出来ます。現在、海苔の養殖をしていますが、全国シェアの１～２％で

す。まだ伸びしろは十分あります。無限と言っても過言ではありません。日本一の企業にな

るのも夢ではありません。日本では、年間８０億枚の海苔が生産されています。が、全国で

申しますと九州が５５％、瀬戸内海３０％、東日本が１５％あります。海苔は、どこでも作

れるというものでもありません。上島町は、適材適所でございます。 

そして、また農業では、温暖なので良いものができます。他の地域でも作っていますが、

オリーブは風に強く水は少量で済み、収穫できれば大手スーパーが販売していただけます。  

その他自然と楽しめるリゾート建設はどうか、上島町には美しい砂浜が多々あります。 
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そこで、官民企業が一体となり、起業し、起業することで働ける場所を作り、人口の減少

に歯止めをかけることです。島の魅力は、まだまだあります。働ける場所を作れば人は集ま

ります。ここで質問です。この案について、どのように思われますか、お答えください。衰

退していく上島町を見ているだけなのか、町に他の計画があれば伺います。 

 ２問目に参ります…。 

○（池本 光章 議長）  

あの、一旦着席をお願いいたします。 

○（４番・藏谷 重文 議員） はい。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、森本農林水産課長 

（森本農林水産課長、登壇） 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

藏谷議員の質問にお答えいたします。 

 上島町は、自然豊かな環境の下、魅力ある海産物、農産物が生産されていますのは、ご案

内のとおりでございます。各生産者・各企業等におかれましては、それぞれの分野において

日々事業経営向上に努めており、上島町としても働く場所の確保、企業誘致等に対し、支援

をしているところでございます。。 

海苔養殖事業につきましては、水産業の補助制度を活用されておりますが、オリーブにつ

きましては、わずかしか植栽されておりません。で、町で特に推奨は出来ておりません。 

しかし、上島町では、基幹作物のレモンをはじめとする柑橘栽培による「儲かる農業」と

して産地づくりビジョンを作成中でございまして、新たな働く場所の創出に努めていきたい

と考えております。よろしくお願いいたします。 

（森本農林水産課長、降壇） 

○（４番・藏谷 重文 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） はい、藏谷議員。 

○（４番・藏谷 重文 議員）  

 えっとあのー、まああのー、リゾートの話なんですけど、この地区の百島というところが

あって、その百島には、あの、古民家を改造して、「砂浜まで１秒」というキャッチフレー

ズで売り込んで、結構あのー、お客さんが来ているそうです。リゾートの方にも少し力を入

れて、まあ、フェスパがあれば、その流れで作るとか、そういうなふうにしたらどうですか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 ええー、ただ今のご質問なんですが、あのー、瀬戸内海の島しょ部と言いますか、これは

条件的にかなり似ているところがございまして、小豆島のオリーブは、本当に基盤整備も含

めましてですね、香川県が、それの旗振り役と言いますか、どんどん支援策を打ち出してお

りまして、いろんな形で取り組まれております。そういったことも実ってまあ産地化という

ことで、やっと認知度が社会的にも上がって来たということだと思います。 
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ええー、先ほどありました、百島の古民家改修、それから、そういったことを活用したト

ータルとしてのリゾート戦術、これは、我が上島町も皆さんも既にご存知だと思いますが、

佐島の「汐見の家」、それから、つい最近と言いますか、今年になって、夏以降ですかね、

開店しました、「おかっぱブックカフェ」ですね、こちらの方とか、いろいろな取り組みが

今始まりつつあります。これは、先ほどのご指摘にありましたように、町としても、現在あ

る 600を超える空き家の中で、使えるものはどんどん改修しながら使っていきたいと思って

おります。ええー、先般も、ある今そういったことをまあ、仕掛けております。プランナー

の方が上島町を訪れまして、「そういう人をどんどん送り込んで来たい」とそういう提案も

受けております。このことは、まあ来る人も大切なんですが、それを迎える人も、もっと大

切になります。佐島においてもそうなんですが、そういった方が、この地域社会の中で確固

たる位置と言いますか、地域の方と一緒になってやって行けるような、そういう態勢づくり

をしっかりと作っていく、そのために行政がサポートすると。そういうことも、しっかりや

らないといけないと思っております。ただ、今の段階でどのジャンルでどういうふうにする

かというのはまだ、正直なところ「汐見の家」のような、そういったケースはまだまだこれ

から出てきますが、まだはっきりとした動きとしては、まだ出来ておりません。ただ、積極

的にそれは進めて行きたいと思ておりますので、この後まあ、いろんな空き家等の改修、そ

れからの活用というか、そういった場面になりましたら、そういった方たちが、先ほど仰ら

れた、まあ、あのレモンとかオリーブとか、そういう新しい特産品を手掛けて行けるような、

そういうふうな仕組みを作っていきたいと思いますので、その節はよろしくお願いします。 

○（４番・藏谷 重文 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、藏谷議員。 

○（４番・藏谷 重文 議員）  

 はい、ありがとうございました、次の質問いいですか。 

○（池本 光章 議長） はい。 

○（４番・藏谷 重文 議員）  

じゃあ、２問目の質問に参ります。えっと２問目の質問は、上島町のトイレについてです

が、上島町の屋外公衆トイレは大変美しく洋式で手すり等もあり、評判が高いけれど、町内

公共施設の屋内トイレは改修が必要です。昨年の敬老会で、私は、５か所の敬老会に出席し

ました。 

出席者が体育館のトイレを使用したときに、和式トイレに座ったところ立ち上がることが

出来ません。２、３人のスタッフが持ち上げて対応して大変だったのは私が見ました。 

 ここで質問ですが、直ちに町内の公共施設の和式トイレを洋式トイレに改修し、してくだ

さい。出来るならすぐがいいですけど、出来ないのならいつ頃になりますか、お答えくださ

い。以上です。 

○（河端 光法 管財課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 河端管財課長。 

（河端管財課長、登壇） 

○（河端 光法 管財課長） 
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藏谷議員の質問にお答えいたします。 

上島町では、平成２４年度から、公共施設のトイレの洋式化に順次取り組んできています。 

基本的には、新設の場合はすべて洋式を採用し、既設の施設については、便器の半数以上

を洋式化する方針で改修を行ってきました。 

藏谷議員ご指摘の室内トイレについてですが、一般町民の方が利用される施設の場合、６

３施設中４０施設は洋式化率１００％でございます。残りの２３施設についても１７施設で

は便器の半数以上を洋式化しており、残りの施設も洋式トイレを設けています。 

ただ、洋式化されていない便器につきましては、藏谷議員ご指摘のような事態も生じてい

ますので、各施設所管課におきまして、再度、状況を確認して、洋式化の必要な所について

は、財政的にも厳しい状況ですので、時期の明言は難しいのですが、できるだけ早期に予算

化し、対応していきたいと考えております。以上です。よろしくお願いいたします。 

（河端管財課長、降壇） 

○（池本 光章 議長） はい、藏谷議員、よろしいですか。 

○（４番・藏谷 重文 議員）  

 はい、ありがとうございました。 

（藏谷議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、藏谷議員の質問を終わります。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、濱田議員の質問を許します。 

（濱田議員、登壇） 

○（８番・濱田 高嘉 議員） 

おはようございます。一般質問は２年数か月ぶりで、多少皆さんの顔を見ますと緊張をし

ております。まあ、よろしくお願いいたします。本日の質問は、１問だけ行います。 

ええー、「チラシ「事実報告」に対する理事者の対応について」ということでございます。 

藤田徹也氏が発行する「事実報告」、略して「実報」というチラシが今年３月に１号、５

月に２号、９月に３号、１１月に４号が、計４回にわたり新聞折込みや郵便配達で、また、

支持者による手配りで上島町全域に配布されていることは、周知の事実であります。このチ

ラシ「実報」には、毎回大きな見出しで、「お願いです。事実を知ってください。」とあり

ますが、このチラシ「実報」に書かれている内容は、すべてが事実でしょうか。町政批判を

するだけならまだしも、信憑性に疑問がある多くの記事は、不確かな情報や推測に満ちた事

柄を事実のように記載し、必要以上に危機感を煽ることは、唯々、町民の不安や不信感を増

幅するだけであり、巧妙な情報操作の一環だとは言え、余りにも無責任であり、度が過ぎて

いると思っております。 

町政への信頼の失墜が目的だけの言動は、地域社会に生きる者として、厳に慎むべきであ

ります。合併以来、前任者は、町の品格を声高に言って築き上げた品格の城郭も、これら一

連の動きによって、砂上の楼閣となり、すべて跡形もなくなるのは、意図しないところと思
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います。 

そこで、これまでのチラシ「実報」の記事について、町長のご所見とチラシ発行者に対し

て、どんな対応を取られたのか、また取ろうとしているのか、お尋ねいたします。以上です。

よろしくお願いいたします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

ええー、ただ今の濱田議員のご質問にお答えします。 

まず、このチラシ「実報」の内容についてでありますが、ええー、数々の事実と異なる部

分がございます、知らない人が読んだら、あたかもこういった展開になっているのではない

かという、そういうことが危惧されるわけであります。ということで、私としましては、ま

ず、第一報が出た時点でですね、これを発行している藤田徹也さん、この方に対してですね、

弁護士を通じて、平成３０年４月１８日に、こういう取り扱いは止めてほしい旨の内容証明

郵便を出しております。中身につきましては、この NO.1で、「実報 NO.1」で述べておられ

る部分の真実ではない部分、その点について、ええー、述べさしていただいております。 

で、こういう真実でない事をこういう方法でやっていただくということは、先ほど濱田議

員のご指摘にもありましたように、「町政への信頼を失墜する以外の何物でもない」と。そ

ういうことで、「今後、こういう事はしないようにしていただきたい」と。「もし、これを

続けるのであれば、確固たる法的措置に訴えますよ」と、そういう意味の申入れをしており

ます。 

因みに、一番最初の段階では、弓削高校生のみ対象とする公営塾ということで、その中で、

高校生の公営塾の料金が全く間違っておりました。それから、株式会社いきなスポレクのこ

とも書かれておりました。これは、「スポレクの経営に対して、赤字を補填する、赤字会社

です」という書き方がされておりましたが、これは、町がスポレクに対して、施設運営を委

託している委託料であります。 

それから、平成３０年度の予算につきましては、「借金も７億７，０００万円も増える」

と、「こういう予算になっている」という記載がありましたが、「平成３０年度の予算全体

が、平成２９年度と比較して、７億７，０００万円増額になるのであって、借金の額がその

まま７億７，０００万も増額するわけではありません。そういった何点かの明らかな間違い

を、こういった間違いは、もうこういうふうな間違いを平気で上げて、こういうビラを配布

して、それで尚且つ町の信頼を失墜するような事は止めてほしい」と、そういう事を警告し

ております。通告しております。 

その後ですねえ、まあ今引き続き先ほど言われましたように、４号まで続いて出ておりま

す。その間、一般町民の方も、このことを相当憂慮されておりまして、私のところに直接手

紙等で、申入れなり、問い合わせなりが入っております。「こういうことは、ぜひ止めさせ

てほしい」とそういう趣旨でございました。 

ええー、因みに、最新の４号の大雨災害の災害対策本部について、書かれている内容につ
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いてもですねえ、まず、１０日間の断水、これは正確には１２日間の断水だったと思います

し、私は、この時に、北海道の鶴居村で開催されておりました、「全国の日本の美しい村連

合」の総会に出席しておりました。この件につきましては、数か月前から予定を入れており

まして、その予定に従って動いております。にも関わらず、６日の時点と言いますか、あの、

途中で町長は、「勝手に欠席して帯広へ行った」と、そういうような記述をされております。

これは、当初から参加の日程をそのように組んでおりました。 

それから、帯広に行った理由は、別に友達に会いに行ったわけではございません。北海道

の帯広にＯＣＴＶという、ケーブルテレビ局があります。これは、ＢＷＡ「ブロードバンド・

ワイヤレス・アクセス」という、そういう方式の事を取り入れております。これは、皆さん

もご承知のとおり、新居浜にあるハートネットワークＣＡＴＶがあります。ここを今年の秋

ですかね、夏の終わりぐらいだったと思うのですが、その前か、見学、視察に行っておりま

す。それは何故か、今、上島町で使用している防災無線、この不具合はかねてから指摘され

ておりました。本当に多くの１０億に近いような巨額のお金をつぎ込んで、尚且つ、不具合

が出ており、それを更新するためにまた、数億、最初に考えていた案では、６億以上かかる

という、そういう案がありました、それをどうやったら、新しいシステムで安く上がるか。

そのことを町内で検討している最中でありますが、その中の一つの選択肢として、ＢＷＡを

考えておりました。これは、各個人の方、特に若い人のスマホに対しての情報発信ができる

んじゃないかと、そういう考えの下に検討を進めておりました。新居浜一局だけでどういう

状況で判断するのはちょっと厳しいものがあると思いまして、全国各地のＢＷＡのそういっ

たものを調べておりましたときに、たまたまその帯広に、それを導入した、そういうＯＣＴ

Ｖへ帯広ケーブルテレビという会社があったものですから、そこをハートネットテレビと言

いますか、新居浜の方を介して、紹介していただいて、それを視察したわけです。 

 それから、もう一点視察をしておりますのが、十勝バスというバス会社です。これは、地

方の路線バスであるのも関わらず、本当に利用者の目線から経営を改善していって、万年赤

字を赤字補填、国の赤字補填を打ち切れるような黒字体制に切り替えたと。そういう会社で

ございました。上島町のバス路線も利用者が本当に少なくて、なかなか黒字にはできないと

いうのは分かっておりましたが、何とかそれのヒントになるのではないかと思いまして、視

察を申し入れて執行しております。これは、日経新聞にも載りましたが、「奇跡の黄色いバ

ス」という、そういうタイトルで単行本も出ております。中身は本当に凄い取り組みでした。

実際の従業員の方々が、全く発想を変えて、利用者目線で路線バスを変えていくと、そうい

う取り組みでした。そういった視察をしております。 

ただ、その間、危機管理室長の方から、こちらの動向もきちんと連絡が入っております。

それで、７日の午前中までは、そういう大きな災害実態は、まだ把握されておりませんでし

た。大雨が降り始めたのが、まあ、６日の時点ですね、それで、刻一刻と変わる情報は、危

機管理室から私の方に正確にいただいておりました。それを踏まえて私も行動しておりまし

た。同行して行った職員が一緒におったんですが、その方は翌日の７日の現地視察をやる予

定でしたので、７日になって、それをまあ、これはできないという事でキャンセルして、急

遽引き返す予定で動きはじめました。 
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しかしながら、この時点で既に羽田までは行けるんですが、そっから後は動けないという

そういう状況になっておりました。新幹線は止まる、山陽道は止まる、あらゆるところがど

んどん不通になっておりました。北海道でも、その前に電車等は止まっておりましたし、北

海道発の羽田までは行けるんですけど、そっから後は動けないというのは情報として入って

おりました。８日になって初めて、北海道の国交省の支援団体が、ええー、多分リエゾンだ

と思うんですが、３０名ぐらいのチームが、北海道から広島に向けて支援に行くという、そ

ういう動きがあるという情報をキャッチしまして、その飛行機と同じ便に乗り合わせて移動

しました。それで、羽田経由広島空港、そういうとこへ何とか広島まで辿り着くことが出来

ましたのですが、そこから後、広島から後は、バスも、それから新幹線も、在来線も全て止

まっておりました。まあ、そっから後は、もうタクシーをチャーターするしかなかったんで、

それで、まあ、チャーターで尾道まで出て、そこからまあ庁舎まで帰って来たわけでござい

ます。そういった中で、私の動きを、さも、帯広で友人たちと酒を飲んでいたような書き方

をされておりますが、本当に心外であります。 

それから、ここで「大雨の予報、予測できたはず」だという、書き方をされております。

これが予測出来ていたら、今回の災害は、県内でもここまで広がらなかったはずです。こん

なことはあり得ないでしょう。これは、新聞記事等で「あの時の豪雨はどうして起きたか」

というメカニズムを未だに解析中でございます。本当に偶然が重なってこういうことが起き

ているのが瀬戸内海のど真ん中で線状降水帯が発生するという、そういうふうな知見は、こ

れまでに無かったはずです。今日の行政報告の冒頭で述べさせていただきましたように、や

はり災害というものは、想定外という、そういうもので対応せざるを得ないということで考

えていくべきだと思っております。 

ええー、今回、こういう対応になったときに、この４月から機構改革して、これまで消防、

当初あった危機管理の災害対策本部を４月から総務の方に移しました。これは、前消防長で

ありました、中辻さんの提案によるものです。それは何故か、「消防本部は、災害対策本部

は、消防本部にあると、消防は現場の対応が出来ない」とこういう提案でございました。そ

れを受けて、この４月から、これはそうだと、絶対に消防の方は団と協力して、そういう方

をやるべきだと、そういう考えで対応さしていただきました。今回、この災害を対応する中

で、中辻さんの先見の目は本当にあったもんだと、大したもんだということで、私も感心し

ております。 

それから、危機管理室の動きでありますが、町長は、こういうふうに島内出張、県外出張

は本当に頻繁にあります。その中で危機管理をどうやって行くかというのは当然のことであ

りますが、こういった災害に対するいろいろな計画をきっちりと災害対策本部に関する取り

決めをしております。それも、現在のところ本当に膨大な１，１５０ページぐらいになる大

きな分厚いもんですが、それぐらいでは、一つひとつの災害に対してですね、直ぐさま応用

ができるかというのは本当に難しいところがあります。基本はやっぱり臨機応変であります

し、タイムライン的な考え方を導入しないと対応できないと思っております。 

まあ、そういった今回の災害に対する考え方も含めまして、ここに書かれてありますよう

なこういう内容では決してないという事であります。で、これに関しては、今後、しかるべ
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き措置を取って対応して行きたいと思います。もちろん、法的にという意味であります。真

実を町民に対して、知らしめるということは大切なことかも知れませんが、真実でないこと

をそれによって、町民の町政に対する失墜を招く、そのようなことは、許されていいはずが

ないと思っておりますので、断固たる措置で望みたいと思っております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（８番・濱田 高嘉 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員） 

 ええー、私の質問にですねえ、的確にお答えになってないというふうに思います。ご所見

という事で、まあ、今、書かれている内容についての正しいか正しくないかというか、誤り

かというのは分かりましたけれども、私は全体のこれをどう対応していくかということと、

それからチラシ発行者に対してどんな対応を取ったかと、あるいは取られる様相かという事

をお聞きしたので、ぜひ、これも後ほど答弁をお願いいたします。 

で、基本的にですねえ、私の質問はですね、ここに書かれている「実報」に書かれている、

中身の、中身がですね、正しいことか、間違っていることか、という事が確認したいために

一般質問をしたわけではないんです。ええー、その辺は、多少ね、その辺は、説明はあって

もいいと思うんですけども、実は、このチラシが３月に発行され、配布され、それから９か

月、それから６月に町長の方から「法的措置を取りたい、取ります」という話がありました。

それから、６か月何ら変化がないんですね、行政サイドの。これが問題だということ。確か

に書かれている問題が、内容がですね、間違っていたり、誇張されたり、いろいろあるでし

ょう。それはそれ、それは行政の責任において説明をしていけばいい話なんで。で、この間、

９か月 6か月あったにも関わらず、「広報かみじま」、それから先ほど町長から話があった

ＣＡＴＶを通してですね、この間も、いくらでも説明が出来たと。いう状況にあろうと思い

ます。それは、ここにいらっしゃる職員がその旨町長に進言して、法的措置を取る前に必要

な段階として、やるべき仕事だと。まあ、このように私は思っています。この時点について

はですね、十分にですね、行政としての責任を果たしてほしいという事でございます。 

で、非常にね、このチラシを読みますと、もう、悲しくなると言うか、大体議員方は読ん

だらこれは合っているか、合っていないか、正しいか間違っているかというのは大体判断で

きます。これは議会の議員ですからね。ところが、一般町民は分からない、書かれているこ

とが４回も出てきて何ら行政からアナウンスが無い、カウンターの話がないという事は、書

かれていることが本当かなと、結局そう思われたら町はマイナスですよね。 

そういうこともあってですね、書かれていることにつきまして私がちょっと言いますと、

あのー、情報が洩れているという問題は、中身じゃなくて情報が洩れている、正しいか正し

くないかは別にして、選定委員会のメンバーの名前とか、頭数とか、それから選定した結果

の点数とかですね、この情報、この「実報」に載ってるんですね、こんなこと考えられます

か。議会は知りませんよ、どの業者を決めたのか、決まった結果ですね、業者が何点、この

Ａ社が何点Ｂ、社が何点とかね、こういうこと。それから、まあ私のこともそうですけども、

教育長の話を言って恐縮ですけども、「教育長が自分の仕事の範疇であるスポレクに行った」
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と。「玄関から入らなくて、勝手口と言いますか、通路口と言いますか、そっから出入りし

ている」と。こんなことどっから入ろうといいじゃないですか、２４時間ワッチしているよ

うな感じですよねえ。こういう問題、殆どね、書かれていることは申し訳ないけど、殆ど情

報洩れですよね。これは、きちっと庁内で危機管理と言うか、それもありましたけども、情

報管理、これをきちっとやって行かないと何にも前に進まないと。計画の段階で、その推移

が全部外に洩れると仕事し難いでしょう。こんなことあり得ませんよ。この辺は十分にです

ねえ、職員を含めて、再度、心してやっていただきたいと、こう思っております。 

それで、その情報管理で申しますと、もうあのー、どのような情報管理と言いますか、や

っているのか、もうその情報管理の延長線にある、その防犯カメラと言いますか、監視カメ

ラと言いますか、まあ、この件もですねえ、それで見られている感じじゃないのかなという

感じの恐れもあります。その辺も含めて、今、私が質問をした、もう一度ですね、町長、そ

のチラシ発行者に対してどんな対応を取られたのか、また取ろうとしているのか。それから

情報管理、中身の正しい、正しくないは、議会に説明する必要がない、理事者側の方でやっ

ていただくということで、その辺をもう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、この件につきましては、本当に対応を苦慮しておりまして、先ほど濱田議員が仰

られたような、町のＣＡＴＶであるとか、広報であるとか、そういった媒体を使って説明し

た方が良かったのかも知れませんが、この中身が本当にまあ取り留めのないと言いますか、

先ほど言われましたように、こういう書き方をしておりますので、「この部分のここが間違

っているよ」というやつを逐条解説じゃないですけれど、そういった取り扱いでせざるを得

ない部分がございましたんで。これも当初の段階で、弁護士の方にももう相談をかけたんで

すが、「こんな文章にいちいち答え取ったらなんもできんだろう」と（「その通り」の声あ

り）、そういう話を、まあ示唆を受けました。ただ、今回、ここまで来てですね、このまま

見過ごすのか、これはもう限界に達したのかなと思っております。 

それで、去る１２月の５日に伯方警察署の方に告訴状を提出する協議に行って参りました。

町に対する、町に対すると言いますか、公職の上島町長に対する名誉棄損という事で、その

準備を今、進めておるところでございます。その中で、先ほど濱田議員も仰られておりまし

た情報漏洩、これは明らかに公務員の守秘義務を違反しているわけでありまして、罰則規定

も相当厳しいものがあります。そのことを踏まえて、１号が出た時点から、ずっと職員の方々

には、「こういうことは、情報漏洩としか考えられないんじゃないか」と。「まかり間違っ

てもそのようなことはないように」と。そういうことは、再三再四、課長会等でお願いして

きているところです。 

まあ今後ですね、こういったことが二度と再び起こらないようにすることと、それから、

ええー、町政に対する失墜をいかに回避するかということは、町政の運営を預かる私にとっ

ては、本当に大切な考え方でございます。それと、先ほど、濱田議員が仰られました、そう

いう監視カメラ、これは現在、４９台設置して、実際に稼働しているのは４７台だと思いま
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すが、そういった物の取り扱い方、ええー、個人情報の部分と、そういった犯罪防止のため

のものとか、防災体制、そういったことでの使い方ですね。適切な使い方をしなければなら

ない。そのように思っております。これは、今あのー、機構改革によって、それまで部長以

上が、この防犯カメラを見れるという体制だったんですが、それは今ちょっと中が変わって

おりますんで、今ちょっと使えない状態と言いますか、災害のときだけすぐ使えるという。

一部の課のみ見えるという、そういう格好にはしております。 

それから、今後ですねえ、こういったことが起きないようにするためにはどうしていくの

かということはありますけれど、とりあえず、こういったことで、まあ、しかるべき法的な

確固たる姿勢を示すというのが一番大事だと思っておりますんで、これはもうやらざるを得

ないということでやらしていただきます。 

それから、もう１点ですねえ、私が気になっておりますのはですねえ、この実報の中で一

部個人を名指しで書かれております。これは、明らかに個人に対する名誉棄損だと思います。

このことも本当にあのー、これは町の部分ではないとこがあるかもしれませんが、本当にこ

の法治国家の中で、こういうことはあってはならないと思っております。その点についても

ですね、これはあのまあ、その個人の方とのお話になろうかとは思いますけど、早急に改め

ていただきたいと思っております。 

ええー、今の段階ではこういうところまででしておりますが、この後ですねえ、あのー、

告訴だけではなく、他の方法も駆使してですね、町民の皆さんの、こういったことに、情報

に対する、安心してもらえるような、そういう情報提供をやる方法も含めまして、早急に対

策を練っていきたいと思っております。以上です。 

○（８番・濱田 高嘉 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員） 

 あのー町長、今、先ほど言いましたけども、スポレクのですね、１課長の記事が載ってい

ますよね。これはですね、ちょっと問題だというふうに私も思っております。で、まああの

ー、我々公人と言いますか、町長それからまあ幹部ですね、総幹部、それから議員もそうで

すけども、公人という立場でですねえ、ある程度のですねえ、その一定の範囲でですね、そ

の自分たちの行動がですね、公になるっていうのはこれ、やむを得ないなっていう部分も承

知しております。それにもかかわらずですね、それはそれとして、やはり民間会社の１社員

であり、役員でもないのに、１課長の言動がですねえ、この実報に詳しく書かれているとい

うのは本当にね、その内容が正しいか正しくない関係なしに、これはもう名誉棄損罪に抵触

してるんですね。やっぱり、特に民間会社の社員については、行政が保護すると言うか、立

場を確保すると言いますか、そういう姿勢で動かないと。あのー、まずいんじゃないかとい

うふうに思いますので、ぜひですね、特に民間人の方々のこういう情報の露見と言いますか

ねえ、公表というのか、それはぜひ、やめるようにですね、やっぱりチラシ発行者にねえ、

やはり町長が行くか、来ていただくかして、やっぱり注意勧告と言いますかね、そういうも

のをですね、するべきでないかと。それしてない、しましたですか。藤田さん呼んで。ある

いは訪問して。何らかそういう手を打ちましたですか。打ってないですね。 
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ぜひね、それは、今後もですねえ、この状況で、想像しますと、５号、６号がですねえ、

新しく１月には出てくるんじゃないかなと。まあ、このように推測するわけですけども。そ

れとこうとして、やはり情報管理。先ほど、町長が言ったように、その、４９台のカメラが

ある、カメラじゃない、設置場所があるということなんですけども、これは４９件の施設に

あって、カメラの台数はこれの倍くらいはありますよねえ。台数は、４９箇所の設置場所が

あって、まあ、その公民館なら公民館。１台だけじゃないですよね、確か２台３台あります

ので、４９箇所の場所にカメラがそれの倍以上あるというふうに思いますけども。これざっ

とですね、あのー、４９箇所の設置場所はね、旧体制派で４８件が設置されて、町長になっ

て２年間で１箇所だけ海の駅に設置されたというのは現状です。 

で、このカメラの担当課、担当課がですね、ええー、何と言いますかね。８課、住民課、

建設課、総務課、産業振興課、企画財政課、生涯学習課、海光園、健康推進課、８件ある。

これはねえ、その何も私は一括して、そのコントロールせいということを言ってるんじゃな

くて、やっぱり適正な、やっぱりあのー管理とするためにはですねえ、この現在分かれてい

る８課と、これはやっぱりですねえ、多少、その島ごとに固めるか。いろいろあると思いま

すけでも、それはまあ行政の方で決めていただいても結構ですけども、その管理、運営につ

いてですねえ、きちっとマニュアルを作ってですね。それはやはり、議会の方にもですねえ、

あのー、それをリストをいただいて運用の方法についても、それから、そのカメラ、何年何

月何日の何時ごろといったら、スッとそのレコードが出てくるような状況になっているかど

うか。それがないとですねえ、あのー、意味がないというふうに思いますので、そういうハ

ード的にそういう能力があるものなのかどうかわかりませんけども、その辺もですねえ、き

ちっと整理していただいて、議会の方にこの監視カメラ、あるいは防災カメラというのかど

うか分かりませんけども、その辺のこともきちっと提出をしていただきたいと、こう思って

おります。 

ええー、まああのー、問題は中身の話ではなくて、それもあるでしょうけれども、法的処

置をとると仰ったので、皆さんはいつかいつかと思っていると思います。それから、記事の

内容から判断すると、内部からの情報洩れが多いということ。これは、じゃあ、私の経験で

言いますとねえ、これは同僚議員があの、一般質問で出てきたんですけども。今年の６月の

議会で、同僚議員が、ええー、１月の２４日でしたかな。１月の２４日、３時３０分頃、町

長室に入って行ったと、ある議員がと。それで、ええー、グリーンハウスの方が４名入った

と。というようなことが、一般質問に出てきたとんです。これは、私は同僚議員には言って

ませんし、別に言ってもいいですけども、言う必要もないので。で、４人の方を１階から入

って、それでエレベーター乗せて行きましたから、１階の人は見ているかもわからないけれ

ども、どこ行ったかはわからない。２階はパスしていますから。３階に行ったと。３階の町

長室に入ったと。ところが、これが実際に議会で言われると。同僚議員は分からないはずで

すよ。単的な理由がこれですよ。１議員の行動なり、これが一般質問で出てきて、で、「商

談はおかしいだろう、密談したんじゃないか」というような趣旨の発言がありました。 

こういうことがね、まかり通っているというのはですね、非常に異常な町です。ぜひです

ねえ、もう、何回も言いますけども、問題は、理事者から見れば、文章の中の正しいか間違
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いかが第一でしょうけれども、要は、内部情報が簡単に洩れているという事と、それを監督

する立場にある行政がきちっとそれを管理監督してないと、いうことが１点と。いうような

ことですね、が、ありますのでね、ぜひですね、これはもう、職員みんなでですね、もう一

度再確認していただいて、行政運営に当たっていただきたいと、こう思っております。ぜひ、

その点をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。何かありましたらお聞きします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 はい。ご指摘のとおりでありますが、ええー、情報漏洩に対しては守秘義務違反、これは

懲戒処分の対象という厳罰があります。職員の皆さんもそのことにつきましては、十分承知

していることだと思いますが、まあ本当にあってはならないという、そういう規範の部分で

あります。公務員として、一番根幹の部分になる、そういうふうに認識しております。ええ

ー、町民の皆さんのそういった個人情報、大切な部分をしっかりとガードしながら行政運営

に活用さしていただくわけなんで、そこの一番根本の部分が、このような形で損なわれると

いう事になりましたら、これは町民の皆さんの信頼すらいただけないと。そういう情けない、

町役場になってしまいますんで、深く反省するとともに、二度とこのようなことがないよう

しっかりと体制を組んでいきたいと思います。以上です。（濱田議員から「ありがとうござ

いました」の声あり） 

（濱田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、濱田議員の質問を終わります。 

なお、この「事実報告」のチラシについては、この事実調査と公表を求める嘆願書が本年

１２月７日付けで上島町議会議長宛に提出されておりますので、この取り扱いをどうするか

については、今後、議会運営委員会等で協議して行くことにしておりますことを申し添えて

おきます。 

 

（ 休 憩 ：午前 ９時４８分 ～ 午前１０：００ ） 

  

○（池本 光章 議長）  

 会議を再開いたします。 

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。ええー、本日は、３点の質問をさしていただいたらと思い

ます。ええー、第１問目ですが「情報公開条例違反後の公開について」お聞きいたしたいと

思います。 

 ９月定例議会における情報公開への一般質問には、「公開請求者に対しお詫びをして適切

に対応していく」との回答がありました。しかし、本年５月に上島町民からの請求された㈱
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いきなスポレク関連の情報公開が、未だに請求どおりの内容では公開されていません。その

理由はどこにあるのでしょうか。今回の㈱いきなスポレク関連の情報公開未実施は条例違反

になりますが、町長、濱田教育長は「その責任は当時の担当職員にある」と公式な文章に残

しております。 

それでは、その時点において、その職員に対し、どのような処分を行ったかお答えくださ

い。また、管理者としての責任の取り方をどのように考えているのかお示しください。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 濱田教育長。 

（濱田教育長、登壇） 

○（濱田 和保 教育長） 

前田議員の質問につきまして、お答えいたします。 

「未だ請求どおりの内容では公開されていません。その理由はどこにあるのでしょうか」に

ついてですが、５月の請求につきましては、遅れましたが９月２５日付けで請求内容の写し

を交付したところでございます。しかし、それ以後の申し立てによる㈱いきなスポレク関連

の書類の公開につきましては、上島町情報公開条例第２条第２項に照らし合わせまして、実

施機関である教育委員会に請求対象物が存在しないことが非公開とする理由でございます

ので、請求者の方に対しまして、その旨を通知させていただきました。 

また、「職員に対して、どのような処分を行ったのか」につきましては、９月２５日、私

から担当職員に口頭で厳重注意を行ったところでございます。 

そして、「管理者としての責任の取り方」についてですが、私にも管理監督者としての一

定の責任があるとの認識の下で、二度と同じ問題を起こさないように、確実に事務の改善を

図り、信頼回復に努めていくことが私にできる責任の取り方だと思っておりますので、ご理

解いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（濱田教育長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

 ええー、現時点で、職員に注意をしたというお答えでありますが、ええー、その内容では

ちょっと甘いのではないかという感じもいたします。そしてあのー、「その請求者からの情

報公開の公開がまだ未だになされてない」ということでありますが、ええー、９月定例議会

のときには、情報を公開するものだと思っておりました。しかし、９月２６日現在において

でも、いきなスポレクが２８年度と２９年度に購入した物品１０万円以上のその購入先とか

いうのがまだ未だ公開されておりませんが、その点はいかがですか。 

○（梨木 善彦 教育課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 梨木教育課長。 

○（梨木 善彦 教育課長） 

 はい。その物品とかの購入先につきましては、９月２６日に請求者に対し公開を行ってお

ります。 
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○（９番・前田 省二 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 はい。ちょっと遅いんじゃないですか。これ５月、えっ何月じゃったかな、もう半年以上

経って、未だようやく公開されたという。公開条例の「１５日以内には公開しないといけな

い」という条例に違反しております。それがただの口頭だけの厳重注意で済む問題であるか

どうか。私は、ちょっとそこら辺が疑問に感じております。 

ええー、今後ですね、ええー、もっときつく、そういう事態が起こらないようにですね、

町長、教育長を含めてですね、教育長の立場であれば、職員を監督する義務があるというこ

とで、あなたにもかなりの、その責任も取っていただかないといけないと私は考えておりま

す。その点はいかがですか。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田教育長。 

○（濱田 和保 教育長） 

はい。あの先ほども申し上げましたけども、まあ今後このようなことがないように、あの

ー厳しく指導していくとともに、私もあのー、それなりにちゃんと勉強してやっていきたい

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

 はい。ええー、まあ３回目ですので終わりますけども、私が言いたいのはですね、教育長、

あなた自身がその勉強をして今後そういうことが起こらないようにやっていく、それはよく

分かりますよ。そうではなくてですね、あなた自身のその職員に厳重注意を与えたいうこと

であるのなら、あなた自身がどういうあれをしていただいたかということが私は知りたい、

ええー、知りたいということであって、そういう回答は回答になってないと。まあ未だ始ま

ったことではないですけども。まあ、そういうことであります。 

○（９番・前田 省二 議員）  

じゃあ２問目いきます。 

ええー、「上島町地域防災計画について」、ええー、８月２９日の臨時議会における７月

の災害対応への同僚議員の質問に対して、町長は「想定外に対応するための作戦を立てない

といけない」と回答しております。しかし、今回の災害への対応は「上島町地域防災計画」

に明記されており、この５月には担当課変更のため一部改正されておりますよね。町長は「風

水害対策編」「地震災害対策編」「津波災害対策編」などの災害別に対応され、１,１５０

ページにわたる上島町独自の詳細な防災計画が既にあることを認識していたのか、あるいは

知らなかったのか、その点をお答えください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 
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○（宮脇 馨 町長） 

はい。前田議員の質問にお答えします。 

防災計画については、当然認識しております。防災計画は、災害発生時の応急対策や復旧

など災害に関わる事務・業務に関して総合的に定めた計画であります。災害時の基本的なマ

ニュアルとなるものあります。しかしながら、前回も述べさしていただきましたが、災害は

想定どおりには起きません。 

８月臨時議会では、平山議員の災害対応の質問に対し、災害対応の反省点を教訓として、

地域防災計画を基本に、不測の事態にも対応する準備が必要であるという、そういう回答を

さしていただきましたが、上島町地域防災計画を認識していない、そういうわけではござい

ません。 

ええー、こういった中で先般タイムラインの講習会とかもやらしていただきましたが、臨

機応変に対応できるというのが、一番災害対応として大切なことではないかと認識しており

ます。今回の災害で、今のうちの地域防災計画の中にある中では風水害編、それから地震対

策、津波災害いろいろありますが、この中で複合的に起こったらどうなるかとか、タイムス

ケジュールでいくとどうなるかとか、そういったものについてですね、もう少し具体的に、

できましたら町民の皆さんと一緒になって対応できるような、そういう計画を練り上げてい

く必要があるという、そういう認識をしております。 

今、本当に１，１５０ページという膨大な資料としてありますが、これでじゃぁ、現場対

応ができるかという、そういう問題だと思っております。実際には、自主防災組織の方々と

かですね、いろんな外部の団体、それから、当然ボランティアを受け入れる場合になると、

社協、社会福祉協議会とのまぁ支援、応援体制というか、そういったとことの連携とかです

ね、実際に動かしてみないとわからない部分というか、いっぱい出てきます。 

今回の臨時給水、この流れの中でも、本当に予想外といいますか、厳しいものがありまし

た。で、支援物質。特に、今回多かった水、これの受け入れ体制、それから配布体制、この

辺りもですね、本当にこの計画の中にマニュアルとしてはあるんですけど、それをどういう

ふうに実際に動かしていくかということは、まだまだ改善の余地と言いますか、臨機応変の

対応をどうやったらできるかという、考え直していくべき点があるんではないかと思ってお

ります。これは、今回の反省点で職員皆でいろいろ出してもらっております。それは、本当

に膨大な量になりますが、それをじゃあどういうふうにこの計画の中に盛り込んでいくのか、

タイムラインとして活かしていくのか、そういうこともきっちりと考えて対応していきたい

と思っております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

はい。ええー、以後、気を付けていただきたいと思いますけども、そしたらですねえ、ま

ああのー、地域防災計画を知っていたなら、なぜ防災士との協議を行わなかったのか。また、

生協や農協に即座に飲料水の支援要請を行わなかったのか。尾道の方からは、県外の方から

は要請があったと聞いておりますが。上島町が災害対応に備蓄していた飲料水の賞味期限が
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切れ、寄付を含めた多くの飲料水が使われなかったと聞いておりますが、事実かどうか。そ

れの答弁をお願いいたします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、この件につきまして、ええー、実際問題、応急給水と言いますか、緊急給水で

すね。こちらの方でまああのー役場の職員をどういうふうに配牌するか。給水箇所が相当数

あります。それから、人員は当然限られております。で、それを今回の場合、特に実際には

１２日間で終わったんですが、想定は２０日位を想定しておりました。それは情報源として、

まああのー、広島県の事業団の方から「２０日位で何とか復旧したい」という最初からそう

いう情報が入っておりましたんで、この長丁場をどうやって乗り切るかという、そういうま

あ計画的にですね。その間、職員を途中でダウンさせないように頑張らざるを得ないと。え

えー、まあ最近のいろんな指摘の中で職員数が多いんじゃないかとか、そういうことも確か

に言われておりますが、今回、本当に災害の中でこうやって臨時給水を、応急給水をやって

いく中で分散された形で、職員の皆さん目一杯頑張っていただきました。その辺は住民の皆

さんも本当に真摯に受け止めていただけたんじゃないかと思っております。 

こういった中で、はっきり言いますと、次の、どう言うんですかね、給水がメインという

か、それ以外の例えば避難所の開設とか、そういった部分になると当然、自主防災組織とか、

そういったものがどんどん活用さしていただきますし、逆に、そういう避難所の運営に関し

ては、自主防災組織自体が主流になって、主体となって動かざるを得ないと、そういうこと

は当然出てきます。ただ、今回の給水に関しては、これは当然、水を運ぶことから、それを

配ることから、それを町民の皆さんにお渡しする。そういうところからですね、本当に「小

まめな動きをしないとどうしようもない」という話でございました。で、当然、自主防災組

織の方で、リーダーになっておられる方で、応援していただいた方もいます。ただ、それを

組織として動かすために、新たにまた、そちらの方に要員を割かなければならない。そうい

う事案もありましたので、今回はとにかく、給水をメインに、それだけは絶対に滞らないよ

うにやっていこうと、そういう動きでした。 

それから、これは役場だけではなくて、外の団体の方、それから、まあＮＰＯとか、そう

いった方々も本当にいっぱい頑張っていただきました。そのことに関しては、もっともっと

本当は、あのーどういうんですかね、共同でやるというよりは、あのー、ＮＰＯの方は独自

でどんどんやっていただいております。あの、ぽんぽこらんどであったりとかですね、あと

あのー、ＫＯＭＡＮＡＮさんとか、いろんな方が本当に自分たちの判断で、少しでも地域の

人の役に立てばということで動いていただいております。 

それから、支援物質の水の事なんでありますが、これは、実際問題、ここまで一気にどっ

とくるという、そういう想定はできておりませんでした。実際問題、先ほどありました、そ

の美しい村連合の方々だとか、全日本離島振興協議会とかですね、町村会の方とか、本当に

いろんな各方面からそういう水を送っていただきました。ただ、今度それをまあ配布する場

合、どういう体制を組んでいくかということもあったんですが、今、あの今回の場合は、臨
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時給水の水を配るそのことがまず第一で、そこから後のいただいた支援物質の水をどう配る

かとかですね、そういうとこまで本当に計画どおりといいますか、計画が充分果たせなかっ

たというのがまあ現実です。これは大きな反省点としてあります。 

その要因としてですね、タイム、時系列でそういう受け入れ体制を作っていくということ

ができてなかったと。それが、大きな要因だと考えております。例えば、ええー、応急給水

体制ができた時点で、その次の段階を想定すべきだったと反省しております。じゃあ今度、

支援物質の水が入ってきたとき、それは誰が受けて、どうするかという。これは、ええー当

初から、この地域防災計画の中の危機管理室が全てをコントロールするという発想でやって

おりましたので、何もかもそこに集まってくると。それは実際にそれを想定して対応してい

くには余りにも厳しいという現実がわかりまして、そういったことも含めてですね、社協と

の応援体制とか、ええー、防災リーダーの方たちとの応援体制とか、これを時系列で作って

いく、そうタイムラインを作る必要があると、そういうふうに思っております。 

ええー、今回のそういった反省点を踏まえまして、早急にそういったものを構築したいと

考えております。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

はい。あのー、まあ要請を行っていなかったということは事実でありますが、そしてです

ね、やっぱ、職員の方を中心に動かれたようですけども、何のための防災士か、やはりそう

いう組織があるんならば、防災士を生名の防災士のリーダーの方からも要望があったかと思

いますけども、やはり地元、岩城、弓削の防災士の方に応援を頼むべきではなかった、じゃ

なかったのかなと。というのも、やはり職員を動かしたらですね、残業手当、これも何百万

もかかる。その点、あのー、まあ申し訳ないですが、防災士に頼べばですね、ある程度、安

くなるんじゃないかという。まあ緊急な事態ですから、そこまでなかなか思いつきませんけ

れども、私はやはり防災士を使うべきであったんじゃないかなというふうに考えております。

それと後、水の要請ですけども、町の在庫分等々いろいろ質問しましたが、その点はいかが

ですか。 

○（宮脇 馨 町長） 

 えっと、水のなんですかね、最後の。 

○（９番・前田 省二 議員）  

 水をあのー農協、生協に、あのー、提供するように。そして、防災用の水を。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

ええー、実際にはですね、あのー、１人当たりいくらという、そういう目標を立てており

ました。あと、備蓄の水をまず吐き出すと。で、それから、支援物質をオーバーフローと言

いますか、予定以上の分をどんどん出していくという、そういう動き方でやっております。 

で、後ですねえ、あのー、実際の支援の中で、あの先ほど一つ防災士の話の中でですね、
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あのー、役場の方としては、水を配る段階でその車に当然乗っていただかなくてはいけない

部分が、いっぱい出てきます。その時のどう言うんですかねえ、まあ怪我と言いますか、そ

ういうのをある程度恐れておりまして、で、それで、まあ避難所の場合とまた違うという話

ですね。車を運転して、その個人の車で乗ってもらわないといけないとかですね。実際に運

転する車は、例えば水を運ぶんであれば２トン車とか、そういう話がいっぱい出てきます。

それをじゃあコントロールできながら、その、どういうんですかね、事故が起きた場合のそ

の補償はどうするかとか、そういうのも懸念しておりました。ただ、それは余り防災士なん

だからそれは覚悟しているだろうとか、そういう話ではちょっといかない部分もあったんで、

そこら辺は慎重にやらざるを得なかったとこもあります。 

で、あと、水を全て出し切れるかどうかというのもありましたんですが、それは逆にです

ね、じゃあ１２日間で、これが終わるかどうか。それが一番大きなとこでした。これが、２

０日まで続くと、もっともっとこれ必要になると、それに対応するためにもある程度ゆとり

を持たせないといけない。そういう観点からやらしていただきました。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

はい。ええー、あの防災士のその避難所の件とかのは、よく理解しているんですけれども

一般の住民方はですねえ、なかなかそこまで理解していないと思います。まあ、災害があれ

ばですね、防災士の方がやっぱ出て迅速に動いてくれるんじゃないかということであります

んで、その点も含めてですね、今後の話し合いを行っていただいて、災害時には機敏に動い

ていただくように要望いたします。 

○（９番・前田 省二 議員）  

ええー、３問目ですが「職員採用について」です。 

 ええー、町長になって約３０名の役場職員が増えていますが、なぜ、このように多くの職

員を増やす必要があったのでしょうか。他の自治体においては、行財政改革に努め、職員の

削減を実施し、民間で出来ることは、民間業者に任せている時代です。なぜ、上島町だけ時

代に逆行する施策を取り続けるのでしょうか。この上、県や国が「職員を増やしている上島

町は余裕のある自治体だ」という判断をすることも考えられます。 

そうなれば、国や県からの交付税や補助金．交付金の試算も上島町民に不利に働くのでは

ないでしょうか。なぜ、町長は、役場職員をこのように激増させたのか。その理由を説明し

てください。また、９月以降にも、毎月、正規役場職員を募集していますが、その理由は何

なのかもお示しください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

ええー、前田議員の３番目の「職員採用について」の質問にお答えします。 

職員の増加については、３０名増員したという、それはないです。そういうわけではござ
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いません。実際問題、平成２９年４月１日、正規職員数は２３９名。３０年の４月１日には

２４９名で１０名です。それは、何かの間違いじゃないかと思います。あの、これは、総務

課の資料なんで、間違いはないかと思います。それから、この職員の増加につきましては、

公共交通体系の見直しによりまして、生名船舶、それから町有バス、こちらの方で立石港務

所を委託から直営にしたことも含めまして職員を増員しております。こちらの方で７名増員

しております。これは、船員とか、そういった案件でございます、船員とバスの運転手と。

それから後ですね、ＣＡＴＶの方、それから学芸員、消防本部の充実整備のための職員の増

員を図っておりまして。それから後ですねえ、そういったことで３名の部分については、そ

ういうことになりますんで。それで、計１０名です。３０名という数字は、どこからお示し

されたのか、ちょっと私の方も分かりませんが、そういうことです。 

それから、９月以降の正規職員の募集につきましては、ええー、今年度７月に来年度用に

募集をしたにも関わらず、今の人材難ということで、上島町の応募に対しても臨時もそうで

すけど、なかなか人が集まっておりません。これは県内各自治体においてもですねえ、なか

なか募集に応じてもらえないと。一部、松山近辺のどう言うんですかね、市町村と言います

か、市町ですね、その辺りについては、ええー、まあ応募者はかなりいるらしいという情報

は聞いておりますが、あの我々のようなへき地の自治体に関してはなかなか応募者さえもい

ないと、そういうのが現実でございます。で、私のまあ見方としましては、おそらく、これ

は、今後一層厳しくなると思っております。 

ですから、職員の採用試験のあり方とか、時期とか、一律にやってたんでは優秀な人材を

確保できないと、そういうふうにも思っております。ですから、試験のあり方とかですね、

そういうことも含めて、まあ有効な手立てを考えていく必要があると思っております。 

ええー、応募のなかった７月に応募のなかった専門職、これは１０月１５日付けで、改め

て募集しておりまして、看護師、介護員、それからあとこの前と言いますか、先般あのー、

新聞等でも話題になりました国なんかでですね、障害者枠、これが一定の率要りますので、

今、上島町はそれはクリヤしておりますけど、これの更新と言いますか、ある程度の枠は必

要なんで、これもええー、確保する必要が出てくると思います。 

で、現在、先ほど言いました人数、職員で頑張っておりますし、もう一つ懸念されるのが、

臨時雇用の話ですが、これも国の方が、「臨時で長期間雇用することはまかりならん」と。

で、「出来るだけ正規にシフトしなさい」と。こういうのが、これから国の政策として上が

ってきそうです。で、これにも対応しないといけない部分があります。現在、上島町は職員

を減すという名の下に臨時職員をかなり増やしたところがありました。それで、正職員の数

を抑えるという、そういう場合もあったんですが、皆さんご承知のとおり、まだ岩城橋が架

かっておりません。先般の豪雨の時もそうでしたけど、岩城支所の総員は、限られています。

その中で、あの臨時給水を乗り切ったというのは本当にもう大変だったと思います。 

で、そういったことがありまして、今の総合支所方式の中で、支所をまああのー、機能を

ですね、頑張ってやっていただくためには、今の段階では、これは仕方がない部分が多々あ

ります。ただ、岩城橋が開通になった暁には、これは、本当に絞っていかざるを得ないと思

っております。 
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ええー、最終的には、今の財政規模、町民の人口等を勘案して、まあ１００名から８０名

ぐらいのそういったとこまで、絞っていく必要があるんではないかと思っております。これ

は、今すぐという訳にはいかないということを認識の上ですね、橋が架かって、そういった

ことになったときに、上島町として、そういう体制を作り上げていくというのが、一番大き

な目標になると思いますんで、そこのところを認識していただけたらと思います。現在の職

員数は、まあそういうことでございますが、できるだけ、まああのーこれからは、減してい

かざるを得ないということは、重々認識しております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

 はい。最後になりますんで、あれですが、私が言った３０名いうのはですね、生名船舶の

臨時職員も正規の職員もですね、含めた人数で言ったつもりなんですけども、まああのー、

私が言いたいのはね、町長も削減すると言いましたけども、公務員の給料は安いとよく言わ

れておりますが、年々年々上がっていきます。１０年経てば、一般企業の人間よりも給料が

よくなるかと思いますので、その点を危惧して、この質問をさしていただきました。それを

まああのー、一気に増やしたということで、まあ公営渡船の場合は、町単でやりましたので、

あれもあのー、一般職の人間でしょ。あのー単労職じゃないでしょ、あそこは。単労職なら

まだわかるんですけどもね。まあ、その点も踏まえての質問をさしていただいた訳ですが、

まあ今後ともですね、他の自治体と同じようにですね、なるべく削減してですね、まあ職員

には、荷がかかりますけども頑張っていってもらいたいと非常に思います。以上で終わりま

す。 

（前田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、前田議員の質問を終わります。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、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） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員） 

議席１０番、土居 計彦です。今回は１問、質問いたします。 

先日の先だっての大雨被害も絡んだんですけど、ええー、質問の内容は、「地区内主要生

活道路の路面補修が必要ですよ」という提案です。で、まああのー、理事者サイドで、町の

方で現状を認識していただいて、ええー対応していただきたいと思うわけです。 

実は、先だって今年の夏、上弓削８組海岸の県道１７２号線、路面補修が２００ｍほど施

行されました。センターラインはない道路ですけど、車は快適です。通行も快適です。で、
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それが理由ではありませんが、ええー、県道から生活道路の町道に入ると、路面の危険状態

が心配になります。私たちの地区の場合、少なくとも、３０年以上も表面アスファルトの張

替え補修は行われていないような所もあります。歩いてみると、道路面は、ガタガタ、ザラ

ザラで段差も沢山あります。老人用手押し車では手にこたえ、しんどいのではないかと想定

されるわけです。そして、半ズボンやスカートの子供たちが転んで脛をついたら、傷が骨ま

でいくんじゃないかと心配される状況にあります。 

道路の中央に配置されている水道栓の鉄の蓋なども２～３㎝飛び出している所も見受け

られます。表面全体はアスファルト部分がなくなり、粒々の小石が広く、長く露出している

所があります。町として路面補修の安全基準はないのでしょうか。あれば、ご紹介いただい

て対応していただきたいと思います。今までの状況ですと、地域住民の苦情が出たら、現地

調査を行って、補修という、予算をとって補修という手順になっているように見受けますが、

上島のビッグ四島も同じような状態にあるのではないかと想定されます。 

ええー、危険を感じる道路については、これから計画する３１年度当初予算で補修計画を

是非、作っていただき、予算化してもらいたいと希望するものです。そして、将来は当初予

算に一定額の町道補修費を計上していくべきだと思うのです。現状と今後の対応について、

行政の説明を求めます。以上です。 

○（越智 康浩 建設課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 越智建設課長。 

（越智建設課長、登壇） 

○（越智 康浩 建設課長） 

土居議員の質問にお答えいたします。 

上島町としての安全基準は、国の基準である総点検実施要領（舗装編）に基づき、平成２

５年に主要道路を中心とした、舗装路面の調査を実施し、この調査結果を基に、舗装長寿命

化計画を策定しております。 

平成２６年度から現在まで、策定した計画に基づき、国の補助事業である社会資本整備交

付金の防災・安全交付金にて順次、舗装補修を実施しているところでございます。 

また、調査の入っていない箇所でありますが、地域要望や住民通報があった場合には、町

単独費用により補修工事や、緊急を要する場合には簡易的ですが、職員でレミファルトによ

る補修を実施しております。来年度以降につきましても、国庫補助事業及び町単独事業を予

算計上し、舗装路面の維持管理に取り組んでいきたいと考えております。 

また、上下水道の蓋等については、町道占用物件でありますので、担当の生活環境課と協

議・協力して危険解消に取り組み安全対策をしていきたいと思います。 

また、今回の質問の例にありました箇所については、後ほどお聞きし、対応して行きたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

（越智建設課長、降壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員） 
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 はい。順次、対応していただけるということでございますけども、まあ地域の、地域を管

理されとる、地区を管理されてる方々の意見も聞いていただいて、ええーぜひ、安全、安全

道路を確保していただきたいと思います。で、この頃は、最近は、ええー町道の狭い所でも

何とか車が入れる所は、一般の方は車で走られとりますけど、まだ、やっぱり子供とか高齢

の方は、それこそ老人車を突いたり、自転車に乗ったり、走ったりして通行していますので、

ええー、ぜひ、安全道路の確保をお願いしたいと思います。そしてあのー、そういう道路に

は、あのー、鉄、鉄製の鋼鉄製の、あのー溝蓋なんかも、一緒にある、あるわけですけれど

も、これも以前は、地区の方で小規模に修理をしたりして、がたつきやら段差を解消してお

りましたけども、最近では、なかなか、あのー、そういうとこの管理も難しいように思いま

す。 

だから、まあ地区の方々、私どもも含めて、気が付いた所を町の担当の方に連絡して、チ

ェックしていただくというふうにしたら、ええと思うんですけど、そういうことですか。 

○（越智 康浩 建設課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 越智建設課長。 

○（越智 康浩 建設課長） 

 はい。仰るとおりでございます。えーと、水路の鉄の鉄板とかもですね、やっぱりあのー

地域の代表の方とか、住民の方から通報等、要望がございますので、それらに関しても随時、

予算がある限りは、対応しておりますので、今後共よろしくお願いいたします。 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（１０番・土居 計彦 議員） 

 あのー、まあ、ぜひ、前向きのご返事をいただきましたので、ええー、早急にやる部分は

早急に、そして、計画的に進められるところは計画的に安全道路の確保をお願いしたいと思

います。以上です。 

（土居議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、土居議員の質問を終わります。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、大西議員の質問を許します。 

○（３番・大西 幸江 議員） （挙手）はい。 

（大西議員、登壇） 

○（３番・大西 幸江 議員） 

 議席３番、大西 幸江です。今日は、「コミュニティスクールの現状は」という題で、先

日、予算計上もして計画を進められていると思いますので、質問をさせていただきます。 

本年９月定例会において、私のおこなった「新教育長は法令遵守で職務遂行できているの

か」という質問に対し、教育長から「一生懸命努力してやっているつもりである。ちゃんと

意のするところになっていないことに関しては、不徳の致すところである。今後は、真摯に
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受け止め改善して行くよう努力する」というご答弁でした。また、町長からは「総合教育会

議の中で教育委員会と密に連携を取りながら教育方針を決め、積極的かつ活発なものに変え

ていきたい」とのご答弁をいただきました。 

ですが、教育委員会の定例会を傍聴に行っても、会議の中身は事務局からの報告事項が大

半を占め、1項目でも個人情報に関わることがあれば、傍聴不可とするなど教育委員会の定

例会は事務局主導であり、教育委員の話し合いの場は持てないような仕組みでの会議を行っ

ているとしか思えません。また、安易な傍聴者の締め出しとも取れる行為は、教育行政への

不透明さや不信感を抱く原因にもなりかねません。こういった現状を踏まえ質問させていた

だきます。 

今年度補正予算でも組まれた、コミュニティスクールについては、教育委員会の定例会に

もほとんどその進捗状況が話題に上ることもなく、住民向けには、たった 1回の講演会のみ

しか現在実施されていません。このような状況では、当初予定より早くスタートしたいと言

っていた教育長の発言は実現できそうもなく、また事務局案の来年４月からのスタートも危

ぶまれます。現在の進捗状況と地域との連携というのはどういう形を考えているのか説明し

てください。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、濱田教育長。 

（濱田教育長、登壇） 

○（濱田 和保 教育長） 

大西議員の質問について、お答えいたします。 

 近年、生活困窮、社会的孤立等の問題を背景とする地域での深刻な生活環境が広がる中、

学校や子供たちを取り巻く様々な課題を解決するためには、学校、家庭、地域が連携・協力

して子供たちを育んでいくことが重要です。現在、上島町では、全ての小中学校でコミュニ

ティスクールの開設を目指しています。国の方針でも、もう既に「コミュニティスクールが

良いか悪いかを考えましょう」ではなく、「設置に向けて努力しましょう」となっています。

「子供の教育を学校に丸投げするのではなく、地域全体で支えて行きましょう」というもの

です。つまり、地域と共にある学校です。私たちの町では既に地域の協力の下、学校運営が

成されている部分もありますが、「コミュニティスクールとは、国が定める仕組みである学

校運営協議会という組織を設置して、学校、保護者、そして、地域の人たちが参画して校長

先生の方針を承認し、共に学校運営を支えて行きましょう」というものです。私も以前、保

護者として、そして、その後、地域の人として学校の近隣に住み、学校を見てきましたが、

自分の子供が卒業した後はほとんど学校と関わることもなく、段々と疎遠になり、単なるた

だ近くに住んでいる人になっていました。 

最近では、多くの人たちも地域の子供たちの教育に無関心になっている人が多くなってい

るように感じます。学校や子供を孤立化させることのない、地域が積極的に関われるコミュ

ニティスクールの推進はどうしても必要だと考えています。地域がもっと綿密に関わり、地

域に、そして、故郷に愛着が持てるような教育がどうしても必要です。さまざまな人生経験
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を持ち、さまざまなスキルを持った人たちが地域にたくさんいます。そんな人たちがもっと

もっと子供たちに関わることができるようになると思います。子供たちのため、学校のため

と言いながら、コミュニティスクールは、手段であり、本当のところ、コミュニティスクー

ルを核として、地域も元気になってほしいと考えています。それが、町が元気になることに

繋がります。コミュニティスクールを、情報と思いを繋ぐ場所にしたいと思います。そして、

地域とともにある学校づくりを始めたいと考えます。２年前より情報収集や、学校の理解を

貼り、そして、スケジュールの作成を得てやっと来年の２月に学校運営協議会の立ち上げが

出来て、スタートが出来そうな状況となっています。 

具体的な現在の進捗状況ですが、魚島中学校区、弓削中学校区、生名小学校区、岩城中学

校区の４校区において、それぞれコミュニティスクール推進委員会を開催し、教育計画や協

議会委員の選定などを協議し、２月頃の学校運営協議会の立ち上げに向け準備を進めている

状況でございます。  

 教育委員会としましては、各校区への説明会や研修会、各校長先生との準備会を開催し、

スムーズに学校運営協議会が立ち上がるようにバックアップを行っている状況です。 

また、「地域との連携というのはどういう形を考えているのか」についてですが、学校ご

とに、地域ごとに、いろいろな形があろうかと思っております。例えば、学校の取り組みの

中に、地域の団体や様々な活動をされている方に入っていただいて、地域の動的、人的資源

を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりして、それぞれの

地域の特性を生かしながら、学校教育を学校内だけに限らず、地域全体で未来を担う子供た

ちの成長を支えいく環境づくりを進めていきたいと考えておりますので、議員の皆さんも、

町民の皆さんもご協力のほどよろしくお願いしたいと思っております。以上です。 

（濱田教育長、降壇） 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

はい、非常に素晴らしい計画と方針というような形でご披露いただいたんですけども、先

日、まあ私ちょっと所用で参加できなかったんですが、ええー、上島町でもコミュニティス

クールの講習会と言うか講演会を開いていただきまして、で、その中でお話されたことと全

く同じこの資料いただいたんですけども、そのなぞられたようなことを、まあご答弁いただ

いて、あっ、なるほど、このコミュニティスクールの説明に来ていただいた先生がやってい

る泉川中学校区と同じところを目指しているんだなということが非常によく理解できまし

た。なので、まあ、その方向でやっていただけるんだと思うんですが、ええと、それでです

ね、あのー、こういう国のホームページにもコミュニティスクールって何ということで、導

入の方法とか、いろいろ書いてある。これはまあ抜粋した簡易版なんですけど、こういうも

のもいっぱい出ています。で、中身をまあ、見ていくとですね、仰るとおり、その学校運営

協議会というのを設置して、校長先生の出した教育案に対して承認をする。それも地域の方、

ＰＴＡなどを含めてというふうになっています。 
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 で、その仕組み作りも、ええー、「教育の規則で定めて人選をして行きましょう」とい

うふうになっているんですけども、あのー、言葉で言うのはすごい簡単なんですよ。ですけ

ど、教育委員会、傍聴に行っていると、このコミュニティスクール進捗状況は本当に一口も、

と言うか、まあ何回出たかなあ、２回くらい、「研修はやります」とか、研修が終わっても、

研修報告はなかったし、何をやっているんだか、さっぱり分からない。で、議会で予算のと

きに答弁をいただいたら、「地域に温度差があります」と。いうようなことで、全く足並み

が揃っていないというのが、まあ丸見えかと思うんですね。 

で、この先日の講演会です。出席者の方をまあ、すみません、教育課の方に確認させてい

ただいたら、「まあ学校関係者が１２名と、保護者が５名、で、一般が１０名。この中に教

育委員の方が１人含まれています」ということで、実際、教育の事ですよね、これって。す

ごい大事な事ですよね。今、国が盛んに言っている「学校と家庭と地域を繋いで諸問題を解

決して、学校を中心とした地域活性に努めましょう」という事で話が動いていると思うんで

すけれども、あのー、文字どおりは仰るとおりなんですが、実際の動きが全く見えない、見

えません。で、今、ＰＴＡに対しての学校からの説明もないですし、当然、教育委員会から

の説明もありません。ただ１枚、ぺらっと「講演会にいらっしゃいませんか」と知らせが来

ただけです。これで、学校と家庭と、そして地域との連携ができるでしょうか。で、教育委

員さんとか、先生ばかりを研修しても、実際動いている、あの、地域の人とかね、ＰＴＡの

方が分かってないと結局一緒だと思うんですよ。 

で、一つの例としてですね、この間、学校評価というのを出していただいたかと思うんで

す。で、これの説明も、まあ、何もないまま１枚いただいているんですが、ほとんどがＡラ

ンクです。で、この中に学校支援ボランティア事業というのがあって、これだけがＢランク、

まあ、これだけでもないですけど、もう何点かありましたけどＢランクなんですね。で、一

番これ、コミュニティスクールに関わってくるような事案かと思うんですが、ボランティア

で登録した方の話を聞くと、「いや、声はぜんぜんかからんよ」と。「登録はしたけれども、

何も今まで言われたことありません」と。実は、私も何年も登録していますけど、初めて去

年、先生から「読み聞かせに来てくれませんか」ということで、お伺いするようになりまし

たけども、それまでは無の礫（なしのつぶて）です。で、実際、ここに、あのー、名簿もい

ただきましたけど、その名簿の方にも聞いてみたら、まあ同級生なんかもいるんですが、「い

や、何も声がかかったことはない」と。この状況では、コミュニティスクールを地域と連携

して進めていくということにならないと思うんですが、今後のこの計画のあり方を変える必

要性は考えていらっしゃいますか。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田教育長。 

○（濱田 和保 教育長） 

はい、正に今仰ったような形で、あのー、なかなか進んでないところも当然あります。で、

コミュニティスクールの形というのは、「これが正しい、１００％正しい、こういう形がい

いですよ」というものはなかなかないです。それぞれ地域に応じたような形になっていかな

いといけないと思っています。先ほどの学校ボランティアについても、一応登録はしている
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けども、なかなか声が掛からない。これも、今のところ、やっぱり学校とその方とでやり取

りをしながらやってる部分で、なかなか前へ向いて進まない部分もありますが、今後、コミ

ュニティスクールができたときには、コミュニティスクールの中で、運営協議会の中で、そ

ういう事も含めて、地域の人がもっともっと、あのー、関わって来れるような体制づくりを

これから作って行くということなので、それについての立ち上げに向けての今準備をしてい

て、確かに、まだまだ保護者について、全ての方にはまだ説明ができてないところもあるか

もしれませんが、私共は学校に対してちゃんと指導をして、「こういうふうな形でやってい

きましょうと、共になってやって行きましょう」ということを言っておりますし、今、その

学校運営協議会に関わる、あのー委員の方の人選についても学校を通じ、また私共も含めて、

今行っているところでありますので、今後これが立ち上がった後、その後どういうふうな形

をやって行くかというところが大事だと思っております。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

はい、あのー、よく仰る、やりながらあのー、変えていくとか。これから作って行くもの

だとか。っていうご答弁はよくいただくんですけれども、そうしましたらですねえ、９月の

定例会のときに、「町長との、その方針が違うので、総合教育会議を開いて、方針を見直し

てやる」って仰ってたんですが、そこもまだされてませんよねえ。 

で、３月の時点で、ええと、「会議を開いていました」という答弁があって、議事録もい

ただきましたけど、そういうお話は、議事録の中にも見当たりませんでしたし、あのー、ど

ういう経緯でそういうご答弁をされたのか。そして、総合教育会議を開いて、なぜ、方針が

決められないのか。で、その方針が決まらない中で、このコミュニティスクールを走らせて

本当にいいのか。計画の見直しの必要性はないのか。その点について、ご答弁をお願いしま

す。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい、ええー、先ほどのお言葉ですが、総合教育会議につきましては、前回の教育会議の

中身につきまして、ええー、例の活性化交付金。こっちの話をええー、皆さん、そちらの方

にばっかし、こうですね、視点が向いていたという部分がありまして、今回、ええー、（１

２月）１８日に今年の分、ちょっと遅くなってしまったんですが、災害等まあ、ありました

んで、ちょっと日程的にちょっと厳しいとこがあったもんですから遅くなったんですが、え

えー、１８日にまた総合教育会議を開かしていただいて、ええーまあ、あの教育大綱ですね、

そちらをどうするかという議題をまあ、根本的な原則の部分ですね、そちらの方をしっかり

と議論さしていただきたいと思っております。そういった中で、こういうコミュニティスク

ールとか、地域の教育力ですね、これをいかに取り戻して学校の周りからずっとこう支援で

きるような、そういう体制を作って行くべきではないかということでやらしていただいたら

と考えております。 
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それから、先ほど教育長も言いましたけど、実際問題、こういった意識を変えるというの

は本当に手間暇と言いますか、時間と労力がかかりますんで、その点はですね、本当にあの

ー、長い目で見てじっくり取り組まざるを得ないという、それは思っております。ええー、

先般、へき地教育振興協議会という、その中でですねえ、愛媛県の教育大会、これが１０月

の３１日に、ええー西予市の城川町の方でありましたが、そのときに愛媛県出身の社会教育、

ええー研究センターですねえ、こちらの二宮社会教育調査官の方からお話をいただいたんで

すが、その中でも、全国的に見て、やっぱり地域の教育力をやっぱり学校にフィードバック

させないといけないという、そういうことは、すごい大切な事なんだと。ただ、先ほど言い

ましたように、ええー、コミュニティスクールは地域の数だけ、学校の数だけありますよと。

そういうスタンスでやらないと駄目ですと。ええー、特に、学校が、役場が、教育委員会が、

その主導してやっていくというか、そういうふうなやり方をすると前に向いて進みませんと。

そういうお話でした。やっぱり本当に地域と一体となった学校づくりをいかに作って行くか

という、そういう基本的なスタンスをきっちりやらないと、ええー難しいと。だから、ええ

ー、運営協議会ができたから、それを作ったから終わりという、計画を作って終わりという、

そういうスタンスでやると、まあ人を育てて行くという、そういう長い目での取り組みとい

うのはできないから、そこのとこだけは絶対に外さないようにという、そういうご指導もい

ただきました。 

ええー、まあ、これから時間はかかるかもしれませんが、逆に時間をかけてもいいと思っ

ておりますし、ええー、町民の皆さんと一緒になって取り組んで行けたらと思っております。

以上です。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） はい、大西議員、３問目の質問という事でお願いします。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

はい、あのー、意識を変えるのは時間がかかると仰っていて、まあ、それは私もそうだと

思っています。自分に子供がいて、一つの事をやらせるのに、何回も何回も注意をして、ま

あ時には怒って、ってやって、やっとできるようになるというところに持っていくのは大変

なことです。それは、０歳のときから育てても大変なんです。で、まして、地域や家庭って

いう大人を意識改革させてやっていくためには、早くから目標をしっかり作って。で、２年

前から計画がスタートしているのであれば、２年前から広報なり、何なりをして、コミュニ

ティスクールというものを、定着させていかないと、意識改革のスタートも切れてないじゃ

ないですか。表面上の、そのー、できないとか、難しいというのは、それはわかりますよ。

教育はお金かかるんです。時間もかかるし、手間もかかるし、楽じゃないんです。 

そしたら、今、計画すらもブラブラでどっちに行ったらいいかわからない状態では、非常

に困ります。広報ももっとやってください。コミュニティスクールという言葉を聞けば、せ

めて住民が、「ああ聞いたことある」と、いうぐらいに意識改革を早急に進めないと、２月

に立ち上がっても、今までどおりの協力要請で、今までどおりの方がボランティアに来てい

ただいて、今までどおりの形でしか動けないと思います。そもそも、この講演会だって、行

政職員の方２名しか来てないじゃないですか。みんなでやるんじゃないですか。行政は地域
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じゃありませんか。教育方針も、立てることもさることながら、やっぱり地域というからに

は、私たちも、そして行政も、みんなが地域になってやるような計画をもう一度見直してい

ただきたいんですけども、そのご答弁をお願いします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい、ええー、地域を巻き込むやり方につきましては、まあ、いろんな方法があるかと思

いますし、あのー、地域ごとにですね、カラーと言いますか、いろんな、まあ伝統とか、動

き方とかですねえ、異なっておりますから、そう一概にはやりにくいと思っております。 

ええー、先ほど言いました運営協議会のあり方につきましても、ある程度の指針はござい

ますが、そこから後はみんなでやるしかないと。これはあのー、大西議員の発言で「本当に

もっとリーダーシップとって、しゃんとやれ」というのはよくわかるんですけどね。あのー、

ここで今、我々が壁にぶち当たっているというのは正直な話、学校という組織です。で、学

校の先生方は、運営協議会を立ち上げて、それをコントロールしながらやって行かなければ

ならないという、そういう意識がございまして、その部分が余分な負担になると。そういう

ふうに基本的には考えます。 

で、先ほどの先生のお話じゃないですけど、実際にうまくいくところは、地域がサポート

してくれるので、学校の先生の負担が減るんだそうです。そういうところを我々は目指して

いかざるを得ない、目指していくべきだと思っています。ただ、それが、学校ごとに、地域

ごとに、どういうのが正解かというのはございませんので、それを手探りしながらやらざる

を得ないという、その事はコミュニティスクールの一番の特色だと逆に思っておりますので、

ぜひ、そのことを踏まえてですね、とにかく第一関門の、学校の先生の意識をまず変えてい

ただく、前向きに取り組んでいただく。そこから始めないといけないという事で、我々は今、

そういう意識で取り組んでいきたいと考えております。 

で、それがうまくいき出すと、自ずと父兄や地域が一体になってくるという、そういう動

きになろうかと思いますので、これは本当に時間がかかっても仕方がないと思っていますん

で。もう少し、そういう意味でですね、長い目で見ていただくことが大切だと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

はい、すいません最後にします。 

あのー、町長が言うこともわからなくはないんですが、先生は替わりますよ。来て、教育

して何年か経ったら地域を去ります。そしたら、先生の教育もまあ重要でしょうけど、地域

を変えて、先に地域に意識付けをして、地域から動くように方向付けをして行った方が継続

的にできるんじゃないですか。もう少しじっくりと、このコミュニティスクールについて、

教育委員会でも、町長部局でも、総合会議でも話し合っていただいて、しっかりとした計画

の見直しをお願いして私の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 
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（寺下議員から「答弁しましょうか」の声）答弁してくれますか。（寺下議員から「地域

が変われば学校も変わるんよ」の声あり） 

（大西議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、大西議員の質問を終わります。 

ここで、１０分の休憩を取りましょうか。（「はい」の声あり）それでは、１１時２０分

まで休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時１０分 ～ １１時２０分 ） 

 

○（池本 光章 議長） 

会議を再開いたします。 

続いて、池本 興治議員の質問を許します。 

（池本 興治議員、登壇） 

○（１１番・池本 興治 議員）  

 初めてじゃけん、１１番、池本 興治です。よろしくお願いいたします。 

ごく簡単に言います。町長、よろしくお願いいたします。 

「折り返し地点の宮脇町政を振り返って」ということでございます。 

町長就任後、折り返し地点に来ましたが、宮脇町政を振り返ったとき、どんな取り組みを

したのか、何がどう変わり、その評価はどのようになったかお答えください。 

 また、これからどのようにしていくのかお答えください。よろしくお願いいたします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

池本議員のご質問にお答えいたします。 

ええー、振り返って、あっという間の２年間でございましたが、本当に、まあいろんな公

約を掲げて、掲げさせていただきましたし、その中で、まあ十分にできたところ、そうでな

いところ、いろいろございます。 

ええー、まあ、多岐に渡るかと思いますけど、掻い摘んで何点か述べさせていただいたら

と思います。 

ええー、まず一番最初にありましたのが、魚島のドクターヘリの件でございます。魚島の

お医者さんが急きょ退職されるということで、その後、無医地区になってしまう。これは本

当に大変な問題だという事で、次のお医者さんを本当にあらゆるところに手を尽くして探さ

していただいたんですが、なかなか見つかりませんで、そうこうする中で、まあ助け船と言

いますか、ピースウィンズ・ジャパンの、まあ、豊島に拠点を構えておられる方がＮＧＯな

んですけど、そこでヘリコプターを３基ほど持っているから、それを利用してお医者さんを

紹介するからどうかという事で、いただきまして、広島県の神石高原町、鈴木クリニックさ
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ん、鈴木先生ですねえ、この方に週に２回ですか、魚島の方の診療所に来ていただけると、

そういうことでですね、何とか無医状態、それをクリア出来ることができました。また、こ

の鈴木先生自体が素晴らしい考え方の持ち主で、離島、へき地医療、そういったことにすご

く前向きで、どうやったら病気になる前に健康を保てるかという事まで含めまして、島民の

方に指導していただきました。当然、一緒に看護婦さんも来ていただいたりとかですねえ、

そういう意味で魚島の方々には本当にいいお医者さんだったと思っております。そういう意

味で先生が最後の診療を終えられたときですねえ、魚島の島民の方も本当に涙ながらと言い

ますか、そういう思いでお見送りをされておりました。素晴らしい先生でした。本当にあり

がったかったですね。まあ、これから先、次のお医者さんが見つかって、今、五嶋先生が本

当に頑張っていただいております。五嶋先生も、こういう考え方の持ち主で、いかに健康寿

命が保てるかという、そういうスタンスで、地域医療に取り組んでいただいております。え

えー、診療所自体もですね、なかなか応札していただける業者がいなかったりしたもんです

から、ええー、魚島の場合、運搬費だけで相当コストが掛かって割に合わない。かと言って、

県内業者がそれをやってくれないのは何でじゃ。そういうふうな思いもありましたが、何と

か因島地区の業者さんが受けていただきまして、工事も遂行していただきました。で、今、

魚島の方はその診療所とお医者さんと、しっかり頑張っていただき、いただいている状況で

ございます。 

ええー、それから、次のあれですが、交通網の再編をやらしていただきました。これは、

生名フェリー、これをですねえ、まあ、岩城橋開通までの間にどういった運航形態して行く

かということも含めまして、また元の直営に戻させていただきました。で、あのー、立石港

務所、それから管理、それから町有バス、これもですね、一応全部ひとまとめにして公共交

通課として一番いいパターンを汲み上げていくと。そういう取り組みを今進めております。

町営フェリーの方につきましては、利用者の皆さんにもですねえ、本当にあのー、まあ使い

やすいというか、そういう格好で評価していただけているのではないかと思っております。

まあ、これは、一元化したというのは、これから連絡体制ですね、バスとフェリーの接続と

か、ええー、便数をいかにこちらが、利用者目線で変えていけるか、臨機応変に社会状況、

変わってきますから、それに合せてどんどん変えていけるような、そういうふうなことをや

りたいという、やらなければならないと、そういうふうな考えで変えさせていただきました。 

で、まあ、弓削汽船に乗られとった船員の方も全部こちらで採用させてほしいという申し

出をしていたんですが、なかなか応じていただけなかったんですが、最終的には数名を残し

て他の方はこちらへ移っていただいたという経緯もありますが、お蔭さんで、町営フェリー

も順調に運営できているのではないかと思っております。それから、７５歳以上の無料化の

件でございますが、これは生名フェリーの値上げをするときに、黒字になったら元に戻すと

いう約束で始めたものですから、私はもうこれは皆さんとお約束していることを実行したま

でではあったんですが、これは、「そこまでする必要はないだろう、財源厳しいんだから止

めたらどうか」というようなご意見もあったんですが、あのー、本当にお年寄りの方で自分

で車乗って遠くへ行けない方、そういう方、それが因島総合病院、それから因島商店という
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か、お店の方に、ええー、いわゆる買い物難民ですね、通院難民、買い物難民、これをまあ

少しでも解消するという考え方では本当に良かったんではないかと思います。ええー、まあ、

この方々の声というのは、なかなか大きい声では言えないけれどということで、評価してい

ただけているのではないかと思っております。また、こちらの方は、ええー、「生名フェリ

ーだけだと不公平ではないか」ということもありますので、今、暫時、本当はもう少し早く

やりたかったんですが、予算的な事とか、それから、ええー、今のやっている状況がどうな

のかということもフィードバックしながら、検証しながら、それを今度また広げる、どうい

うふうに広げていったら一番やりやすいか、利用者の目線から言ったらどれが使いやすいか

と、そういったことも含めて家老渡であるとか、長江航路であるとか、そういうとこ、あと

魚島から来た船の、うおしま丸の弓削から土生までですね、この辺りも暫時広げていく必要

があるという事で、最終調整に今入っているところであります。 

それから、あと教育振興の面でございますが、これは弓削高等学校の公営塾、ゆめしま未

来塾ですね、これを町おこし協力隊の方々にお手伝いしていただきながら実現することがで

きました。これは、弓削高校の生徒数が本当に２０名を切る厳しい状況になりそうだったの

ですが、この情報が入ると、ガクンとこう、ガタンというか、そのー、一気にまた２０名を

オーバーで３０名近く、こう生徒数が確保できたという、このことは私自身も本当に驚いて

おります。高校の先生方もすごく喜んでいただいて、一番喜んだのはたぶん子供さんを抱え

るご父兄だと思います。この島で高校まで、それからあとは大学、専門学校等ですね、進路

も行くのは、まあ、これはどこにいても負担はほぼ一緒だろうと。だけど、高校のときの経

費、例えば、今治へ出た場合、下宿した場合、これは十数万円掛かるよと。そのリスクが、

３年間のリスクが、ご父兄の方の負担が減るわけですから、これは本当にまあ良かったと思

っております。これをうまく膨らせていって、学校の勉学だけでなくて、まあ、コミュニテ

ィスクールの高校版みたいな、地域学というのは、この未来塾、公営塾の中にはございまし

て、地域の事をもっと知ろうと。そして、ここで育って、ここから巣立ったんだから、逆に

誇りを持って、いつの日かここに帰って来れる。そういった、取り組みもさしていただいて

おります。 

それから、あと大学、専門学校等ですね、進んで行ったときに、「ゆめしま奨学金」、「か

みりん奨学金」ですね。これを愛媛銀行さんと一緒になって作らしていただきました。この

ことも、まあ本当に今、教育費というのは相当な負担になりますので、皆さん、頭を悩ませ

ているところだと思いますが、ええー、自分の持っている能力を最大限生かせるような、そ

ういうスタンスが、本当に大切だと思っています。この国では、これからこういった若者た

ちが、どんどん人口減少していきます。でも、そういう人たちが世界に羽ばたけるような、

自分の持っている能力を最大限伸ばせるような、そういうシステムさえあれば何とかこれか

らも、この国が頑張って行けるんではないかと、そういうふうに思っております。 

次は、地場産業の強化の面から、レモンの産地化に取り組んでおります。これは、岩城地

区で、ええー、長年手掛けておりました『青いレモンの島』というキャッチフレーズの下に

レモンの生産をずっとやって、それをまあ東京、関西、大都市圏に売り込んでいくという、
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そういう地道な政策でございましたが、やっとまあ知名度と言いますか、認知度は上がりま

して、本当に瀬戸内海産のレモン、特に、「青いレモンの島 岩城」、岩城産のレモン、そ

れを上島町産のレモン、もう少しシフトして生産量を確保したい。ええー、これは、まあ全

国的に見てもですねえ、一時、熊本とか、佐賀とか、そちらの方の産地化も進む予定、動き

があったんですが、県内でも南予の方、宇和島近辺ですねえ、そちらの方は取り組んでいる

部分もあります。しかし、レモンについては、マイナス５℃以下になったり、雪が積もった

り、こういった気象条件があるところは何年かに１回、そういう寒波とか、自然条件ですね、 

それに淘汰されてしまいます。ええー、幸いに、この瀬戸内海の中央部にある我々の地域だ

と絶対に有利な産地名なると。これを絶対に取り組むべきだと。そういうことで、一時、生

産量落ちていましたが、若い人にそのレモンの産地化を担っていただけたらと。そういう思

いで４，０００本の苗木を一部町の方が負担する形で適正価格と言いますか、安く皆さんに

植えていただくと、条件的にも３０本以上という、まあ生産者としての最初はロットですね、

生産量をある程度確保していただきたいと。そういう思いで進めさしていただいております。

これは、今後ともですねえ、植えてから３年目、４年目にならないと実は結ばない。それま

で、やることはいっぱいあります。とにかく順調に木を大きくして、それから、その後です

ねえ、生産が始まる前に、この販路を拡大して行く。こういう政策は絶対に必要になります。

今あの、町内でも、ぽんぽこらんどの古﨑さんとかですね、まあ一部先進的な農家では、こ

れを大量に作って何とかしようという取り組みも古川さんやっています。法人化もやってい

ますし、また、若い人でこれはやっぱり将来性がありそうだという判断をしていただいて取

り組んでいただける人も何となく、何となくじゃなくて着実にですねえ、増えつつあります。

これは、本当にあのー、いろんな方向でですね、やって行く必要がありますし、岩城物産セ

ンターという、もし加工品ができた場合にはそこで果汁にできるし、その皮等も全部使って

行ける。そういう作戦もあります。で、今、ここに来て、瀬戸内海レモンという特産レモン

が本当に商品価値と言いますか、いろいろこう評価されつつありますんで、これは、この波

をしっかり捉えながら最終的には生産量を確保しながら周年出荷できる、1年中出荷できる

ような、そういう産地に持って行きたいと思っております。 

それからですねえ、あと、サイクリングのお話もさしていただきたいと思います。ええー、

サイクルフリーという上島町独自のまあ、制度と言いますか、それも頑張って続けさしてい

ただいておりますが、今回の「サイクリングしまなみ 2018」で、このところ本当にまた新し

い意味で評価されておりますし、岩城橋が開通した場合に、「ゆめしまルート」と言います

か、サイクリングのルートとして、また一段と評価が上がるのではないかと思っております。

ただ、サイクリング受け入れ態勢としてですね、ええー、例えば、汐見の家とか、そういっ

た宿、泊る所、それから食べる所、そういった関わり方、そして、サイクリストがこの町で

経済効果を表していく。そういうことを仕掛けていく必要があると思っていますんで、拠点

整備だけではなく、まあ、町民の生活と結びついて、なお且つ経済効果をいかに出していく

か。その辺をきっちりと、しないといけないと思っております。 

ええー、主だったところはまあ、そういったところになりますが、あとですねえ、今後の
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政策、施策としてですね、絶対に外せないのが、岩城橋の開通だと思っております。こちら

は、ええー、もうあと数年と言いますか、本当にすぐそこに来ておりますが、そのためにや

らなければいけないことというのが、先ほど上げました交通網の再編ですねえ、これとか、

あと、もっと役場として深刻な話はまあ前田議員の質問にもありました職員のまあ組み替え

と言いますか、全体として町役場がどういう姿になれば一番いいのかという。これは本当に

あの、我々役場のサイドの人間だけではなくてですねえ、町民の皆さん巻き込んだ形で話を

して行く必要がありますんで、そのためのシステムを出来るだけ早い機会に立ち上げるべき

だと思っています。ええー、総論賛成、各論反対、これは当然出てくると思います。そのこ

とを含めましてですね、まあ、いろんな形で議論をとにかくして行こうと。白熱した議論の

中から、ええー試せるものは試すし、どうやったら各論まで賛成していただけるようになる

かという、そういう事も含めて取り組まないといけないと思っております。 

それからもう 1点は、先ほど来のお話にありました防災対策ですね、こちらの方も大きな

テーマになります。これは、南海トラフがいよいよ近づいているという認識をしております。

実際問題、財政的には相当厳しいですけど、我々がまず最初に取り組むべき問題、これが何

になるかと、そのことをまず考えて行かないといけないと思っています。ええー、まあ、い

ろんな論調とか、そういったものの中で一番大切なのは水だと、水さえあれば何とか生きて

いけると。じゃあ、その水を 1週間なのか、1月なのか、どうやって確保して行くのか、そ

ういう話が当然これからまな板の上に載せて議論して行きたいと思っております。今、あの

危機管理室を含め、いろんなところでそういった検討を始めたところでございますが、何分

にも、例えば貯水タンクだと、このくらい掛かるよとか、相当な予算規模になってしまうん

ですが、実際にどれからどういうふうに手掛けていくべきか、どういうふうなまあテストケ

ースと言いますか、そういったことをやってみる必要があるのかということもですね、これ

から、どんどん前向きに取り組んでいきたいと思っています。まだまだいっぱいございます

が、主だったところを私の思いつくままに述べさしていただきました。また、よろしくお願

いします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（11番・池本 興治 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 池本 興治議員。 

○（11 番・池本 興治 議員） 

ありがとうございました。もう、いろいろと大変でございますが、これからやっぱ一番大

事な時でございますので、町長、一生懸命頑張っていただきたい。また、これは生名フェリ

ーの事なんですけんど、これもう一番にですねえ、住民が求めとんは、運賃の値下げ、これ

はもう一番、あのーはっきり言うて、前町長も「橋が架かったら、生名橋が架かったら運賃

は下げます」ということになっとんですよ。それをまだ未だに変えてない、安くしてない。

安くするんじゃなしに元に戻すということだけなんですよ。そりゃ、あらゆる運賃を下げる

ことによって、やっぱ住民の、そのためになると思うんです。これ、まああの弓削なんかの、

弓削地区なんかの場合もドルフィンが尾道航路を止めて、その時点でその住民の嘆願書が
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1,000人以上、弓削地区の人が安くそのまま継続してください。それはもう何のことない止

めてしもうとる。そんな中に、やっぱし、生名フェリーの場合運賃を安くすると、尾道航路、

尾道、因島から尾道へ行くだけでも、行くんと、生名から、その生名地区から因島へ行くん

と金額同じぐらいなんです。やっぱ、いかに生名運賃が高いか、日本一高いいうようなレッ

テルも貼られとんですよ、現実に。これはもう絶対に住民としては、車の運賃も、運賃を下

げるんじゃなしに元に戻して、回数券も出してください。これはもう町長権限で何ぼできる

はずなんです。これ今まで置いとること自身もおかしんですよ、もう橋も架かって。ほで、

まして、今度は岩城橋も掛かって来たら、特にもう車も多い過ぎて、はっきり言うてどうに

もならんような状態、じゃろうと思うんですよ。ほいで、生名のときも公営渡船の事業課の

結局収支はですねえ、売上は 1億２、３千万くらいじゃったと思うんですよ。それで、一般

会計から５、６百万繰り入れしよったんですが、その時点ででも運賃を下げられとんですよ。

下げて来とんですよ。だから、今言うように、現実に生名渡船の売上げが２億何千万いうこ

とになっとんでしょう。２億２、３千万くらいあるんでしょ、概算。その中で、生名の場合

は1億３千万くらいでやりくりができとんだから、それからもう変わってないんですけんね。

人件費、ほんなら青丸さんが、民間委託を除けてから、排除してから。それでも、青丸さん

に５，５００万か、その上、概略ですけど、それくらい渡しょった。ほんなら人件費だけで

も、今、人件費だけではっきり言うてから１千万もあれば、人件費足りるんじゃないかなと

思う、年間。そうなって来たときに、もうそこの時点で、３千万か、４千万くらいの利益が

出とるじゃないですか。それはもう民間に還元するんは、これも政治として、宮脇町政とし

て絶対にやっていただきたい。そのために、あなたが町長になっとんですけんね。ぜひ、や

ってください。まあ、いろいろと、いろいろとやることは、いっぱいありますけんど、どう

ぞ、町民のために、まあ運賃だけじゃなしに、やっぱ一生懸命頑張ってやっていただきたい

と、これは要望でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（池本 興治議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、池本 興治議員の質問を終わります。 

ええと、１２時１５分前なんですが、昼休憩に入ってよろしいですか。（「はい」の声あ

り）それでは、昼休憩に入ります。 

 

（ 昼休憩 ： 午前１１時４７分 ～ 午後１時００分 ） 

 

○（池本 光章 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、私が、議席番号５番の寺下 滿憲です。ええー、住民と日本共産党を代表いたし

まして、議長の方からの一般質問の許可が出たので、順次、質問をして参りたいと思います。 

第一項目といたしまして、「豊島のコミュニティセンターの今後の活用と将来は」につい
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て質問をしたいと思います。 

ええー、この問題は、先の９月定例議会においても、コミュニティセンター関連の質問を

いたしました。この建物は、施設活用といたしまして、平成の３０年度におきましては、１

年間特定非営利団体であります、活動法人であります、ピース・ジャパン、ピースウィンズ・

ジャパンに建物は、１年間無償で貸与をした。基い、使用、貸借契約を締結しておったわけ

であります。そして、用地の方につきましては、ええー、賃貸しの、いわゆる貸借で契約を

結んでいました。３１年度の、向けての、この方針は、センターをどのようにしていくのか。

議会答弁においては、先の９月の議会では、課長の答弁といたしましては、譲渡について協

議中と言っておられましたが、その後の結果はどのようになったのか。その点についての、

まず、ご答弁を求めます。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

（森本農林水産課長、登壇） 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

寺下議員の質問にお答えいたします。 

豊島コミュニティセンターの建物施設につきましては、現在の利用状況、今後の利用計画

等について情報収集を行い、補助金返還の義務のない無償譲渡を基本に協議、検討しており

まして、３０年度末までには処分できるように進めております。 

なお、土地につきましては、当面、これまでの賃貸借契約を継続し、相手方の運営状況や

意向を確認しながら、適切な時期に売却を進めたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 

（森本農林水産課長、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、ただ今の課長の答弁では、３１年度においては、建物については、無償譲

与と、譲与という形で進めているということですが、ええー、この建物の問題、９月の補正

予算でも、私取り上げたんでありますが、先般、この契約書を資料要求しますと、資料いた

だいたんですけれども、この建物の維持管理等の負担についての第６条において、貸付物件

の継続管理に必要な修繕、改良、その他の行為に要する経費においては、全て、いわゆる甲

は、町であって、乙は、ウィンズ・ジャパンさんの方だと思うんですけど、このことが謳わ

れておる中においても、先の議会において、補正予算において、高圧改修工事１２７万５千

円の予算が、反対少数の意見でありましたが、予算が認められたわけであるが、ありますが、

この契約書と補正予算との整合性ですね。どちらがどうこの契約に違反していったのか。契

約事項をこんなに簡単に、まあ契約書自体、作ることすら議会に相談なりなく作成して、今

回契約破りをしている。この状況をどう捉えて、３１年度に向かっていくのか。その点につ

いてのご答弁をお願いいたします。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 
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○（池本 光章 議長） はい、森本 農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

はい。えっとあのー、本体等につきましてですね、あのメイン的な部分、そういったもの

については町がですね、これまでも行って、支出の方はしております。そして、修繕とかで

すね、そういったものについては、業者の、あっと相手方の方に負担していただいとるとい

うことで、特に、その本体に伴うですね、根本的なものについては、町がしておりますし、

管理の方についてもですね、町の方でですね、それはやっております。 

○（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） 

 あのー、いやいや、あのー、正に答弁が通用しないんですね。契約書にはこう謳われてと

んでね。では、その維持管理において、あなたが言うように、仰るならば、その都度話し合

いをもっていくとか、謳われとんならええけど、全て乙が負担することになっとんですね、

契約書。あなたが言ってる文言は、どこにこの契約書の中に出てくる。日本社会においては

契約社会で、契約事項に基づいて物事進めて行きょんじゃないんですか。あのまあ、質問回

数が限られますので、その点、答弁願いまして、次の質問をしたいと思いますけれども、後

ほどその答弁お願いいたします。 

 ええー、そちらに座っている方たち、あの、その都度、私が指名するので、その方の答弁

をいただきたいと思います。皆さん方ももう既にご存知のように、このピースウィンズ・ジ

ャパンが、最前から中国新聞、山陽新聞、週刊新潮、女性セブン、それぞれに神石町であっ

たことが報道されている中で、ええー、あなたたちは行政として、この団体と今後どういう

付き合いをしていくのか。このことは、ちょっと立ち止まる必要性があるのではないかと私

は思ってんですね。  

 ええー、副町長にお尋ねしたいんですけども、２９年でしたかね、あのー、ウィンズ・ジ

ャパンさんの方から豊島にガラスの芸術ができたので、議会の方もご案内いただいたんです

けど、理事者の方もご案内いただいた経緯がありますね。覚えてないですか。ええーとね、

資料が、議会の方もあのー２月、１月か２月にね、あのー、ご招待されたんですね。ええと、

これですね。ええー上島町豊島リヒター美術館へのご招待。議会の側の受付は２９年の２月

の３日ですね。濱田議長が受け付けて、ええー、これ上島町議員になっとったとこを各位に

して、議会の方に配布されたんですね。催しは２９年の２月２０日、月曜日。ええー、「弓

削の道の駅発、１１時３０分立石港。１１時４０分の会社のクルーザーにつき送迎いたしま

す」いう形になっとんですね。副町長、参加したんですよね。たぶん、これあのー、議会の

方もあのー、そのＮＰＯ法人ではなく、たぶん、村上さんいう人が議会に、この物自体を持

って来たんだそうです。ほんでたぶん同じもんが、行政の方にも行ったんだと思いますけど、

まあ、その点どういう思いで行き、ええー、行ったのか、その点について、まあ町長でも、

副町長でも答弁願えたらと思います。 

 ええー、そしてあのー、午前中ドクターヘリの問題、ヘリコプターが神石から飛んできた

言うて、正に美談のお話を午前中、伺ったんですけど、ええー、このヘリコプターに費やし
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ているね。まあ、ヘリコプター自体、飛んで来ること自体、あのー、議会で論議もしなかっ

たし、「こういう形になったんですよ」の報告事項だけ、議会は受けたんですけど。 

ええー、さて、魚島の支所長。支所長さんいいですか。ええー、このヘリコプターの巡回

に当っては、国庫の、国庫からの補助金が出てましたね。そしてあのー、医療業務としての、

診療業務としての支払いもしましたね。ほで、当初の話では、町長は、「全てＮＰＯ法人さ

んの方で、ヘリコプターもドクターも経費みてくれるんだから」いう話だったんですけども、

この決算書から見ると、どうなったのかという点について、魚島支所長の答弁を求めます。 

 ええー、それから、教育長。教育長の方といたしましては、いわゆるグローバル国際高校

を作るという話と、サマーキャンプの件ですけど、このサマーキャンプの計画もまあ、町長

の方から報告がなされたんですけども、これ、ＦＡＸの受け入れ先が、ええー、村上さんに

なっとんですね。あの上島町役場に来たものではなく、村上さんを経由して町長が議会に配

布したものですけど、この村上さんと、町と、ええー、いわゆるＮＰＯ法人さんとの繫がり

ですね。このさっきの２月のご案内状を持って来たのも村上さんでね。ええー、そこらの関

係がどうなっとんか。その点についてのご答弁をいただいたら、概ね３回の質問が網羅され

るんではないかと思うんですけれど、その点、それぞれの担当部署の方の答弁を求めます。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長）  

  ちょっと待ってください。たぶん順番的に行ったら、森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

  はい。えっと、この度、９月の時にですね、補正予算でございました高圧変電の関係の

ですね、設備なんですが、これはあの電気をですね、導入するための変圧器と言いますか、

そういったものが当然、施設の、まあ別のところにですね、あるもので、それが検査によっ

てですね、不具合が生じるおそれがあるので、それはやってほしいということでございまし

て、いわゆる建物の本体の部分的な物ではございませんので、そういった面もございまして、

町の方でみると。そして、町の今の現在の中ではですね、ビューカメラもございます。それ

については、当然うちの方で、町の方でやっておりますので、そういったことも含めまして、

修繕できるものとかとは区別してですね、町の方で負担しているということでございます。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

えーと、あのー、豊島に招待されていったのは、副町長ではなく私なんで、私が答えても

よろしいですか。（寺下議員から「どうぞ」の声）はい。えっとあのー、これは、村上さん

のその持って来た文書と言いますか。これはあのー、おそらくピースウィンズ・ジャパンの

まあ代表者、大西健丞（けんすけ）さんですかね、が、あのー窓口と言いますか、そのこち

らに、まだそのそういった拠点と言いますのが、あまりなかったものですから、そこを経由

してこっちへ出して、渡してほしいという、そういうふうの依頼のされ方をしていたと思い

ます。それと、ええー、豊島のそこの美術館を私共が招待されたのは、同じ上島町内にこう
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いう優れた芸術作品があるんだということを耳では聞いておりましたけれども、実際にそれ

を見ていなかったということで、それならばぜひ、一度は見ておいてほしいと。 

で、この後、まああのー、この質問の中にあります豊島コミュニティセンターの活用云々

の中で、今後どういう展開をして行くかと、そういった時にこういう作品がある。そのこと

に対して、外から来る人の評価、芸術作品の見方、それから、それを発展させて豊島をどう

いうふうに活用して行くかと、そういうふうなことの展開があるので、ぜひ、事前に見て欲

しいと、そういう申し入れでした。そういうことで、ぜひ、議員さんにも見て欲しいという

のもあったりしたもんですから、お声がけをして、行ける人は行ってほしいという、そうい

う依頼でした。以上です。 

○（小林 薫 魚島支所長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 小林魚島支所長。 

○（小林 薫 魚島支所長） 

  はい。えっと、魚島の巡回ですが、当然ええー、国の補助も受けています。ええー、当初

予算の範囲内で支出をさしていただきました。約１，４５０万ほどだったと思います。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

ええーと、ピースウィンズ・ジャパンの新聞報道等につきましてはですね、新聞に出る前

にピースウィンズ・ジャパンの大西さんの方から私に連絡がありまして、「こういうふうな

新聞報道がされますんで」ということで、事前にいただきました。で、その経緯等もですね、

教えていただきまして、ただ、私共としましては、ピースウィンズ・ジャパン、ＮＧＯとし

てですね、これまでずっとあのー海外でそいういった災害対策、戦争の現場とかですね、そ

ういったとこへ出向いて、ええーあのー、まあ難民とか、あのー、被災者とかそういった方

を、ええーまあ救援するという、そういう活動をずっと続けて来られた団体ということは充

分認識しております。 

で、今回のその新聞報道等で問われた部分につきましては、要は、ピースワンコと言うか、

犬を保護した分の予防注射が間に合わなかったと、そういうふうな話だと聞いております。

ですから、私共としては、まああのー豊島の活動は、全然、あのー、別のものという理解は

しておりますし、これから豊島で取り組んでいただける事業というか、計画されておる事業

については、ええーまた、性格の違うもの、ピースウィンズ・ジャパンの中でも部署も全然

違うし、そういう取り組みですかね、それは、評価すべきところがあると、そういう認識を

しております。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 濱田教育長。 

○（濱田 和保 教育長） 

はい。先ほどのあのー、村上さんとピースウィンズ・ジャパンとの関係はどうかという部

分についてですけども、えっとグローバル・シチズン・スクールの話につきましては、以前

より、大西健丞（けんすけ）さん、ＰＷＪの代表の方からお伺いしておりました。「この町
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に、世界の恵まれない子供たちの、子供たちの学校を作ってみたい」というふうな意向も聞

いておりました。 

で、その中で、あのー、その前段階として、サマースクールをこの町で開催したいと。世

界からその子供たちを寄せて、ここでサマーキャンプをして、ここでそういうことが、でき

るかどうか、学校を作るのに適当かどうかいうことを試してみたいということで、この町に

おけるいろんな体験の部分の、まあ例えば弓削高校に行って交流をするとか、あのー、そう

いういろんなコーディネートを、確か、しまの会社だと思うんですけれども、弓削島の庄、

ＮＰＯ法人ですかね、そこがコーディネートをしとったということで、そこからあのー、サ

マースクールの話が私共の方に来まして、で、あと、スポレクの方でやったというふうなこ

とは聞いております。で、その場には、一応私も出席して、どういうふうな活動がされてい

るのかは、一応確認さしていただいております。以上です。 

○（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。あのー、私が一番あのーいろんなことで懸念するんは、あのー、いわゆる豊島のい

わゆる建物を契約どおりに事を物事を進めて行っていない、いうことを皮切りに今回の神石

積善の、神石高原町の問題、ええー、いわゆる美術館の招待、そういった諸々のことが一つ

ひとつ正式な手続き上踏みながら来ているのかどうか。どこか仲介者がおってね、じゃあ、

その仲介者を眼鏡を外してみると、どうも宮脇町政の政的応援団ではないか、このように映

ってくるんですね。 

あのー、こういった人たちが、あまりにも行政に入り込みきているのではないか。本来な

ら議会で相談したり、論議したりしていかなくてはならないことが、もうどこかで決まって

それが行われて行きょうる。（「そうだ、そうだ」の声あり） 

海の駅舎のフラットにしても、「あそこに本当に誰がどうして管理監督して、誰が雇われ

て、事業計画がちゃんと上がってますか」言うても、前９月議会でも事業計画を出してこな

い。一つひとつ何をとってみても、ここの神石高原で行われた忙しいから狂犬病の注射して

ないんです。だから、県条例は、狂犬病は国の法律でも定められとる。忙しいから守らんの

です。守らなっかったです。ここのピース・ジャパンがピースワンコかなんかやってること、

今回諸々、週刊誌で書かれていること読んでみたら町長が言うように「海外で協力隊、協力

的にいろんな活動してますから」言うけれども、実際我々の身近で起きていることはどうな

のか、それでいいのかと私は思うんですね。 

高圧電圧改修工事にしても、１２７万５千円。私たちの町民のお金でしょ。課長が答弁し

ょんは、答弁になってないですよ。今、町民がどれだけの厳しい生活を、年金生活者にして

も厳しい生活を強いられとんですか。そして、「グローバル高校を作るんです」言って、ふ

るさと納税をそちらに回していく。神石郡でも犬を殺傷処分をなくする、零にするという形

で、ふるさと納税５億円もその組織に行っとんですよ。本当にそれが活かされていってるの

か。そういうこと考えると、豊島の建物についても、それは町の重荷になっても、そういう

団体と結びついて行くのが、私はどうかと思っていますね。その点について、もう最後にな
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ろうと思うんで、町長の答弁をいただいたらと思います。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい。ええー、狂犬病の予防注射については、いろいろな経緯があったことは聞いており

ますが、週刊誌報道等そういう書き方をされておりますが、ええー、まあ日本の法令を遵守

しなければならないというそういう立場から言うと、これは明らかにピースウィンズ・ジャ

パンの、その犬の部門の落ち度だとは認識しております。ただ、私共は、ピースウィンズ・

ジャパンとどういうふうに向き合うかという話であると思いますが、私自身は、これまでの

いろんなどういうんですかね、お話を、例えばヘリコプターの分ですとか、いろんな場面で

協議をさしていただいておりますが、その中でヘリコプターの運営もそうなんですが、あの

ー、言ったことはきちんと守っていただけるし、ええー、豊島の美術館についても、内容と

しましては、素晴らしい物だと思いますし、それを今後活用していただけるのであれば、客

観的に見て、これは上島町にとって素晴らしいプランになると、そのように認識しておりま

す。 

ええー、こういったＮＧＯとかＮＰＯとか、そういった団体に対するいろんなそういう評

価の仕方はあろうかと思いますが、現時点での私の評価は、そういったところでございます

し、上島町にとって、この団体のこういうアートの面でありますとか、そういう医療の救済

の面でありますとか、そういう面においては、こちらの要望をまあ、こなしてくれると言い

ますか、約束は果たしていただけるものだと思っております。 

で、今、魚島で五嶋先生がやっていただいておりますが、もし、船等、救急挺等が充分出

ないときとか、それらが、難しいとき、そういった時にも、ヘリコプターであれば可能な余

程の強風でない限りは、そういう対応もしていただけるという応援協定は、結んでおります。

それは、まあ、これまでのヘリポートの活用とか、そういったとこを見て、「これだったら

いつでも行けますよ」ということで提案をいただいておりますので、そういったことも含め

ましてですね、上島町にとって有益と言いますか、そういう活動はこれからもさしてほしい

という、そういう提案は受けておりますので、それは、真摯に受け止め評価したいと思って

おります。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、その件については、まあ町長が惚れこんどんで、もう、それ以上のことを

言ってもなんですが、ええー、それではもう、ええー、いわゆる電線、電気設備の高圧電気

設備の工事費においては、もう町が予算組んで、契約はそうであっても、いわゆる出費、出

航するということですね。 

ええー、そして、ドクターヘリにおいても、町長、最前、以前からもドクターヘリにおい

ては、町の財政負担はないと言っていたけれども、事実、財政的な負担はあることは、きち

っと認識し、今後はそういった諸々の件が起きたときには、なるべくなら、なるべくよりも
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必ず議会に、事後報告じゃなしにね、きちっと相談した結果、物事を進めて行ってもらいた

いと思いまして、次の２問目の「行政組織再編をその後どのように評価したか」ということ

で、平成２９年の３月議会で宮脇町政から、誕生してから、上島町行政組織条例が、部長制

を廃止し、それに伴って組織の再編と関係規定が整備されました。 

ところが、住民から役場の住民サービスが低下している。担当の職員が変わるごとにそれ

が低下し、引継ぎ等々がきちんとなされていないのではないか。住民サービスを意識した人

事異動が行われているのか。このような疑問が投げかけられているわけであります。職員教

育の不足が見受けられるわけであります。ええー、「臨時職員の割合が増えている」、「役

場・職員の役割は何なのか分かっているのか」、「上司部下間のいわゆる報連相をきちんと、

報告・連絡・相談等をきちんと行っているのか」などが住民の声として上がっています。行

政側から見た、この改編したことによる結果は、どのように評価をしていますか。この点に

ついて答弁を求めます。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 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。 

まず、１番目のご質問の中の「人事異動の問題」につきましてですが、ええー、人事異動

の前には、旧担当者が引き継ぎ書を作成して、新しい職場の担当課長が立会いの下に、新し

い担当者に説明を行っております。基本的に、職員みんなが、住民サービスができることが

基本で、まあオールマイティが一番ベストではあるんですけど、このような意見が出るとい

うことは、まだ徹底できていないということで反省しております。ええー、再度、引継ぎの

仕方、それから常日頃から町民サービスを意識する、そういうことを指導していきたいと思

います。 

ええー、２番目のご質問ですが「職員の職員教育の不足」ということになろうかと思いま

すが、このようなご指摘に対して、まあ公務員としての基礎能力を高めるために、今年度中

に職員研修を行う予定であります。また、上司からの指導不足と思われるところはあります

が、何度となく、毎月の全体課長会で指示が出ているところであります。改めて、各課長か

ら職員に住民のための地方自治であることを指導していきたいと思います。 

前回の組織改編から１年と８か月が経ちましたが、現在の行政組織の事後評価について、

まああの改編の組織のメリット、デメリット、これをまた整理して、岩城橋開通に備えた見

直しを今後も続けていきたいと思っております。特に、ええー、今はちょっと課の数が、多

少増えておりますので、そういった横の連携、これがちょっと疎かになっていたんではない

かというところは反省しております。ええー、この後ですね、岩城橋開通の後の組織の再編。

見越した組織の再編。これをどういうふうにやって行くかということに合わせて、どういう

ふうな形が一番いいのか。町民サービスを向上させ、尚且つ、まあ職員の数を少数精鋭へ持

っていくという、そういう考え方で取り組んで参りたいと思っております。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 
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○（５番・寺下 滿憲 議員） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

町長の答弁聞いてますと、なかなか、よく実情分かってますね。ねえ。分かってるのに何

でこのような現象が起きてくるのか。それは日々努力をしてないからなんですね。そして、

私が一番に疑問に思うのが、４月の人事異動。１回発令してから、二度、三度。何度まで行

ったんか知らんけど、ええー、人事異動が頻繫になされるんですね。普通考えたら、ええー、

一度人事異動発表すると、ええー、それは、１年間固定したもんとなるのが、まあ我々社会

いうたらおかしんですけど、常識的に言うたら、そうなんだと思うんですけどね。それが、

この上島町においては、人事異動したら１ケ月も経たんうちに、また、ちょっこ、ちょっこ

といろうたりする。これでは、職員の士気が上がらないし、ええー、事務の引き継ぎ等が、

スムーズに行かないですよね。やっぱその点、町長は、どのように事をこう思いながら人事

異動していっているのか。どこに誰を異動するに当たっては、あのー、相当考えてしないと

いけないのに、あまりにもあのー、ころりころりと異動さしてるけど、その点については、

どのように思ってますか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい。ええー、今のご指摘の人事異動につきましてはですね、これは、あのー、職員の方

のどういうんですかね、身体的なと言いますか、心神的なといいますか、その辺のことが、

突発的に起きておりまして、それに対する対応でございます。まあ個人的な内容になります

ので、そこから後の事は、ちょっと差し控えさせていただきますが、最近の職員のその健康

管理とか事務能力との兼ね合わせとかですね、そういった面が多々発生しております。これ

は、最初の方で、寺下議員がご指摘いただいた職員の能力の話と、それからそれに伴うスト

レスの話、そういったところが影響しておりますので、ええー本当にあのー、恥ずかしいお

話ですけど、我が上島町の職員の中にあっても躁鬱症の方が相当出ております。 

で、こうなった場合に、その職責によって、そこに穴が開くと住民サービスが低下してし

まう場合が、多々あります。それを放置するわけにはいきませんので、私共も応急的な人事

異動、やむなく行わしていただいております。 

まあ、これにより町民の皆さまに迷惑かけるのは勿論でございますが、実際にその異動に

なった職員にも本当に相当なストレス、負担がかかっております。出来るだけそういう事態

は避けたいんですけど、ええー、今のこういう世の中でありまして、ＩＴとか、そういった

物も確かに省力化できるはずのツールでは、道具ではありますけど、それが逆にまあストレ

スとか、そういったものになっている部分もございますので。ええー、まあ私共が勤務して

おりました２０年前、３０年前の、のどかな役場時代と言いますか、そういう勤務体系では、

今、ございませんので、国の方から本当に近々の報告書を作れとか、そういうふうな本当に

あのー、お尻に火が付くような事務処理とか、そういったのが頻繫に出ております。 

で、そういったことに対応した、どう言うんですかねえ、ある意味、精神的に図太い人で
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ないとちょっと務まらない部分もございます。そういったとこがありますので、緊急なそう

いった人事異動については、そういうことを考慮した結果、こういうことになっております

ので、どうかご理解いただきたいと思います。以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

あのー、この問題、ご理解いただきたいと言われてもねえ、ご理解できんのですねえ。や

はりあのー、上に立つもんがどうなのかいうのが問われると思うんですよね。やっぱし、下

に人たちに健康の管理や働きやすい職場を提供してるか。あの町長言うと、「世の中の流れ

です。精神的に苦痛なんです。ＩＴ産業になったからです」言うて、そのせいじゃないです

ね。今、役場の中、本当に職員が群がってないでしょう。一つの群れになって、お互いが助

け合ったり、助けられたり、助けてあげたりするような働きやすい職場を作っていかないと、

個々の問題にしていったら、こんな問題解決できないですよね。やはり私は上に立つ人が、

統括者として、誰がどの役割を果たしていくものが、きっちと定められてないからだと私は

思うんですね。今の世の中のことを言よったら、他の企業も皆こんな状況生まれとりますよ。

今の上島町は、特異でしょうが。 

やはりそこらは、まああのー、職員のことに対して、議員が人事の事についてあんまり触

れてね、言いたくはない問題ですよ。だけど、町長は、職員でもあったし、議員も務めまし

た。全てやってきた人なんですね。ほなら、職員の立場も分かる、議員の立場も分かる。町

長の立場もわかる。これだけの人が上島町に人材的にないのですね。 

そういう中で、もう少し働きやすい職場を作っていくことにも目を向けていかないと、住

みやすい町民になってこないんですね。もう１点、組織の改革や任務について、見直してい

かないといけないと思うんですね。ええー、あのー担当課長が、誰か、担当課長になると思

いますが、それぞれ、この写真を手許に届けていると思うんですよね。これ、上島町の玄関

口の立石港なんです。この写真見て、手許にある課長、何を感じたか、誰でもいいから発言

してもらったらと思います。 

○（澤田 一政 商工観光課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、澤田商工観光課長。 

○（澤田 一政 商工観光課長） 

はい。ええー、立石港のサイクルスタンドを見さしていただきました。現在、サイクル、

サイクリストの増加に伴いですね、サイクルスタンドの設置をまあ増やしているところでは

ございますが、先ほどの写真を見ますと、今回、視覚障害者用の標識の上に一部設置してい

る状況をまあ確認しました。 

これにつきましては、そういった配慮ができなかったことに対して、お詫び申し上げます。

今後、早急に適正な場所へ移動さしていただき、また、定期的に管理チェックをさしていた

だきます。以上です。 

○（越智 康浩 建設課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 越智建設課長。 
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○（越智 康浩 建設課長）  

はい。立石港の植木の樹木の枯れているとこでございます。３年前に１本枯れて、植えか

えて、樹勢したところですが、この猛暑により２本枯れております。まああのー、植え替え

るのが一番でしょうが、あのー今と、今となりましては、よく枯れる場所で水分も少ないと

いうことが、段々分かってきておりますので、まあその辺を考慮して、ちょっと今後考えさ

していただきたいと思います。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい。ピンポンで正解ですね。ええー、今、それぞれの担当課長が、述べられたように、

しかしながら、ここに一番、近い課長は公共交通なんですね。では、任務としては、港周辺

は建設課であって、そしてサイクリストスタンドは観光振興ですかね、そこですけども。や

はり、誰が一番気づいて何をしなければならないか。そこに任務分担が、できてないんです

ね。「わしの課ではないからあそこのことは、放っとけ。私の課ではないから知らないぞ」

ではなく。やはり、一番近い人が的確に仕事をしていかないと、表玄関が、こんな状況が続

いてんですね。その点、あのー、任務割り当ての分担なり等を町長、今後どのように考えて

いきますか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい。ええー、これはですね、常々、私の方も気になっていたところでありますが、ええ

ーまあ、課と言いますか、部署ごとに事務文書を決めておりまして、こういうことをやって

おりますが、あまりにも縦割りが行き過ぎて、隣の人が何をやっているか見えていない部分

がございます。先ほど、寺下議員の方からありましたけれども、ご指摘がありましたけど、

やっぱり、その課を上げて取り組めるような、町、町を上げて取り組めるような、そういう

スタンスが絶対必要だと思っております。 

で、先ほどの一番最初に答弁さしていただきましたけど、あのー、町の職員たるもの、ま

あオールラウンドプレイヤーとまでは申しませんけれども、そういう町民に対する目線。こ

れは、例えば、税務課だから税金だけの話ではございませんし、建設課だからそういった土

木工事の話だけでは、当然ございません。やっぱり町民全ての方に対する目線と言いますか、

そういうものが一番大切になって参ります。それがあってこそ、町民に支えられる職員にな

れる、そのように信じております。 

ですから、そういった意識改革が一番根本だと思っておりますし、まあ職員の研修と申し

ましても、それがなかったら研修をやっても伸びませんので、そのことに対しては、本当に

まあ、これからもずっと取り組むべき課題だと思っておりますし、職員のその初任者と言い

ますか、そっから始めてずっと、我々が職員としてやっていくうえで一番の原点であります

ので、その部分は絶対に見失わないように折に触れ、確認しながら、取り組んでいきたいと

思います。 
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○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい。ええー、町長がそういった点、気付かれていることは、大変喜ばしいことなんであ

ります。ええー、まあ午前中にもあの、いわゆる実報の件が話題に出てましたけれども、ま

ああのー、最後にまあ私もひと言。ああいった物が出ない町政を作っていくにはね、どうし

たらいいのか。あのー、書かれたことをどうのこうの言うんではなくねえ、書かれないため

にどういう行政を進めていったらいいのか。それが一番の得策だと思うんですよね。 

仮に、教育長が、ええー、「スポレクの方に行った、フェスパの方へ行った」言うて、こ

れ、教育長を教育行政に専念さして、教育担当をスポレクからもフェスパからも手を引けば、

あんなことは書かれないんですね。本来、教育行政の教育委員会におったらいいことであっ

て、なぜ、スポレクじゃフェスパの部署を管理監督していかなくてはならないのか。観光振

興の方がフェスパの管理したり、スポレクの管理しても構わんのでね。一つひとつをそうい

うふうに取り組んでいかないと、いつまで経っても町民から監視される、ああいったものが

出てくるんですね。 

町長、もっと襟を正しながら、あんなものにいちいち関わるんじゃなくて、「私は、私の

政治を行っている」って堂々と胸を張っていけば、上島町は前へ前へと進んでいくと私は考

えて、次の質問に入らせてもらいます。 

ええー、最後に「基幹作物であるレモン栽培の今後の計画は」について質問をしたいと思

います。 

 上島町岩城は、青いレモンの産地としてブランド化に成功した実績を持つが、近年は生産

者の高齢化、寒波等の影響により生産は伸び悩み、市場の需要に応じきれない状況であり、

産地復活のために意欲のある農家にレモンの苗木、これを有償配布しましたが、当初の配布

計画と現状はどう違ってきたのか、また今後のレモン産地化の計画があれば、指し示した答

弁を求めます。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

（森本農林水産課長、登壇） 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

寺下議員の３問目の質問にお答えします。 

昨年度のレモンの苗木配布事業は、当初４，０００本を購入し、そのうち２，０００本を

配布し、残り２，０００本を保管、育苗する計画でございましたが、希望者が多く、ほとん

ど年度内に配布が完了しております。 

このため、新たに園地が開墾されたり、規模拡大が進むなど営農強化に成果があったもの

と思われます。 

今後は、青いレモンの産地再生による地域農業の再建を目指しており、「栽培強化」、「担

い手対策」、「農地基盤強化」、「販売戦略」を総合的に底上げをいたします。 

手始めに、今年度さらに２，０００本の苗木購入を計画し、豪雨による被災農家や規模拡
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大農家等に配布するとともに、来年度には、県補助によるハウス施設の導入や国補助を活用

したレモンへの改植を推進し、果樹農家への支援を実施したいと思います。よろしくお願い

いたします。 

（森本農林水産課長、降壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

ええー、まああのー、当初の計画は、２，０００本配布するとこが、ええー、４，０００

本購入したんが、全て配布されたことで結構なことだと思いますが、ええー、今回の 7月の

豪雨でどれだけのレモンの苗木が流出され、また、夏の猛暑によってどれだけの苗木が枯れ

たのか。その点は把握できているのですか。そして、また、２，０００本の苗木を配布する

ということですが、ええー、いわゆる農家さん。農家と言っても専業農家もあれば、認定農

家さんもある、微々たる５反じゃ８畝の畑しか持ってない人もおられますが、いわゆる、常

に対象者が専業農家的な人たちになっているんですね。 

ええー、岩城が青いレモンを推奨したときには、まあ人から聞いた話では、「無償配布さ

れて 1本でも２本でも希望者に応じて配布されたという経緯のもとに、青いレモンの産地化

と名前が全国に広まっていった」と聞いておるんですが、そういった経験を持つ中において、

今回レモンの産地化を進めていく中で、もう一工夫。まあ先人達の築いた足跡をもう一度、

見てみてはどうか。私は思うんですね。あのー、岩城の５千本か３千本かの桜にしても、住

民参加で 1本ずつ植えていく中で、今日の桜が花開いたんですね。 

では、考え方によったら、あのー、レモンも、苗木も、町民希望する人に有償で一人ひと

りに、分けていく中で、いわゆる青いレモンであり、ええー、レモンの花香る君の町にね、

香る君の町にしてはどうか。そして花が咲けば、観光でレモンの香りする上島町に行ってみ

よう。そして、花によって蜜蜂が飛ぶことによって養蜂世帯、いわゆる養蜂をする、蜂蜜を

とる事業者が生まれたり、そういう方向に、ただ産地化して、今、レモンが足りないから、

ええー、ブランド品として作りあげていくのではなしに、やはり多方面にわたっての取り組

みになってこないと、町民等しく、これに参加することができんのですね。私共も畑は転々

と８畝じゃ、まあ１反はある畑、1枚ものでないから、いわゆる３０本に達しないから、植

えることができんのですね。 

やはりそこらを考えてみたら、庭先１本から５年も６年も経てば、自分とこで消化する以

上のものが、果実として出来上がってくるんでね。そんな人たちの、物を買い上げていく。

そういうことにして、上島町総参加の下にレモン作りをするような、大きな計画へとね、し

ていかないと。「来年の２，０００本です。ハウスを建てます。」言って、もう、特定農家

さんだけの応援団になってしまうんでね。やはり、そこら辺はどういうふうに課長は計画を

持っていきますかね。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 
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はい。えーと、今回のですね、夏の、夏と言いますか、枯れたですね、ことの、栽培ので

すね、不十分な点があって枯れたこととかですね、あと、豪雨災害によって流出した本数と

いうようなことをちょっとしとりますが、問われましたけども、およその数でございますが、

今のところ枯れたのはですね、１００本辺りだろうと、それから流出、豪雨災害によって流

出した件についてもですね、１００本程あろうかと思っております。正確には、現在は把握

できておりません。 

それであのー、まあ１本でもどうかというような、ご提案もありましたけれども、現在の

ところはですね、やはり、農家への生産力を拡大するための今回は配布ということを考えて

おります。 

ええー、今後につきましてはですね、そういった観光面とかですね、全島民を上げての、

まあレモン産地ということで考えがですね、希望というのがあればですね、その辺について

も検討はさしていただきますが、今のところはあくまでも生産量をあげる農家としての支援

をしたいと考えております。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、ただ今の答弁の補足をさしていただきたいと思います。今、私共が栽培を手掛け

ておりますレモンはアレンユーレカ種です。これは、トゲが少なくて、外皮が外観が美しい

という、そういう特徴を持っております。で、先ほど、寺下議員から 1本でも２本でもとい

う。これは、岩城村当初、レモンの産地化づくりをやるときに取り組んだ、その時のやり方

は確かにそうでした。 

 しかし、その時にまあ当時の果樹試験場岩城分場。こちの方から、後の事後の検証がござ

いまして、このレモンという果実の特性ですね。これが、混色といいまして、他の柑橘と混

じって植えると、中に種子が沢山出来てしまって、商品価値が落ちてしまうと、そういう特

徴があります。このことはレモンの産地化にとっては大きなマイナスになります。これは、

岩城が産地化を進めるに当たって、ずっと抱えてきた問題です。で、そのことを克服するた

めに、できるだけレモンの畑は１枚に同じ品種のレモンをそろえて植えてほしいと、同じ環

境で作ってほしいと、そういう指導をずっと続けて参りました。岩城物産センターで扱って

いるアレンユーレカ種のレモンは、それが最近まあ、功を奏したと言いますか、レモンの種

がかなり減っております。 

で、そのことが分かっておられる農家さんの方は、やっぱりいいレモンを作っていただき

ます。これは、産地として生き残るために、すごく大切なことです。私が今まで見てきた中

の産地で、例えば、隣の生口島、これは、リスボンが主流であります。外皮は、うちの方が

はるかに美しいです。それから、種の量もうちの方がはるかに少ないです。この辺は、東京

の太田市場で聞いていただければ分かると思いますが、物産センターが取り扱っている商品、

まあ、ぽんぽこさんとかあの、岩城のレモンを取り扱っている方は、だいたいその辺の評価

は受けていると思いますが、本当にこれから先、国産レモンで、尚且つ、より産地として生

き残るための高品質、それから、そういった、何と言いますか、品質管理と言いますか、そ
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の辺はすごく大切になってきます。それと周年栽培を組み合わせることによって、産地とし

ての力、これを絶対に確保すると。それから、まあ観光面とか、まあ、そちらの方につきま

しては、これとは一線を画して進めていきたいと思っております。あくまでもこれは農業振

興、レモン産業を振興させるという、これをまず第一義に掲げるべきだと思っております。 

以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい。ええー、まあ私、素人なんで、あのー、混色がいけないという、そういった点につ

いては、分かりかねるんですけど、ではもう、一集落なり一谷全部レモン化していくという

ことですか。その、仮にレモンの畑の隣にいわゆる雑柑類、植えとったら、それが、レモン

と交配して種が増えていくとか、そういうことなんですか。 

では、ええー、その交配するのは、もう自然でしょ。虫じゃ蜂じゃ、そいういったもんが

交配していくんであって。ならもう、それだけの品種をなんぼ植えても、隣の畑がその雑柑

類を植えとったら、そういうことになっていかないでしょ。仮に、あの今、ええー、ホーム

センターなんかで、我々が 1本、２本買うにあたっては、いわゆる千円以上出さにゃ１本購

入できんのですね。ほなら、そのレモンの種類がいわゆる町が進める品種と違う物、買って

きたら、やはり、それとも交配するんですね。そなことを考えていくと、もう全て網羅して、

全て柑橘はレモンにしていかないと産地化や産業化ができないと思うんですね。それは、い

いレモン作るには超したことはないですよ。 

しかしながら、それをどこまで、何年後には、いわゆる何ｔのレモンが出来上がり、それ

が優良品種になっていく、そこまでの計画が、描かれてやっているんですか。当初、４，０

００本して、来年、今年度の補正予算で２，０００本出てくるけど、では、その時、その時

に４，０００本、２，０００本と出てきょうるけど、長期の計画まで弾き出されてないでし

ょ。そこら辺が、私たちにとっては、すごく疑問であり、ほで、専業農家がどれだけ上島町

にあって、あとどれだけの追加したレモンの木が上島町に植わっていくのか。そういったも

のを皆、数字的に皆ひらい出してしょんのか。その点は課長どうなんですか。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

 はい。えっと、レモンの方の産地化でございますが、それについてはですね、計画の方を

県の方と相談しながら、目標を掲げてですね、現在やっております。で、ええー、今のとこ

ろですね、だいたいレモンが２００ｔ以上はありますけども、それを倍ぐらいにはしていき

たいと考えておりますし、面積についてもですね、２０haでしたか、それをまだまだ増やし

てですね、今後いっていきたいと生産量を増やしていきたいと。目標は、１，０００ｔでご

ざいますが、まあそこまでは、なかなか難しいということは考えております。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 
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○（宮脇 馨 町長） 

ええー、先ほどちょっと言い忘れておりましたんで、補足さしていただきます。ええー、

レモンの適地、これはあの、今の県の試験場の岩城駐在所、指導部ですね。農業改良普及セ

ンター岩城駐在所というとこがありますが、元の果樹試験場です。そちらの方の指導を仰ぎ

ながらやっておりますが、レモンの適地で、大事なことが何点かございますけど、そのうち

の一つは、冷気が停滞しないとこ。まあ谷後であって、そのーマイナスの、例えば５度以下

になりにくい所、そういう所と。それから、ええー、レモンの場合は、生産量１０a当り３

ｔ以上取れればいいという、そっちの方がいいという、まあ収量のこともございますんで、

産地化していく中でそういうことも考えてないといけないんで。ええー、普通の柑橘、糖度

が高い高糖系のやつ、それから温州みかん等ですね。こちらに関しましては、駄馬地と言い

ますか、水平な所、海岸端の低い所、こういうとこは、あまり向きません。これは、水切れ

と言いますか、水分管理が充分できないということですね。最終的に糖度が上がらない。そ

ういうことになります。 

ですから、そういう所に、逆にレモンを植えると、そういうことが求められておりますし、

先ほど言われましたように、「じゃあ隣にミカンがあったらどうすんか」という話は、当然

出てきます。でもそれは、生産者として自分がどこに植えるか、どこがいいかという、そう

いう考え方だと思いますので、それが全部アウトという話にはなりません。できるだけ、ま

とめて植えた方がいいという、そういうお話です。 

ええー、まああの、産地として、自分がいいレモンを作るレモン農家になるためには、そ

ういうことを考慮しながら、やっぱり改植計画なり、それから後の栽培計画、造園計画も必

要になってくると、そういう認識しておりますんで、今後、しまなみ農業指導班の岩城の駐

在所と、そういった密な連携を取りながら、適切な指導を行いながら、栽培力のあるレモン

農家を育てていきたいと考えております、以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

（「何回目か」の声あり） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 もう最後にしますので、まああのー、答弁はあるかないか、分かりませんけど。ええー、

いわゆる計画が将来にわたって、長期に立てられて、まだないのが、現実だろうと思うんで

すね。しかしながらあのー、よく、しまなみ指導班とか、県の指導とか、いろいろ言葉が出

てくるんですけど、じゃあ地元や、地元の農業委員さんたちはどうなのか。やはり、地元が

そういう機運を高めていかないと、ええー、県がこうだから、指導班がこうだから言う話じ

ゃなくね。やっぱし、地元が優先優遇されるような計画を作っていってほしいと思うんです。

その点についての答弁いただいて最後にします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい。ええー、ただ今の件ですが、実際にこちらは、先ほど言った機関等とですね、ええ
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ー、まあ、少し長期的な計画を必要としております。ただ、今の、ＪＡおちいま、それから、

まあ、いろんなその団体があります。その中で、例えば岩城地区でありますと、エコレモン

という栽培方法にほとんどの方が参加しております。これは、農薬の散布回数を通常であれ

ば相当数やるんですが、それを３分の１ぐらいに減しましょうという、そういう栽培方法で

す。外観は決してきれいじゃありません。でも、イオンとか、そういったところにエコレモ

ンという販売の方法を持ち込んで、かなり高値で、キロ単価相当いいですね、４００円近く

とか、そういう話で出してます。私は、はっきり言って、これは、あんまり好きではありま

せん。あのー、このおかげで農家の生産技術が、相当落ちました。これは、憂慮すべき問題

だと思っております。ただ、農家がそれで儲かっているから、そこにはなかかな踏み込めな

い部分がありました。 

で、実際問題、これから先のレモンは、どういう栽培方法を目指すべきかと、その辺がご

ざいます。それは、先ほど言いました指導班と私共と、それから、まあＪＡさん巻き込んで、

農家、若手の農家を中心に、新しい次の世代のまあ消費者に受け入れやすい、入れられやす

いレモンを如何に作るかという、そういうことになってくると思いますが。今あのー、注目

されている部分というのは、皆さんご存知のとおり、有機無農薬と言うか、そういう世界が

ございます。そちらの方をまあ睨みながらと言いますか、そちらへシフトしていくような作

り方、それが長期的には、生き残っていく一番いい方法ではないかと思っております。ただ、

そこに至るまでには、相当な技術力、それから経営力、いろんな要因が絡んできます。もち

ろん、その園地との生産力と言いますか、土の土壌の力、これを上手く活用しないと有機無

農薬なんかできるわけないですから、その辺のことも含めて、取り組んでいかなければなら

ないです。まあ段階的にやらざるを得ないとそのように思っております。 

とりあえずは、今のエコレモンの栽培からだんだんとそちらの方にシフトして行きたいな

と。それがまああのー、日本の国内の消費地に受け入れられる筋道と言うか、道筋と言うか、

そういうもんではないかと思っております。ですから、私共もその辺のマーケットリサーチ

をしながら、そっちに向いてやっていけたらいいと考えております。以上です。 

（寺下議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、寺下 滿憲議員の質問を終わります。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、林議員の質問を許します。 

（林 康彦議員、登壇） 

○（２番・林 康彦 議員） 

議席番号２番、林 康彦です。 

ええー、「業務委託について」お尋ねいたします。 

ゴミの収集に関して、公務員の方が高いという積算根拠資料と、昨年度の実績・決算を比

較したら、どのようになっているのか。また、どのような経費削減をしていくのか。そして、

ゴミ収集・下水道管理の業務委託を随意契約にしていますが、その根拠と必要性の説明をお
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願いします。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 中濵生活環境課長。 

（中濵生活環境課長、登壇） 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

林議員の質問にお答えします。 

 本日、お渡ししました資料をご覧ください。昨年の実績でも、実績で比較しても、全ての

地区において直営でゴミ収集するより委託した方が安くなります。 

なお、今後につきましては、まずはごみの量が減ることが全ての経費削減に繋がりますの

で、ごみ減量及びリサイクル推進に努めて参ります。 

続いて、ゴミ収集及び下水道管理の委託につきましては、合併前からそれぞれの町村にお

いて、本来、地方自治体の固有の事務にもかかわらず、実際には業者に担わせてきた歴史的

背景によるものであると同時に、組織の構造改革や人員削減などの行財政改革により、関係

法令に基づき委託しております。 

また、業務の実施に関して、地元企業の雇用促進と安定を図り、あっ安定化を図り、効率

的かつ確実に業務を遂行する必要があるため、町内に会社があり、業務に必要な機材を所有

し、受託に関しての有資格者と相当な経験を有し、災害や故障が発生した場合にも迅速に対

応することができる業者と、今後も委託したいと考えております。以上です。 

（中濵生活環境課長、降壇） 

（「議長資料がないです」の声あり） 

○（池本 光章 議長）  

資料、手許に届いてないですね。議員のもとには届いてないです。資料は。出してないそ

うです。よろしいですか。 

○（２番・林 康彦 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 林議員。 

○（２番・林 康彦 議員） 

資料ですけど、各議員には、いただけますか。 

○（池本 光章 議長）  

いや、資料、手許には、配布してない。 

○（２番・林 康彦 議員） 

他の人には。（「いらんわ、もう」の声あり） 

○（池本 光章 議長）  

どうします。いただき、もらいますか。いらないですか。（「いりません」の声あり） 

じゃ、林議員。 

○（２番・林 康彦 議員） 

 はい。えーと、私だけがまあ資料もらっているらしいんですけれども、資料について、担

当課より出されたものが、ちょっと比較・検討材料としては、ちょっと不十分かなと思いま

す。ええー、再度、積算、設定条件を同じにした積算を出していただきたいと思います。 
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そして、今回の委託設計だけではなく、上島町で契約しているその他の委託設計について

も見直しをしていくべきだと思います。そして、地元企業への発注は必要なことであります

が、選考基準や契約期間について、見直しをするべきだと思いますが、町長の考えをお示し

ください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、議員の皆さんにこの資料が行き渡ってないということで、申し訳ありません。え

ーと、あの、まあ、この資料の見方と言いますか。先ほどご指摘がありましたように、単純

には比較できない部分が、多々ございます。直営、委託、やり方が全然違いますので、一概

には、この単純比較ができない部分もありますが、どちらにしましてもですね、現在のこの

方式でありますと、弓削地区、生名地区、岩城地区という、こういう三つの地区ごとにやら

れておりまして、これがですね、実際問題、生名橋ができた後、この状態がずっと続いてお

ります。ええー、実際にじゃあこの橋を使えば、二つの橋を使えば、これはもう少し、どう

言うんですかね、他の形も可能性としては、出てくるんじゃないかと。 

で、この後ですね、あのー、岩城橋が開通した場合、当然、これは、ええー、収集の仕方、

それから処理の仕方、で、実際にまあ今の世の中ですから、ごみ処理の方法も、ただ単に燃

やしていいのかという、これは大きな問題になっております。で、そのことも含めまして、

ええー、どういうごみの処理の仕方をするのか。先ほど、担当課長の方が申しましたように

ごみを減らすのが一番です。ええー、その後じゃあどうするか。いかにそういう燃焼コスト

を下げるか。燃焼しなくて済む方法を探るか。こういったことが、今、課題となって出てき

ております。これは、今、委託しておりますのが３１年度いっぱいまでの契約になっており

ますので、その契約を更新する前にですね、次の方法を考えながら、少なくとも、岩城橋が

開通したときにどういう体制で望めるかという、それの見直しをかけていきたいと思います。 

それから、今回、契約更新を睨んで、その後まああのー、実際にやり方を変えていくんで

あれば、単年度ずつの、そういう契約の仕方にして、尚且つ１年１年まあ、いろんな方法を

試してみる必要があるじゃないかと思っております。 

で、まあ、直営・委託別にしましてですね、この町にとって、どういうやり方が一番いい

のかと、そういうことを、原点に立ち返って組み立て直す必要があると思ってますんで、え

えー、その際にはまた、いろんなあのー、プラン、考え方等をですね、盛り込んでいきたい

と思っております。このごみの問題は、例えば、今治市のバリクリーンという新しい施設が

ございますが、そこなんかは、そのごみ焼却施設を災害のときの避難所にしてます。体育館

も造っております。そういうことによって、迷惑施設をありがた施設に逆に転換しています。

今では、そのごみ焼却施設から出る熱とか、発電エネルギー、これを地域に還元しています。

そういう考え方もあるということですね。 

ですから、今までは、我々はそのごみ焼却施設を迷惑施設という、そういう考え方で捉え

ておりましたけど、これからは、もっともっと前向きな考え方と言いますか、これは、我々

が生活するうえで出てくる、それはもう、避けられない問題。じゃあ、それをどういうふう



57 

越智郡上島町議会会議録 平成３０年１２月１４日 開催 

 

に有効に調整していくかと、そういう考えで望むべきだと思っておりますので、いずれにし

ても、ええー、そういった見直しを図っていく必要があるということで、これからの１年間

をそれに充てていきたいと考えております。以上です。 

○（２番・林 康彦 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 林議員。 

○（２番・林 康彦 議員） 

 住民サービスの低下を、ええー、招かないようにしながら、ええー、経費削減等を進めて

いただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。 

（林議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

これで、林議員の質問を終わります。 

ここで、１０分間の、えーと１４時３０分まで休憩を取りたいと思います。よろしいです

か。（「はい」の声あり） 

 

（ 休 憩 ： 午後 ２時２０分 ～ 午後 ２時３０分 ） 

 

日程第５、議案第１２２号 

○（池本 光章 議長） 

会議を再開いたします。 

一般質問が終了しましたので、続いて、日程第５、議案第１２２号「上島町議会議員等報

酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例」から日程第７、議案第１２４号「上島町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例」までの３件については提案理由が同様であります

ので、一括して説明をいただき、その後で、議案ごとに順次採決を行いたいと思います。 

それでは、一括しての説明を求めます。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１２２号「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案

第１２３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」、及び議案第

１２４号「上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については提案理由が同

じでございますので、一括して説明いたします。 

 提案理由といたしましては、平成３０年８月の人事院勧告に基づき、国の取り扱いに準じ

条例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、条例の改正内容等につきましては、古本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。 

○（古本 正 総務課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） はい、古本総務課長。 

○（古本 正 総務課長） 
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それでは、今回の議案第１２２号・第１２３号・第１２４号の３件について、主な改正点

を１枚の説明資料にまとめておりますので、参考にしていただければと思います。 

まず最初に、議案第１２２号「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部を改正する

条例」について説明いたします。平成３０年８月の人事院勧告に基づき、国の上位法が１１

月２８日に成立し、その取扱いに準じた措置を講ずるため、この条例を改正するものです。

主な改正として、期末手当の支給月数を 0.05か月分、引き上げるものです。それでは、議

案第１２２号について、参考資料の新旧対照表で説明いたします。３枚目をお開きください。

期末手当について、第６条第２項の条文、４行目「100分の 172.5」を「100分の 177.5」に

改めます。これは、平成３０年１２月 1日より適用するものです。４枚目をお願いいたしま

す。期末手当について、改正前、第６条第２項の条文、３行目からの下線部分を「100分の

170」に改めます。なお、これは、平成３１年４月 1日から適用するものです。２枚目の条

例文にお戻りください。附則として、この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定は、

平成３０年１２月 1日から、第２条の規定は、平成３１年４月 1 日から適用するものです。

以上で議案第１２２号の説明を終わります。 

続いて、議案第１２３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」

について説明いたします。提案理由は、先ほどと同様に、人事院勧告に基づき、国の上位法

の取り扱いに準じた措置を講ずるものです。主な改正として、期末手当の支給月数を 0.05

か月分、引き上げるものです。それでは、議案第１２３号について、参考資料の新旧対照表

で説明いたします。３枚目をお開きください。期末手当について、第４条の条文、４行目「100

分の 172.5」を「100分の 177.5」に改めます。これは平成３０年１２月 1日から適用するも

のです。４枚目をお開きください。期末手当について、改正前、第４条の条文、３行目から

の下線部分を「100分の 170」に改めます。なお、これは、平成３１年４月 1日から適用す

るものです。２枚目の条例文にお戻りください。 

附則として、この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定は、平成３０年１２月 1日

から、第２条の規定は、平成３１年４月 1日から適用するものです。 

以上で議案第１２３号の説明を終わります。 

引き続きまして、議案第１２４号「上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」

について説明いたします。提案理由は、先ほどと同様に、人事院勧告に基づき、国の上位法

の取り扱いに準じた措置を講ずるものです。主な改正として、一般職員勤勉手当の支給月数

を 0.05か月分引き上げ、再任用職員勤勉手当の支給月数を 0.05か月分引き上げ、また平均

としてですが、改定率 0.2％俸給を引き上げとして給料表を改正するものです。 

それでは、議案第１２４号について、参考資料の新旧対照表で説明いたします。提案条例

を２２枚めくっていただいて、新旧対照表の 17分の 1ページをお開きください。勤勉手当

について、第 19条の４第２項第１号、条文中６行目「100分の 90」を「100分の 95」に改

め、第２条の条文中２行目「100分の 42.5」を「100分の 47.5」に改めます。あっ、失礼し

ました、２号の条文中ですね。はい、２行目の「100分の 42.5」を「100分の 47.5」に改め

ます。次の１７分の２ページ目をお願いします。 

先ほどの第１９条の４第５項の条文を引き続いて、２行目「次条」を「次条第３項第３号」
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に改め、３行目「同項」を「第 19条の４第１項」に改め、４行目「次条」を「次条第１項」

に改めます。なお、これは、平成３０年１２月 1日から適用するものです。 

次のページより、給料表の新旧対照表になり下線部分を改正するものです。 

１７分の３ページより、別表第１は、行政職給料表について改正するものです。１７分の

６ページより、別表第３は、医療職給料表２について下線部分を改正するものです。１７分

の９ページより、別表第４は、医療職給料表３について下線部分を改正するものです。１７

分の１３ページより、別表第５は、海事職給料表について下線部分を改正するものです。次

の１７分の１６ページをお願いします。 

期末手当について、第１９条第２項の条文１行目からの下線部分を「100分の 130」に改

め、第３項の条文１行目より「100分の 122.5」を「100分の 130」に改め、２行目中ほどか

ら３行目の下線部分を「100分の 72.5」に改めます。次の１７分の１７ページをお願いいた

します。 

勤勉手当について第１９条の４第２項第１号の条文中６行目「100分の 95」を「100分の

92.5」に改め、第２号の条文中２行目「100分の 47.5」を「100分の 45」に改めます。 

なお、これは、平成３１年４月 1日から適用するものです。それでは、条例議案の２１分

の２０ページをお願いいたします。 

附則として、この条例は、公布の日から施行し、但し、第２条の規定は、平成３１年４月

1日から適用となります。附則の第２項として、第１条の規定による別表第１から別表第５

までの規定は、平成３０年４月 1日から、改正後の職員給与条例第１９条の４の規定は平成

３０年１２月 1日から適用するものです。附則の第３項として、改正後の職員給与条例の規

定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす

ものです。ええー、２１分の２１ページをお願いします。そして、附則の第４項として、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるものとなります。議案第１２４号の

説明を終わります。 

以上で、人事院勧告に伴う条例改正、議案第１２２号、第１２３号及び第１２４号の説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

まず、議案第１２２号「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例」

について、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１２２号「上島町議会議員等報酬及び費用弁償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１２２号は、原案のとおり可決されました。 
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○（池本 光章 議長） 

続いて、議案第１２３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、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。（複数の「あ

りません」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１２３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。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１２３号は、原案のとおり可決されました。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、議案第１２４号「上島町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、質疑はありませんか。（複数の「ありません、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１２４号「上島町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。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１２４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８、議案第１２５号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第８、議案第１２５号、「上島町文化財保護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。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１２５号、「上島町文化財保護条例の一部を改正する条例」についての提案理由の

説明をいたします。 

 提案理由といたしましては、本条例の精査に伴い、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ものでございます。 

 なお、条例の改正内容等につきましては、梨木教育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 教育課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 梨木教育課長。 

○（梨木 善彦 教育課長） 
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はじめに、本日、お手許に配布しております、議案への差し替えをお願いいたします。え

えー、先の全員協議会におきまして、平山議員からご指摘のありました、表現や語句につき

まして、再度精査し、ゆるやかな表現に修正し提出するものでございます。 

ええー、それでは、改正内容について説明いたしますので、議案に添付しております「参

考資料」、新旧対照表の８分の１ページをお願いいたします。 

まず第１条ですが、上位法の文化財保護法の改正によりアンダーライン部分の条項がずれ

ていたため、改めるものでございます。 

次に第２条、文化財の定義ですが、新たに各号にタイトルを設けるようにしました。 

次の８分の２ページをお願いいたします。ええー、これも文化財保護法の改正により、第

５号の「文化的景観」を新たに文化財の定義として追加するものでございます。また、この

第２条中に使用されていました、「我が国」「我が国民」という語句をそれぞれ「町」や「町

民」に変更しました。 

次に８分の３ページをお願いします。第４条ですが、改正前は、所有者とその関係者を対

象とした内容になっておりましたが、見出しを「町民及び所有者等の心構え」と変更し、こ

こで「町民」と入れることで、文化財の保護を、所有者やその関係者だけに留めず、より広

義なものとするため、見出しに「町民」という語句を追加し、第１項として加えたものです。

第２項について、努めなければならない、という表現を務めるものとする、に緩やかな表現

に変更しました。 

次に第５条の指定ですが、具体的に指定文化財の種類を示すため、第１項に新たに第１号

から第６号までの各号を追加しました。また、３項を追加し、無形文化財・無形民俗文化財

を指定するためには、その保持者又は保持団体を町が「認定」しなければならないという記

述を追加しました。 

次の８分の４ページをお願いします。ええー、第４項も新たに設け、文化財の指定には、

所有者や権原に基づく占有者の同意が必要としております。 

次に、第７条の解除のところですが、特殊な事由という表記が分かりづらいので、特別の

理由と改めました。また、ええー、第５条において、無形・民俗文化財の指定に関する項を

追加したため、第２項として認定の解除に関する項を追加しました。これにより、第３項で

全ての無形民俗文化財保持者又は保持団体の認定が解除された場合に、指定が解除される項

目を第３項として新たに追加しました。そして次の８分の５ページをお願いします。２項３

項と追加をしましたので、第２項を第４項として繰り下げております。 

次に、第８条、告示及び通知ですが、文化財が町指定になったときや、指定を解除したと

きの告知又は通知に関して、新たに「保持者若しくは保持団体」を追加しました。 

次に、第９条、管理及び保存義務ですが、改正前の見出しは「所有者の管理義務」として

いたのですが、「管理」という語句だけでは、無形・民俗文化財を示す表現としては足りな

いため、「管理及び保存義務」とし、保存という語句を追加しました。 

次に、第１０条の所有者変更等の届け出ですが、次の８分の６ページをお願いいたします。

新たに第２項として、文化財の保持者や保護団体の住所や名称等の変更に関する届け出につ

いての記述を追加しました。 
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次に、第１２条の現状変更ですが、災害等に関しての記述がなかったため、文化財の現状

変更に対する記述を追加しました。また、第１２条から８分の７ページの第１５条まで、指

定記念物の語句を削除しております。 

ええー、次に第１９条の助成ですが、補助金の交付対象を指定文化財に限定するため指定

を加えております。 

最後に、第２０条ですが、指定や解除につきましても、文化財保護審議会に諮問すること

になりますので、指定と解除いう語句を追加しております。 

以上、簡単ですが説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 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。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

はい。あのー、先般、いろいろ提案さしていただきまして、非常にすっきりと分かりやす

い条例になったと思って、感謝しております。ええー、まあ、この文化財というのは、この

町のアイデンティティでございまして、これから先、町民の皆さんから、いろんなその「指

定したらどうか」という提案もあるかと思いますし、また、あってほしいと思います。 

ほで、あのー、条例についてはこういうことで結構なんですが、ちょっと参考のために確

認だけしときたいんですが、これ教育長にちょっと伺いたいんですが、以前あのーこういう

文化財と言いますか、資料をですねえ、保存するための保存施設について、考慮したらどう

かという提案をさしていただきました。あのー、まあ、この問題については、また、別にあ

の機会をもって、質問さしていただこうと思うんですが、その後、その展示、保存施設って

いうんですか、そういった物について何んか、話が、協議等上がっているんですか。まだ、

全然動いていませんか。 

○（濱田 和保 教育長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 濱田教育長。 

○（濱田 和保 教育長） 

はい。あのーまだ、具体的な場所等の指定とか選定については、まだ、決まってないんで

すけども、まあ町のあのー、あり方検討会ですかね、施設の、あり方検討会も含めて、考え

ていきたいと思っております。あのーまだ、これをして、展示とか、そういうようなものを

しないといけないという文化財の特定にまでも至っていない状況なので、それもまだ、進め

ていかないといけないかなと思っております。 

あのー、文化財につきましては、当然、私たち、今、生きている私たちが、当然、文化財

の保護・保存をやっていかないといけない大切なことだと思っておりますので、温故知新の

精神をもって、やっていこうと思っておりますので、ぜひ、協力、また、ご理解をいただき

たいと思っております。よろしくお願いします。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 
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○（７番・平山 和昭 議員） 

えっとまあー、実はそのことに絡んでですね。学芸員の増員をその時にはお願いして、学

芸員の増員が、まあ実現しておるわけですが、まあそのー、学芸員さんの活動もあまり見え

てこないっちゅうか、やはりあのー、方針がきちんと定まらないと、委員会としてもその学

芸員さんの活用についても、なかなか難しいんじゃないかと思います。 

まあ、ですので、次の定例会くらいまでには、やるんだ、作るんだっていったぐらいの、

答弁をお願いするように、用意をしていただきたなと思います。まあ、３月定例には質問さ

してもらおうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

他に、質疑はありませんか。（「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。（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１２５号、「上島町文化財保護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１２５号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第９～１５、議案第１２６号～第１３２号 

（池本 光章 議長） 

続いて、日程第９、議案第１２６号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第４号）」

から日程第１５、議案第１３２号、「平成３０年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号）」

までの補正予算案７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９、議案第１２６号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第４号）」

から日程第１５、議案第１３２号、「平成３０年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号）」

までの補正予算案７件を一括議題といたします。 

それでは、議案第１２６号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第４号）」から順

次提案理由の説明を求めます。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１２６号、「平成３０年度 上島町一般会計補正予算（第４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

２億１,９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億２，３００万

円といたします。第２項の歳入歳出予算補正につきましては、お手許の予算説明資料、「平

成３０年度１２月補正予算の概要」に基づいて説明いたします。 

まず、全般的な事項ですが、補正予算の総額は一般会計が２億１，９００万円。特別会計
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は６，９４０万円で、その内訳は、国民健康保険事業会計３０万円、農業集落排水事業会計

６００万円、介護保険事業会計５，７９０万円、介護サービス事業会計０円、魚島船舶事業

会計５２０万円となっております。企業会計である上水道事業会計は、３８万円の補正とな

っております。 

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。財源といたしましては、まず、国

庫支出金９２７万９千円。これは、障害者福祉サービス費の増額に伴う障害者自立支援給付

費国庫負担金１０６万４千円と台風２４号により被災しました豊島漁港浮防波堤の復旧事

業に係る漁港施設災害復旧費負担金８００万円、また、保育の資質向上のための研修事業と

して補助される子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金２１万５千円です。県支出

金６，２１４万２千円。これは、障害者福祉サービス費の増額に伴う障害者自立支援給付費

県負担金５３万２千円と、高額医療の実績に伴う重度心身障害者医療費補助金１３５万１千

円、農業振興の各種事業に係る農業費補助金７８１万２千円及び平成３０年７月豪雨で被災

しました生名地区２件及び岩城地区２件のがけ崩れ防災対策事業補助金５，２４４万７千円

です。繰入金６，９００万円。これは、財政調整基金繰入金です。繰越金５２万５千円。諸

収入２５万４千円。これは、レモン苗木の個人負担金です。町債７，７８０万円。これは、

衛生施設整備事業債３，８８０万円、道路施設整備事業債１，２６０万円、がけ崩れ防災対

策事業債２，２８０万円及び災害復旧事業債３６０万円です。 

以上、２億１，９００万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。最終処分場整備及びコミュニティプラント

改修の変更による衛生施設整備事業の増額、町道整備の追加による道路施設整備事業の増額、

平成３０年７月豪雨による災害対策に伴うがけ崩れ防災対策事業の増額及び台風２４号に

より被災しました漁港施設の復旧に伴う災害復旧事業の増額をいたしました。以上により、

限度額の総額を補正前１３億５，９８０万円から１４億３，６８０万円に変更するものでご

ざいます。 

補正予算の概要の２ページへ戻ってください。 

２番目として、次の事務事業等を新たに計上いたしました。 

(１)の被災者向け経営体育成支援事業費補助金は、平成３０年７月豪雨により被災しまし 

たビニールハウス及び農機具等の再取得に係る補助を行うもので、金額は８４６万円です。 

財源は、県費６３８万６千円を充当する予定です。 

(２)のがけ崩れ防災対策工事は、平成３０年７月豪雨により被災しました生名立石地区、 

生名岡庄地区及び岩城長江地区２箇所の計４箇所の対策工事を行うもので、金額は６，９９

３万円です。財源は、県費５，２４４万７千円、町債１，７３０万円を充当する予定です。 

(１)の漁港施設災害復旧事業は、台風２４号により被災しました豊島漁港施設（浮防波

堤：固定チェーン）の復旧工事等を行うもので、金額は１，３３７万２千円です。財源は、

国費８００万円、町債３６０万円を充当する予定です。 

３番目として、次の事務事業等が一部変更等を要するにいたりました。 
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(１)の職員人件費は、人事院勧告等による人件費の調整分に伴うもので、金額は９７１万 

３千円です。 

(２)の最終処分場建設工事は、同じ循環型社会形成推進交付金事業として実施しておりま 

す魚島地区のコミュニティ・プラント延命化工事の設計見直し及び入札減少金に係る国費の 

減額分を本工事に振り替えて事業進捗を図るもので、金額は１億６，２００万円です。 

(３)のコミュニティ・プラント延命化工事は、設計見直し及び入札減少金分を減額するも 

ので、金額はマイナス１億６８６万円です。 

その他、経常･投資経費の変更を要するに至りました。 

以上で議案第１２６号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第４号）」の説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

 

○（今井 稔 住民課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

議案第１２７号、「平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第２号）」の説

明をいたします。予算書の１ページをご覧ください。補正予算の総額は、第１条にあります

ように、歳入歳出それぞれ３０万円増額し、予算の総額を１０億８，５００万円といたしま

す。主なものについ説明いたします。 

７ページをお願いします。歳入ですが、４款１項１目２節、ええー、特別交付金２７万円

の増は、国保制度改正による国への報告システム改修費にかかる交付金です。 

それでは、８ページをお願いいたします。歳出ですが、１款１項１目１３節、委託料３０

万５千円の増は国保制度改正に伴う国への報告システムの改修経費です。 

９ぺージをお願いいたします。２款１項２目、退職被保険者等療養給付費２２３万９千円

の減は、退職被保険者の減少により、療養費が減ったため減額しております。 

ええー、１０ページをお願いいたします。３款１項１目、一般被保険者医療給付費分納付

金２５９万円の減は、当初予算編成後に納付金額が確定したため、減額し、１１ページの３

款２項１目、一般被保険者後期高齢者支援金分の納付金５４８万２千円の増も、当初予算編

成後に納付金額が確定しました。 

１２ページをご覧ください。３款３項１目、介護納付金分６６万７千円の減も、当初予算

編成後に納付金額が確定したため減額しております。 

以上で議案第１２７号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中濵生活環環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）  

はい、それでは議案第１２８号「平成３０年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第

１号）」について、説明させていただきます。 

今回の補正理由は、農山漁村地域整備交付金の愛媛県の離島枠に流用可能額が発生し、事
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業推進を図るため本町が前倒しして執行するために増額補正するものです。 

１ページをお開きください。まず、補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入

歳出それぞれ６００万円増額し、ええー、予算の総額を１億１，２５０万円といたします。

補正予算の主なものを事項別明細書で説明いたしますので、７ページをお開きください。 

まず、歳入ですが、３款１項１目、農業集落排水事業費国庫補助金を３０２万５千円増額

します。４款１項１目、農業集落排水事業費県補助金も６０万５千円増額します。６款１項

１目、繰入金は歳出総額の増により一般会計繰入金を２２０万円増額します。７款１項１目、

繰越金は決算実績により、前年度繰越金を１７万円増額します。 

８ページをお開きください。次に歳出ですが、１款１項２目、農業集落排水建設費の１５

節、公共工事請負費を６０６万円増額します。３款、予備費は、歳入歳出の調整額の計上で

ございます。 

以上で、議案第１２８号の説明を終わります。 

 

○（大本 一明 健康推進課長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） はい、大本健康推進課長。 

○（大本 一明 健康推進課長） 

はい、議案第１２９号「平成３０年度上島町介護保険事業会計補正予算（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。補正予算の総額は、第１条にございますように、

歳入歳出それぞれを５，７９０万円追加し、総額９億２，５００万円といたします。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ページをお願いします。歳入です。１款１項１目の介護保険料の 1号被保険者保険料の

２，８２４万５千円の増は、第７期介護保険事業計画により保険料を見直したことによる増

額になります。３款１項１目の国庫負担金の介護給付費負担金１１２万円の増は介護度の高

い利用者の増などによるものです。３款２項１目の国庫補助金の調整交付金１３９万６千円

の減は、介護度の高い利用者が増となったものの、補助率が下がったことにより減額となり

ました。２目の地域支援事業交付金９１万８千円の増は、２９年度分の交付額確定に伴うも

のになります。４款１項１目の支払基金交付金の介護給付費交付金５６８万７千円の減は交

付率が下がったことによるものです。２目の地域支援事業交付金１９３万９千円の増は、２

９年度分の交付額の確定に伴うものです。 

８ページをお願いします。５款 1項１目の県負担金の介護給付費負担金１１５万５千円の

増は、介護度の高い利用者の増によるものです。７款１項の一般会計繰入金の３，２６０万

円の増は、昨年度の国庫支出金等の精算に伴う返納金等によるものです。７款２項 1目の介

護給付費準備期金繰入金１１３万８千円の減は、介護保険料の改定に伴う増により、当初計

上していたものを減額するものです。 

１０ページをお願いします。歳出になります。２款１項５目、施設介護サービス給付費の

負担金６２０万円の増は、介護度の高い利用者と利用件数の増によるものです。 

続いて１８ページをお願いします。４款１項１目の介護給付費準備基金積立金の１，５１
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０万円の増は、保険料改定により、増額により、余剰分を積み立てることになります。 

２１ページをお願いします。７款１項３目の償還金の国庫支出金等精算返納金３，５６３

万円の増は、平成２９年度の実績により精算して返納することとなります。あと、その他の

項目につきましては、給与改正に伴う増額及び財源充当の組み換えになっております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

はい、続いて、議案第１３０号「平成３０年度上島町介護サービス事業会計補正予算（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。予算の総額は、第１条にございますように、変更

はありません。また、予算の主なものについてですが、歳入について変更はありません。歳

出については、給与改定に伴う人件費の増額であり、その増額分については、予備費におい

て１９万２千円を減額して対応しております。以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

 

○（中辻 洋 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻公共交通課長。 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

はい、それでは続きまして、議案第１３１号「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正

予算（第２号）」について説明させていただきます。 

予算書の１ページをお願いたします。第１条にございますように、歳入歳出をそれぞれ５

２０万円増額しまして、総額を１億２，１２０万円といたします。 

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ページをお願いしま

す。今回の補正予算の歳出増に対応する歳入として、４款１項１目１節、一般会計繰入金を

５２０万円増額します。 

８ページをお願いします。歳出ですが、１款２項１目３節、ええー、職員手当、４節、共

済費につきましては、人事院勧告及び船員の病欠による時間外勤務手当が増額になりました

ので、ええー、その点で職員手当、３５万７千円、共済費、９万９千円を増額いたします。

１款２項１目１４節、使用料及び賃借料につきましては、船員の傷病による病欠が発生した

ことによりまして、９月から１１月の３カ月間において、２１日間、やむを得ず、代船によ

る運航を行いました。それにより、不足いたします船舶借り上げ料を４７９万円増額するも

のでございます。 

ええー、９ページをお願いいたします。予備費におきまして、予算総額の端数調整を行っ

ております。 

以上、簡単ですが「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第２号）」の説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 中濵生活環境課長。 
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○（中濵 淳一 生活環境課長）  

はい。それでは、議案第１３２号、「上島町上水道事業会計補正予算（第１号）」につい

て説明いたします。 

今回の補正理由は、人事院勧告による職員手当等の増額について補正するものです。 

１ページをお開きください。まず、第２条で水道事業会計予算の第３条に定めた収益的支

出の予定額を次のとおり補正するもので、第１款、水道事業費用の第１項、営業費用を３８

万円増額し、水道事業費用の総額を２億３，３８０万円といたします。次に、第３条で予算

第５条に定めた議会の議決を得なければ流用することができない経費である職員給与費を

３８万円増額し、１，５４１万円といたします。 

２ページをお開きください。次に、ええー、予算実施計画でありますが、これは一般会計

の事項別明細書に当たるものでありまして、収益的支出のうち１款１項３目、総係費につき

まして、職員手当等の人件費３８万円を増額するものであります。 

なお、３ページ以降には、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書及び予定貸借対照

表等を添付しておりますので、後ほどご参照ください。 

以上で、議案第１３２号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長） 

提案理由の説明がありました。 

お諮りいたします。ただ今議題となっております、議案第１２６号から議案第１３２号ま

でについては、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。 

したがって、議案第１２６号から議案第１３２号までの補正予算案７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。 

えーと、ここで１０分間、休憩取りましょうか。（「はい」の声あり）そんなら３時半ま

で休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午後 ３時２０分 ～ 午後 ３時３０分 ） 

 

日日程第１６、議案第１３３号 

○（池本 光章 議長） 

会議を再開いたします。続いて、日程第１６、議案第１３３号、「上島町魚島観光センタ

ーの指定管理者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。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

はい。議案第１３３号、「上島町魚島観光センターの指定管理者の指定について」、上島

町魚島観光センターの指定管理者を下記のとおり指定いたしたいので、地方自治法第２４４
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条の２第６項及び上島町、公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例（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   上島町魚島観光センター 

                      上島町魚島一番耕地 1362番地の第１ 

２ 指定管理者     大阪市平野区長吉長原西３－３－１４ 

            Ｇｏｏｄ ＩｓＬａｎｄｓ 

            代表者 郷野 昭彦 

３ 指定期間      平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

提案理由といたしましては、上島町魚島観光センターの指定管理者の指定期間が平成３１

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ございます。 

なお、内容等につきましては、河端管財課長から説明いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○（河端 光法 管財課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、河端管財課長。 

○（河端 光法 管財課長） 

はい。魚島観光センターの指定管理者につきましては、公募の結果、「グッド・アイラン

ズ」１件のみの応募がございました。「グッド・アイランズ」は、今回初めて「魚島観光セ

ンター」指定管理者の指定申請を行うものです。この指定申請につきましては、弁護士、税

理士、社会保険労務士の資格を有する学識経験者３名の委員による「公の施設指定管理者選

定審議会」での審査に諮り、「グッド・アイランズ」を指定管理者の候補者として選定して

おります。 

議案を一つめくっていただきますと、説明資料としまして「公の施設指定管理者選定審議

会審議結果報告書」の写しを添付しています。審議会では、書類審査の結果、可とする委員

が２名、否とする委員が 1名で「グッド・アイランズ」を指定管理者の候補者に選定するこ

とといたしました。また、参考資料としまして、応募者からの「指定管理者指定申請書」の

写しを添付しておりますので参考にしてください。 

以上で議案第１３３号の説明を終わります。 

○（池本 光章 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、日程第１６、議案第１３３号、「上島町魚島観光センターの指定管理者の指定

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１３３号は、原案のとおり可決さました。 
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日程第１７、議案第１３４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、議案第１３４号の「上島町監査委員の選任について」を議題といたします。 

本案については、濱田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、濱田議員の退場を求めます。 

（濱田議員、退場） 

○（池本 光章 議長） 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

議案第１３４号の提案理由を説明さしていただきます。上島町監査委員の選任について下

記のもの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ものでございます。 

住所 上島町弓削太田１８０番地 氏名「濱田高嘉」 生年月日 昭和１６年４月１５日。 

提案理由としまして、監査委員中、議員のうちから選任する監査委員の一人が平成３０年

１２月１４日をもって辞職することから後任委員を選任したいので、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あります。以上です。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

お諮りします。本案については、町長のただ今の説明のとおり、あらかじめ議員協

議会の協議により、議会から推薦した案件でありますので、原案のとおり同意するこ

とにご異議ありませんか。（多数の「異議なし」の声ありの後、寺下議員から「異議

あり」の声あり） 

○（池本 光章 議長） はい、寺下議員。 

○（寺下 滿憲 議員） 

 ええー、、私はあのー、濱田高嘉議員が、監査委員になることは、ええー、今日までのい

ろいろ流れ見てみますと、あまりにも町長と近すぎるような行動が目に写りますので、ちょ

っとその点に踏まえまして、どうかという疑念を持っておりますので異議を申し上げます。 

○（池本 光章 議長） 

他に、ご異議ございませんか。（「なし、ありません」の声あり）他にございませんね。

（「ありません」の声あり）異議のある方が１名ということですので、２人以上ですと、起

立による採決を求めるんですが、本案は異議なしということで、議案第１３４号は、原案の

とおり同意することに決定しました。 

（濱田議員、入場） 

 

日程第１８、請願第３号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１８、請願第３号「主要農作物種子法の復活を求める請願書」を議題と
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いたします。 

お諮りいたします。「請願第３号」については、会議規則第９２条第２項の規定によって、

委員会の付託を省略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。したがって「請願第３号」については、委員会の付託を省略

することに決定しました。 

それでは、紹介議員である寺下滿憲議員、説明をお願いします。寺下議員、登壇願います。 

(寺下議員、登壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

請願第３号についてですが、これただ今、委員会に付託になりませんでしたけど、ええー、

一応、私が請願紹介議員になるわけでありますが、産業建設委員会の委員長ということで、

紹介議員という名を受けました。 

 それでは、上島町議会議長 池本光章様 請願団体 国民の食料と健康を守る愛媛県連絡会 

通称、愛媛食健連です。代表者は会長として、村田 武さん。 住所 松山市西石井一丁目９

－２２です。紹介議員 寺下滿憲。 

ええー、「主要農作物種子法の復活を求める請願書」。請願の趣旨、主要農作物種子法は、

米、麦、大豆などの主要農作物の品種改良を国、都道府県の公的研究機関が行い、良質で安

価な種子を農民に安定的に供給してきた法制度であります。１９５２年にスタートしました。 

種子法の下で、北海道から九州まで、各県の自然・気象状況に合った米、麦、大豆の多様

な種子が開発され、農民に安く安定的に供給されてきました。 

安倍政権と規制改革会議は、２０１６年になって、当然、都道府県が開発した品種は、民

間企業が開発した品種よりも安く供給することが可能だから、「競争条件が対等ではない」

ことが問題だとして、２０１７年には短時間の審議で廃止を強行しました。２０１８年４月

１日付けで施行されています。ええー、しかも、公的研究機関が開発し、国民の共有財産で

ある種子のデータを民間事業者に提供することまで義務づけています。 

米の種モミ代を１０倍にし、生産コストに占める種苗費の割合を野菜並みに引き上げる可

能性が強い種子法の廃止は「生産費は１円でも安く」という規制改革会議自らの方針にも逆

行するものです。唯一といっていい民間育種の稲「みつひかり」は、価格は１０倍も高く、

南東北から九州にかけて３８都道府県で作付される品種の画一化が進むなど、食味の向上や

温暖化対策ともに逆行します。 

種子法の廃止は、米、麦などの優良種子供給を不安定にし、必要なときに手に入らなくな

ってしまう恐れがあるだけでなく、海外のアグリビジネスの日本進出と種子支配、遺伝子組

み換え作物の持ち込みにつながる可能性があります。 

種子法の廃止決定に対し、「なぜ廃止するのかわからない」「地域に適した品種の維持は、

行政の管理が不可欠」としてすべての都道府県が「条例」「要綱」などを制定し（愛媛県は

「要領」）、従来どおりの趣旨事業を継続しました。このことは、種子法を廃止したことが

いかに現場とずれているかを示したものかを示していると考えます。 

また、野党６党は、共通政策として、すでに種子法復活法案を共同提出しています。 

以上の趣旨から、貴議会が以下の事項について、地方自治法第９９条に基づいて議会決議
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をもって政府に強く働きかけるよう請願します。 

請願事項１．主要農作物種子法を復活させることであります。 

よろしくお願いいたします。 

(寺下議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、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。（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。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手）議長、討論。 

○（池本 光章 議長） はい、平山議員。 

(平山議員、登壇） 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 ええー、議席７番、平山和昭です。ええー、私は、この請願書を採択して、政府に届け

ることに賛成の立場で討論したいと思います。ええー、あのー、種子法と言いましても、あ

のー、なかなかピンとこないとこがありますが、農作物の種子っていうことにつきましては、

もう日本の国の長い歴史で培ってきた国民の財産です。ええーこの請願書の内容で下からで

すね、１１行目辺りにちょっとありますが、種子法の廃止は云々とありますが、まさにあの

ー、日本の国民の財産、しかもこれをあのー、ねらいとしては、もう外資が入ってくるとい

うのは、間違いないとこです。外資が全て日本の農産物の種子を支配してしまうということ

が、非常に懸念されているというのは、マスコミの報道で皆さんよくご存じだと思います。

既にこの廃止の法律はできておりますが、これは、やっぱり撤回していただかないと、この

国の食生活の安全は守れないというふうに考えておりますので、ええー、地方の議会からも

当然声をあげていただきたいなと思いまして、ぜひ皆さん、賛同していただきたいと思いま

す。 

(平山議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

他に、討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

これから、請願第３号「主要農作物種子法の復活を求める請願書」を採決いたします。「請

願第３号」を採択とすることに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

賛成者：大西議員、寺下議員、平山議員、土居議員。 

反対者：村上議員、林議員、藏谷議員、檜垣議員、濱田議員、前田議員、池本 興治議員

松原議員、亀井議員。 

起立、少数です。したがって、請願第３号「主要農作物種子法の復活を求める請願書」は、

不採択とすることに決定しました。 

 

日程第１９、請願第４号 

○（池本 光章 議長） 
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続いて、日程第１９、請願第４号「「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、原則

１割負担の継続を求める意見書」に関る請願」を議題といたします。 

お諮りいたします。「請願第４号」についても、会議規則第９２条第２項の規定によって、

委員会の付託を省略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。したがって「請願第４号」についても、委員会の付託を省略する

ことに決定しました。 

それでは、紹介議員である前田省二議員、説明をお願いします。前田議員、登壇願います。 

(前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員） 

請願第４号、「「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、原則１割負担の継続を求め

る意見書」にかかる請願。 

紹介議員 前田省二、平成３０年１１月２１日、上島町議会議長 池本光章 殿、請願者

住所 愛媛県松山市千舟町４丁目１－５、団体名 愛媛県保健医協会、代表者氏名 藤田敏

博。 

請願趣旨、経済的な理由で必要な受診ができない方が増えておりますが、現在、厚生労働

省の社会保障制度審議会医療保険部会では、「後期高齢者の窓口負担」の見直しについての

検討が行われており、審議ではその負担を１割から２割に引き上げるなど、さらなる患者負

担増が提案されています。さらなる負担増は、年金収入も減っている中で、治療が長期にわ

たる高齢者の生活を圧迫し、必要な医療が受けられない状態が深刻化します。 

このような高齢者の実情に配慮し、後期高齢者の窓口負担について、原則１割負担の継続

を求める意見書を採択し、国に対し要望していただきたいといった内容でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

(前田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、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。（「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）討論なしと認めます。 

これから、請願第４号「「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、原則１割負担の継

続を求める意見書」に関る請願」を採決いたします。「請願第４号」を採択とすることに賛

成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。したがって、請願第４号「「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、

原則１割負担の継続を求める意見書」に関る請願」は、採択とすることに決定しました。 

 

日程第２０～２１、報告第１８～１９号 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。「日程第２０、報告第１８号及び日程第２０、報告第１９号の２件の

「議員派遣報告について」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
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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２０、報告第１８号及び日程第２０、報告第１９号の２件の「議員派遣

報告について」を一括議題といたします。 

本件につきましては、お手許に配布のとおり報告書が提出されております。なお、報告第

１９号につきましては、会議規則第１２１条の規定に基づき、閉会中、議長において議員の

派遣を決定したことを申し添えます。 

報告第１８号（上島町文化祭総合開会式）、報告第１９号（上島町防災教育セミナー）。 

以上で議員派遣報告を終わります。 

 

◎ 散 会 

○（池本 光章 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２５日の午前１０時から会議を開いて、本日、予算決算委員会に付託しま

した「平成３０年度上島町一般会計補正予算第４号をはじめとする７件の補正予算案」の審

議を行うこととし、議事日程は当日配布いたしたいと思います。 

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。（「異議な

し」の声あり）ご異議なしと認めます。よって、本日はこれで散会といたします。ご苦労様

でした。 

 

  

 (起立、礼) 

 

（了） 

 

（平成３０年１２月１４日 午後 ３時５４分 閉会） 
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