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越智郡上島町議会会議録 平成３１年３月８日 開催 

 

平成３１年 第１回上島町議会定例会会議録 

招集年月日 平成３１年３月８日（金） 

招集の場所 弓削総合支所庁舎議場 

開   会 平成３１年３月８日 午前８時４０分宣告 

応 招 議 員  
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６ 
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８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１番  村 上 要二郎 

２番  林    康 彦 

３番  大 西  幸 江 

４番  藏 谷  重 文 

５番  寺 下  滿 憲 

６番  檜 垣  一 成 

７番  平 山  和 昭 

８番  濱 田  高 嘉 

９番  前 田  省 二 

１０番  土 居  計 彦 

１１番  池 本  興 治 

１２番  松 原  彌 一 

１３番  亀 井  文 男 

１４番  池 本  光 章 

不応招議員 なし 

出 席 議 員 応招議員のとおり 

欠 席 議 員 なし 

自治法第

１２１条

の規定に

より説明

のため出

席した者

の職氏名
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村 上   和 志 
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濱 田  将 典 
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梨 木   善 彦 
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議員・職員

以外で議

会に出席

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 平成３０年度上島町一般会計補正予算（第５号） 

２ 平成３０年度上島町一般会計補正予算（第６号） 

３ 平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第３号） 

４ 平成３０年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算（第 1号） 

５ 平成３０年度上島町へき地出張診療所事業会計補正予算（第 1号） 

６ 平成３０年度上島町後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号） 

７ 平成３０年度上島町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

８ 平成３０年度上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 平成３０年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

１０ 平成３０年度上島町介護保険事業会計補正予算（第３号） 

１１ 平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第３号） 

１２ 平成３０年度上島町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第２号） 

１３ 平成３０年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第２号） 

１４ 上島町の設置に伴い失効することとなる岩城村保健福祉職員修学資

金貸付条例の経過措置を定める条例を廃止する条例 

１５ 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 

１６ 上島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

１７ 上島町行政組織条例の一部を改正する条例 

１８ 上島町水道法施行条例の一部を改正する条例 

１９ 上島町火災予防条例の一部を改正する条例 

２０ 工事請負契約の締結について（上島町最終処分場建設工事（造成）） 

２１ 工事請負契約の締結について（上島町最終処分場建設工事（浸出水

処理施設）） 

２２ 公有水面埋立ての諮問に対する答申について 

２３ 町有財産の無償譲渡について 

２４ 平成３１年度上島町一般会計予算 

２５ 平成３１年度上島町国民健康保険事業会計予算 

２６ 平成３１年度上島町国民健康保険診療所事業会計予算 

２７ 平成３１年度上島町へき地出張診療所事業会計予算 

２８ 平成３１年度上島町後期高齢者医療事業会計予算 

２９ 平成３１年度上島町公共下水道事業会計予算 

３０ 平成３１年度上島町簡易水道事業会計予算 

３１ 平成３１年度上島町ＣＡＴＶ事業会計予算 

３２ 平成３１年度上島町農業集落排水事業会計予算 

３３ 平成３１年度上島町介護保険事業会計予算 

３４ 平成３１年度上島町介護サービス事業会計予算 

３５ 平成３１年度上島町浄化槽事業会計予算 

３６ 平成３１年度上島町魚島船舶事業会計予算 
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町長提出議

案の題目  

 

３７ 平成３１年度上島町特別養護老人ホーム事業会計予算 

３８ 平成３１年度上島町生名船舶事業会計予算 

３９ 平成３１年度上島町上水道事業会計予算 

 

 

その他の  

題   目  

 

 

 

１ 議員派遣の件（上島町立中学校卒業証書授与式） 

２ 議員派遣の件（上島町立小学校卒業証書授与式） 

３ 議員派遣の件（上島町立小学校入学式） 

４ 議員派遣の件（上島町立中学校入学式） 

 

 

日 程 

 

 

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。（会議規則第２１条） 

 

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。 

   ８番・議員 濱 田 高 嘉 

９番・議員 前 田 省 二 

会   期  平成３1年３月８日～３月２６日（１９日間） 

傍聴者数  ８名（男 ７名・女 １名） 

 

◎  開議の宣告 

○（池本 光章 議長）  

改めまして、おはようございます。ただ今の出席議員は、全員１４名です。ただ今から平

成３１年第１回上島町議会定例会を開催します。その前にお手許に配布されております「町

長との一般質問についての協議結果について」という文章を配布しておりますが、その報告

ございます、その報告に基づきまして、質問される側におかれましては、質問の明確性、答

弁される側におかれましては、簡潔・明瞭にお答えしていただくことをお願い申し上げまし

て、本日の会議を開きたいと思います。 

本日の議事日程は、お手許に配布しているとおりです。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名 

○（池本 光章 議長） 

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、８番・濱田議員、９番・前田議

員を指名します。よろしくお願いします。 

 

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。 

議会運営委員長に、委員会協議の結果について、報告を求めます。議会運営委員長 平山
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議員、お願いいたします。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

おはようございます。議会運営委員長の平山 和昭でございます。 

議会運営委員会の協議結果について、ご報告をいたします。 

平成３１年第１回定例会の開会にあたりまして、去る２月２７日に議会運営委員会を開催

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

に協議をいたしました。 

会期日程につきましては、本日８日から２６日までの１９日間とし、議事日程につきまし

ては、お手許に配布のとおり進めることと決定いたしました。 

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。 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。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。報告がありましたとおり、本定例会の会期は、本日から２６日までの１９日間

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。従って、会期は、本日、３月８日から３月２６日までの１９日間に決定しまし

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） 

○（宮脇 馨 町長） 

改めまして、皆様おはようございます。 

まず初めに、フェスパの運営に関して、一言述べさしていただきます。ご承知のとおり、

フェスパは、平成２３年以来営業を続けてきましたが、建設当初、１２億円に近い多額の費

用をかけて建設されたものでありますが、多くの問題点も含んでいることが明らかでありま

す。 

しかしながら、これは我々上島町の町民の誇り、そういった大切な財産であり、施設であ

ります。何としても、この施設を核に、中核に据えて、この町づくりの中心に据えて、変え

ていきたいと思っております。昨今、瀬戸内海が脚光を浴びる中で、この施設をいかに活用

していくかということは、我々町民に課せられた大きな使命だと思っております。ぜひとも、

皆さんのご支援とご理解を仰ぎながら、これを進めていきたいと思っております。今後共、

町民一丸となったご支援を仰ぎながら、何としてもこれをやり遂げたいと願っておりますの

でよろしくお願いします。 
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本日は、平成最後の定例議会となりますが、町民の皆さんと一丸となって引き続き、新し

い時代に繋ぐ行政運営に努めて行きたいと思います。 

この３月定例議会には、平成３０年度の締め括りとなる補正予算、新しい時代に繋いでい

く平成３１年度当初予算を提案さしていただきました。既定の計画に基づく佐島最終処分場

の整備などにより、前年度よりも膨らんだ形の予算となっておりますが、財政事情を勘案し

ながらハード事業からソフト事業に暫時シフトしていきたいと考えております。 

先日、副町長以下５名で視察を行いました久万高原町では、「１０年間かけて計画的に財

政状況を立て直した」ということでありました。我が上島町もその例に習って取り組んで行

きたいと思います。また、これまで制度の中で単体では、なかなか成果を上げにくかった部

分を他の分野を含めた形で相乗効果を出せるような施策の連携に取り組んで行きたいと考え

ています。生活基盤を支える第一次産業の振興においても、様々な政策を戦略的に組み立て

ることによって、より大きな効果が出せると考えております。 

さらに、タイムリミットが迫っている岩城橋開通までの公共施設のスクラップ＆ビルドを

直実に進めたいと考えております。また、公共交通に向けたいろいろな取り組みも着実に進

めなければなりません。生名フェリーの新造船の建造につきましては、平成３０年度予算の

中で計上させていただいておりましたプロポーザル方式による新しい船の基本、建造基本計

画、これを弓削商船の多田先生をはじめとする専門家による審査をいただきまして、新しい

案ができつつあります。 

これまでの施設整備で膨らんだ起債の償還が、大きく財政を圧迫する状況が続きますが、

ソフト事業主体の政策展開で乗り切った行きたいと考えております。みんなで知恵を出し合

って新しい町づくりにしていきたいと願っておりますので、皆さんのご協力をお願いしたい

と思います。本日はよろしくお願いいたします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

 これで行政報告は、終わりました。 

 

日程第４、一般質問 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第４、「一般質問」を行います。 

一般質問を通告されております議員にお願いいたします。 

質問は、最前列中央の質問席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、質問項目毎に行ってください。以上、ご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

今回の一般質問者、一般質問通告者は、５名です。 

それでは、はじめに村上議員の質問を許します。 

（村上議員、登壇） 

○（１番・村上 要二郎 議員） 

おはようございます。議席１番、村上 要二郎です。よろしくお願いします。 
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「上島町職員の定員管理について」質問します。 

現在、町職員の数が増加の傾向にありますが、なぜ、人口が減っているにも関わらず、職

員を増やし、町の財政を圧迫するようなことをしているのでしょうか。職員を増やした正当

な理由と今後の人員管理計画について、年度別に数字でお示しください。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

ただ今の、村上 要二郎議員の質問にお答えいたします。 

上島町の人口は、年々減少傾向にありますが、一定の行政サービスを維持するためにも単

純に人口に比例した削減は、困難であります。 

ご質問の職員を増やした理由についてですが、公共交通の一体的整備を図るため委託から

直営に見直し、船員、バス運転手を中心に動員しておリます。また、学芸員、ＣＡＴＶ及び

消防など業務強化により人員を増やしており、無計画な職員増員ではございません。確かに、

これにより、財政を圧迫さしていることは否めないため、人件費の削減方法の一つとして議

案を提出しております。 

今回、行政組織条例の一部改正案を提出されていただいております。岩城橋開通による行

政組織改編に備え、弓削総合支所本庁の課の統廃合を第１弾として計画しております。これ

により、本庁、支所の連携及び事務効率をあげて、一般行政の職員削減を目指すものであり

ます。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（１番・村上 要二郎 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上 要二郎 議員） 

すみません、議長。ちょっと表を作ってきたので、表を作ってきたので、林議員に持って

もらってもよろしいですかねえ。 

○（池本 光章 議長） はい。はい。はい、どうぞ。 

○（１番・村上 要二郎 議員） 

ありがとうございました。様々な理由が挙げられましたが、人口に対する職員数について

は、他の自治体と比較しても多いように感じています。一概に人数が多いということだけで

は判断できませんが、今回、他の自治体との比較を行いましたので、こちらの表をご覧くだ

さい。 

今回のデーターは、総務省のものを使用しております。まず初めに、えっと上から上島町

の人口７,２２１人に対して、正規職員数２４１名、臨時職員４９名、合わせて２９０名の方

が、上島町の職員として、勤務していただいております。 

次に、上島町と同様に島同士が合併した近隣の大崎上島町ですが、人口７,８３９人に対し

て、正規職員数は、１０４名となっております。人口は、上島町より少し多いのですが、職

員数に関しては、上島町の半分以下で運営されています。 
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ええー続きまして、一番下をご覧ください。同じく瀬戸内にある小豆島、香川県土庄町で

は、上島町の約２倍の１４,５０４人という人口規模でありながら、職員数は、１６９名で上

島町よりも少ない人数で運営しています。 

今回のデーターが必ずしも比較データーとして正しいかは、判断できませんが、どのよう

に比較しても上島町は他の自治体に比べて、職員数が多いということは明らかです。このこ

とを踏まえて、今回出された回答が、この町に適したものなのか。職員数については、もっ

と大幅な人員の削減が必要ではないか。専門家などを交えた検討会は、行わないのか。その

点について、今後の計画をお答えください。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

ええー確かに、人口規模でいきますと、そのような分析ができるかもしれませんが、先ほ

ど例示、提示されました大崎上島町、それから土庄町、まあ、こういった島の自治体でも、

我が上島町にあっては、本当に、それぞれの島ごとに総合支所方式をとっております。この

部分が今の職員数の、まあ、他と比べるとまあ割り合いとして、多くなってしまっていると

そういうことは、明らかであります。これは先ほど、行政報告の中で述べさしていただきま

した久万高原町、ここは、合併の後、支所相当、どういうんですかね、縮小しておりまして、

総合支所方式ではありません。 

ですから、上島町としても、岩城橋開通後、どのような形態にしていくのかという公共施

設のあり方検討会を含め、どういった形の行政組織を作っていくか、それによって、人員の

削減ができるのではないかと考えております。支所のあり方、行政運営の仕方、組織の作り

方、そういったトータルで、審議をする必要があると思っておりますので、この件につきま

しては、当然、公共施設のあり方検討会の中に議会の皆さんも参画していただいて、審議を

していく必要があると考えておりますので、よろしくお願いします。 

○（１番・村上 要二郎 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上 要二郎 議員） 

ありがとうございました。ええー、現在、上島町議会においても議員自ら身を切る覚悟で

議員定数の削減に向け、協議を進めております。今回の政策提案は、将来の財源確保が目的

であり、職員の人員削減が目的ではありませんが、職員各位に関しましては、痛みを伴う場

合も考えられます。 

しかし、将来の上島町のためには、ここで充分に政策を練っていただきたいと思います。

また、職員一人ひとりのレベルアップも必要となります。将来的には少数精鋭で行政を運営

し、予算の削減に努めていただきたいと考えています。 

ええー、直ぐには結果の出ない案件ではありますが、機構改革等含めて、財政当局としっ

かりと協議いただき、来年度中には、できれば来年度中には、人員管理計画の策定をお願い

します。以上で、私の一般質問を終了します。ありがとうございました。 

（村上議員、降壇） 
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○（池本 光章 議長） 

続いて、平山議員の質問を許します。 

（平山議員、登壇） 

○（７番・平山 和昭 議員） 

議席７番、平山 和昭です。私は今般、２点の質問をさせていただきます。 

１点目は「生名船舶事業の民営化に向けて準備に着手すべきではないか」。２点目に関し

ましては、「上島町の歴史文化資料館を作るべきではないか」、という質問であります。 

１点目の生名船舶の民営化につきましては、２０２１年完成予定の岩城橋開通に向けまし

て、本土と上島町を結ぶ玄関口の一つ、尾道市因島長崎港の混雑緩和に対処するために、現

在、因島側自動車待機レーンの拡大に向けまして、用地交渉が進捗中と聞いております。生

名立石港と長崎港の間は、公営生名船舶事業で運航されておりますが、橋の開通で生名船舶

以外の、実質的に影響を、悪影響を受けると予想されます航路事業者に、町がどう対処をす

るつもりなのか、議会にはまだ情報提供がありません。 

第一義的には、架橋による、係る航路事業者への補償等は県の管轄でありますが、上島町

が無関心でいてよいはずはありません。公営生名船舶事業は、我が町では例外的とも言える

健全経営ではありますが、公営事業の民営化は、どの自治体でも取り組んでいて、健全経営

の今だからこそ民営化へのハードルも低いと考えております。この生名船舶事業も、合併、

合併時民営化の試みがなされた経緯がありますが、当時の職員の雇用形態に、それから、ま

あ準備不足もありまして、その後、手つかずのまま推移してきております。 

この度は、上島架橋完成という節目でありまして、公共交通再編に関し、生名渡船の民営

化への取り組みは避けて通れないのではないかと考えております。このことを、航路事業者

の受ける架橋の影響の吸収策としても捉えるならば、橋の架橋時に間に合わせねばなりませ

んし、理事者は民営化の方針の表明、方法論の検討が急がねばならぬはずであります。 

１案としまして、架橋による影響を受ける航路事業者複数社による共同事業体の設立もあ

るのではないかと考えますが、理事者の考えはいかがでしょうか。 

○（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） 

平山議員の質問にお答いたます。 

生名船舶の運航方式につきましては、私が町長就任後、平成２８年の段階から、元の生名

村の方式に一度戻した方がよいと考えて、平成３０月４月から、一部運航委託を取りやめて、

直営方式で運航する形といたしました。 

現在の事業運営を基礎といたしまして、岩城橋開通時の生名船舶事業をどのようにしてい

くかということにつきまして、十分健闘して参りたいと思っております。また、ご質問にご

ざいます、「民営化の方針の表明方法論の検討を急げ」というご指摘でありますが、架橋に

よって影響を受ける航路事業者複数社による共同事業体の設立というご提案については、生
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名船舶職員の身分にかかわることでもありますし、また、影響を受けるであろう民間航路業

者にこれにつきましても、それぞれが独立した民間事業主であることから、町の方で軽々に

考え方、方針を表明することは適切ではないと考えております。 

現段階では、差し控えさせていただくということでございます。既存の航路事業者の動向

を注視しつつ、愛媛県の開催しております上島架橋航路関係連絡協議会、この協議内容、結

果に基づいて、今後、どのように対処できるのか、するべきかについて、適切に対応してい

きたいと考えております。 

今、現時点では、こうした既存の航路事業者の態度表明、どうなるか、どうしたいか。そ

こがまだまだ、不透明な部分がございまして、この後、県のいろいろな調査等もまだまだ完

了してないのが、ところがありますので、その辺を見極めながら進めていきたいと思ってお

ります。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（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） 

ええー、基本的に、答えを要約しますと、「民営化は当面考えない」という答えのようで

すが、先ほど「民営化がまあ難しい」というような話の中に職員の身分の問題っていうふう

にありまして、これは合併時、その民営化を検討したときに、一番最初にひっかかった話で

す。 

そのことに関しまして、結局、手つかずのまま来てる。本来的には、公共事業は民営化し

ようというのが国の方針であり、各自治体もそれに沿ってやってきたわけです。そして、公

営が経費がかかりすぎる、だから民営化しようっていう話では、なかなか、それは乗ってき

ません。やはり、利益が上がる形でなければ、当然、民間は入ってきません。そういう流れ

で、今日のお答えのような、職員の身分がっていう話になってきますと、じゃあ、今まで何

を考えてきてたのかという事なんですよ。 

ですので、それはちょっとあのー、答弁としてはいただけない。そしてあのー、結局、状

況が分からないちゅうこともありますが、民営化したいっていう意思表示が、きちんとされ

れば、当然、どういう方法論があるか検討しなきゃいけませんが、その表明がないと、民間

の人も「じゃあ、一緒に加わろうか」っていう話になりません。順序が逆です。「民営化あ

り」っていうことで、仮に橋に間に合わなくても時間をかけて、民営化への道、「誰か入っ

てきてください」ちゅうことをしないと、周りが「やらしてください」ちゅう話はならない

と思うんですよね。 

ですので、町としては、まずは、民営化をする意思があるということを表明するのが先だ

と私は思います。そして、まあ職員の身分の話もありましたが、先ほど同僚議員の方からも

職員減の、ええー、「何とかしろ」という話がありました。やはりあの民営化っていう事に

なってきまして、職員数も減していくための、それも一方法になってくるということですよ

ね。ですので、今、運航形態で職員の身分が正職であるっていった形であるならば、それは

もう改めて専門職にやるとかいう形にしていかないと、いつまで経っても解決しないという
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ことですよね。もう、この問題はもう最初、合併の頃から課題が何かっていうのはわかって

るんですよね。ですので、その民営化っていう事に関しましては、改めて言いますが、やっ

ぱり意思表示をするべきであると考えます。 

 そして、もう一つはですねえ、この民営化の話をするときに、今定例会では、新造船の議

案が出てきたと。先ほどの行政報告の中では、いろいろそのー検討してもらっとった話があ

りますが、新船を造りたいんだっていう情報は議会には、一度もありませんでした。それが

ある話であれば、私の一般質問もちょっと中身がまた、変わるはずだったんですが、前後し

ましたけれども、まあしかし、それでもね、あの民営化の方針は、やっぱ出していただかな

きゃいけないと思っています。そしてあの、これ他の議案にもあるんですけども、「事前に

大きな事業をやるんであれば、議会に情報を流してください」っちゅう話は、話としてもし

てますし、委員会の報告書の中にも述べてきたはずです。これ以外にも今般ありますけども、

そういう事に関しまして、町長はそれをすると言っていながら、１回もしてないんですよね。

（前田議員から「そうだ、そうだ」の声あり）それをどういうふうに捉えておられるのかね。

この、やっぱり大きな仕事をする町全体でやっていくという話になりますと、議案を通さな

きゃいけないんであれば、当然、議会としても、「何をしたいのか」っていうのを知ってお

かないとまずいんですよ。形として、案として出てきたら、もう賛成か、修正するか、否決

するかっていう３つしかないんで、そういう形にはなるべくしたくないです。 

ということもありますので、まあそのー、民営化に関しましては、「現時点で、しない」

って言ったのは方針ですが、船も造って、じゃあ仮にその案が通って、船もその新造船も造

って、「その新造船も民営化するときにどうするんか」って言うこともありますし、課題と

しては、この民営化っていうのはもう、合併以来ずっと最初からある話なんで、（前田議員、

「そうそう」の声あり）その橋が架かる、これがタイミングであるっていうのが、一番良か

ったんだと思うんですよね。ですから、その辺りは、もう一度考え直していただいてですね、

民営化の方針はどうですか。 

○（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、新造船の情報につきましては、報告等ですね、説明が遅れたことは深くお詫

びします。（前田議員から「お詫びで済むんか」の声あり）民営化の内容につきましてはで

すね、まあ航路事業者さん、既存の事業者さんが、これからどういうふうなあのー考え方を

示すかという、で、最終的に公共交通の再編、これが、こういう形で最終的に残るであろう

という、その形を想定したうえで、それがある程度固まったうえで、進めていく作業になる

と思っております。で、先ほど平山議員がご指摘、ご提案ありました、民営化という考え方

の中でも、例えば、その共同事業体とか、そういう形にまあ移行するにしても、どのような

形でそれを運営していくか、採算ライン、それから経営内容、これをどういうふうに集約し

ていくかという、いろんな方法が出てくると思います。この辺につきましても、どんな形が

良いのかという、そういったことも含めて、公共交通ネットワーク協議会とかそういったと

こでは、当然議論していただきますが、そんな叩き台を基に、改めて皆さんと協議していた
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だくようになると思っております。 

今の段階では、各航路事業者さんの態度、それから、まあ当然、補償問題等ありますので、

その辺のところが決まらないことには、前に向いて進めないというのが実情だと思っており

ますが、最終的に統合した形で運営をしていくという、まあ航路の補完機能ですね、これは

避けて通れないと思っておりますし、その中で形態としてどういうふうな形にするのが一番

いいのかということは、当然、最終段階でおそらく岩城橋開通後の１年間が保証猶予期間、

多分なると思いますので、その間の動きを確認してから判断を下すんではないかと考えてお

ります。 

いずれにしても、そういった航路事業者さんとの再三再四の協議等進めていかざるを得な

いと考えておりますので、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。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 ええーとですね、あのー、さっきも言いましたがねえ、話が逆なんですよね。まあ、アド

バルーンとしては、「民営化します」っていうアドバルーンを仮に上げなくても、「町とし

てのその意志があるので、皆さんちょっと話聞いてください」っていうような事前の航路事

業者さんとの話がなければ、それが起きてなければ、事業者さんはどうするもこうするもな

いでしょう。そういうリサーチをしたうえで、当然、「やりたい」って言うんであれば、皆

さんＪＶでも良いですし、いろんな形があると思うんですけども、「航路事業者さんの態度

が決まらないから」いう話は話が逆だと、私は思うんですよね。 

だから、合併以来のその課題をそのまま引きずってきてる訳ですから、現在の町長の全て

が責任だとは思いませんが、そういう流れの中で、やっぱりやるべきは、橋が架かることは

もうわかってるんで、その時点で航路事業者さんに懸念があるなり、或いは希望があるなり、

そういったものを伺いながら、その意向は全然、「いいんだよ、そのままでいいんだよ」っ

ていうんであれば、それはそれで良いかもしれませんけども、それをやってない段階で航路

事業者さんの意向がわからないから民営化の方針は打ち出せないっていうのは、話が合わな

いと私は思うんですよね。 

ですので、その辺りは、民営化ありだと私は思うんですが、町長がそう思わないんであれ

ば、思わないなりの、やっぱり運営してもらわなきゃいけないんですけども、あの話として

は、航路事業者さんのじゃあ、「そういう意味合いで意向を聞いたんですか」ということに

聞かざるを得ないんですよね。聞いてないでしょう。（前田議員から「ない、ない」の声あ

り）だから、「聞いてない」っていうのは格好悪いですから言わせませんけども、あのー、

この問題は本当に大事な問題なんでね、引き続き民営化については、航路事業者さんとの話

を、橋が架かってからではなくて、架かる前からやっていって、架かったときにはチェンジ

できるっていう形でやっていかないと混乱を招くということなんで、それは、住民の皆さん

にも迷惑かけることになりますので、頑張ってやっていただきたいなと思います。 

 じゃあのー、２番目の質問に。 

ええー、わが町は中世、塩の荘園だった事実等から、長い年月をかけまして、町内佐島、
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弓削地区等において、愛媛大学の協力も得ながら、古代遺跡の発掘調査を継続して参りまし

た。佐島宮ノ浦遺跡の発掘もそうですけれども、生名島、岩城島、豊島、高井神島、魚島と、

様々な歴史遺産もありまして、尚且つ、海に生きた先輩たちの歴史遺産、資料も数多く残さ

れております。それら歴史文化遺産は、現在の我々の背後の歴史の形見でもありますし、且

つ未来の人々への確かな精神的遺産であるとともに、観光資源としても活かせることは、理

事者も同様な認識にあると思っております。 

しかしながら、現在までに、それらは、統一された保存方法や展示方法の検討も成されて

おらず、手つかずのままいたずらに時が経過しております。そういう状況から、まず資料収

集や整理のためにも、私は、自治体職員削減の風潮のある中、あえて専任学芸員職員の補充

を提案しまして、それが容れられ、昨年、学芸員職員の補充が成されたわけであります。 

しかし、未だ町の方針が定かでなければ、職員も動きようもありません。歴史資料館につ

きましては、ことさら新たな箱物を建設する必要はなく、既成施設の転用、流用等で可能で

あろうと思っております。観光立町を謳うならなおさらのこと、これもまた架橋までには間

に合わせる必要があるのではないか。そう考えますが、理事者の明確なご答弁をいただきた

い。 

○（濱田 和保 教育長） （挙手）はい。 

○（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）  

平山議員のご質問に、お答えいたします。 

我が上島町には、それぞれの島ごとに異なった固有の文化が古来より数多く伝えられてお

ります。それら民俗資料、考古資料、文献資料などは旧町村単位、それぞれの地区で収蔵・

保管しております。しかしながら、整理作業が間に合っていない資料が多数あり、保管や管

理についても統一した取り扱いがなされていないため、管理が煩雑化しているのが現状です。 

そういった中、本年度から新たに学芸員を増員したわけではありますが、学芸員２名とも

文化庁や愛媛県教育委員会の指導助言を基に、平成２８年度から弓削島全域を対象とした弓

削島荘総合調査事業に携わって、弓削島荘関連遺跡の国史跡指定を目指している状況なので、

歴史文化資源の調査の進展と併せて、これらの歴史資料の収蔵、整理作業を行っているのが

実情です。 

古代から受け継いできた先人の財産を、町民がいつでも目にし、その偉業を偲ぶことがで

きるよう、歴史文化資料館につきましては、既存の公共施設を有効活用することを念頭に置

き、架橋までには整備計画を策定し、ソフト面の充実を図り、多くの方々に見ていただき将

来へ伝承していかなければならない責務があると考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いしたいと思っております。 

（濱田教育長、降壇） 

○（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） 
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 はい。ええー、嬉しいことに、滅多にないんですが、具体的に決意表明はいただけたんで、

それをぜひ実行していただきたいと。架橋までには、歴史資料、まあ名称はどうであれ、そ

れを造るということで了承いたします。 

ええー、その中で、現在、いろいろ資料収集もされているのは、お付き合いしながら存じ

ておりますが、その、そういう資料収集も散逸しないためには、やはり特定のどこか保管場

所、例えば今、教育委員会の場所を使っているらしいんですが、そういう物も皆さんにアナ

ウンスして、ある物は、ぜひ、あのー、「寄贈してください」っていったようなこともして

いかないと、家を壊したりなんかするたんびに、そういった資料がなくなるということがあ

ります。 

ええー、先般まあ、そこのせとうち交流館で、新しい学芸員による歴史資料写真展が開催

されましたが、なかなか皆さん、好評ですが、そういった写真資料も家が壊れるたんびに散

逸しているのが現状ですよね。ですので、まあ教育委員会としましては、町民の皆さんにそ

ういう資料提供も受けながら、その収容、仮置きの場としても公開して、散逸しないように

まあやっていただきたいなあと思います。 

そして、まあアイディアが形になりつつありましたら、先ほども申し上げましたが、議会

の方にも情報を提供していただいて、いろんな意見も言わしていただきたいなと思っており

ます。期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 以上で、じゃ、私の質問は終わります。 

（平山議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、平山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。 

（大西議員、登壇） 

○（３番・大西 幸江 議員） 

議席番号３番、大西 幸江です。今日は一つ、「潮湯の存続はどうなるのか」というタイト

ルで質問させていただきます。よろしくお願いします。 

上弓削にある潮湯は、健康増進施設として建設され、今も町内に限らず、お隣因島からも

多数の固定客がいると聞きます。私自身も年に１回は利用するように心がけていますが、議

員になって最初に行ったときの印象に比べると、スポレクのインストラクターの講習や館内

の配置、利用者の送迎など工夫が見られ、改善がなされてきたように思います。 

しかし、本年１月末ごろ潮湯に行ってみると「今年度中に閉館のうわさがあり、どうなっ

ているのか」と、利用者が不安がっているという話を数名の方からお伺いました。聞けば、

「あり方検討協議会で話し合う前の健康推進課内協議に、利用者に参加してもらって意見を

伺う」という話だったようで、それが潮湯がなくなるという話になっているようです。潮湯

設置当初、「潮湯に関しては、健康増進施設という事で営利目的ではなく、黒字経営になり

得ない」という議論があった上での建設であったと伺っています。ですが、以前から潮湯に
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関しては、運営費がかかるので閉鎖したいらしいとのうわさをよく耳にします。 

そこで質問させていただきます。町の方針としては、フェスパをはじめ、他にも赤字施設

が存在している現実を前に、その中でも比較的工夫を凝らして集客に努めている潮湯に対し

ても赤字を理由に閉鎖する考えがあるのでしょうか。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） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

大西議員の質問についてお答えいたします。 

 大西議員の仰るとおり、潮湯は健康増進施設として建設されたもので、収益を目的とした

ものでないと、そのように私も理解しております。 

 しかしながら、建築後約２０年ほどが経過しておりまして、毎年、ポンプ、機械等の改修

を行っておりますが、この数年間、年間５００万円を超える修繕費等が費やしております。 

決して赤字を理由としているのではなくて、町の財政状況は非常に厳しいという事は理解

していただくうえで、いただいたうえで、そのうえで経費節減を図るために、各施設の統廃

合を視野に入れた、他の公共施設を含めた総合的判断という事になろうかと思っております。 

現段階で、利用者数の漸減と言いますか、それから維持管理費、修繕費を中心としたラン

ニングコスト、これが、年ごとに膨らんで行っているのが現状ではあります。ただ、そうい

った中で、本来の健康増進機能をどれだけ上げて、その成果をこの施設の設立目的と照らし

合わせたうえで十分な評価が出来るかどうか、そこのところを年ごとに精査しながら、どこ

までのメンテナンス、どこまでの追加投資をした方が良いのかどうか、そういったことも含

めてですね、判断をして行かざるを得ない、そういった状況になっております。 

先ほども言いましたが、耐用年数と言うか、塩水を使っているので、本当に施設等はです

ね、傷みやすいという、そういう特徴もございます。ですから、これからランニングコスト

の面では、益々状況は厳しくなることは確かであります。この施設につきましても、公共施

設のあり方検討会の中で他の健康増進施設と類似施設等ですね、そちらの方との利用形態、

そういったものを勘案しながら考えて行く必要があるのではないかと考えております。以上

です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（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） 

今、潮湯の状況を色々ご説明をいただいたんですけれども、まずですねえ、健康増進施設

という事で、営利目的でなく、やはり設置されたというお話で、で、ただその時に、当然、

ランニングコストも、それから耐用年数も、ちゃんと計算をして設置されているはずなんで

すよ。で、それを検討したうえで、「建設 GO！」という事で造られて、実際に、ここに毎週

のように通うておられる方もいるし、まあ、中には、週の大半をここに来られている方もい

らっしゃると聞きます。 
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このような状況で、その財政が厳しい、ランニングコストがかかるんだということが単に

理由にはならないと思うんですよね。で、前回の全協でもお話が出ましたけれども、「健康

寿命を維持するために因島病院に行ってもらう費用を負担しよう」という今動きじゃないで

すか、で、ここの潮湯に関しては、本当に病院に行かなくて良いぐらい良くなる方もいるん

ですよ。そういうことがあるから建設したんでしょ。それなのに、「ランニングコストが毎

年かかるんで、毎年毎年どうするかを検討して、で、やるかやらんかと決める」と。若しく

は、他の類似施設、類似施設はどこにあるんですか。健康推進施設、確かに、泳ぐという事

に関しては、スポレクもそうでしょう。でも、スポレクも毎年修繕していますよねえ、潮湯

だけが５００万かかるから駄目なんですか。そこを踏まえたご答弁をもう一度お願いたしま

す。（前田議員から「そうだ、そうだ」の声あり） 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 仰るとおりだと思います。まずですねえ、潮湯の利用客なんですが、これが平成１４年の

時に、２７，９１８人です。それで、平成２９年度で１６，２３０人になっております。こ

れがですねえ、先ほど言われた「実際にあそこで水中歩行を行いながら、膝の状態が著しく

回復して歩けるようになった」という、そういう事例、意見たくさん聞いております。「ぜ

ひ残してほしい」という、そういうお話も聞いております。 

で、問題はこういった健康寿命を延ばす、じゃあ、これだけ落ち込んでいるのは何か、そ

このところだと思います。これは、秦先生あたりも、かなり心配していただいておりまして、

「これは効果がある施設なんだから、もう少しやり方を工夫すべきではないか」と、そうい

うご意見もいただいております。じゃあ、具体的にどうやれば、健康増進のこの仕組みをも

う少し膨らませるかと。今のやり方では、職員は一所懸命頑張って、いろんなプランを提案

してやっていただいとんですけど、それを皆さんに浸透していないと。で、これがですねえ、

これからの先の話になるかも知りませんが、特に後期高齢者、皆さん若いときに働き過ぎて

膝にそうとうガタがきております。そういった方がこういう施設をフルに活用していただけ

れば、先ほど大西議員が言われた健康寿命の増進に多いに役立てます。これは７５歳以上の

無料化、これとどっちがどれだけ効果があるかという話も出来るぐらいになるんじゃないか

と思っております。ただその時に、どうやればこの利用客を少なくとも当初の人数まで回復

して行ければ、その仕組みが工夫が出来れば、まだまだ面白いんではないかと思ています。 

ただ一方では、まあ２０年経ったということになりますと、他の部分のそういった点検も

計画的な修繕、こういったことも打ち出さざるを得ないと思っております。実際問題、今、

現場の方からはクーラーでありますとか、いろんな大きい部分ですね、それの修繕してほし

いという要望はどんどん上がっておるんですけども、まあ一気にやるわけにはいかないので、

部分的にやらしていただいております。特に、この中で塩水を汲み上げるポンプ、モーター

ですねえ、循環させたり、この辺りの金額が相当嵩んでくると予想されます。 

ですから、これを利用人数をどこまで伸ばしていくのか、そういった作戦も踏まえて全体

の組み立てを検討して行く必要があると思っております。ただ、一律に「今、赤字だから止
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めましょう」と、そういうお話ではありませんので、はい。ですから、この後ですねえ、実

際にこれがええー、３億５千万円近いお金で建設されております。で、それが今２０年、約

２０年経って、こういう状況になっているということと、で、実際に利用客の多くの方が因

島地域の人が多かったという、そういう実情もございます。その辺も含めまして、じゃあ、

これからどうしたら良いのかという、まあプランを作らざるを得ないと思っております。以

上です。 

○（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） 

いろいろ前向きなお話をありがとうございます。そうなんですよね、結局、落ち込む理由

なんですよね。案外と、まあ、私も現場の方に聞いたんですけども、「因島の方の利用が多

い」と。で、「今、その因島の利用の方に負けないように、生名とか、岩城とか送迎をする

とか、口コミをして利用人数を増やすように頑張っています」というお話を伺いました。 

で、一番にですねえ、町民が使っていないという現実があるんだったら、どうですか、皆

さん行かれましたか。（「行っていません」の声あり）ねっ、行かれました、行って自分た

ちで使って、使われました。そこからですよ。いくら「良い、良い」って口で言ったって、

実際に行ってどれぐらい良いのか、どんなふうに良いのか。で、どこを変えて行ったら良い

のか。自分だったらどうやったら使うか。そういうところに行かないと何の案も出ないでし

ょう。それなのに、利用している人を集めて「ご意見をお聞かせください」と言われたらみ

んな不安になるんじゃないですか。どういうことやろうって、まずは自分たちが利用して、

どういう案でやれば良いのかという検討会の方が先でしょう。利用したこともない人に良い

か悪いかわからないですよ。自分たちが利用して良かったら言うでしょう。「あそこは良い

んだ」って、そういうところから始めていただければ、利用人数も当然職員の人が多いんで

すから、増えます。 

ご存知ですか。ここにいる課長さんたちは潮湯の場所も、潮湯がどんなところかご存知だ

と思いますけども、今年入った１年目の職員の人とお話をすると、「潮湯がどこにあるかも、

どんな施設かも、行ったこともありません」と言います。それで本当に潮湯を利活用する心

意気があると思いますか。その状況で、赤字になっているランニングコストがある２０年経

っているそんなことを理由に一生懸命使っている人の気持ちを踏みにじって、「じゃあ、止

めよう」なんて話をしないでください。（「そうだそうだ」の声あり）まずは、どうやった

ら、利用人数が上がるのか。どこを工夫したら良いのか、今担当の職員の人は、一生懸命や

っています。それを課長さんたちが、応援しなくて誰が応援するんですか。今後、どういう

ふうに役場として取り組むのか、もう一度ご答弁をお願いします。（「担当課長は誰なあ」

の声あり） 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、先ほどのご指摘にありました、利用者の方の集めてという話は、今、先ほどあり
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ましたように、どういう効果が出たかと。それを秦先生も含めてそこのところもきっちりご

意見も把握する必要があると思っておりましたので、その会はそういう目的でやる予定でし

た。それから、実際にいろんなプログラムを今提案させていただいて、確かに水中歩行のイ

ンストラクター等のですね、そういったところでやっている部分がなぜ成果が出ているのに

広がらないか、そのことがやっぱり検証されるべきだと思っております。 

それから、今のプログラム、プラスアルファ、それはきっちりと考えて行った方が良いと

思います。特に、後期高齢者の方の歩行困難、それに陥る前の段階で筋力補正とか、そうい

ったことは当然必要になってきますんで、このプログラムを、改善プログラムをもっと取り

組みやすい方法、その水中歩行プラス歩行訓練とか、いろんなストレッチとか、そういった

ものを組み合わせた、そういうきちんとしたプログラムをどんどん提案していくべきではな

いかと思っております。 

要は、ここの施設の利用客がどんどん増えれば問題はないわけですから、なぜ減っている

のか。じゃあ、どうすれば増えるのか、その事に力点を置いて取り組むべきだと思っており

ますから、これできちんとしたプランニングは、出来て尚且つそれをどうやって実現できる

かという戦略を立てる必要があると思っていますので、そこのところは皆さんにまたお知恵

を拝借したいと思いますが、こういったことで、こういうふうに改善していきたいという案

を提示して、それをどうやれば実現できるかという事も含めてお知恵を拝借したいと思いま

す。以上です。 

○（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） 

これから戦略を立てて、潮湯を運営して行くという事で、了解いたしましたので、よろし

くお願いいたします。終わります。 

○（池本 光章 議長） 

これで、大西議員の質問を終わります。 

（大西議員、降壇） 

 

○（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） 

議長の方から指名を受けました、許可をいただきました。 

議席番号５番の寺下 滿憲です。今日は、住民と日本共産党を代表いたしまして、「町長の

公約の実現と岩城橋開通に向けての施策」を伺って参りたいと思います。 

ええー、１２月の先の議会におきまして、同僚議員の方から一般質問の中で、宮脇町政の

前期、いわゆる２年間について状況を述べられていました。教育面においては、高等学校・

大学への進学サポートや弓削高校の魅力化プロジェクト、公営塾ゆめしま未来塾、かみりん

奨学ローン制度に取り組んだ。そして、医療や福祉では、魚島の常駐医師の確保、また国保
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診療所を改築、そして、交通面では、公営渡船の町営の７５歳以上の無料化の実施を進めて

来たこと。そして、荒廃農地の再利用の苗木の植栽を推進したこと。 

では、ところで、町長は、町の動きが見える行政、この運営にどのように取り組んできま

したか。そして、先ほど同僚議員からも質問がありまして、重複するかもわかりませんが、

岩城橋完成に向けての現在の土生港、長崎桟橋車両待機レーンの整備事業や生名フェリー建

造計画が進められていますが、その他、公共交通や公共施設などの取り組み等の考え方や描

いているものがありましたらお聞かせ願えればとご答弁を求めます。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

先ほどの寺下議員の質問にお答えいたします。 

まず最初に、私の取り組みについて、動きがどのように見えるか、そういうふうな取り組

みでありますが、ええー、先ほど来ちょっと、ご質問の中で指摘を受けておりますように、

説明不足の部分がございましたことは本当にお詫びしたいと思います。その中で、大きな課

題等々ですね、もっともっと事前に説明した方が良かったという事は、大いに反省さしてい

ただきます。そのことを踏まえまして、先ほどの質問の方に内容の方に戻らしていただきま

すが、岩城橋完成に向けた土生港、長崎桟橋周辺の待機レーン、この方は今、着実にと言い

ますか、一つひとつハードルを越えながら用地交渉を進めておる段階でございますが、もう

少しで皆さんに良いお話をできるのではないかと思っておりますが、何分にもこの案件につ

きましては、ええー、補償という内容が入っておりますので、オープンに出来ないというと

ころがございますので、その辺はお含みおきをいただきたいと思います。当然、これは、尾

道市役所、それから広島県側の、まあ土生港の管理者であります広島県ですね、そちらの方

とまあ当然道路等の利用形態につきましては、尾道警察署と、そういった多岐に亘る調整等

が必要になって参りますので、その辺も本当に細目に対応せざるを得ないと思って頑張って

おります。 

それから、生名フェリーの建造計画でありますが、行政報告の中で触れさしていただきま

したように、生名フェリー新造船基本計画等策定業務プロポーザル、これを実施しておりま

す。ええー、指名業者３社によるプロポーザル方式で選定をする方法でありまして、平成３

１年から３２年度末までの間に建造を完成させる予定で進めておりまして、船の大きさを１

９９トン、今より少し大きいタイプで少しでもたくさんの車両を搭載できるような、そうい

ったことで考えております。当然、まあ両頭型で、バリアフリー・バスフロート船、それか

ら、ええー、危険物搭載の能力、そういったことも考えております。今、その答申を受けま

して、概略の基本設計の形が提案・提出されております。それは、また近いうちに皆さんに

お示ししたいと思っております。 

それから、あと公共交通につきましては、公共交通ネットワーク協議会、こちらの方で審

議を重ねておりますが、岩城橋開通後の陸上、海上、それの接続等も含めたネットワークを

どのように構築すれば住民が一番暮らし易い公共交通になるのかと、そういったところを含
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めて、どんどん検討をして進めて行きたいと考えております。 

それから公共施設、こちらも、先ほど来、ありましたように、行政効率を無駄なく効率的

に向上させると言うか、それを考えますと、公共施設の統廃合は、まあ避けて通れない部分

だと思いますし、先ほどありました、潮湯のような施設、そういったものも全体を含めてど

ういうふうに利用効率を上げながら、スクラップ＆ビルトを進めて行くのかということにな

ろうかと思います。特に、今ですかね、使われていない施設が増えております。そういった

施設をこれからどうするか、ええー、例えば、豊島にありました、コミュニティ施設という

か、その、ああいう施設もこれから先、ランニングコストばかりになって行きますと困りま

すので、早め早めにそういった事案についてですね、提案さしていただきたいと思っており

ます。これも公共施設のあり方検討会を立ち上げて、それでしっかり議論をしながら専門部

会等で出た案を叩き台に審議していただくようになると考えております。ええー、これから

先、かなりタイムスケジュールが迫って参りますが、しっかりと頑張って行きたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（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、引き続きまして、ちょっと担当課長の方から答弁をいただいたらと思います。 

ええー、魚島地区におきまして、医師の確保ができたというようなことで喜ばしいことで

ありますが、ええー、常に退職医師が出て、その後継ぎが中々いつも困難するんですね、こ

ういった中でその後任医師のいわゆるシステムづくりが構築されていっているのか。あのー、

いくら成果として医師確保できたと言っても、その流れ自体を構築していかないと、いつも

同じ問題で頓挫して行ったりするわけなんで、その点についてはどうなのか。 

そして、ええー、レモンの苗木を配布をしたという、一つの施策がありますが、これも私

も再三、一般質問等で取り上げるわけでありますが、ええー、今年度もいわゆる２千本のレ

モンの苗木を配布する方向づけを現在しておるわけでありますが、ええー、この苗木におい

て、現在どのくらい購入者が、予約されているのか。聞くところによると、今年も２千本の

苗木を支度をしているそうですが、この点はどのようになっているのかについて伺います。 

そして、町長の答弁の中には、まあ最前の同僚議員の中でも、いろいろ答弁されていまし

たんですが、ええー、いわゆる今、上島町内においては、それぞれ同類の施設があるわけで

ありますが、岩城橋開通後においての、そういう同類施設をどのようにしていくのか。ええ

ー、例えば、火葬場にいたしましても、クリーンセンターの今後のあり方にしても、そうい

ったものが、どのように描かれて行っているのか。もう橋の開通はそこまで来とんですね。

架かったらから架かったで、橋が架かったでは始めたら遅いわけでありますが、それまでに

どのような準備がなされているのか。 

そして、公約実現の問題、まあ、あと同僚議員の方から同様の質問が出されておりますか

ら、あまりそこには触れないのですが、ええー、いわゆる尾道の JA尾道の総合病院へのバス

を走らすとか、町内の福祉バスを走らすとか、等々いろんな公約を掲げていたのですが、ま
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ああのー、町長自身の報酬の 50％カット等も挙げられていたが、その後、そういった公約の

実現のためにどのように動いて来たのか。その公約を実現できないんなら、もう実現できな

いことを町民に知らせないといけないかと思う訳ですね。 

そして、町長が町長選挙に出られるときに、このように『馨通信４号』ですかね、「町の

動きが見えないのはなぜか」、このような投げかけをしておるわけですね。「上島町では現

在、議会と町長の対立が騒がれている、多くの町民も何でこんなになっているのか、不思議

がっています。内部事情が全く見えないからです。ここは、原因と結果について、良く考え

てみる必要があります。揉める原因となっている案件は、いつも事前の説明責任が、不十分

ではないか、行政が予算案を策定するときに、なぜ、何のために、何をどのように、いわゆ

る５Ｗ1Ｈ、明確にしていない、そこが町民に伝わってこない、議会にも伝わって行かない、

来ない、不信感が生まれてきている」。こんなことを述べとんですね。 

では、今日のあなたが、ええー、上島町政を運営する中で、このことがどのようになって

いるのか。その点について、どうなのか答弁を求めます。 

○（今井 稔 住民課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい、まず、寺下議員の魚島常駐医システム構築について、ご説明させていただきます。

魚島地区における常駐医につきましては、過去、県のドクターバンク登録、県立病院の医師

派遣事業等を活用して常駐医の確保をするように考えておりました。 

ええー、現在、勤務しているお医者さんと連絡を密にいたしまして、退職等に至る前には、

病院からの医師を派遣してもらえるような方法とか、常駐医を確保するシステム作りについ

て、まあ、国や関係機関に依頼することを検討していきたいと考えております。以上です。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

レモンのですね、苗木の今年度の配布状況についてご説明いたします。 

今年度のレモンの配布計画は、２，０００本でございまして、苗木の種類は、２，０００

本中、１年生が約１，８００本、それから２年生が約２００本の予定です。 

ええー、現在の申し込み状況は約１，３００本で、７００本ほど余裕がありますので、現

在、無線放送、ケーブルテレビ、それからホームページで追加募集をしているところでござ

います。配布時期につきましては、３月下旬の見込みで現在しております。以上でございま

す。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

先ほどの後段の質問にお答えしたいと思います。 

ええー、町としての説明時期、これは明確でありますし、どのような形態でやっていくか
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ということであろうかと思います。で、今、上島町は、「議会の議員さんの方から要請があ

れば、出来るだけ行政の資料、情報等提供するように」という事は指示しております。 

で、後ですねえ、予算決算委員会等の審議の中で、そういう必要な情報、必要な部分です

ね、そういういたものは「出来るだけオープンにしましょう」ということでやらしていただ

いております。ええー、こういった流れは、今は、かなり定着したのではないかと思ってお

ります。それから、その前の段階として、先ほど来、ありますような大きなその公約とか、

大きな動き、そういったものについてもですね、実際にどの時点でどう判断して皆さんにご

説明するかというお話になろうかと思いますが、その部分については、まだ十分ではなかっ

た部分は反省しております。 

それから、ええー、先ほどありました通院バス、それから、まあ通院バス等の公約ではあ

りますが、こちらの方は、何通りかですねえ、何とかできないものかという事で、相当いろ

んなパターンを検討さしていただきました。その中で、ええー、今の段階では、経費があま

りにも掛かり過ぎるという事がございまして、その案ではとても継続してやるのが難しいだ

ろうと。そういうふうに判断しております。ええー、それ以外の方法を今検討中でありまし

て、そちらの方は、例えば、通院バスではなく、これを船舶でやった方が良いんじゃないか

とか、そちらの方も含めてですねえ、何とか他の方法はないかという事で、検討を進めてい

る最中でございます。 

ですから、ええー、こういった公約の主な政策に関しては、時代の流れとか、環境の変化

とか、そういった大きな制約がいっぱいございますが、さりとて、この公約というのは本当

に大切なものだと思っておりますが、基本的な考えとして、これをどうやったら実現できる

かというのは、私どもは常に向き合って努力しなければならないという事は肝に銘じており

ます。 

ええー、給料の半減のことにつきましては、私が就任して直ぐに提示さしていただきまし

たが、これは皆さんの完全な否決をもちまして、この後どうすべきかというのは、ずっと迷

いながら見ておりました。この件についても、本当にこれで、じゃあ、否決された理由とか、

それをじゃあ、どうすれば良いのかですね、その辺も含めて今後考えていきたいと思ってお

ります。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい、まず最初にレモンの苗木のことを伺いますが、ええー、この後、残り７００本だと

いう事ですね、けど、この７００本が、もし売れ残るという状況が生まれたときに、まああ

のー、当初予算では土地の借り上げ料１万円でしたかね、組まれているんで、多分そこに移

植するのでないかと思うんですけれども、ええー、私が一般質問の中でね、「レモンをいわ

ゆる町の農業の基幹産業としていくならば、いわゆる少数本でも購入できるような事をして

はどうか」という事も再三提案したんですけど、中々その実現に至っていないんですね。い

わゆる、以前は３０本から、ええー、今回は２５本以上ですかね、そういう形を取りながら、
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いわゆる土地を持っとる人しか購入のできない、そういう条件の下で販売しかされていない

んですね。もう少し広く町民の方々に門戸を開くことをどうしてしないのか。町長いわく、

いろんなところへ植えられると混植することによってレモンの、いわゆる果実の中に種が増

えるとか、いろいろ等々言われながら、観光産業の一環としてもレモンの活用をしないとい

う、いわゆる優秀な農家の育成と優秀なレモンを栽培するという事ですが、ええー、もう少

しここに来て新しい方向付けができないのか。その点について、1 点と。 

ええー、町長の答弁にありますが、同僚議員の方からの「もう少し事前に説明を」という

ことを言われる中で答弁しておったわけでありますが、この事前にという事は、ええー、い

わゆる、もう少しね、あのー、協議会を開いても、いわゆる予算の説明、そして報告事項だ

けが殆んどなんですね。もっともっと綿密に協議会、全協を開いて、そのときに一項目だけ

に対してでも、本当に議員の意見を聞きながら町民の声が反映されるね、そのような会を進

めて行かないと、今のような状況で議会前にちょろちょろとね、ええー、開くような会では、

今回のようにフェリーの建造にしても５億円のフェリーを、建造をしようとするという問題

になるとね、もう少し時間をかけて、町民のこの地域には、行政に関連した職種の人たちが

多くおるようにね、そうした人の声を反映したりする、そういう機会をもって、私は、欲し

いと思うんですね。 

近々の問題にしても、フェスパの支援金の問題にしても、なぜ、このように揉めるかとい

うと、やはり議会への説明対応の遅れたと思うんですね。いわゆる７月豪雨を問題化するな

らば、もう８月にはある程度の見通しが出た中で、ええー、議会に投げかけておくべきでは

なかったか、というふうに思えてならないわけであります。 

そしてあのー、町政報告として、ええー、町長からこういうふうに出されたわけではあり

ますが、いわゆる橋が開通する３３年ですね。何か言ようるけん、ちょっと聞いてあげてく

ださい。議長さん、何か言いたいんじゃない。（林議員から「話がそれていますので。この

一般質問ことだけでやってください」の声あり）ちょっと手を挙げて指名してから、ちょっ

と言わせてください。それまで私ちょっと答弁休みます。 

○（池本 光章 議長）  

ちょっと、まあ、あのー、公約実現について、町長にお伺いするという事で、一本柱はそ

れで通っておるんですけど、ちょっと質問が多岐に亘っているようですので、もうちょっと

絞って質問をお願いできたらと思いますが、よろしくお願いいたします。（池本興治議員か

ら「言う事を聞かんかったら退場させたらええ」の声あり） 

○（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） 

あのですねえ、議長さん、質問回数が上島町議会は制約されとんですね、私これで３回目

でもう最後の質問になってくるんですね。だから、ここで、聞くべきことは聞いとかないと、

今回の一般質問の主旨が通らないんですね。あまりあのー、一般質問のものは大事に捉えて

くれないと議員として、一般質問は唯一議員の権利を行使することをできる場なんですね、

それが民主主義社会。 
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それを踏まえていただいて、残りの、この３３年度に向けて、先ほどからも潮湯の問題、

出ていましたが、町長は施設の再活性化、そして「ふらっと」、この港湾施設の再開発を行

っていく、そして村上海賊の日本遺産のご当地グルメを作って行く。そして、生鮮三昧の何

でも集まる海の駅、このようなことを３３年の岩城橋に向けて述べられていますが、このよ

うな実現は、どのように今後の残された時間で具体化して行くのか、最後のご答弁をいただ

きたいと思います。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

そのチラシに書かれております、施策について説明さしていただきます。 

ええー、まず、上島町は、離島という特性で海から入って来る各港の玄関、その港湾施設、

それから漁港施設、そういったものがこれから先大事なポイントになると考えております。

その意味で、今の「フラット」の使い方、今の港湾施設の使い方、これらは単品で、まあ縛

りと言いますか、規則がかなり厳しいものがいっぱいあります。ええー、このままでは、そ

れぞれの施設がもっともっとバリエーションを持った有効活用ができるんではないかと、そ

れを目指すべきだと。このように考えておりまして、その中で、例えば、岩城の港湾施設の

と言いますか、上がって直ぐのレモンハートという施設がございますが、ここには岩城の特

産物、これをどんどん販売できるようなシステムを持っております。年間の売り上げもかな

り上がっております。農業やっている方とか、まあ水産関係の方もそこに出店して、売り上

げを伸ばす工夫、消費者と結ぶ、結んで会話する、対話するそういう場も出来ております。

そういったことは、これから上島町では大切な要因になるんじゃないかと考えております。 

ええー、まあ、しまなみ海道が開通して、我がゆめしま海道は、実際にどうなのかと、サ

イクリストは本当に増えつつはありますが、じゃあ、その増えたサイクリストをどのように

地域経済に結びつけていくのか。そういったことを考えたときに、先ほど指摘ありましたよ

うな地域の特産物とか、お土産物も含めて、そういったものを供給する、それから、開発し

ながら供給して、それを地域経済に結びつけて行くと。そういうことが当然必要になってく

ると思っております。 

そういった意味で立石港、それからこの弓削港、佐島港、岩城漁港、長江港、小漕港、こ

ういった今の港湾施設等々ですね、もう少し有効活用できるんではないかと、そういったこ

とから、これの活用方法を見直していきたいと考えております。そういた意味での提案でご

ざいます。以上です。 

○（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 英隆 農林水産課長） 

はい、「レモンの苗木の方の余った分はどうするのか」というご質問でございますが、こ

れにつきましては、町でですね、当然管理していく予定でございます。 

そして、この活用方法でございますが、当然、２年生としてですね、いつでも対応できる

ように、農家の方に対応できるように現在考えております。 
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それから、国の事業でですね、３１年度に改植事業というのがございまして、これ、大き

く補助金が出ることでございまして、八朔とかですねえ、古いレモンの木をですね、改植し

た場合に相当の金額の補助が出来ますので、これにも代用するような形で保管する方針でな

っております。 

それから、昨年度が、まあ３０本、今年度２５本ということで申し上げましたが、これは

概ね３０本という事で決まっておりますので、方針としては変えてはおりません。以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい、終わります。 

（寺下議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

これで、寺下議員の質問を終わります。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、前田 議員の質問を許します。 

（前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員） 

ええー、議席９番、前田でございます。今日は、３点の質問をさしていただいたらと思い

ます。 

最初でありますが、１番目でございますが、魚島・高井神地区施策について、お尋ねした

いと思います。 

ここ数年、上島町の人口減少は著しく、総数は６,８００人台に落ち込んでおります。特に

魚島・高井神地区にはその傾向が激しく、住民も寂しさと不安を抱えておると思います。 

上島町は、少子高齢化において、日本の最先端を行く自治体であり、その対策は国全体が

考えなければならないと思います。重要、最重要課題であるとも考えます。 

そこで、町長は、魚島・高井神地区に対し、現在までにどのような振興対策をとってきた

のか。また、その結果はどうであったのかお示しください。町長は、過疎自治体町長として、

国に対し、今までに何の提案をしたのか。魚島・高井神地区に対して、今後いかなる政策を

考えているのか、具体的にお答えください。 

また、その政策は、平成３１年度予算にどのように反映されているのか、詳しくお答えく

ださい。上島町全体も人口減少が、激しい中ですので、まあ全体的にも考えておりますので、

その点を踏まえてご答弁のほど、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）  

前田議員の質問にお答えいたします。 

上島町の人口は、人口減少は著しいということは、皆さんご承知のとおりだと思います。

特に、魚島・高井神地区におきましては、急減に人口減少進んでいることもご承知のとおり
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でございます。 

現在までの振興策としましては、まず、魚島国保診療所の医師が、平成２９年５月末で退

職され、無医地区になりましたが、ピースウィンズ・ジャパン、この協力でヘリコプターに

よる医師派遣、その後、平成３０年５月から常勤医師による診療を確保できました。 

また、国の生活基盤施設耐震化等交付金などを活用して、魚島地区の海水淡水化施設更新

及び高井神地区の浄水場更新を実施しております。下水道事業においても、国の循環型社会

形成推進交付金事業、これを活用しまして、魚島地区の下水処理場施設更新を実施しており

ます。ライフラインの整備を行っております。その他、観光客誘致のための観光案内板設置、

それから、上島町指定文化財「ナタオレノキ」、この説明案内板を設置しております。 

産業については、魚島地区の基幹産業であります漁業について、製氷施設改築の補助、こ

れを行いまして、新鮮な活魚を市場に出せるようになりました。その他においても、魚礁の

設置や住民の安心・安全確保のための浮き防波堤の補修、これを行うなど水産漁業の振興を

図っております。 

また、魚島・高井神地区住民にとって、大切な足である魚島船舶の継続のために、国土交

通省四国運輸局にも引き続き補助をいただけるよう協議を行っております。 

今後の政策としましては、児童・生徒の確保のため、離島留学制度を計画しておりまして、

国土交通省離島振興課長からも助言をいただきながら計画を進めております。その対応の一

つとして、国の補助事業となる寄宿舎の建設、これを視野に入れ、愛媛県とも協議を行って

おります。この離島留学制度については、まだ、３１年度予算には計上しておりませんが、

現段階で、平成３１年度予算としましては、引き続き、魚島・高井神住民に対する運賃補助

を行います。また、現在、生名フェリーのみで実施しております７５歳以上の運賃優待制度、

これを魚島船舶の弓削から土生間を追加したいということで、まあ提案をさしていただいて

おるところでございます。 

その他、魚島国保診療所、高井神へき地診療所の継続維持、それから魚島保健センターの

ディサービスの事業等も引き続き、予算化して実施しているところでございます。今回の提

案の中にも、平成３１年度の予算にも提案さしていただいているところでございます。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。いろいろ詳しくご説明ありがとうございます。 

 ええー、町長は、魚島・高井神地区においてですねえ、今までに「活性化策を講じる」と

発言して参りましたけれども、まあ今言った答弁の中にもあったと思いますけども、結局、

何を行い、どのような結果が出たかを、あれば答弁していただきたいと思いますが。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 
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 はい。ええー、ただ今の質問でございますが、魚島・高井神地区の現状というものは、相

当大変な状況にあるという認識でございますが、これを例えば、町のこの予算に伴う事業で、

一朝一夕に変わる、そういう課題ではないと認識しております。魚島のまあ高齢化と言いま

すか、そういう本当に極端なほどの高齢化ですが、こういった中で、基本的にはその島に住

んでいる皆さんが、どういうふうに今後活動されるか、それを作る以外にないと思っており

ます。その意味で、この今回の予算には、予算という形では、計上されておりませんが、魚

島の皆さん自身が自分たちの判断でこれから何をやっていくのか、どういうふうにしたら島

が変わるのかと、それを提案して作っていかざるを得ないと、そのように考えております。 

そういった意味で、今、取り組みを始めようとしている離島留学制度、こういった外から

の刺激、それから、特に、こういったお子さんとか若い人、これを受け入れる力、それを活

用する力、これが島の元気を取り戻す良い一つの方法ではないかと、そういう認識をしてお

ります。 

ですから、これから先、できるだけ早い機会にそういったことを仕掛けながら、それを一

つのきっかけとして、次の政策に繋げていくべきだと、そのように思っております。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。よくわかりました。まあ、行政側から積極的にですね、そういうことを行っていた

だきたいと思います。また、診療所の救急ヘリですけれども、これは、医者がおらないんで、

いなくなったために、まあ、言葉は悪いですけど、当たり前の施策であったり、診療所の建

設については、以前から決まっていたことでありますので、まあ、そこら辺は皆さんもよく

理解してるかと思いますので、まあ、今後の動向を見守っていきたいと思います。 

１問目は、終わります。 

２問目でございますけれども、危機管理について、再度。以前も質問さしていただきまし

たけども、町長よりの明確な答弁が得なかったと考え、再度さしていただきます。 

昨年の西日本豪雨災害が発生した当日、町長は北海道出張を優先し、災害対策本部を空に

する行動をとりました。この災害は７月５日には、西日本まで前線が南下し、停滞し、上島

町でも災害に備えて７月５日の時点で、災害対策本部を立ち上げました。町長は、５日の時

点で、東京にいて６日から８日にかけて北海道に滞在しております。同行していた職員は、

町民を心配し、仕事をキャンセルして、上島町に向かったにもかかわらず、町長は、大雨特

別警報が解除された８日の夕方に帰ってきました。町長は、なぜ、帯広の視察の方が、上島

町民より大切だったのでしょうか。その理由をお答えください。町長は「上島町の被害が出

て、想定できなかった。災害対策本部とは、電話で連絡をとっていたから大丈夫だ」と答え

ていますが、そういう問題ではないはずです。 

災害対策本部長としての責任感・リーダーシップをどのようにお考えているのかをお示し

下さい。以上です。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 
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○（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、２問目の質問にお答えいたします。 

 まず、危機管理についてでありますが、これは、我々、町民の安全を預かる者にとって、

１番大きな課題だと思っております。その中で、「危機管理」これはどういう考え方かと、

その事を皆さんと今一度、確認させていただきたいと思います。我々は、この町民の生命と

財産を守る、そういった義務が当然、課されます。その中で、例えば、町長が海外出張をし

てたらどうなるかと、当然、イタリアとか韓国にいた場合、それは、当然、急には帰ってこ

れない。でも、危機管理というのは、帰ってくれば良いという、そういう話では当然ござい

ません。逆に、町長が何か事故があっても、それが機能するというのが、それが危機管理の

基本だと思います。 

ですから、私がいない場合は、当然、副町長がリーダーとなって、危機管理室、総務課長

以下ですね、職員が一丸となって、これに対応する。そのシステムが、きちんと出来ていれ

ば、それで何ら問題はないと、このように思っております。 

私の役目としては、その時に連絡が緊密にとれて尚且つ適正な判断を下す事、その適正な

判断の基は、この上島町内にいる職員がいかに現場の状況を把握するかと、こういったこと

だと思います。昨年の７月豪雨のときにも我が上島町だけではありませんが、宇和島市、大

洲、南予の方ですね、こちらも情報収集に本当に苦労をされたと、その実態は明らかであり

ます。 

今回ご指摘のあった７月豪雨のときに５日の時点では、こういった災害が全く想定できて

おりません。それから、補足しますが、鶴居村での美しい村連合総会、これは、当初申し込

みをしていたとおりの全日程に出席しております。気象条件の推移は、危機管理室と適時情

報のやり取りをしておりまして、災害の発生情報についても、いつの段階で警戒にするのか、

避難指示を出すのか、そういった細かいやり取りは全てしております。それは当然、副町長

も同席しながら、どんどんやっております。同行した職員が、予定を変更したのは、７日で

す。７日の朝です。それは、間違わないでください。これは、訂正させていただきます。７

日の時点で、羽田から先の新幹線、航空路、これは全て止まっておりました。それを見て、

私は動けなかったという話であります。それから、広島側から完全に断水が知らされたのは、

７日の午前７時です。それまでは、そういった事態は起きておりません。それから、早急に

自衛隊等への要請とか、松山市水道局への要請、これは、危機管理室が本当によく機能して、

頑張っていただきました。 

そういった意味で、危機管理としては、危機管理室を中心に副町長が陣頭指揮をとりなが

ら、遺憾なく発揮してきたと思っております。私は、８日の午前中に国交省の西日本災害支

援部隊、これが広島に移動するその便に同乗して羽田経由、広島空港に帰り着くことができ

ました。ただ、広島空港からは、何も移動手段ありません。タクシーを貸し切って、尾道ま

で何とか裏道を通ってたどり着くことができまして、その後は、自分の車を呼んで、それで

その日の内に何とか弓削まで帰る、たどり着くことができたということです。 
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それから、帯広には、防災無線に変わるシステムとして、帯広ケーブルテレビのＢＷＡシ

ステム、ブロードバンドワイヤレスアクセスという、このシステムがあるので、これを視察

に行っておりました。 

これは、今ある上島町の防災無線、これが機能しなくなる日が近いと、このためにどうす

るべきかということで、ＢＷＡは新居浜も見ておりました。でも、１箇所だけでは十分じゃ

ないと。ということで、帯広にあるという情報をキャッチしたので、それを見に行きました。 

それからもう１点、日経新聞等でも取り上げておりました赤字体制から奇跡の黒字経営に

転換した十勝バスという地方バスがあります。こちらの視察も、これはぜひしてみたい、も

し岩城橋開通後の交通体系を見るときに実際に地元の人に使ってもらうために、どうすれば

良いのか、そういう提案がある、そういったバス会社でした。それを視察さしていただきま

した。 

また、先の国体の軟式野球の部で上島町で熱い戦いをしていただきました六花亭、こちら

の方にもお礼の挨拶に伺わせていただいております。こういったことにつきましては、先に

情報公開請求で私の復命を確認されている方もおられるようですが、そういったことは全部

記載さしていただいております。そういった意味から、危機管理という意味で、返りますが、

危機管理のあり方、これは今回の７月豪雨を踏まえまして、町内で本当にいろんな意味での

各部署ごとの反省点を皆さんあげていただきまして、それを危機管理室で精査して、組み立

て直しを進めているところでございます。 

今後も南海トラフの被災も想定されるわけですから、今回のような断水だけでは済まない。

本当に大変な災害が来ると。そういった中で、おそらく自衛隊等の支援は、太平洋側に集中

して、我々の方には、そういった支援が及ばないだろうと。そういう想定も考えるべきだと

考えております。その中で、新たな枠組みとして、実際にどうすれば良いのか。それは今回

の断水のときに皆さんが自主的に動いていただきましたように、自助、共助、公助、こうい

った大きな流れが必要になると思います。このことを踏まえまして、危機管理の体制のあり

方をもう一度見直す必要があると考えておりますんで。また、その組み立て等はですね、皆

さんにお示しして、ご意見をお伺いし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。３回目ですので。ええー、私が言いたいのはね、出張は、海外等々は無論帰れませ

んけどもね、東京にいて、その危機管理というお話は、よく理解できますけども、やはりト

ップが、率先して現場にいるべきではないかということが言いたかった訳であります。地元

にやっぱいてこそ、いるからこそですね、いろいろと指示できるんではないかと、いうふう

に考えましたので、まあ町長の答弁、わからないわけではないんですけども、やはりキャン

セルして帰るべきではなかったかと、いうふうに住民の声を聞いております。まあ今後は、

そういう事のないよう努めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 ３問目に、参ります。 
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○（池本 光章 議長） 

 前田議員、前田議員ちょっとよろしいですか。一般質問の途中ではありますが、ここで、

１０分間の休憩をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、１０分

間、１１時５分まで休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１０時５５分 ～ １１時０５分 ） 

 

○（池本 光章 議長） 

 それでは、再開します。続いて、前田議員の質問を許します。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 はい。ええー、それでは、３問目の「一般質問等への回答と公約について」に質問さして

いただきます。 

宮脇町政がスタートし、折り返し時期が過ぎたので総括的な質問をさしていただきます。 

「町長の一般質問での回答は、曖昧で疑問点が多く、その公約は実施実績がない」との町

民の声がありますので、まず、平成２９年６月議会において、「町長は、公平性を高める上で、

総合評価方式の更なる推進を公約に掲げ、４月からは簡易型総合評価落札などを多用するこ

とについて、ホームページ等において公表しております。災害時等においても即時に対応す

るなど、町民の安全に貢献している町民、地元業者を守っていくことも上島町行政の役割で

はないか」という質問に「総合落札方式での競争入札、これが一番良い形ではないかという

ことでやっております。総合評価方式は地元の業者が圧倒的に有利なので、心配は皆無だと

認識している。結構です。結果です」と答えています。しかし、２９年度はわずか１件、３

０年度は３件と全体の数パーセントです。これは、公約違反だといわざるを得ません。なぜ、

推進しないのか、お答えください。 

次に、１２月議会での「職員増加について」の質問に町長は、ありゃ、「６名か、１０名の

増加」と回答でしたが、広報等資料で確認すると約２０名の職員が増えています。町長は、

採用数を意図的に少なく答弁しているのではないかとの町民の声もあがっております。 

同じく、１２月議会で「㈱いきなスポレクの公文書公開請求に対応していない」との質問

に対して「すべて回答済み」との回答がありました。公文書公開請求者は、回答が不十分な

ため、１０月と１２月に町長宛に「審査請求」を出していますが、町長は、無視している状

態であります。再三の質問に、なぜ拒否するのかお答えください。 

同じく、同月の議会での『実報』への対応策として「法的措置を取る」と「断固たる措置

で臨む」との答弁でありましたが、現在までにどのような法的措置を取ったのか、お答えく

ださい。他にも公約が実行されていない「尾道市民病院、農協病院への直行バスを走らせる」

「ケーブルテレビの民営化」「役場労働組合への結成」「町内バスの無料化」などがあります。 

この公約について実施されるのか、３１年度予算にどこに計上されているのか。個別に、具

体的に、わかれば説明を求めます。以上です。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 
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（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

前田議員のただ今の、３問目の質問にお答えいたします。 

まず最初の「総合評価方式」についてのご質問ですが、総合評価落札方式にて実施する案

件については、平成２９年４月より導入しております、一般競争入札に付する案件を対象と

しております。一般競争入札については、設計工費が３,０００万円以上の土木一式工事及び

建築一式工事を対象としております。そのうち、総合評価落札方式には、施工実績などの評

価が必要なため、上島町発注の同種・類似の施工実績があるものを対象としております。 

平成２９年度は、一般競争入札が２件、うち１件を総合評価落札方式にて実施しておりま

す。平成３０年度は１２月末時点で、一般競争入札が５件、うち３件を総合評価落札方式に

て実施しておりますので、合わせて７件中４件、これを総合評価落札方式にて実施しており

ます。ですから、実施割合は 57.1％になります。今後、さらに実施割合を増やせるよう検討

して参りたいと考えております。 

 それから、職員の件でありますが、これは、先ほど、村上要二郎議員のご質問の中でもあ

りましたように、実質の増加と言いますか、それは、答弁で答えたとおりでございます。採

用数を意図的に少なく答弁しているということは、毛頭ございません。 

 それから、同じく１２月議会での「スポレクの公文書公開請求」に、この件に関しまして

は、実際に対象文書、これがない場合については、提出できませんので、請求者とは、そう

いった意味でのきちんとしたやり取り、対応はさしていただいております。内容につきまし

ても、文章で回答をしております。質問に拒否しているわけではございません。決してその

ようなことはなかったと認識しております。 

 それから、『実報』への対応策としての法的措置でありますが、これは昨年の１０月の時

点で伯方警察署に告訴状を提出さしていただいております。 

 それから、続いて、公約の実行されない案件という指摘でございますが、尾道農協病院、

農協、ええー、総合病院、農協病院ですね、市民病院、総合病院、ごめんなさい。これへの

直行バス、この件につきましては、本日の一般質問でもございましたように、実際には、経

費が、ここに試案の資料がございますが、相当かかるということでございまして、今のこの

財政状況の中では、かなり厳しい部分があると。これを継続するためには、この方法では難

しいと判断しておりまして、先ほど来、述べましたように、もう少し安く上がる方法、例え

ば船便とか、そういったもので代用できないかということを検討しているところでございま

す。 

 それから、ケーブルテレビの民営化につきましては、今現在、ケーブルテレビの方に繰出

金、繰入金ですかね、予算的な支援として、一般会計の方から１億円ほど出していると思い

ますが、これをできるだけ改善して体質を変えたい。ここに先ほど触れましたＢＷＡ、こう

いった考え方も入ってくるわけです。新居浜のケーブルテレビ、ハートネットテレビと言い

ますが、こちらの方は、そういったＢＷＡを導入したり、そのことによって、インターネッ

トの回線を繋ぎやすくするとか、スマホ対応ができるといった、そういうふうな施策で頑張

っております。ただ、上島町のケーブルテレビは、新居浜のそういった状況とは、環境が大
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きく異なりまして、実際のスマホとかインターネットのそういった申し込みは、ほとんど見

込みができないだろう。そういうことで、今こちらの方も他の方法はないか、より良い経営

改善ができないかということで、従来からあるケーブルテレビでのＰＲ、コマーシャル、Ｃ

Ｍ等ですね、これをもう少し活用しよう、そういう動きを作っていただくよう要請しており

ます。 

 それから、役場労働組合結成につきましては、これは、そういう意識のある方をずっと探

して当たっておりますが、なかなか、そういう、どういうんですかねえ、労働者としての権

利、このことに対しての明確な意思とか、そういう問題意識を共有できる人が、なかなかい

ないのが実情でございます。 

それから、町内バスの無料化につきましては、これは、公共交通ネットワーク審議会の方

でも議論をしていただいているところでございますが、岩城の福祉バス、それから、弓削・

生名の路線バス、この差を見たり、また、現実の運営状況を見る中で、どちらにしてもなか

なか黒字路線を目指すということは、難しいというのは、データーとして出てきております。

将来、岩城橋が開通したときに、どのような運行形態をとるのかといったときに、これは、

もう少し審議を深めていく必要はあるのですが、今の岩城の福祉バスをそのまま広げるとい

うのは、ちょっと厳しいところではあります。実際の運賃収入、これは、本当に赤字の額か

ら比べると厳しいものがあります。さりとて、路線バスというからには、きちんとしたそう

いう運賃収入は、確保しなければならないと、そういったところが、現在の実情でございま

す。この件につきましても更なる議論を積み重ねる必要があるということでございます。 

ですから、こういった公約につきましても、どんどんこれを取り巻く環境が変化しており

ますので、それに合わせた柔軟な対応は必要かと考えております。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、説明していただいて、わかるところもあるんですけども、職員採用につい

てですけどもね、ありゃ６名言われたんかな、１０名言われたんか、ちょっと覚えていない

んですけども、総務課長が、の方から聞いたんですけども、これ、広報に載っている資料な

んですけども、これで６名、１０名、まあ１０名としても、１０名のその採用数じゃないで

すよねえ。総務課長、あなた、言いましたよねえ。新人が２６名ですよ。ほで、退職者が１

０名、差し引いても１６名ですよ。これ広報うそですか、これ。 

それで、町長はですね、町長が採用する訳ですから、町長もよく理解してるかと思います

けども、その点についてのご答弁をお願いします。それと、生名スポレクの件ですけども、

ちょっとこれはずれるかもわかりませんけれども、教育長まだ、役員やっておりますよね。

「辞退する」言うて、まだ、（「馬鹿か」の声あり）馬鹿言うて、答弁、あのー、議場で言

う言葉じゃぁないでしょう。（笑い声あり）あなた言いましたよねえ。ここへあの、まだ、

残っているいう書類があるんですけども、その点にもついて、ご説明をお願いしたいと思い

ます。ええー、まあ公文書公開ですけども、資料がないということであったわけですけども、
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町長、スポレクから取り寄したら、事は済むんじゃないんですか。なぜ、そこまで、出さな

いのか、その点がまあ皆さん不思議で、ちょっとよく聞かれるんですけども、私も「よくわ

からない」というふうに回答はしてるんですけども。 

それと、あと、公約の件ですけども、まあ財政的にもいろいろ難しいかと思いますけども、

町長、公約として、あなたが出されている後援会の会報にいくつも公約を出してますよねえ。

例えば、「戸口から戸口までのオンデマンド車の実施」とかですね、ええー、「小型バスで

便数を増やす」とか「小中高一貫教育」とか「弓削高校に特殊科目を導入」とか、そういう

いろんなもんを出しているのに、公約的にどのように実施していたか、その点を再度お聞き

したいと思いますが。 

○（古本  正 総務課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 古本総務課長 

○（古本  正 総務課長） 

 はい。職員の人数についてですが、２７名新規に採用しましたが、その内の１７名は、前

年度で退職されておりますので、差し引き、その１０名の増加いうことで、あの広報に数字

もお示ししますとおり、２３９から２４９という１０名の増で、あの表示しとりますが、は

い。 

○（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。ええー、生名スポレクの、あの情報公開につきましては、まあ５月の請求で回答が

９月に、１０月になったことは誠に申し訳なく思っております。が、しかし今の条例の範囲

以内で公開、回答させていただいておりますので、まあこれ以上の対応はできないというこ

とであります。 

○（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） 

 ええー、先ほどのあの私のスポレクの役員の件ですけども、辞表を提出して受理されて、

その後も、役員等の仕事というか、役員会にも出席しておりませんし、あの、辞任してると

認識しております。（「ちゃんと調べて言え。辞任しとるようるじゃない」の声あり） 

○（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。先ほどの、それ以外の公約ということでございますが、それは諸々の公約、まあ、

たくさん掲げておりましたんですが、一連の流れの中で、そちらの方向に向けて鋭意努力し

てるのは事実でございまして、実際の形態として、例えば、小中高一環とかそういった話は、

今、コミュニティースクールという形で取り組みながら、それを進化さしていった先にそう

いう事が視野に入っているということでございまして、その他の政策につきましても、そう

いう提言をさしていただいたということは、そういう地域社会を目指しているということで、
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それに近づくための政策を暫時掲げて、実現していくように努力していきたいと思っており

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。ええー、まあ、公約ですからね町長、頑張ってやっていただきたいと思いますが、

職員の増減についてですけども、３０年度の配置表によりますとですね、課長、退職者１０

名ですよねえ、（古本総務課長から「１７」の声あり）１７、１０名でしょ、顔写真が写っ

てますよ、これ。ほで、新人が２６名入っておりますよね。差し引き、引いても１６名です

よね。 

まあ３月、４月末でそんだけの予想、退職者が出るという予想はできないかと思いますけ

ども、私はやっぱ、その、同僚議員が言ったようにですね、職員を増やす、例えばですね、

「３人でやる仕事を、今５人でやってるから職員が仕事が余り、仕事ができない」というよ

うな話も聞いたことがございます。ちょっと人数が多い過ぎるんじゃないかなという感じも

します。 

そして、登記上によりますとですねえ、スポレクの役員、教育長、２９年６月２２日に、

２７日に登記しております。それが、辞任がないんです。登記上にね。これはどうしてか、

再度まあ説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 それは、その登記の手続きが遅れているためでございまして、それはもう、早急にやるよ

うには指示しておりまして、間もなくできていると思います。以上です。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

 はい。職員の増員の関係ですけど、一応、私たちが、比較しとんはですね、２９年の４月

１日現在と、平成３０年４月１日現在の増減で、比較さしていただいております。それで、

一応１０名、正職については１０名、臨時職員とか再任用に関しては、逆に３名ほど減って

ます。で、その１０名増えたのは、先ほどまあ町長からも説明があったように直営から、い

や、委託から直営に変更したための増員が主な要因です。 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）はい、最後です。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 はい。まあ、登記上は遅れてる、そんな問題じゃないでしょう。辞任する言うたら、すぐ

登記、移すべきでしょう。ねっ、「意図あってやっているのか」という住民は、疑いますよ。

それと、そのー、職員の数の件ですけども、この件に関しても、こういうのを出されるとね、

住民の方々はね、わからないんですよ。ねっ、ただこう新人、新人、臨時、臨時、こいだけ
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増えとりゃというふうにしかとらないんですよ。その点もよく考えてですね、その補足を付

けるとか、何とかしていただきたいと、かように思います。まあ、長々質問さしていただき

ましたけど、ええー、教育長の件は、早急に処理していただきたいと思います。いろいろな

噂を聞いておりますので、自粛してやっていただきたいと思います。以上です。 

（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。 

以上で、一般質問を終わります。 

 

日程第５、報告事項 

○（池本 光章 議長） 

続いて、報告事項に入ります。 

日程第５、報告事項第１号、「専決処分事項の報告について（工事請負契約の締結（高井

神浄水施設設備工事）」の説明をお願いします。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

報告事項第１号、「専決処分事項の報告について」地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条２項の規定によりこれを報告するも

のでございます。 

１．専決処分事項 「高井神浄水施設設備工事請負契約の一部変更について」 

 ２．専決事項の内容 現請負金額６,４８０万円、変更請負金額６,７０８万６,３６０円、

総価格２２８万６,３６０円。 

なお、工事の変更内容等につきましては、中濵生活環境課長から説明いたします。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） 中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい。それでは、参考資料で説明いたしますので、３枚目をお開きください。 

変更理由につきましては、国から交付された補助金を余すことなく執行するため、貯水槽

の水位を遠隔で監視できる水位計に交換するなど、２２８万６，３６０円増額させていただ

きました。 

赤色の部分が、今回追加した施工箇所を示しており、参考資料の２ページ目には交換する

水位計の配置場所を示しております。 

なお、今回の工事で上島町簡易水道事業の施設更新が、全て完了したことをお知らせいた

します。以上、簡単ですが、報告事項第１号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長） 

以上で、報告事項の説明が終わりましたが、参考までに聞いておきたいこと等があればお
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受けします。（複数の「なし」の声あり）なければ、これで報告事項を終わります。 

 

日程第６、議案第１号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第６、議案第１号「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第５号）」を議

題といたします。 

本件については、予算決算委員会に審査を付託しておりますので、予算決算委員会委員長 

土居議員、委員長報告をお願いします。土居議員、登壇願います。 

（土居議員、登壇） 

○（土居 計彦 議員） 

はい。それでは、予算決算員会のご報告をいたします。 

上島町議会議長 池本光章様、予算決算委員会委員長 土居 計彦、予算決算委員会審査報

告書。 

去る２月１５日に開会された第１回上島町議会臨時会において、本委員会に付託を受けた

下記の議案について、２月２０日、２８日の両日、本委員会を開催し慎重に審査を行いまし

た。その審査結果等を会議規則第７７条の規定により下記のとおり報告します。 

１．審査事件名 

議案第１号 平成３０年度上島町一般会計補正予算（第５号） 

２．審査結果 

採決時は、委員全員出席のもと、上記事件は「７対５の賛成多数」をもって原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

主な審査事項（経過）は、審査の際に議論された事項等、審査においては、主に次の論点

を中心に質疑が行われました。 

一つ、フェスパに対する７月豪雨災害支援金（２,７５０万円）の支出が、基本協定書の

第３５条に規定する「不可抗力によって発生した費用等の負担」に該当するか。また、そ

の支援金額の算出には妥当性があるかどうか。 

二つ、フェスパの経営状況の現状と経営状況の悪化の責任の所在はどこにあるのか。ま

た、フェスパの将来性はどうか。そして、議員間討議においては、今回の支援金の積算に

算入することに疑問がある部分（食事、入浴、算定期間など）を除いた修正案を議会側か

ら提案するか否かについての議論がなされたが、賛成者少数につき修正案の提出には至ら

ず、原案のままで採決を行うことになりました。 

なお、採決前の討論においては、以下の要旨の反対・賛成の討論が行われました。 

反対討論としましては、今回の補正予算は、豪雨災害による赤字を補てんするためのフ

ェスパへの支援金という説明があったが、災害後も経営状況の改善は見られず、既に債務

超過の状態になっている。よって、今後の経営状況の改善も期待できない状況であるため、

町民も無責任に税金を投入することを望んでいない。フェスパは、町民の大切な観光施設

であるので、みんなに愛される望むべき施設に生まれ変わっていただきたい。 

また、議会への報告が遅延したことをはじめ、基本協定書の第３５条の「不可抗力によ
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って発生した費用等の負担」の捉え方、定義づけも明確にされていないことや、フェスパ

の企業努力の成果が見られないことから、もっと長期的な展望に立って論議していく必要

があると思われるので、今の状況では支援金を支出することはできない。 

賛成討論としましては、フェスパは、その前身のゆげロッジから通算すると約５０年近

く、上島町弓削地区の観光のベースであり、地域住民の憩いの場、癒しのスポットであり、

町外の方にも自慢できる観光宿泊施設である。 

フェスパは運営しなくても国や県への返済は残る。支援金の算出方法等に異論があるこ

とは承知のうえではあるが、当施設は、上島町民みんなの財産であり宝であることから、

今後、基本協定書の見直しも早急に行い、経営の立て直しを図り、育てていかなければな

らないと考える。議会として、当施設を守って行く義務があるとすれば、支援策である原

案を受けざるを得ない。 

昨年、指定管理者が交代し、紆余曲折を経て、今、また新たな運営体制となり、「鋭意

経営健全化に向けて努力を惜しまない」とした宣言をしたフェスパの立て直しを応援する

ことが再建への道であると考える。また、運営者が交代したことで「フェスパの施設とし

ての欠陥、極めて効率の悪いスペック」が明らかになり、今後、施設改善の必要性がある

ことが見えてきたことも事実である。以上であります。 

（土居議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

委員長報告が終わりました。 

予算決算委員会は、議長を除く全議員で構成されていますので、委員長報告に対する質疑

は省略いたします。 

○（池本 光章 議長） 

議案第１号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第５号）」について、討論はあり

ませんか。 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

委員会でちょっと聞いたんですけど、答弁がなかったんですけども、あのー、家賃ですよ

ねえ。あれ確実に払っていただいてるのかお聞きしたところ、回答がございません。 

それと、この４月から銀行への、その、返済が始まりますよね。それをどのように考えて

いるんのか。また、噂では、４月からまた借入金を行うということをお聞きしておりますけ

ども、その点の事をご答弁お願いいたします。 

○（澤田 一政 商工観光課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 澤田商工観光課長。 

○（澤田 一政 商工観光課長） 

はい。施設への、すみません。フェスパの施設の使用料については、はい、確かに入金さ

れております。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 
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○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 はい。ええー、借入金の返済は、計画に基づいて、きっちりとやっていきたいと思ってお

ります。それから、借り入れは据置期間があるはずです。それが過ぎてから、返済というこ

とになると思いますんで。（前田議員から「行わない」の声あり。町長頷く） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

はい。財政の担当に、ちょっと伺いたいんですが、ええー、基金というものは、いわゆる、

教育基金とか、減債基金、まあそれぞれの地方自治体で、基金は積み立てを行ってますよね

え。上島町においても、それぞれの基金があり、この度、いわゆる財政調整基金の取り崩し

によって、歳入の中に入れとるわけでありますが、いわゆる基金というものは、それぞれの

目的をもって、いわゆる家庭におけば、貯金として何らかのときに使う目的をもって、貯蓄

したりするわけなんですけれども、ええー、この度、いわゆるフェスパ支援目的の基金では

なく、まあ基金も設けていなかったが、この度、財政調整基金を活用するような方向にして

いますが、こういったやり方は妥当なのかどうか、この点について、財政担当は、頼む、よ

ろしく答弁お願いします。 

○（杉田 和房 企画財政長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 杉田企画財政課長。 

○（杉田 和房 企画財政長） 

はい。ええー、ご案内のとおり、今回は財政調整基金を充当しておりますが、名前のとお

り、財政を調整するための基金でありますので、今回の充当は妥当だと考えております。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 妥当だということですが、いわゆる財政調整基金は、いわゆる町の財政運営上に、ええー、

必要な場合に活用するんでね。今回、フェスパという施設は、いわゆる町の施設であっても

運営管理委託を指定管理しとるわけでありますから、生名スポレク株式会社に支援するんで

すね。財政調整資金は、そもそも、まあ今回のように西日本、７月の豪雨によって、町のい

わゆる土木災害とか、また、何らかの形で異常事態発生して、予算の段取りが付かなかった

ときに、地方自治体、町を運営するために必要として活用していくんですね。じゃあフェス

パに使うことがあなたの言うとおりに、それは妥当性を持っているのか、再度答弁求めます。 

○（杉田 和房 企画財政長） （挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 杉田企画財政課長。 

○（杉田 和房 企画財政長） 

 はい。今回の支援金については、フェスパとの協定に基づいて、町が支出するものであり

ますから、財政調整基金を充当することには、問題ないと考えております。（前田議員から

「ちょっとおかしいね」の声あり） 
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○（池本 光章 議長） 

討論はございませんか。 

○（１０番・土居 計彦 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

（土居議員、登壇） 

○（１０番・土居 計彦 議員） 

はい。ええー、私は、本議案には反対です。予算書のある、この２,７５０万円の中身が、

７月の豪雨災害による不可抗力によって発生した費用だけではなく、経営における営業上の

損失が多く含まれているからです。経営上での損失まで、厳しい町運営を余儀なくされてい

るこの上島町が負担するべきではないと思うのです。この予算の中身がどういうものなのか、

議員諸兄は、十分理解されたうえでの賛否の行動なので、くどくどとは申しませんが、この

時期に上島町議会議員を務められている良識ある皆様の勇気あるご判断を期待いたします。 

以上です。 

（土居議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

他に、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） 平山議員。 

（平山議員、登壇） 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 議席７番、平山和昭です。私は、この原案に賛成の立場で、委員会で賛成討論をさしてい

ただきまして、ええー、本定例会での最終決議でございますが、勇気ある判断をしようと思

って、賛成討論をいたします。議会運営委員会で、私も多分、前代未聞と思いますが、１５

分にわたる賛成討論をさしていただきました。その骨子はですね、あの運営、議会運営委員

会じゃぁなくって、予算決算委員会での話ですが、その骨子としては、やはりこのフェスパ

という施設をどうするのかということがやっぱり根っこだと思うんですよね。そして、町有

のこの施設をどう活用していくのか、どう残していくのか、守るのか、守らないのかってい

うこの岐路に立ってるときに、やはりあのー、いろいろ議論はありますし、悩ましい点はあ

りますけれども、委員会で近差ではありますが、賛成という議決をしたからには、本定例会

では、皆さん一丸となって守ろうという、その姿勢を示してほしいと思います。 

昨年でしたか、議会、議会の方から長野県の飯綱町へ先進地視察として議会の視察に参り

ました。ええー、その時の先方の議長さんの話ですが、「議会でのその議論は、たっぷりし

てください」と、「そこに対立があるのも仕方ない」と、「しかし、一旦決まったら、それ

は皆さんで守って育てていきましょう」と、「そうして自分たちの議会も町も立ち直った」

という話をされておりました。このフェスパの問題は、一般質問のときもありましたが、潮

湯の問題にも係わる話です。潮湯が立ちゆかなくなったら、同僚議員が仰ってましたように、

職員の皆さんに、「皆さん、行ったんですか」っていう話になってくるんですよね。守るっ

ていうのは、そういう事なんですよ。 
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ですので、このフェスパを委員会で支援すると決めた以上は、この本会議の場で、皆さん、

一つ、心に一つにしてですねえ、守っていこうという意思を見せなかったら町民の皆さんも

ついてきませんよ。私はそう思いますので、それこそ、勇気を持った判断ですよ。ぜひ皆さ

ん、本会議では、１本になりましょう。お願いします。 

（平山議員、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） 

 私も土居議員と同じ考えなんですけども。 

○（池本 光章 議長） 

あのー、前田議員、前へ。 

（前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員） 

 はい。失礼しました。私も土居議員と同意見なんですけども、あのー、この救済金ですよ

ねえ、今後の経営とは関係ないと私は考えております。「赤字になったから出してください」

というふうにしか取ることができません。そしてですねえ、これ、不可抗力と協定書にはな

っておりますけども、私はこれは、不可抗力で出た金額ではないと思います。 

ええー、というのはですねえ、災害が起きてから、その、１０月・１１月まで宿泊数は伸

びております。しかもその、伸びている点にかかわらずですねえ、赤字だというのは、レス

トランの落ち込みがひどい。毎月３００万位の、前年平均から見ても落ちていると。これは、

経営者の怠慢経営ではないかというふうに取られても仕方がないんじゃないかと。 

だから、今回、２,７５０万円入れてもですねえ、今後の経営、まあ、どうするのかわかり

ませんけれども、「焼け石に水」ではないかというふうに取っておりますので、私は反対と

しての討論をいたしました。以上です。 

（前田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

他に、討論はありませんか。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

（寺下議員、登壇） 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 ええー、議席ナンバー５番、寺下滿憲です。私は、議案第１号、「平成３０年度上島町一

般会計補正予算（第５号）（案）」について、反対の立場で討論に参加いたします。 

ええー、先ほども予算上の問題として、質疑したわけでありますが、財政基金とは、そも

そも私たち町民の貯金であります。ええー、この貯金を町で例えると、町は家族、いわゆる

家庭であります。町長は、その家庭のお父さんであり、議員はお母さんであります。町民の

皆さん方は、子供たちであるわけであります。 

今、お父さんが、貯金を持ち出してギャンブルに走ろうとしてるんですね。そこで、議員
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であるお母さんは、止めに入り、町民の子供たちも「止めてほしい」と声を上げておるわけ

であります。私は、この状況から見ましても、今、財政調整基金をフェスパの支援に充てて

いく事は、いわゆる基金のあり方としても不当性を感じておるわけであります。このことで

一つの反対理由でもあります。 

そして、補正予算２,７５０万円の支出案件は、補正の趣旨として、フェスパに対する７月

豪雨被害支援金、このような形で計上をされています。先ほど予算決算委員会からの報告が

あったとおり、委員会では採決がなされ、７対５の賛成多数で原案が可決、決定しています

が、しかし、フェスパに対する７月豪雨災害支援にあたり、基本的協定の第３５号の規定の、

不可抗力の発生の内容や程度の通知、通知を受けてからの被害の確認、不可抗力の判定や費

用負担等の協議決定が誠に不透明である。７月には、西日本豪雨で断水したこと、お客さん

のキャンセル等の影響があったこと、このことによって、営業の期間が、営業できなかった

期間があった事は、誰しも認められることであります。 

しかしながら、委員会でも大多数の委員から実態のはっきりしない風評被害の額を含める

ことに納得ができない。このようなことが、委員に、委員からの声が上がり、その委員たち

は、苦しい思いの中で決断をしたことと思われます。私は今、１年前のフェスパ選定業者の

選定を選ぶ臨時議会において、行われたことを思い出しています。あの時は、あれはまずい、

これは悪い、挙句の果てには、議場に税理士まで入れての業者への経営状況まで述べさせ、

また、「フェスパの運営をしたい」という指名優先権を持っておりました業者を「一度変え

てみれば良い」。このような中で、指定から外されました。今日のフェスパは、前業者以上

になっているでしょうか。 

２０１８年の９月の２４日、社内定例会の会議の中で、社長は、支配人がフェスパとスポ

レクの両方の責任者を兼務していることが、逆に全ての人、従業員の方々も含めて、迷惑を

かける結果となっている。 

また、２０１９年の１月の７日には、税理士から「実際の数字は、非常に厳しい。会社と

しては、機能を果たしていない」という指摘も受けています。では、そこで収益が上がらな

いのは、７月の豪雨の風評被害でしょうか。経営者たちは、わかっています。８月の社内の

会議の中でも地元のお客さんの足が止まっている。このことが、実情である。地元対策をど

のようにすべきか感じていることを述べられています。それからも、７月豪雨に関係するも

のでは、そのことから７月豪雨の関係で、収益が上がっていないことは、わかっているはず

です。 

フェスパは、町民の宝、宝でした。しかしながら、以前の業者は、多くの町民や仲間たち

に支えられて、行政の、支えられてきました。しかしながら、町民は、行政の非情さを知っ

たわけであります。まさに町民から背を向けられた、このことをはっきりと認識をしていか

なくては、お客さんは戻って来ないと私は思います。 

７月豪雨を理由に支出の事を論じるよりも、もっともっとフェスパの運営について、町民

の方々が、納得するように進めていかなくてはならないと私は思っております。私は、この

支援予算が、支出する根拠として見い出せることができなく、このことによって、反対をい

たします。以上です。 
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（寺下議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

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。それでは議案第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

賛成者：林 議員・大西議員・檜垣議員・平山議員・濱田議員・池本興治議員・ 

亀井議員 

反対者：村上議員・藏谷議員・寺下議員・前田議員・土居議員、松原議員 

起立、多数です。よって、議案第１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次の日程に入る前に、ちょうどお昼になりましたので、ここで、昼休憩としたいと思いま

すが、よろしいですか。 

 

（ 休 憩 ： 午前１２時００分 ～ 午後 １時００分 ） 

 

日程第７～日程第１８、補正予算 

○（池本 光章 議長） 

それでは、再開します。次の議事日程第７、議案第８号から日程第１８、議案第１９号ま

での補正予算案でありますが、今回の補正は、入札減少金による補正や事業の実績に伴う減

額が主な理由であるため、予算決算委員会への付託は省略し、本日ここで審議のうえ、即採

決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。よって、今回の補正予算案につきましては、予算決算委員会への付託は

省略し、本日ここで審議のうえ、即採決することにいたします。 

 

日程第７、議案第８号 

○（池本 光章 議長） 

それでは、日程第７、議案第８号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第６号）」

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８号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第６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から歳入歳出それぞれ３億２，０００万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億３，０５０万円といたします。第２項の歳入歳出予

算の補正につきましては、お手許の「平成３０年度３月補正予算の概要」に基づいて説明い

たします。 

概要の１ページをお願いいたします。 
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まず、全般的な事項ですが、補正予算の総額は、一般会計がマイナス３億２，０００万円、

特別会計は、マイナス４，４１０万円で、その内訳は、国民健康保険事業会計マイナス３１

０万円、国民健康保険診療所事業会計マイナス９２０万円、へき地出張診療所事業会計マイ

ナス６０万円、後期高齢者医療事業会計マイナス８９０万円、公共下水道事業会計マイナス

２３０万円、簡易水道事業会計０円、農業集落排水事業会計マイナス２４０万円、介護保険

事業会計マイナス１，３４０万円、魚島船舶事業会計マイナス２２０万円、特別養護老人ホ

ーム事業会計マイナス２００万円、生名船舶事業会計０円となっております。 

企業会計である上水道事業会計ですが、今回の補正はありません。 

次に、一般会計の補正予算編成は、町税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、

諸収入、町債等を財源として、既定の事務事業の見直しを行いました。 

主な財源といたしましては、町税２,７７５万５千円。内訳といたしましては、個人が１,

１００万円、法人が６８０万円、固定資産税が９５０万円、軽自動車税がマイナス４４万５

千円、市町村たばこ税がマイナス１１０万円です。地方交付税２億円。これは、特別交付税

です。 

国庫支出金マイナス１億４，９８７万５千円。主な内訳といたしましては、児童手当支給

費負担金マイナス１３７万４千円、農業施設災害復旧費負担金マイナス６，４９４万８千円、

林業施設災害復旧費負担金マイナス５４０万４千円、漁港施設災害復旧費負担金マイナス２

７０万円、社会資本整備総合交付金（町道整備事業、住宅等整備事業分）マイナス２，３０

２万２千円、防災・安全社会資本整備交付金（町道舗装・法面補修事業、長江港改修事業分）

マイナス５,３１６万円等です。 

２ページをお願いいたします。 

県支出金マイナス２，０５１万６千円。主な内訳といたしましては、後期高齢者医療保険

基盤安定事業費負担金マイナス１０９万８千円、農業関係費補助及び交付金マイナス３９９

万８千円、防災・安全社会資本整備交付金（長江港改修事業分）マイナス１，３３３万３千

円、農業施設災害復旧費補助金マイナス１７０万円等です。 

繰入金マイナス１億９，８７５万３千円。これは、特別交付税の計上や不用額等により、

ふるさと整備基金及び財政調整基金の一部を繰入中止するものです。 

諸収入１，４５９万４千円。これは、市町振興協会宝くじ交付金１９０万２千円、後期高

齢者医療療養給付費市町負担金精算戻入１，２９５万２千円等です。 

町債マイナス１億８，２５０万円。これは、借入を予定している各事業について、入札減

少金等による事業費の減に伴う減額計上です。 

以上、マイナス３億２,０００万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、繰越明許費ですが、予算書の８ページ

をお願いいたします。 

まず、総務費の新公会計制度財務書類作成業務は、平成３０年７月豪雨の影響等により固

定資産台帳の更新に不測の日数を要したこと、小村駐車場舗装工事は、敷地内に平成３１年

度で防火水槽の設置が計画されたことから、防火水槽工事完了後の施工としたこと、また、

公共交通施設整備事業（第一期）は、起業地の用地買収に不測の日数を要したことから、年



 

43 

越智郡上島町議会会議録 平成３１年３月８日 開催 

 

度内完成が見込めず翌年度に繰越すものです。 

次に、衛生費の最終処分場整備事業は、用地交渉及び登記手続き等に不測の日数を要した

ことから、年度内完成が見込めず翌年度に繰越すものです。 

続いて、農林水産業費の被災者向け経営体育成支援事業は、各事業者の工事施行に伴う材

料確保等に不測の日数を要したこと、また、水産物供給基盤機能保全事業（魚島）は、本工

事の実施にあたり、水質保全について漁業者との調整に不測の日数を要したことから、年度

内完成が見込めず翌年度に繰越すものです。 

それから、土木費の町道佐島循環線（第１工区）道路改良事業は、愛媛県関係機関との協

議調整に不測の日数を要したこと、町道東風浜線道路改良事業は、用地の調整に不測の日数

を要したこと、また、佐島地区がけ崩れ防災対策工事境界確認等委託業務から長江Ｂ地区災

害関連緊急がけ崩れ対策工事までの８件は、用地の取得並びに資材調達に不測の日数を要し

たことから、年度内完成が見込めず翌年度に繰越すものです。 

次に、災害復旧費の農地・農業用施設災害復旧事業は、施工同意等の関係者との調整に不

測の日数を要したこと、災害林道復旧事業は、本工事の実施にあたり、作業道の確保及び地

権者との調整に不測の日数を要したこと、平成３０年発生漁港関係公共土木施設災害復旧事

業は、工事施行に伴う材料確保に不測の日数を要したこと、町道豊島平吹線災害復旧事業及

び町道東風浜線災害復旧事業は、用地の調整に不測の日数を要したこと、弓削斎場進入路災

害復旧事業は、実施設計作成において工法協議に不測の日数を要したこと、また、生名町有

地法面崩壊復旧事業は、土地利用関係者との協議及び工法検討などに不測の日数を要したこ

とから、年度内完成が見込めず翌年度に繰り越すものです。 

次に、２番目として、債務負担行為の補正ですが、予算書の９ページをお願いいたします。 

これは、中小企業振興資金に係る利子補給について、新たに２２件分の追加及び２件分の

変更により限度額等を変更するものです。 

「補正予算の概要」の３ページをお願いいたします。 

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。 

(１)のふるさと応援活動支援交付金は、ＮＰＯ分ふるさと納税見込額の減、（２）の岩城

開発総合センター特定天井耐震改修工事は入札減少による事業費の減、（３）の災害援護資

金貸付金は利用実績がなかったことに伴う皆減、（４）の最終処分場覆土仮置場整備工事か

ら（８）の防災・安全社会資本整備交付金事業（長江港浮桟橋改修工事）は、事業精査及び

入札減少並びに国からの交付内示に伴う事業費の減、（９）の農業用施設災害復旧工事(公共)

は災害査定に伴う事業費減、（１０）の農業用施設等災害復旧工事(単独)は公共対象外とな

った工事の単独計上等による増額、（１１）のふるさと整備基金積立金は、平成３０年７月

豪雨災害支援等に係る寄附により増額するものでございます。 

４番目として、その他、経常･投資経費の変更を要するにいたりました。 

以上で、議案第８号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第６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。これから質疑を行います。質疑がありませんか。 
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○（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番 大西 幸江 議員） 

はい。まずですねえ、８ページの繰越明許について、ちょっと教えていただきたいんです

けれども、先ほど副町長の説明の中で、まあ、不測の日数を要したと。まあ、いろいろ要因

は、材料の調達だとか、その協議だとか、いろいろあったんですけれども、そのー、大まか

に言うと、要は相手方があって、まあ、用地交渉であったり、県とかの交渉であったり、要

は交渉ごとにすごくどれもこれも日数を要してるんですよね。 

で、これの根本原因がやっぱ何かあるんじゃないかと。例えば、材料が不足するっていう

うのは災害なんかがあれば、当然あちこちで材料が欲しいので不足するんです。だから、調

達なかなか出来なかったんです。不測の日数を要しましたっていうのはわかるんですけれど

も、交渉に関しては、そのー、まあ、災害で件数が多かったからできんかったんだというの

は、まあまだ何とかですけど、それ以外の県の調整であるとかは、やっぱり交渉ごとに何か

問題があるんじゃないかと思われるんですが、その点はどのように問題を認識されています

でしょうか。 

○（越智 康浩 建設課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 越智建設課長。 

○（越智 康浩 建設課長） 

はい。主に土木関係が多いと思われますが、まずですねえ、県との調整というのは、今回

の議案にも提出しておりますが、埋め立て申請、この協議がですねえ、やはり 1年半近くか

かりました。事前協議から本申請まで、約１年以上かかっておりますので、この辺はご了解

いただきたいと思います。 

で、今回のあの崖関係、災害の崖復旧におきましては、９月と１２月補正で計上さしてい

ただいております。まあ、この関係が主な原因です。内示が出て、県からの指令が来るのが

ですねえ、１２月以降、ないしは、この１月、２月。そういう事で発注が遅れたというのが

主な原因となっております。 

で、あと用地の関係ですが、あの工事の中で、事前に、地権者との話がある程度しており

まして、工事にかかる予定でしたが、まあ急遽、その「貸さない」とか、「ちょっと考え直

した」とかいう問題も多少ございましたので遅れとる関係がございます。あの土木工事は、

以上でございます。 

○（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 英隆 農林水産課長） 

はい。農林業水産関係でございますが、これもあのー、災害によるですね、事業が結構多

いんですけども、こういったあのー、ことについてはですね、国の補助とかですね、そうい

ったこともあって調整にですね、時間を要したり、設計の方でですね、なかなか、設計の方

が間に合わないとかですね、そういった補助絡みのでございますので、そういったところで

遅れが生じているというようなことが原因でございます。 
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○（７番・平山 和昭 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

はい。今ちょっと、あのー、大西議員の質問に関連するんですが、土地関係で、用地交渉

が上手くいかないっていう例が多々あると思うんです。その場合の交渉には当然、担当者、

担当課の課長等が行かれるんだと思うんですが、まあ、思い起こせば合併当初、佐島の公有

水面の埋め立てに関して、なかなか利用者の同意が得られないで結局埋め立てしないで済ん

じゃったという経緯があるでしょう。あの辺りの交渉見てましても、そのー、行き詰まった

ときにやっぱり、この首長がそこ行ってしっかり話を聞き、ほしてお願いをする姿勢が、あ

の頃は欠けてたんですよ。で、まあ政権変わってですねえ、その後、どうなんですか、そう

いう事態になったときに、じゃあ町長は、出かけて行って、その関係者の方とお話なんかし

てるんですか。 

○（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、今回の災害とか、一連のこの今、計上さしていただいてとる中には、そこまでは、

行っておりません。で、担当者の方が、注力して、何とかそれを乗り切っていっております。

ただ、先ほど、それぞれの課長が申しましたように、今回の場合は、まあ、災害とかね、件

数が多かった分、一気にドバーっときて、それの災害の場合ですと、それの査定設計書とい

うのをまず作らんといけんのですけれども、それまでの間に、それを例えば、箇所数が２０

本とか、５０本とかあった場合に、現場に入って測量をできるような体制を作らんといかん

と。で、それから測量をして、設計書を起こして、で、それから初めて査定があって、査定

でカットになって、落とされた場合、それをまた作り直して、それをまた県に持っていくと

いう、そういう二重三重四重の手間があります。 

で、これはあのー、あんまり、どういうんですかねえ、町民の方にはなかなか見えてこな

い部分ではあるんですけれど、そういったことで、すごい膨大な量の事務量がございます。

本当に情けない話なんですけど、余りにもその負担が増えて、あの職員の中にこれでは、も

うやれないという人が出てきたりとかですねえ、そういう事例もございます。あのー、本当

に職員には申し訳ないと思っております。ええー、ただ、先ほど、平山議員が仰られた、そ

の、用地交渉、一般的な用地交渉で、まあ最終的に判断しなければならない部分も当然出て

きますので、そういった時には、私は全然首長として、行くべきだと思ってますんで、ぜひ、

理解を得て、それで賛成していただけるように持っていきたいと思っています。以上です。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

まあ、今度の補正に関してまあ、そういう事もありますが、私申し上げてるのは、一般論

言ってるんで、過去事例として、本来埋め立てていけば、非常にその利便性があがった埋め

立てもできなかったということの中に、やっぱり、首長が汗かかなかったということが見え
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てるんで、まあ以後そういう行き詰ったときには、やっぱり一緒に行っていう、打開してや

っていくちゅう姿勢をしないと、まあ、首長だけの話じゃないんですけれども、前進んでい

かないと思いますんで、まあ努力していただきたいなと思います。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 はい。ええー、皆さんのご承知のとおり、例えば県道なんかもですねえ、数か所、行き止

まっているじゃないですけど、本当にあのキュッと、せっかく前後改良が進んでいるのに、

そこだけ残されている部分、そういうとこもございます。で、そういったこともやっぱり粘

り強く進めていかざるを得ないと、今一番問題になっているのが、あのー、そういう地権者

の方が代変わりしてしまうとか、で、登記未了とか、地権者が不在みたいな、そういう観点

からの心配と言いますか、そういうことも事例として、出てきつつあるんではないかと思っ

てます。そういう意味からも、できるだけ早い機会にそういう箇所を重点的にやるべきだと

考えておりますんで、ただ、この時ですねえ、首長だけでなくて、議員の皆さんもぜひ、そ

れに力をお貸しいただいたらと思っておりますんで、ぜひ、よろしくお願いします。 

○（池本 光章 議長） 

他に質疑はありませんか。 

○（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。そうしましたらですね、えっと何ページだ。３６ページお願いしたいんですけれど

も。８節の報償費のところで、有害鳥獣買上料（弓削）ということでかなり金額を落とされ

てるんですが、この理由をご説明願いますか。 

○（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） 

はい。えっとですね、あのー、有害鳥獣で買上料ですね、これ、弓削のですねえ、猪の捕

獲がかなり少なかったと。この原因はですねえ、林道の方で災害がございまして、入植、い

わゆるあのー、罠なんかをかけた場合にですね、行けなかったというようなこともございま

してですね、それで、例年よりも猪のですねえ、捕獲数が減ってしまったということで減額

になっております。 

○（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） 

 これ、林道が、まあ、崩壊したので行けなかっただけなんですね。それで間違いないです

ね。（森本農林水産課長から「主に」の声あり）いや、主なっていうことは、他にも理由が

あるんですか。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 
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○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

 えっと、私が把握してるのは、林道が行けなくて、そこにたくさんあのー、罠をかけてい

たんですけども、それが行けなかったというのを主な原因と聞いております。 

○（池本 光章 議長） 

 他に。 

○（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。ええー、そうしましたら３７ページの、岩城積善山桜樹勢回復業務委託ちゅうのを

まあ、予算を全額落とされてるんですけれども、で、ちょっと、資料で説明を見ると、豪雨

災害でまあ、実施できなかったんだというようになってるんですが、まあ、割と早く積善山

は、通れるようになったようだったんですが、その以降は、ちょっと都合がつかなかったん

ですかねえ、できなかったということは。やっぱりあのー、木は傷むので、早い方が良いん

じゃないかと思ったりしたんですけれども、その辺の理由は、何だったんでしょうか。 

○（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） 

 はい。このですね、えーと、樹勢の回復業務委託でございますが、いわゆる樹木医さんの

ですね、プロのですね、方が、積善山の方へ夏場にですね、来ていただいて、いろいろ、調

査等、調査とかそういったものをやっていただくということでしたんですが、災害によって

ですね、積善山の方へ行けませんので、それで、その後、その以後もですねえ、やろうとし

てたんですけど、先生の都合がつかなかったということが、主な原因でございます。 

○（池本 光章 議長） 

 他に質疑はありませんか。 

○（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。えーとですね。ちょっと４５ページですかね。ええー、公園管理費のところで、役

務費で手数料ということで２０万ほど落とされてるんですけれども、これ、まあ、説明を読

むと波間田のキャンプ場の営業が、えーとできなかった分を、まあ減額するものですと。で、

ちょっと関連になってくるんで、あれなんですけど、ここの説明には、まあ、それだけしか

書いてないんですが、以前、スポレクさんの事業の収支のところを見たときに、スポレクさ

んが結局、波間田のどうも委託をされているような感じだったんですけど、それは間違いな

いですか。 

○（澤田 一政 商工観光課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 澤田商工観光課長。 

○（澤田 一政 商工観光課長） 
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 はい。サウンド波間田の芝刈りとか草刈りとかですね、トイレ、シャワーの清掃等はスポ

レクさんの方にお願いしております。 

○（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。あのー、以前にですね、わざわざ、スポレクさんに管理していただいたものを外し

て、で、町の管理に条例で変えたように思うんですけれども、また、スポレクさんが委託し

てるっていうのが何かちょっと疑問なんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 これは、仰るとおりですねえ、ええーまあ、波間田をスポレクさんから外して、一般の行

政の方の管理にもっていったんですが、実際問題、今の各課の事務分掌の中でですね、ええ

ー、例えば、これは商工観光課の所管になると。そうすると岩城から来て、例えば、波間田

の方まで管理に行くとかですね、そういうふうな動きをせざるを得ない部分、これはあのー、

波間田の施設管理だけじゃなくてですねえ、他の部分でも、こういったところが多々ありま

す。事務分掌の中で、あのー、割り振っているんですが、それが、機能しづらい部分、それ

はもう、できるだけ早くに是正した方が良いだろうと。 

で、まあ、これは当然、各島が橋で繋がると、そういった不都合も相当数、解消されると

思っておりますんで、それに向けた見直しは必要だということで、まあ当然これは、公共施

設のあり方検討会の中でも議論されるべきところになると思います。 

で、こういったことで、あのー、まあ、誰が面倒を見るか、ええー、どうすれば合理的に

なるか、経費が安くなるか。その辺も含めまして、良い方法をどんどん試してみるというか、

そういう格好で進めておりますんで、今回の場合は、担当者の方からも、ここはちょっと無

理だから、スポレクの方にやって欲しいと。ええー、また、それ以外にも、この時に波間田

のあの貸し借りというかその、あそこを利用したい人が、今までは、せとうち交流館の方ま

で来ていたというか、来なくちゃいけなかったという、そういう事例もございます。 

ですから、それだと実際にはもう使えないんじゃないかと、そういうふうなあのー、どう

言うんですかねえ、利用者からもかなり、批判もいただくようなこともありますので、その

辺も含めて、利用者の人が使いやすいような、そういった、まあシステムですね、やり方、

それは、どんどん見直しをかけていきたいと思っております。その一環ということで、ご了

解いただけたらと思います。以上です。 

○（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。あのー、説明は、当然その納得いくんですけれども、その条例を改正するときにそ

の議論しましたよね。やれないんじゃないですか。「鍵をわざわざ、せとうち交流館まで来

るんでは、まずいんじゃないですか」っていう話をしましたよねえ。で、ここにきて、蓋を
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開けてみたら、「あら、スポレクさんが委託してるよ」っていうようになるんですよ。何か

やっぱりこう筋道をやっぱりよく考えて、変えてほしいんですよね、条例も。 

で、今になって、まあこういうふうに変わってるんで、それは仕方がないのかなとは思い

ますけども、あの時には多分産業振興課だったと思うんですね。で、「草刈りをしに行きま

す」と、「管理はやります」と、「大丈夫です」という話だったんですよ。やっぱり何かあ

のー、そこまで言ってやられたんだったら、一言事前にお知らせがあっても良いと思います

し、何かちょっと微妙な気持ちになります。 

あっ、そう、それでですねえ、次、えっと、続けてすみません。５１ページお願いします。

これもちょっと疑問なのでお伺いするんですけれども、用地購入費というのがあります。で、

ここの資料での説明は、農用施設災害復旧事業用地を購入するということで、３点ほど出て

るんですけれども、で、一番最初は、多分これ岩城だと思うんですが、農道近畑１号と。で、

ここに関しては、復旧工事に伴い、工法と用地購入が必要となったと。まあ多分何か作るの

に、壁か何かを作るのに用地を必要とするんでしょう。何でそこは納得できるんです。何で

すが、この２番・３番の赤穂根農地、農道の買上げのところで、えっと農道崩壊による影響

用地が補助対象外となり、復旧するより安価となることから購入する。じゃあ直さなくて購

入するっていう理解でよろしいんですかねえ。 

○（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） 

 はい。ええー、赤穂根のですねえ、道路が崩壊いたしまして、そこにコンクリートブロッ

ク等々でですね、作ってたんですが、それが崩壊いたしましてですね、それが崩落したと。

そして、その撤去の方にですねえ、国費の災害として、えっと申請の方はいたしましたが、

受益の関係とかです、受益者の関係とかですねえ、そういったこともございまして、査定に

災害が認めれなかったという状況がございます。 

そして、そうすると、そのコンクリートブロック等々をですね、除去するためにですね、

重機等々を使ってですねえ、赤穂根の所まで行くとなると、相当な経費が余分にですね、単

独でしかできませんのでかかってしまうと。そしたら、そこの下側、えっと路側の方が個人

地でございまして、これについて、それを放置するというのは、非常に個人の土地にですね、

コンクリートを放置するというのは非常にまずいことでございますので、そこをですね、町

が買収して適切にですね、処理の方をしていきたいと考えておりますので、とりあえずそう

いう処置を取りたいということで、購入の方を予定しております。 

○（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。あのー、個人地ということは、多分ここは農地ですよねえ。（森本農林水産課長か

ら「いえ、違います」の声あり）雑種地ですか。（森本農林水産課長から「山林です」の声

あり）山林なんですか。あっそうなんですか。まああのー、町は農地は持てないんでね。あ

のー、そういうことは。で、それと別にまあ、赤穂根の地権者方には申し訳ないですけれど
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も、多分もう作ってらっしゃらないですよね。畑も行ってらっしゃいます。行ってらっしゃ

いませんよねえ。そしたら、お願いして、直すまで「お願いします」って言うことはできな

いんですかねえ。わざわざここで、それこそ余分なお金を使って買収する必要ってあるんで

しょうか。 

○（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） 

 はい。あのーまあ、山林とかですね、そういったところについてはですね、非常にまあ、

単価もですね、そんなに高くもございませんので、分筆をしてですねえ、措置するよりは、

そういった全筆をですねえ、購入した方が安く上がるというようなことも考慮いたしまして、

検討をいたしました。 

○（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。安いから買うっていうのはちょっと違うと思うんですよ。で、農道はやっぱり最終

的には直さにゃいかんのでしょ。違うんですか。ほったらかしにするんですか。で、それを

考えると今すぐはできないけれどもということで、お願いして置いとくっていう方法も作っ

てらっしゃらないんだったら、あると思うんですよ。それこそこれ、あのー、まあ、そんな

に大きいお金じゃあないって思ってるかもしれませんけど、無駄なお金じゃないですか。 

○（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、ただ今のこの対象になっている箇所なんですが、これを直すのに、まあ、

災害査定請求書を作った場合に２千万をオーバーする大きな工事になってます。で、それだ

け大きな被災を受けたということでありまして、で、ただ、先ほど課長が申しましたように、

赤穂根島の今の耕作者は、約１件です。で、後は作っていないということなんで、受益者が

２件以上いないと、災害の対象にならないということで、じゃあ、将来、この災害の対象に

なった場合どうなるかと。今、災害査定、当然、今受けてないと駄目なんで。で、それが、

もう該当しないということになりますと、やっぱり何らかの措置を講じなければならないと

いうことになります。 

で、先ほど言いましたように、これで道路を簡単には復旧できないだろうという見通しの

下で判断をさしていただいております。ええー、ここで、道路を復旧するという基本的なス

タンス、農道を管理するのは町の責任なんですが、これが災害復旧の対象にならないと単独

で直さざるを得ない、そういう事になりますんで、その費用を今ここで受益者が激減する中

で１件だけ残ってて、その方もどうするかわからないという話の中で、これを直していくと

いうのは、まず、無理だと思っております。そういう判断をしたうえで、じゃあ将来どうな

るか、長い目で見て、また改たに耕作等が始まるのであれば、その時点で考えざるを得ない

だろうと、そういう判断をさしていただきました。そういったことから、今の道路の構造物
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が一部そういった場所に流出しているわけでありまして、それを放置しておくということは、

やはり町の道路を管理する側として、やっぱり責任があるんじゃあないかということで、じ

ゃあ、その部分だけは町の管理下に置いた方が良いだろうという、そういう判断で提案さし

ていただいております。以上です。 

○（池本 光章 議長） 

 他に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。（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７、議案第８号、「平成３０年度上島町一般会計補正予算（第６号）」

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８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８、議案第９号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第８、議案第９号、「平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第

３号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（今井 稔 住民課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい。議案第９号、「平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第３号）」の

説明をいたします。 

予算書の１ページ目をお願いいたします。 

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３１０万円を減額し、

予算の総額を１０億８,１９０万円といたします。  

主なものにつきましては、事項別明細書で説明しますので、７ページをお願いいたします。 

１款１項、国民健康保険税、２０８万２千円の増は、税率変更等及び徴収実績に基づくも

のです。 

次の８ページをお願いいたします。 

４款１項２目、特別交付金３９４万４千円の減は、特定健診等負担金の実績の減、及びへ

き地直診交付金の診療日数の減などによるものです。６款１項１目の一般会計繰入金、１４

０万円の減は、人事異動による職員給与等繰入金の減、保険基盤安定事業繰入金は、保険税

軽減分の確定などによるものです。 

９ページをお願いいたします。歳出ですが、１款１項１目、一般管理費２５８万３千円の

減は人事異動に伴うものです。 

ええー、１１ページをお願いいたします。 

５款２項１目１３節、委託料１３１万１千円の減は、特定健診受診者数の減によるもので
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す。 

次の１２ページをお願いいたします。 

７款１項３目２３節、償還金及び還付加算金４８２万３千円の増は、療養給付費等の平成

２９年度実績の確定によるものです。 

１３ページをお願いいたします。 

７款２項１目、繰出金２２２万７千円の減は、魚島国保診療所の診療日数の減少等による

ものです。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（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。（「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わ

ります。これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がない

ようですから、討論を終わります。 

これから、議案第９号、「平成３０年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第３号）」

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９号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第９、議案第１０号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第９、議案第１０号、「平成３０年度上島町国民健康保険診療所事業会計補

正予算（第１号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（今井 稔 住民課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい。議案第１０号、「 平成３０年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算（第 1

号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

補正予算の総額は、第１条にありますように、歳入歳出にそれぞれ９２０万円を減額し、

予算総額を５,５４０万円といたします。 

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。 

歳入ですが、１款２項３目、後期高齢者医療診療報酬収入１１９万６千円の減は、受診者

数の減によるものです。 

４款１項１目、一般会計繰入金５５０万円の減は、人件費等の減少に伴う繰入金の減額で

す。 

８ページをお願いいたします。 

４款２項１目、事業勘定繰入金２２２万７千円の減は、年間診療実績の日数が少ないため
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運営費の補助金分が減っております。これの繰入金の減額です。 

９ページをお願いいたします。 

歳出ですが、１款１項１目２節、給料１６４万円の減、１款１項１目３節、職員手当等２

６９万３千円の減及び４節、共済費１５３万７千円の減は人事異動等によるものです。１３

節の、診療報酬、診療所業務委託８９万６千円の減は、２か月分計上していました診療所、

診療事業所業務委託を新しい診療所が開設するのがひと月早くなったため減額になっており

ます。 

１１ページをお願いいたします。 

３款１項１目１３節、委託料９９万５千円の減は入札減少金によるものです。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇（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。

（「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１０号、「平成３０年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算（第

１号）」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１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０、議案第１１号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１０、議案第１１号、「平成３０年度上島町へき地診療所事業会計補正予

算（第１号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい。議案第１１号、「平成３０年度上島町へき地出張診療所事業会計補正予算（第１号）」

の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

補正予算の総額は、第１条にありますように、歳入歳出にそれぞれ６０万円を減額し、予

算総額を６３０万円といたします。 

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

ます。 

歳入ですが、１款１項３目、後期高齢者医療診療報酬収入２８万７千円の減は、受診者数

の減によるものです。 

４款１項１目、一般会計繰入金７０万円の減は、人件費の減額等に伴う繰入金の減額です。 
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９ページをお願いします。 

歳出ですが、１款１項１目２節、給料から４節、共済費までの減額は人事異動等によるも

のです。１３節、委託料２０万１千円の減は２か月分計上していました診療業務委託なんで

すが、診療所が新たにひと月早く開設したため減額となっております。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇（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「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「なし、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１１号、「平成３０年度上島町へき地診療所事業会計補正予算（第１号）」

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１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１、議案第１２号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１１、議案第１２号、「平成３０年度上島町後期高齢者医療事業会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（今井 稔 住民課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい。議案第１２号、「平成３０年度上島町後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）」

の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

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８９０万円を減額し、予

算の総額を１億４,２８０万円といたします。 

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

歳入です。１款１項１目、特別徴収保険料６８５万６千円の減、２目、普通徴収保険料１

６６万３千円の減は、保険料率改正を多く見込んでいたため減額しております。４款１項２

目、保険基盤安定繰入金１４６万２千円の減は、保険料軽減額の確定による減額です。 

８ページをお願いいたします。 

歳出ですが、２款１項１目、後期高齢者医療広域連合納付金８７４万５千円の減は、保険

料の減額と保険料の軽減額が確定したことに伴う減額です。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（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。 
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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「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１２号、「平成３０年度上島町後期高齢者医療事業会計補正予算（第１

号）」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１２号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２、議案第１３号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１２、議案第１３号、「平成３０年度上島町公共下水道事業会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい。それでは、議案第１３号、「上島町公共下水道事業会計補正予算（第１号）」につ

いて、説明させていただきます。 

１ページをお開きください。 

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２３０万円を減額し、総

額３億７,９２０万円といたします。 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」によることを規定しており、４ページをお開きください。 

平成３１年度への繰越明許費として、弓削浄化センター再構築建設工事の出来高精算によ

り不用額が生じ、補助金を余すことなく執行するため、来年度予定している下水道ストック

マネジメント計画策定を前倒しして年度途中に委託したことから、年度内の完成が見込めな

くなったため、１,２１０万円を計上しています。 

補正予算の主なものにつきましては、事項別明細書で説明いたしますので、８ページをお

開きください。 

まず、歳入ですが、２款１項１目、下水道使用料は７月豪雨災害により１２日間の断水に

伴い使用水量が減ったことが主な原因で２３０万円減額します。 

５款１項１目、繰入金は起債借入額の減により、一般会計繰入金を３００万円増額します。 

６款１項１目、繰越金は決算実績により、前年度繰越金を２００万円増額します。 

８款１項１目、公共下水道事業債は充当率調整により、合計５００万円減額します。 

次に、歳出ですが、１款１項１目、公共下水道管理費の１３節、委託料は、入札減少金と

して委託料全体で３５万５千円減額し、同２７節、公課費は現在、施設の更新工事に着手し

ており、支払い消費税が受け取り消費税を上回るため納付する必要がないことから１７０万

円減額します。 
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同２目、公共下水道建設費は、財源充当の組替えによるもので、補正はありません。 

以上、簡単ですが議案第１３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「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。（「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１３号、「平成３０年度上島町公共下水道事業会計補正予算（第１号）」

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１３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３、議案第１４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１３、議案第１４号、「平成３０年度上島町簡易水道事業会計補正予算（第

１号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい。それでは、議案第１４号、「上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）」につい

て、説明させていただきます。 

１ページをお開きください。 

第１条にございますように、歳入歳出予算の総額に変更はありません。 

今回の補正予算は、歳入の財源充当の組替えを行うもので、事項別明細書で説明いたしま

すので、６ページをお開きください。 

歳入の３款１項１目、繰入金は起債借入額の減により、一般会計繰入金を５１０万円増額

します。 

４款１項１目、繰越金は決算実績により、９０万円増額します。 

６款１項１目、 簡易水道事業債は充当率調整により、簡易水道事業債及び辺地対策事業債、

それぞれ３００万円減額します。 

次に歳出ですが、２款１項３目、施設改良費は財源充当の組替えによるもので、補正はあ

りません。 

以上、簡単ですが、議案第１４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「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
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がないようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１４号、「平成３０年度上島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）」

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１４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４、議案第１５号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１４、議案第１５号、「平成３０年度上島町農業集落排水事業会計補正予

算（第２号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい。それでは、議案第１５号、「上島町農業集落排水事業会計補正予算（第２号）」に

ついて、説明させていただきます。 

１ページをお開きください。 

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２４０万円を減額し、総

額１億１,０１０万円といたします。 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」によることを規定しており、４ページをお開きください。 

平成３１年度への繰越明許費として、昨年の１２月に農山漁村地域整備交付金の追加内示

を受け、工事を追加したことから年度内完成が見込めなくなったため、工事及び施工監理合

わせて５,５６２万２千円を計上しております。 

補正予算の主なものにつきましては、事項別明細書で説明いたしますので、８ページをお

開きください。 

まず、歳入ですが、６款１項１目、繰入金は起債借入額の減により一般会計繰入金を１１

０万円増額します。 

７款１項１目、繰越金は決算実績により、前年度繰越金を１０万円増額します。 

９款１項１目、農業集落排水事業債は充当率調整により、下水道事業債及び辺地対策事業

債、それぞれ１８０万円減額します。 

次に歳出ですが、１款１項１目、農業集落排水管理費の１３節、委託料は入札減少金及び

汚泥運搬処分量の実績により２３２万１千円減額します。 

同２目、農業集落排水建設費は、財源充当の組替えによるものです。 

以上、簡単ですが議案第１５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
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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、日程第１４、議案第１５号、「平成３０年度上島町農業集落排水事業会計補正

予算（第２号）」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１５号は、原案のとおり可決されました。 

ここで、２時１０分まで、１０分間、休憩をとりたいと思います。お願いします。 

 

（ 休 憩 ： 午後 ２時００分 ～ 午後 ２時１０分 ） 

 

日程第１５、議案第１６号 

○（池本 光章 議長） 

再開します。続いて、日程第１５、議案第１６号、「平成３０年度上島町介護保険事業会

計補正予算（第３号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

○（大本 一明 健康推進課長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 大本健康推進課長。 

○（大本 一明 健康推進課長） 

はい。それでは、議案第１６号、「平成３０年度上島町介護保険事業会計補正予算（第３

号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

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１,３４０万円を減額し、９

憶１,１６０万円といたします。 

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

ます。 

歳入になります。３款から５款にかけての減額措置につきましては、利用件数の減等によ

る給付費の減額によるものです。増額措置につきましては、地域支援事業における包括的支

援事業が増となったことによるものになります。 

８ページをお願いします。 

７款の一般会計繰入金ですが、給付費の増減等により全体では４４０万円の減額となって

おります。 

９ページをお願いします。 

歳出になります。２款１項１目の居宅介護サービス給付費３８０万円の減、３目、地域密

着型介護サービス給付費１千万円の減は、利用件数の減等によるものです。また、以降の他

の項目における、増額減額補正につきましても、利用件数等を精査したものになり、それに

伴い財源充当の組み換えを行っております。 

簡単ではございますが、以上で議案第１６号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○（池本 光章 議長） 
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ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」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１６号、「平成３０年度上島町介護保険事業会計補正予算（第３号）」

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１６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６、議案第１７号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１６、議案第１７号、「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第

３号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（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、議案第１７号、「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第３

号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いたします。 

補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出の総額を、それぞれ２２０万円

減額し、総額を１億１,９００万円といたします。 

主なものにつきまして、説明いたしますので、７ページをお願いいたします。 

歳入ですが、１款１項１目、運航収入は、今年度の利用実績によりまして、５７７万円減

額いたします。４款１項１目、一般会計繰入金は、運航収入の減額に対応するための増額と

いたしまして、２１０万円増額いたします。ええー、５款１項１目、繰越金は決算実績によ

るものです。６款１項１目、雑入につきましては、運航中の浮遊物接触によるプロペラの歪

みに対する船舶保険金の払い戻し金があったことから、１３０万円を増額いたします。 

８ページをお願いいたします。 

ええー、歳出になります。１款１項１目、一般管理費は、予算額には変更はございません

が、財源充当を変更しております。 

９ページをお願いします。 

１款２項３目、営繕費は、船舶修繕費の実績見込みにより、２００万円減額いたします。 

１０ページの予備費で端数の調整を行っております。 

以上で、議案第１７号「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第３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。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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（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。（「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１７号、「平成３０年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第３号）」

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１７号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７、議案第１８号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１７、議案第１８号、「平成３０年度上島町特別養護老人ホーム事業会計

補正予算（第２号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（村上 和彦 海光園長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、村上海光園長。 

○（村上 和彦 海光園長） 

それでは、議案第１８号、「平成３０年度上島町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第

２号）」について説明いたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

今回の補正予算は、第 1条にございますように、歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、

総額を４億１，１１０万円とします。 

補正予算の主な内容につきましては、事項別明細書で説明しますので、 

７ページをお願いいたします。 

まず歳入ですが、１款１項１目の介護サービス費収入４１０万円の減は、入所者の死亡及

び入院の増に伴い、当初見込みよりも一日当たりの利用人数が減少したことから、減額補正

するものです。 

次に１款１項２目の自己負担金収入は、一日当たりの利用人数は減少したものの、所得の

関係で自己負担割合の高い入所者が見込みよりも多かったことから、７０万円の増額となっ

ております。 

続いて、１款２項１目の短期入所介護サービス費収入３６０万円の増、並びに２目の自己

負担金収入４０万円の増は、当初予算計上時には１日当たりのショートステイ利用者数を 4.6

人と見込んでいましたが、実績が 1日当たり 5.8人と増加したことにより、増額補正するも

のです。 

続いて８ページをお願いいたします。 

３款２項２目の介護業務支援機器導入促進事業費補助金３０万円は、町単独事業で購入予

定であった介護用ベッドについて、愛媛県介護ロボット導入支援事業補助金の交付決定があ

ったことから、新規に予算計上するものです。 

次に、６款１項１目の一般寄付金３７万９千円の増は、今年度の寄付金実績に基づき、増
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額補正しております。 

次に、７款１項１目の一般会計繰入金３６０万円の減は、歳出予算総額の減に伴い減額計

上するものです。 

続いて、歳出予算について説明しますので、９ページをお願いいたします。 

まず、１款１項１目の一般管理費は、２０５万８千円の減額補正となっております。内訳

として、３節、職員手当等２９万８千円の減、並びに４節、共済費１００万円の減は、人事

異動、共済負担金率の変更等に伴い、人件費について、実績に基づき減額計上するものです。 

また、１２節、役務費については、防火設備手数料及び清掃手数料について、実績に基づ

き補正するもので、手数料を７６万円減額計上しております。 

続いて、１０ページをお願いいたします。 

２款１項１目、介護サービス事業費の１１節、需用費については、１日当たりの利用人数

の減に伴い、賄材料費を７０万円減額するものです。 

続いて、１１ページをお願いいたします。 

２款２項１目の短期入所介護サービス事業費の１１節、需用費については、ショートステ

イ利用者の増に伴い、賄材料費を３５万円増額するものです。 

続いて、１２ページをお願いいたします。 

３款１項１目の基金積立金は、今年度の寄付金実績に伴い、積立金を４６万円増額計上す

るものです。 

以上、簡単ですが、議案第１８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。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから

討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がないようですか

ら、討論を終わります。 

これから、議案第１８号、「平成３０年度上島町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第

２号）」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１８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８、議案第１９号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１８、議案第１９号、「平成３０年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第

２号）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（中辻 洋 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中辻公共交通課長。 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

はい。それでは、議案第１９号、「平成３０年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第２
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号）」の説明をいたします。 

予算書の１ページ目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、変更はございません。 

予算の主なものにつきまして、説明いたしますので、５ページをお願いいたします。  

歳出ですが、１款１項１目、一般管理費、２７節、公課費は、平成３０年度の消費税の支

払額が確定したことにより、１６０万円減額いたします。 

６ページをお願いいたします。 

１款２項１目、運航総務費は、パート船員の雇用実績見込みによりまして、賃金を１８０

万円減額いたします。１４節、使用料及び賃借料につきましては、今年度の代船借上げの実

績見込みによるもので、４５０万円を減額いたします。 

７ページをお願いします。 

３款１項１目の予備費は、歳出の減額分を増額するように調整しておりまして、７９０万

円の増額としております。 

以上で、議案第１９号、「平成３０年度上島町生名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。 

○（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。 

○（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） 

ちょっと、参考までに６ページの船舶借上料ですね、マイナス、減額４５０万円。当初の

見込みからいうことですが、当初どのような形で、借上料見込んどったんか。定検の時の代

船の話なのか。代船をどのくらいの借上料として、計上しとったのか。その点についての、

ご答弁をお願いいたします。 

○（中辻 洋 公共交通課長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中辻公共交通課長。 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

 はい。ええー、昨年の、昨年と言いますか、当初予算時の使用料及び賃借料の船舶借上料

ですが、予備船をなくして、全て今の、あの保有しております「いきな」で運航するという

ことで、朝の６時から夜の１１時までということで、３６５日で燃料の補給の間がないとい

うことで、当初予算時には燃料補給をするときにも傭船が必要ということで、燃料補給用の

傭船の金額も入れておりました。それがその後、まあ、当初予算計上後、何か方法はないか

というようなところで、夜間の、どういったらいいですかね、まあ、因島からタンクローリ

ーで、陸上で、陸上からの給油というような形で何とか対応可能ということで、その代船費

用が、全て不要となりましたので、大幅な減額となっております。以上です。 

○（池本 光章 議長） 

 他に質疑はございませんか。 

○（５番・寺下 滿憲 議員）（挙手） 
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○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 まあ今の説明では、この減額予算は、タンクローリーの船舶の借上料だったということで

すが、ではあのー、今、今年入ってからですかね、三光汽船さんが代船で運航した期間があ

るんですけど、あの代船料とか、船員の借上料とかは、どういう形で、先般、行ったんか、

その説明をちょっと、この予算の金額とは関係ないですけど、説明をお願いします。 

○（中辻 洋 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中辻公共交通課長。 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

 はい。傭船につきましては、傭船の契約、その中にまあ、１年目ということで、向こうの

船員さんに来ていただいて、いろいろしていただくことも考えられるということで、向こう

の船員さんが来られた場合はいくらというような形で、それを含めた形の傭船契約書を締結

しております。それでまあ、今年につきましては、まず最初に、ええーまあ、三光汽船さん

の傭船を、代船、代船、予備船として認めていただくために、１日トライアルということで、

その検査と外に、１日代船として利用するという必要もございました。それで、まあ、傭船

料が１日いくら、それでまあ何時間だったらいくら、それで船員さんが何時間だったらいく

らというような形で、契約をして、支払いをさしていただくという形にしております。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） 

 すみませんが、丁寧に金額まで、教えてください。 

○（中辻 洋 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中辻公共交通課長。 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

 はい。金額につきましては、相手もおることなんですが、まああのー、１日当たりで、３

６万７,２００円となっております。それで後、３時間とか、３時間超えとかいうようなとこ

ろで、１時間当たりいくらというような契約になっております。ええー因みに３時間で、１

０万とんで８千円で、となっております。それでまあ船長、機関長をつけていただいたら、

ええー、１日だったら、まあ、船長、機関長がついたら、２万７千円というような形で、契

約をさしていただいております。それでまあ、ちょっと説明、今回の補正の絡みで、ええー、

ご説明がちょっと不足していて、今さしていただこうと思うんですが、まあ船舶修繕料が今

回、検査に出した後、非常にちょっと修繕が、３００万ほど余分にかかるというような事態

が発生しまして、２月の段階で、この借上料から、３００万ほど、修繕費の方に流用もさし

ていただいております。以上です。 

○（池本 光章 議長） 

他に質疑はありませんか。（「ありません」の声あり）質疑がないようですから、これで

質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり） 
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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１９号、「平成３０年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第２号）」

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１９号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９、議案第２号 

○（池本 光章 議長） 

日程第１９、議案第２号、「上島町の設置に伴い失効することとなる岩城村保健福祉職員

修学資金貸付条例の経過措置を定める条例を廃止する条例」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）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２号、「上島町の設置に伴い失効することとなる岩城村保健福祉職員修学資

金貸付条例の経過措置を定める条例を廃止する条例」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、就学資金借受者の償還が完了いたしましたので、この条例

案を提出するものでございます。なお、条例の廃止等につきましては、大本健康推進課長か

ら説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○（大本 一明 健康推進課長） （挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 大本健康推進課長。 

○（大本 一明 健康推進課長） 

はい。この条例につきましては、平成１６年の合併時におきまして、借受人の償還期限が

まだ残っていたため、経過措置を定めた条例であります。すべて償還が完了したため、この

条例を廃止するということになりました。 

附則として、この条例は交付の日から施行といたします。また、条例の廃止に伴い、同規

則についても廃止といたします。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。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。（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２号、「上島町の設置に伴い失効することとなる岩城村保健福祉職員修

学資金貸付条例の経過措置を定める条例を廃止する条例」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２号は、原案のとおり可決されました。 
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日程第２０、議案第３号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２０、議案第３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３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

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、農地利用最適化委員の報酬に

ついて、業務遂行上、見直しを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、森本農林水産課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 森本農林推進課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

はい。それでは、議案第３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」についてご説明いたします。 

それでは、改正につきまして、新旧対照表でご説明いたしますので、参考資料の２分の１

ページ目をご覧ください。 

別表第一、所属・農業委員会の農地利用最適化推進委員の報酬額を年額６万円から１３万

円と改正するものでございます。 

上島町農業委員会は、平成２８年の法改正により農業委員１６名体制から現在の農業委員

８名と農地利用最適化推進委員１０名の体制に移行しました。新体制では、当初、農地利用

最適化推進委員は、農業委員の活動を補佐する役割が想定されておりましたが、現在の業務

は、会議の議決権が無いことを除き、農業委員と同様に毎回会議に参加して、尚且つ農地パ

トロールも実施しています。県内の事例でも約半数の市町が、農業委員の報酬と同額となっ

ております。 

これら推進委員の役割も農地の最適化を図ろうとするうえで重要な位置づけとなっており

ますので、見直しを図ろうとするものでございます。 

なお、この条例は、平成３１年４月 1日から施行したいと考えております。 

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、提案理由等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。 

○（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） 
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 あのー、ちょっと、総務課の方にちょっと、お伺いたいんですけど、まあ、この条例の字

句ですねえ、「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例」ってこう常に出るんですけど、委

員は委員の弁償法の条例にして、議会と理事者ですね、いわゆる町長、教育長等の分と別に

して書くことができんのか。これ、いかにも議員がしょっちゅう、あの報酬の事を論じらり

ょうるようでねえ。その点、やっぱし、議会議員と各種委員とのちょっとねえ、そこらちょ

っと、法律上、条例に照らし合わせてみてね、どうなのか言うことができないのか。その点、

総務課はどのように捉えますか。 

○（古本 正 総務課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 古本総務課長。 

○（古本 正 総務課長） 

 はい。この条例のまあ名前についてですが、一応他、各市町、市町ともほぼ同一なので、

その件については、少し勉強言うか、研究させてください。お願いします、はい。 

○（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。（「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３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３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１、議案第４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２１、議案第４号、「上島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（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４号、「上島町職員の定年等に関する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、地域における職務と責任の特

殊性を考慮し、関係規程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、議長。 

○（池本 光章 議長） 古本総務課長。 

○（古本 正 総務課長） 
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はい。議案第４号について、説明いたします。 

今回の改正点は、上島町魚島国民健康保険診療所における医師の定年について、地域の特

殊性に対応するため、任用できる年齢を延長するものです。 

それでは、「上島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」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。 

第３条について、医師の定年を「年齢７０年」から「年齢７５年」に改正いたします。 

２枚目にお戻りください。 

附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。 

以上、議案第４号、「上島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」について、

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、提案理由等の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はございません

か。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

はい。えーと、午前中の一般質問もあのー、出てたようですが、まああのー、へき地医の

確保ということで、非常にそのこの町も苦慮してるということなんで、まあ当然、岩城の先

生も先あまり、「直ぐ後釜何とかしてください」って言われてるらしいですが、そういう中

で、やはりあのー、高齢化社会において、この医師７５歳定年の必要があるんかなって、考

えるんですよ。ほで、まあ少なくともそのー、７５歳ではまだ十分働けるちゅう感覚を持っ

てますんで、まあ、かつて魚島に菅井健治先生っておっしゃって、先生がおられまして、あ

の方はまあ、魚島をリタイヤしまして、九州の方に行きまして、８０歳過ぎてもまだ、あの

ー、やっておられたということもありますんで、ちょっとこれ、ここで７５って決めるちゅ

うことは、どうなんかなって思うんですがねえ。どうなんですかねえ。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

 はい。ええー、これはまああのー、五嶋先生の方からはですねえ、「まあ１０年は頑張り

たい」と、このようなあのー、いただいております、メッセージを。ただ、今の制度の中で、

まああのー、７０歳以上でどこまでその、健康状態をキープできるかどうか、医師の場合は

体力勝負ですから、本当にまあ、きついお仕事だと思いますし、まあ、そういった健康管理

をまああのー、医者の不養生という言葉がありますけど、そういったことにならないように

やる、やらざるを得ないということで。 

で、そういった中でじゃあどこまで上げた方が良いのか、撤廃した方が良いのかという議

論もございますが、今の先生の健康状態、それから、こういったへき地医療の現場の方のあ

の、いろんな事例等を勘案しまして、まあとりあえず、じゃあ７５歳まで様子を見さしてい
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ただいて、先生がまだ１０年はやりたいというお話ですので、その時点で、再度また、延長

ということをあのー、審議していただく方が良いのかなと思って、まあ、段階的にですね、

こういった提案をさしていただきました。ええー、最初から８０っていうのは、ちょっとき

ついかなというのもありまして、実際には、そういった先生もいらっしゃいますし、まあ今

朝の議論じゃあないですけど、これからの離島医療で医師を確保するというのは、本当に大

変なことなんで、先生が元気でいつまでも頑張っていただけるっていうのが、本当に一番我々

の嬉しい話ですし、岩城の康太郎先生も本当にあのー、「しんどいけん、何とかならんのか」

という話を聞かされます。 

でも、あのー、本当に、元気で頑張っていただくしかないなと思ってますし、逆にここか

ら後の医師の確保のシステムですね、これはもう真剣に悩まなくてはいけないし、今のよう

に地域、こういう僻地に対する医師の派遣システム、そういった紹介事業だけでは、おそら

く回らないだろうと思ってますし、で、いろんな事例を見てますと、そういったあのー、若

い人が、輪番制で入ってくるみたいな、そういうシステムもできつつあるというか、検討さ

れているということも聞いています。そういったことも含めて、これから、もっともっとい

ろんなことが、可能性として出てくるんのかなと思ってますけど、私共はもう本当に今、魚

島に赴任していただいた五嶋先生のそういう気持ちを大切にして、「島民の皆さんと一緒に

なって、健康を皆でつくっていく」という、そういうスタンスで頑張っていただけたらとい

うことで、まあ取り敢えず、７５歳ということで提案さしていただきました。以上です。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 まあですね、そこで、決めてしまうと逆に、次の方でやってくださる方が、７０超えてた

ら、それは採用できないちゅうことになってくるんで、むしろここで定年を決めなくても良

いんじゃないかっていうふうに思うんですよね。そして、当然あのー、今の現在の先生も、

やっぱり人間ですので、体調悪くなることもあるかもしれませんし、それをいくら頑張って

いただけても頑張れない状況になるかもしれないちゅうことになったときに、その後を仕組

みをちゃんと作っていないと、結局同じことになって、返ってこの条例が邪魔になるという

事も起きうるんじゃないかと。 

だから、問題は２つあって、要するにその、自治医大あたりから派遣してもらう、そうい

う仕組みをとにかく難しくても作っていくのが１つと、現在やってる場合とそれからあと、

その間を埋めてもらえる先生が、例えば７５超えてると採用できないということになるのも

どうかなと思うんですよね。 

ですので、ここで敢えて、これ決める必要があるんかなというのが私、非常にさあ、思う

んですよ。ですので、あのー、その先生の希望は、まあ、７５になったら、まあリタイヤし

たいと仰るんであれば、それはもうそれでその先生の都合ですので仕方ないと思いますし、

ええー、「定年が来たから辞める」っていった形じゃなくても良いんかなと思うんですが、

どうなんですかね、その辺り。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 
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○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

 はい。この定年の、年齢の決め方について、全国的なあの調査をいたしました。そしたら、

一般職については、６０、で、だいたい医師については、７０歳がほとんどでした。 

ほて、まあ定年という、条例で定年を定めるのは決め事なんで、これは、何歳という形を

決めないといけないと思いますんで、一応今後、一般職についても６５になる可能性もあり

ますし、それを踏まえて、今回、医師については、えーと、７０から７５に上げさしていた

だきました。今後まあ、そのー今後状況に見ながら、社会情勢も変わってくるんで、それに

ついてはまた、あの対応さしていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

○（７番・平山 和昭 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 まああのー、今後って直ぐですからね、本当に２、３年先にこうそういう問題が出てくる

んで、まあ当面はこれで条例を定めても、本当にあの、この問題はしっかり形作っていかな

いともう、ずっとこのまま、こういうことが繰り返されるんでね、ですのでまああのー、定

年定めるのが良いかどうかっていうことは、いろいろ議論あると思いますけれども、もうあ

のー、高齢化社会ですので、医師も８０、９０までやるって方もいらっしゃるんで、その方

たちでも OK.の道を作っておく方が良いと思いますんで、まあ、しっかり検討をお願いします

よ。 

○（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。（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４号、「上島町職員の定年等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４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２、議案第５号 

○（池本 光章 議長）  

続いて、日程第２２、議案第５号、「上島町行政組織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）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５号、「上島町行政組織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、上島町行政組織再編に伴い、関係規程を整
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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、議長。 

○（池本 光章 議長） 古本総務課長。 

○（古本 正 総務課長） 

議案第５号について説明いたします。 

行政における本庁と支所間の業務内容統一を図り、組織のスリム化を図りたく、その一部

を再編いたします。 

主な改正としては、弓削総合支所本庁の６課を３課に統廃合するものです。 

それでは、「上島町行政組織条例の一部を改正する条例」について、参考資料の新旧対照

表で説明いたします。 

５枚目をお開きください。 

５分の１ページの第２条にありますように、弓削総合支所本庁３課を統廃合いたします。 

「総務課」に管財課及び企画財政課の財政部門を統合します。企画財政課を２つに分けて、

企画部門を広報情報課と統合し、「企画情報課」とします。そして、税務課を住民課と統合

して「住民課」とします。 

第３条の事務分掌ついて、５分の２ページより１０番から１７番として、管財課と企画財

政課財政部門の事務分掌を移行します。以下、番号を繰り下げます。 

５分の３ページについては、企画財政課の企画部門と広報情報課を統合し「企画情報課」

とします。 

５分の４ページについては、税務課を住民課と統合し、５分の５ページにかけて、事務分

掌を整理します。 

４枚目にお戻りください。 

附則として、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。 

以上で議案第５号、「上島町行政組織条例の一部を改正する条例」について、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、提案理由等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。 

○（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、午前中の一般質問で、もう少し詳しい、その組織変更に関する説明があっ

たと思うんですけれども、それ、もう少し詳しくご説明いただきたいんですが、お願いでき

ますでしょうか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 
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 はい。えーとあのー、この編成の内容ですが、最終的にですねえ、岩城橋開通した場合の

支所のまあ統廃合と言いますか、その、役割分担ですね、これを見込んで、まとめられると

ころをまとめていって、業務能率を上げていくという、そういう考え方でやっておりますが、

ええー内容につきましては、２つの課を１つにまとめながら、横断的な仕事の部分を少ない

人員でカバーできるんじゃないかと、そういう考え方に基づいてやっております。業務内容

言うか、事務分掌はこの中に書いてあるとおりでございますが、実際に、ええー、まああの

ー、今回の災害とか、いろんな場面でですね、課ごとで対応する部分が結構ございまして、

その時のまあ、人員配置、そういったものが小さい課ですと、なかなか思うようにできない

部分がございまして、そういった面からある程度まとまった課の方が、いろんなことに対応

しやすくなるという、そういう基本的な考え方に基づいて進めたいと思っておりました。 

ええー実際に、この統合によって、業務内容またがる部分を２人充てていたところが１人

で、１人若しくは１.５人ぐらいでカバーできるんじゃないかと、そういうふうな事務分掌の

分担を見込んでおります。まあこれは、あのー、なかなか、そうは言いましても、今度この

統合された課と、じゃあ他の課との繫がりがどうなるのかとか、そういった問題は当然これ

からも出てきますが、ええー、役所の縦割りとか、そういった弊害をなくす方法は、まあ、

こういった課の統合だけではないんですけど、いろんな方法を試さざるを得ないと思ってお

りますが、最終的な上島町役場としての組織のあり方、これは、どういう形態が良いのかと

いうことを、これからこういう試行錯誤を積み重ねながら、最終のパターンを決めていくべ

きだと思っておりますので、ええー、今回はこういうことでまず第一段階ということで、や

らしていただきました。以上です。 

○（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。全然あのー、歯切れが悪くてわからんのですけれども、基本的にですね、今のあの

ー、総合支所方式をもし架橋を目指して、その後の事を考えていくんであれば、もう総合支

所方式は辞める。本庁方式に行くちゅうような、ＥＮＤの見方をあのー、目的を立ててやっ

ていかないと、この期の途中にこんな大きな組織改編して、そしてそのー、上手く回ってい

くかどうかもわからないちゅう気がするんですよね。 

ですので、その試行錯誤、それは良いんですけども、何かＥＮＤの姿が見えないで、やっ

てるんで、むしろそのー、午前中の一般質問の回答からいったら、まあ、人件費削減を目指

すのもその一環だといったような答弁されておったんで、ええー、そうであるならば、もう

あのー、支所のあり方から考えて、「ＥＮＤはここへ持っていくんだ」っていうことからや

っていかないと、あのー、結局役所が持っとる業務が減るわけじゃぁないんですよねえ、や

んなきゃならないことは同じでしょ。だから、そういう中で、じゃあ「課が、課なり、部な

り、大きくなれば、あそこで回せる」っていう考え方なんでしょうけども、合併当初はまあ、

部長制度設けまして、部長制度になるとやって、まあ、何年かやりまして、「それもちょっ

と上手く回らないじゃないか」ってこともありまして、まあ、政権変わってこういうふうに

なってるんで、もうちょっとあのー、おしまいのＥＮＤの形をですね、言っていただいて、
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こういう組織改編言っているんだっていう流れが見えないと、多分、あのー役場の皆さん方

も何かすっきりせんじゃないですか。どうなんですか、皆さん。 

まああのー、組織は、理事者側の権限でやるんで、議会がどうこうせいっていう話ではな

いんでね、まあ、それはそれで良いんですけども、まあ、この町のさっき仰ったように、ど

ういう役所のあり方が良いんかっていう、あの形の論議がなされた上でのこのステップなら

わかるんですけれども、どうもそういうふうに見えないんで、ええー、もっと他の理由があ

るんじゃないかなと思うんですよねえ。 

結局、縦割り、横割り、横の連絡、縦の流れ、そいらが上手く回って、今では回っていか

ないんでって言ったら、話なら、まあ、見てるとそうだろなと思ってわかるんだけれども、

いうことなんで、あのーやはり、こういう大きな組織改編して町の姿が変わるわけですから、

もう少しあのーＥＮＤの姿をさあ、あの見せていただきたいなと思うんですよ。まああのー、

組織いじるのはそちらの権限ですので、駄目だとは言いませんけども、そういう説明ちょっ

とほしいですよね。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 基本的には、あのー、総合支所方式は、辞めるつもりでおります。で、これは、ええーま

ああのー、公共施設のあり方検討会の方にも投げかけて議論していただかないと思ってはお

りますが、で、じゃあどういうふうな格好になるかというと、今のこの庁舎の形態とかです

ね、規模、これを考えると１箇所に本庁方式で集めるというのは、相当無理があります。 

で、じゃあどうしたら一番良いのかということで、今考えておりますが、なかなか良い案

というか、それは、あのー、あれですかあのー、難しいところではありますが。ええー、今、

1つの案としては、例えば、この弓削庁舎には何課と何課と何課がくると。ほで、生名庁舎に

は、この課とこの課と。岩城にはこの課とこの課と。そういうふうな、分散方式でもやれる

んじゃないかと。それだと新しい庁舎を建てる必要がないと。ただ、その時にまあ、インタ

ーネットとか、そういった事務のまあ共通認識と言いますか、情報の共有ですね、その辺を

上手くやる、そういうシステムをきちんと作らなきゃいけないと考えています。 

ただ、今のこういったあのー、ＩＴがどんどん進んでいる中で、ましてやあのー、大手企

業とかでは、フリーアドレスとか、そういったオフィスの形態とかもどんどん出てますし、

県とか、そういった自治体でもそういう試行はもうなされておりますし、まあ、それが上手

く機能するかっていうは、まだ、難しいところはあると思いますけれども。基本的には、そ

ういう格好で、窓口だけは、きっちりと皆さんにご迷惑をかけない、ご不便をかけないよう

な、ワンストップで対応できるような、それ以外のところについては、各担当課を分散さし

ていくという、そういう方法でやることはできると思っております。 

例えば、弓削から岩城まで移動しても２０分以内でほぼ現場に行けますんで、他の市町村

と比べても、それは、全然、支障にはならないだろうと思っております。後は、職員間のそ

ういう連携が上手く取れるかどうかと、そういったところが一番の問題になると思いますん

で、その辺も含めて、いろんな議論を重ねていきたいと思っております。以上です。 
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○（１番・村上 要二郎 議員）（挙手）。 

○（池本 光章 議長） 村上 議員。 

○（１番・村上 要二郎 議員） 

 はい。町長、平山さんへのリップサービスありがとうございました。あのー、そういう事

は内部でしっかり話し合いして、もっと時間をかけて、今言うんじゃなくて、してもらった

らと思いますんで、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。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

 まああのー、組織に関しては、いろいろ難しい話はありますけども、やはりあのー、職員

の皆さんと一緒にですねえ、やり方、で、さっき仰ってるような、町長の仰ってる形だった

ら今と変わらんのですよねえ。かつてあった部長制度の下に建設部が向こうにあったとかと

いう話になるだけの話なんで、ええー、まだまだ煮詰め方が足りないと思いますんで、それ

はもうあのー、皆、優秀な職員さんいらっしゃるんで、そのアイディアも出していただいて

ですね、当然その、分散するんなら分散する仕事の仕方っていうのが全然変わってくると思

うんですよね。その辺りの構築もせにゃあいかんわけですし、今般はこういうことで、おや

りになるんで、それはそれで仕方ありませんけれども、あのー、もっと根源的な話で皆さん

と相談されたらよろしいと思いますんで、まあ、頑張っていただきたいと思います、はい。 

○（池本 光章 議長）  

 他に質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで

質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声

あり）討論がないようですから、討論を終わります。 

これから、議案第５号、「上島町行政組織条例の全部を改正する条例」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） 

賛成者：村上議員・林 議員・大西議員・藏谷議員・寺下議員・檜垣議員・平山議員

濱田議員・池本興治議員・松原議員・亀井議員 

反対者：前田議員・土居議員 

起立、多数です。よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２３、議案、失礼しました。ちょっと時間がきましたので、１０分、３時

１０分まで休憩としたいと思います。 

 

（ 休 憩 ： 午後 ３時００分 ～ ３時１０分 ） 

 

日程第２３、議案第６号 

○（池本 光章 議長） 
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それでは、再開します。 

続いて、日程第２３、議案第６号、「上島町水道法施行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６号、「上島町水道法施行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、上島町行政組織再編に伴い、関係規程を整備す

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、中濵生活環境課長から説明いたします。 

○（中濵 淳一 生活環境課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

それでは、新旧対照表で説明しますので、参考資料の１ページをお開きください。 

第３条第１項第３号中、短期大学の次に（同法による専門職大学の前期課程を含む。）を、

卒業した後の次に（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）を加え、同

項第８号中、又は水道環境を削ります。 

続いて、２ページをお開きください。 

第４条第１項第２号中、卒業した後の次に（学校教育法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した後）を、同条第３号に規定する学校を卒業した者の次に、（同法による専

門職大学の前期課程にあっては、修了した者）を加え、同項第４号中、修めて卒業したの次

に（当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専

門職大学前期課程」という。）を終了した場合を含む。）を、同条第３号に規定する学校を

卒業した者の次に（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）を加えるも

のです。 

なお、この条例は平成３１年４月１日から施行いたします。 

以上、簡単ですが議案第６号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長）  

ただ今、提案理由等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。

（「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないようですから、討論を終

わります。 

これから、議案第６号、「上島町水道法施行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、全です。よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４、議案第７号 
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○（池本 光章 議長）  

続いて、日程第２４、議案第７号、「上島町火災予防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） はい、村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

はい議案第７号、「上島町火災予防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、違反対象物に係る公表制度が実施されるため、

関係規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、濱田消防長から説明いたします。よろしくお願

いいたします。 

○（濱田 将典 消防長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田消防長。 

○（濱田 将典 消防長） 

はい、条例の内容について説明いたします。 

今回の改正は消防法令に重大な違反のある防火対象物について、その違反内容等を公表す

る制度の開始によるものです。 

上島町火災予防条例第４７条の次に防火対象物の消防用設備等の状況の公表の１条を加え

ます。 

新旧対照表で説明いたしますので、参考資料をお開きください。 

改正後として、防火対象物の消防用設備等の状況の公表、第４７条の２の条文を加えます。 

なお、公布後、十分な周知期間を確保し、平成３２年４月１日からの実施の通知に基づき

この条例は平成３２年４月１日から施行します。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします 

○（池本 光章 議長）  

ただ今、提案理由等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。

（「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないようですから、討論を終

わります。 

これから、議案第７号、「上島町火災予防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７号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５、議案第３６号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２５、議案第３６号、「工事請負契約の締結について（上島町最終処分場

建設工事（造成））」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 
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○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第３６号、工事請負契約の締結について、次のとおり請負契約を締結することについ

て議会の議決を求めるものでございます。 

１ 契約の目的  上島町最終処分場建設工事（造成） 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約金額   金３１３，０３８，０００円 

４ 契約の相手方 愛媛県越智郡上島町弓削鎌田２３７番地 

         有限会社 小川工務店 

         代表取締役 小川 俊次 

提案理由としましては、上島町最終処分場建設工事（造成）について請負契約に付するた

め、地方自治法第９６条第１項第５号並びに上島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものでございます。 

なお、工事概要等につきましては、中濵生活環境課長から説明いたします。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、中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい、それでは工事内容について説明いたしますので、参考資料の１ページをお願いしま

す。 

本工事は、平成２７年度に策定した上島町一般廃棄物処理基本計画に基づき、管理型の最

終処分場を整備するもので、施工箇所及び年度ごとに実施する主な工事概要を示しておりま

す。 

続いて、２ページから１１ページには、それぞれの工事概要に関係する図面を添付してお

ります。 

なお、図面の後には、入札結果一覧表、工事請負契約書のコピーを添付しております。 

以上、簡単ですが議案第３６号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長）  

ただ今、提案理由等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。 

○（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）  

はい、先の全員協議会で同僚議員からも多数の質問があり、それに対する回答と言います

か、答弁がありましたけども、ええー、なかなかあのー、簡単に言いますと、この工事の結

果について、落札結果について理解しにくいと言いますか、理解できなかったというのが事

実であります。と申しますのは、この入札請負結果一覧表１枚、これにですねえ、失格と落

札が書かれております。失格のねえ、理由とか原因とかいうものが何ら明記されてないので、
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この１枚の入札結果一覧表でですねえ、これを理解しようというのが無理じゃないかと。こ

のように思いますが、これはやはりきちっと理由があり、原因がわかっていれば、ねえ、こ

の２枚目に添付していただかないと、なかなか理解し難いと、このように思いますが、その

辺の事はどのようにお考えでしょうか。 

○（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、濱田議員の言われるように、なかなか理解しにくいところがあると思います。で、

今日、それの制度の説明資料を用意さしているんですけど、議長、それ配布さしていただい

てもよろしいでしょうか。 

○（池本 光章 議長）  

よろしいですか。（「はい」の声あり）じゃあ、配布してください。（事務局長、配布） 

○（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） 

今、お手許に配らせていただいたのが、抜粋にはなるんですけれども、１枚目が上島町低

入札価格調査制度実施要領の関係部分の抜粋になります。で、今回該当しました失格判断基

準のところが、ええー、黄色で塗ってます第１０条のところになります。で、読ませていた

だきますと、低入札、あっ、低価格入札者が入札時に提出した工事費内訳書記載の各費目の

金額が別表２に掲げる失格判断基準のいずれか一つに該当する場合は調査資料の提出を求め

ることなく当該入札を失格とするという事でございます。 

で、２枚目をめくっていただきますと、その第２条がございまして、ええー、上側の赤枠

で囲っているところ、ええー、これ、費目で直接工事費、共通仮設費、現場管理費、それぞ

れの設計金額の割合７５、７０、３０、それを下回る場合は失格となるということでござい

ます。 

で、最後に、それの流れのフローを、低入札の場合の流れのフロー示しております。で、

この赤枠の部分の流れで、調査基準価格未満の入札でありまして、失格が判断基準に該当し

たという事で失格という事で、にさせております。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）  

はい、資料ありがとうございます。ええー、この低入札価格調査制度実施要綱、これ、私

ネットで上島町の例規集オープンしたんですけども、ええー、ほとんどがまあ、入札とかね、

いろいろ頭に入っていると、これが出てくると思うんですけど、これに入札という事が入っ

ていないので、この要綱が私が発見できなかったんだけど、これ、例規集に当然載っている

ということでしょうか。 

○（河端 光法 管財課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、河端管財課長。 
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○（河端 光法 管財課長） 

例規集と言いますか、上島町のホームページの中に入札・契約という項目がございまして、

そこに関係規程を全部網羅して載せております、はい。 

○（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）  

それでですねえ、失格とか、安くて失格とかいうのが、私の知る範囲では今回が初めてじ

ゃないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○（河端 光法 管財課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、河端管財課長。 

○（河端 光法 管財課長） 

上島町では初めてのことであります。県内のいくつかの町に状況を確認しましたところ、

この基準に該当して失格にしている案件はいくつかあるという事で、例えば、多いところで

ここ数年で１０件ほど失格をしていると。で、愛媛県にも確認しましたら、愛媛県は、この

３０年の１月末までに６件程度の失格の案件があったということでございまして、愛媛県内

の市町は県に準じて同様に運用しております。で、全国でも、全く同じじゃないですけども

類似した制度も運用しております。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）  

はい、まあ、本町では初めてのことだと言うのなら、なおさらですねえ、やはりあのー、

この結果一覧表１枚だけでですねえ、理解しろと言うのは難しいので、やはり、こういうも

のだということをきちっと添付していただけたらと、このように思います。それと、ええー、

従来、公共工事のですねえ、入札に関しては、その一般競争入札とか、それから指名競争入

札等々があるようですけども、この案件でいろいろ違うと思うんですけど、どれがどういう

判断基準で、一般だとか、指名に分けるんですかねえ。その辺の判断材料というのは。 

○（河端 光法 管財課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 河端管財課長。 

○（河端 光法 管財課長） 

上島町の運用としましては、一応３千万円以上の土木工事、土木一式工事、建築一式工事

については、一般競争入札で、朝の話にもありましたけども、該当するものは総合落札方式

を適用さしていただいております。それ、３千万円を下回るものについいては指名競争入札

で対応さしていただいております。 

○（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）  

はい、ありがとうございます。それで、これも直接これとは関係ありませんけども、一番

私共が心配するのが、これまで工事現場等々でですねえ、言われるのが、工期がずれるとい
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う話が町民から聞くんですよね。で、それは、単純に材料がなかったのか、仕事量が多いか

ら遅れたのか、いろいろあると思うんですけども、その契約の工期を順守してほしいという

のがですねえ、まあ、一般町民の願いであり、我々の願いであると。そういう観点から言い

ますと、入札の結果ですねえ、工事を一括して下請け、あるいは丸投げと言いますかねえ、

そういう事に対するねえ、厳正な対処を、あるいは厳しい監視を当然やってると思うんです

ねども、その辺の状況はいかがですか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

はい。ええー、今、今年のように災害等ですねえ、いっぱいありまして、こういった場合

には本当に、まあ、土木業者さんも大変な状況になっているのは事実だと思いますが、これ

はあくまでも契約なので、工期がきちんとあって、それをできるという見通しの下にお互い

契約しとるわけですから、何としても守っていただかなくてはならないし、ええー、ただ、

役場としましては、当然、現場監督と言いますか、それぞれ全部付いておりますので、それ

が適切な工程、適切な指導、まあ当然、部分的な変更等ありましたら、変更の協議をしなが

ら変更契約を結んでいくという、こういうことになりますんで、それは、しっかりとやって

いきたいと思っておりますし、今までの中で、まあ年度をまたいでやっていた部分について

は、多少ゆとりがある部分があったりして、それはそれで工期内に終わるようになっていっ

たところが多いと思います。 

ええー、一番難しいのはやっぱり３月末と言うか、３月中の後期の、それをどうやって上

げるかというのが一番、ええー、発注時期が遅れて年度末までに上げなければいけない部分、

その辺の工程管理、それから、他とのバランスですねえ、どうしてもそこに集中してきます

んで、それをきっちりやっていけるように、これから職員ともどもきっちりと土木業者さん

との指導監督、取り組んで参りたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。 

○（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）  

まあ、当然ですねえ、入札に当たりましてはですねえ、まあ、担当者はですねえ、その業

者がですねえ、どの程度の手持ちの仕事を持ってるかというのは当然把握されてですねえ、

そのうえで勘案してですねえ、入札に受けるという形を取っていただかないと。とりあえず、

もう取って、取って、取ってという形ではですねえ、なかなか町民がですねえ、自分の裏庭

のですねえ、崖を大雨で壊れたと、崩れたと。もう３年ほど前の話ですけども、予算は３月

末についていると、ところが実態は、工事はね、６月、７月に掛かりますと。で、なかなか

完成が終わらない。とりあえず縄張りと言いますか、縄だけ張っているという状況もあった

んですよね、事実。 

ですから、今後の問題としてですねえ、やはり工事の下請けに出さないのであれば、やは

り業者の手持ちの仕事の量も勘案してですねえ、入札を受けるか、受けないかという事も含

めて考えていただきたい。まあ、このように思っておりますので、よろしくお願いいたしま
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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。（「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３６号、「工事請負契約の締結について（上島町最終処分場建設工事（造

成））」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３６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６、議案第３７号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２６、議案第３７号、「工事請負契約の締結について（上島町最終処分場

建設工事（浸出水処理施設））」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）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第３７号、工事請負契約の締結について、次のとおり請負契約を締結することについ

て議会の議決を求めるものでございます。 

１ 契約の目的  上島町最終処分場建設工事（浸出水処理施設） 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約金額   金４５９，０００，０００円 

４ 契約の相手方 広島県広島市西区観音町９番７号 

         浅野環境ソリュウション株式会社 

         広島支店 支店長 鹿島 保彦 

提案理由としましては、上島町最終処分場建設工事（浸出水処理施設）について請負契約

に付するため、地方自治法第９６条第１項第５号並びに上島町議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものでございます。 

なお、工事概要等につきましては、中濵生活環境課長から説明いたします。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） 中濵生活環境課長。 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

はい、それでは工事内容について説明いたしますので、参考資料の１ページをお願いしま

す。 

先ほども説明しましたが、本工事は上島町一般廃棄物処理基本計画に基づき、管理型の最

終処分場を整備するもので、施工箇所及び年度ごとに実施する主な工事概要を示しておりま
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す。 

続いて、２ページから３ページの平面図に処理施設の施工箇所を赤色で示しております。 

ええー、４ページからは、達成すべき要求水準や性能を規定した発注仕様書の抜粋資料を

添付しておりますので、後ほどご参照ください。 

なお、仕様書の後には、入札結果一覧表、工事請負契約書のコピーを添付しております。 

以上、簡単ですが議案第３７号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由等の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（複数の「ありません」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論がないようで

すから、討論を終わります。 

これから、議案第３７号、「工事請負契約の締結について（上島町最終処分場建設工事（浸

出水処理施設））」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３７号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２７、議案第３８号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２７、議案第３８号、「公有水面埋立ての諮問に対する答申について」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）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第３８号、公有水面埋立の諮問に対する答申について、公有水面埋立法第３条第１項

の規定により、愛媛県知事から次のとおり公有水面埋立てについて意見を求められたので、

異議ない旨答申いたしたく同条第４項の規定により議決を求めるものです。 

１ 埋立位置   越智郡上島町弓削佐島 2800-3番地先公有水面 

２ 埋立面積   ３９．７８平方メートル 

３ 埋立地の用途   護岸用地 ２２．１５平方メートル 

道路用地 １７．６３平方メートル 

４ 埋立に関する   着手  免許の日から３月以内 

工事の施行期間   竣工  着手の日から３年以内 

提案理由ですが、社会資本総合整備計画に基づき、交通の安全確保とその円滑化、住生活

の安定確保等の向上を図ることを目的とする社会資本整備事業を推進するため、この案を提

出するものでございます。 

なお、埋立の内容等につきましては、越智建設課長から説明いたします。よろしくお願い

します。 
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○（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 康浩 建設課長） 

それでは、公有水面埋立の概要について、説明させていただきます。 

 参考資料の１ページの「上島町全図」をお開きください。 

 埋立計画地は、佐島の三つ小島地区で湾内の護岸部分の赤の引き出し線を表示しました

位置です。 

２ページ目の「平面図」をお開きください。埋立区域は、赤色で着色した部分でございま

す。 

３ページの「埋立区域実測平面図」をお開きください。埋立面積につきましては、左下に

表示していますように、黄色で着色の道路用地 17.63平方メートル（埋立延長 21.1ｍ）、紫

色で着色の護岸用地 22.15平方メートル（護岸延長 33.7ｍ）で合計 39.78平方メートルです。 

次に断面図を説明させていただきます。 

４ページ、埋立地縦断面図でございます。 

５ページの「工作物構造図」をお開きください。朱色で示しているところが今回の新設護

岸でございます。護岸の基礎工部分は基礎捨石で施工し、上部工は重力式擁壁の波返し付き

で現場打ちコンクリートを打設することとしております。 

青色部分の既設護岸部分におきましては、上部コンクリート部分を道路計画路面高から１

メール下まで取壊しをいたします。 

道路部分につましては、アスファルト舗装４センチメートルの舗装厚で施工し、車道幅員

５ｍで施工いたします。 

以下、愛媛県からの諮問書、縦覧依頼、県報の写しを参考に添付しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由等の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（複数の「ありません」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。こ

れから討論を行います。討論はありませんか。（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３８号、「公有水面埋立ての諮問に対する答申について」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３８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８、議案第３９号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２８、議案第３９号、「町有財産の無償譲渡について」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）議長。 
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○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第３９号、「町有財産の無償譲渡について」次のとおり町有財産を無償で譲渡するこ

とについて、議会の議決を求めるものでございます。 

１ 譲渡する財産  旧豊島コミュニティセンター 

    所在地 上島町弓削豊島４５番地２ 

    構造及び延床面積 

     研修棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 木造２階建  448.47㎡ 

     宿泊棟 木造２階建         404.46㎡ 

     浴室棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建      81.00㎡ 

２ 譲渡の相手方  広島県神石郡神石高原町近田１１６１番地２ 

          特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 

          代表理事 大西 健丞 

提案理由といたしましては、地域のコミュニティ活動の発展に資するため、町有建物を無

償で譲渡するものでございます。 

なお、内容等につきましては、森本農林水産課長から説明いたします。よろしくお願いい

たします。 

○（森本 英隆 農林水産課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 森本農林水産課長。 

○（森本 英隆 農林水産課長） 

それでは、議案第３９号、「町有財産の無償譲渡について」ご説明いたします。 

今回の議案は、旧豊島コミュニティセンター建物の無償譲渡について、地方自治法第９６

条第１項第６号の規定に基づき提案するものでございます。 

旧豊島コミュニティセンターにつきましては、平成２９年６月議会におきまして条例を廃

止し、平成２９年７月２０日から現在まで、特定非営利活動 法人ピースウィンズ・ジャパン

に無償貸し付けを行っています。 

参考資料１をお願いいたします。町有財産審議会報告書でございます。 

引き続き、参考資料２をお願いします。ピースウィンズ・ジャパンから提出された事業実

績と計画書です。 

実績におきましては、現代アートを核とした見学会やミーティング、研修等を開催し、７

月には、国際的に活躍できる人材育成を目的として海外の子供たちと地元の子供たちとのサ

マースクールを行っております。 

計画におきましては、「豊島現代アートセンター（仮称）」を整備し、現代アート関連の

書籍や資料が閲覧できるスペースを開設。また、宿泊棟をアーティストの創作の場として提

供し、完成した作品の展示を予定しております。 

また、人材育成を目的としたサマースクールも引き続き行っていく計画でございます。 

以上のことから、現代アートの書籍や作品を町内外の方に広く閲覧していただき、より多

くの方を豊島に呼び込むことにより、「地域コミュニティ活動の形成を図る」という譲渡目
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的に適合した事業展開が可能であるとの審議結果でございます。 

参考資料３をお願いします。譲渡相手方の会計報告書でございます。 

それから、参考資料４をお願いします。県、国へ提出した財産処分報告書でございます。

平成３１年２月１２日をもって、その内容が国の方から適正と認められております。 

参考資料５をお願いします。譲渡契約書（案）でございます。それぞれ参考にしていただ

けたらと思います。 

 以上、簡単ですが、説明を終わります。よろしくお願いします。 

○（池本 光章 議長）  

ただ今、提案理由等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。 

○（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、ただ今説明がありましたんですが、旧豊島コミュニティセンターの建造物

を譲渡することには異論はないし、物事そのとおりにしていくことに承諾するわけでありま

すが、しかしながら、そこに付随するものがあるのではないか。例えば、昨年の６月議会に、

ちょっと名称的には違うかわからないけれども、電気の変電、電圧ですかねえ、その設備を

町の方が補正予算組みながら新たな物をして行った。そういう経緯から、建物外に付随する

諸々の物を今後どう取り扱っていくのか。 

 ええー、それはあくまでも、敷地内にある建物以外の物についての管理、監督、保全等々

を上島町がみて行くのか、その点についての捉え方をちょっとお聞かせ願えたらと思います。 

○（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 英隆 農林水産課長） 

はい、ここのですねえ、建物につきましては、全て譲渡するというような考えでおります。

そして、土地につきましては、以前からご説明さしております賃貸借の方の契約を現在する

ことにしておりますので、建物等につきましては、全て譲渡という形に考えております。 

○（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）  

私が訊いとることを、ちょっと理解してもらえてないようなんですけど、どういうふうに

説明したらいいのか、ええー、いわゆる土地は今までどおりお貸ししますね。建物は、譲渡

しますね。では、敷地内にそれ以外の物が何かないのかと。もし、あったら、そのある物は 

今までどおり上島町が管理、修繕等をしていくのか。その建物に付随、まあ、こんな事言っ

たらお恥ずかしい話ですけど、プロパンボンベは誰が管理するかいう問題を、一つの例です

よ、先ほど言った電気の変圧器の問題なんかは大きな金額になってくるんでね。そこらの点

を私が訊いている主旨なんで、その点再度答弁を願います。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 
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○（宮脇 馨 町長） 

 えっと、その辺りについては、参考資料の５の１ですねえ、その町有財産の譲渡契約書の

案の中の譲渡物件の第２条の２項ですねえ、「前項のほか、土地に定着する工作物について

も町との対象とする。」という考え方でございますので、先般ええー、補正予算の中で議論

のありました、そういった施設もこれに付随すると考えるべきだと思っておりますんで、ご

理解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）  

その件について、契約書にきちんと謳われています？ 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

これが契約書の案ですから、このままいく予定であります。（寺下議員から「はい、いい

ですよ」の声あり） 

○（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。（「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３９号、「町有財産の無償譲渡について」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３９号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８～第４３、議案第２０号～第３５号 

○（池本 光章 議長）  

続きまして、日程第２８、議案第２０号、「平成３１年度上島町一般会計予算」か

ら日程第４３、議案第３５号、「平成３１年度上島町上水道事業会計予算」までの「当初予

算案１６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２８、議案第２０号、「平成３１年度上島町一般会計予算」から日程

第４３、議案第３５号、「平成３１年度上島町上水道事業会計予算」までの「当初予算案１

６件を一括議題」といたします。 

それでは、議案第２０号、「平成３１年度上島町一般会計予算」から順次説明を求め

ます。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 
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議案第２０号、「平成３１年度上島町一般会計予算」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は、歳入歳出それぞれ７３億８，７００万円と定めます。 

第２項の（歳入歳出予算）は、後ほど別冊の「平成３１年度上島町一般会計予算編成基本

方針とその概要」により説明いたします。 

第２条の（債務負担行為）及び第３条の（地方債）につきましても、後ほど説明いたしま

す。 

（一時借入金） 

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は７

億３，８７０万円と定めます。 

（歳出予算の流用） 

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

それでは、８ページをお願いいたします。 

「第２表、債務負担行為」、事項は農業経営基盤強化資金を含む５事業で、期間及び限度

額をそれぞれ定めています。 

続いて、９ページをお願いいたします。 

「第３表、地方債」、起債の目的は過疎対策事業を含む１４事業で、限度額の総額は１１

億４，１６０万円、その他起債の方法、利率、償還の方法を定めています。 

それでは、別冊の「平成３１年度上島町一般会計予算編成基本方針とその概要」をお願い

いたします。 

まず、１ページから４ページに平成３１年度予算編成方針について掲載していますが、２

ページの「３ 予算編成の基本方針」をお願いいたします。 

平成３１年度の当初予算編成に当たっては、歳入に見合った歳出を基本に、緊急性・重要

性の高い事業を選択することにより「最小の経費（コスト）で最大の効果（サービス）」を

上げることを目指し、①から⑬の事項に留意しつつ、歳入については、これまで以上に町税

等自主財源の確保に努め、歳出については、予算編成が全事務事業の洗い出しでもあること

から、コスト意識を持ち、積極的に事業の見直しを進めることとし、安易に新規・増額要求

を行うことなく、課内での事業調整（課内予算編成会議等の実施）を行うなど、スクラップ

アンドビルドの原則の徹底を図った当初予算編成を行いました。 

５ページをお願いいたします。 

平成３１年度の当初予算編成は、簡素で効率的な行財政システムの整備と自主性、主体性

を持った地域づくりを目標に掲げ、福祉、医療、教育、産業、生活基盤の充実を基本として、

厳しい地方財政を取り巻く状況を踏まえ、限られた財源の効率的な運用を図りながら、地方

分権にふさわしいまちづくりに資するものといたしました。 

まず、一般会計の予算総額は、７３億８，７００万円（前年度比 2.5％増）で、歳入では地



 

87 

越智郡上島町議会会議録 平成３１年３月８日 開催 

 

方交付税の合併特例措置額が 0.1に逓減されることに伴う減額に加え、町税等自主財源比率

は 33.2％と依然として少なく、基金繰入金を除いた実質的な自主財源比率は 12.7％にすぎま

せん。このように国・県へ依存している体質は合併前と変わらず、財政運営上極めて弾力性

に乏しい状態が続いています。 

次に、９ページも併せてみていただいたらと思いますが、歳出における経常的経費のうち

義務的経費は、人件費が全体の 21.2％、公債費 16.8％、扶助費 2.7％となり、総額の 40.7％

を占めています。 

一方、投資的経費は、国庫補助事業１０億２，４５０万７千円、県単独事業８，５４６万

８千円、町単独事業４億５，４７７万３千円、災害復旧事業１，３８３万円、県営事業負担

金９５９万９千円で、全体では、１５億８，８１７万７千円・21.5％となっています。 

６ページをお願いいたします。 

財政調整としては、国の地方財政計画等によると、地方税、地方交付税等一般財源総額が

前年度当初予算を上回る額で確保されているものの、財源不足は著しく合併後初めて特別交

付税を計上した前年度の額を上回る１億５，０００万円を計上しており、さらなる過大見積

もりは財政運営に支障をきたすことから、当面は、基金繰入金、町債により補填いたしまし

た。基金繰入金については、前年度１３億３，０６５万８千円から１５億１，１０４万８千

円に増大していることから、将来の健全な町行財政運営が懸念される状況に変わりはありま

せん。 

町債については、後年度公債費負担を抑制するため、交付税算入措置のある適切な起債（過

疎債・辺地債等）を中心に計上し、さらに地方一般財源不足に対処するための臨時財政対策

債については、昨年に引き続き、見込額１億３，１２７万円の約 80％を当初予算に計上いた

しました。 

次に、７ページに平成３１年度と平成３０年度の当初予算比較表、８ページに平成３１年

度歳入予算目的別分類、９ページに平成３１年度歳出予算性質別分類をお示ししております。

個々の項目につきまして説明いたしますので、１０ページをお願いいたします。 

歳入について説明いたします。 

まず、町税についてですが、町民税(法人)の内均等割は、納税義務者数の増により、前年

度に比べ１６６万円の増となり、法人税割については、造船関連業の本格的な景気回復に向

けての動きが停滞していることから、前年度の実績により、前年度比２１０万円の減とし、 

全体では４４万円の減と見込みました。 

固定資産税は、主に新築家屋の評価分の増に伴い、全体では 0.02％の増となっています。 

また、軽自動車税は、重課税対象車の減等により前年度当初に比べ 3.8％の減、たばこ税は、

6.3％の減となっています。 

この結果、町税全体では、前年度当初と比べ、７５６万３千円、1.4％増の見込みとなって

います。  

１１ページをお願いいたします。 

次に、地方交付税についてですが、国税収入が増えたことにより、前年度を１，７２４億

円上回る１６兆１，８０９億円となりました。 
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平成３１年度の交付税の見込額は、公債費の元利償還金算入増減、基礎数値の変動による

増減、合併算定替え縮減による影響額の要因を含めて試算したところ、普通交付税は平成３

０年度交付決定額から約３億２百万円減の２９億５千５百万円と見込んでいます。 

当初予算では不確定要素を考慮すると共に、全体の予算編成面から、試算額の約 90％を計

上しており、0.4％減の２６億５，９００万円を計上しています。 

なお、依然として基金繰入金で補填している厳しい財政状況から、特別交付税の基礎数値

分として前年度比 50.0％増の１億５，０００万円を計上しています。 

続いて、分担金及び負担金についてですが、 

分担金は、平成３０年度及び３１年度ともに未計上となっています。また、負担金のうち

保育料は、消費税率の引上げに伴う幼児教育の無償化により前年度に比べ 35.8％の大幅な減

となり、 

その他の 10.3％の減は、養護老人ホーム入所者個人負担金及び健康診査個人負担金等の減

額によるものです。 

１２ページをお願いいたします。使用料及び手数料についてですが、使用料の 1.1％の増は、

港湾使用料及び公営住宅使用料等の増が主な要因です。また、手数料の 2.0％減については、

廃棄物処理手数料等の減によるものです。 

続いて、国庫支出金についてですが、負担金の増額は、国民健康保険基盤安定事業費負担

金（プラス１１７万６千円）等の増によるものです。 

補助金の減額は、循環型社会形成推進交付金（コミュニティプラント事業)（１億１,１７

４万８千円）の大幅な減額の影響が大きく、32.2％の減となっています。 

委託金については、参議院議員選挙費委託金（プラス１,０００万円）の増等により、406.7％

の増となっています。 

１３ページをお願いいたします。 

県支出金についてですが、まず、補助金の増額に係る主な要因は、水産物供給基盤機能保

全事業補助金(９，５００万円)の増があげられ、21.8％の増となっています。 

委託金については、愛媛県知事選挙費委託金（マイナス９００万円）の皆減等により、26.5％

の減となっています。 

１４ページをお願いいたします。 

町債についてですが、今年度の辺地債は、弓削開発総合センター天井耐震改修事業、岩城

高齢者福祉センター改修事業、道路施設整備事業及び防火水槽新設事業に充てることとして

います。 

過疎債は、観光推進事業やスポレクの管理運営費等のソフト事業、クリーンセンター改修

事業、水産物供給基盤機能保全事業及び長江港改修事業等のハード事業に充てることとして

います。 

合併特例債は最終処分場整備事業、公共交通施設整備事業及び地域振興基金積立事業に充

てることとしています。 

自然災害防止債は、立石港ポンプ施設改修等事業、下弓削ポンプ施設改修事業及びがけ崩

れ防災対策事業にそれぞれ充当しております。町債全体では、2.1％の増となっています。 
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１５ページをお願いいたします。 

主な基金の状況についてですが、まず、財政調整基金は、平成３１年度も財政的に厳しい

ことから８億９，７００万円の取り崩しを予定しております。 

次に、ふるさと整備基金も、２億１,４０４万８千円の取り崩しを予定しております。 

続いて、減債基金についても、前年度より３億２千万円多い４億円の取り崩しを予定して

おります。 

このように、こうした基金に頼らざるを得ない非常に厳しい財政状況が続いていますが、

可能な限り取り崩しを中止できればと思っています。 

１６ページをお願いいたします。 

これから、歳出に入ります。 

それでは、人件費についてですが、主な増要因は愛媛県議会議員選挙、参議院議員通常選

挙及び外国語指導助手招致事業等に係る委員報酬並びに臨時職員の増員による給与の増等、

また、平成３１年度から非常勤職員の計上科目を賃金（物件費）から報酬（人件費）へ組み

替えたことにより大幅な増額となり、人件費全体では 4.6％の増で、歳出全体に占める割合は

21.2％となっています。 

なお、一般会計の当初予算における一般職の見込人数は、１７７人（前年度１８１人）、

また、地方公務員の給与水準を指数で示す「ラスパイレス指数」は、平成３０年で 91.4ポイ

ントであり、これは県内で四番目に低い数値となっています。 

続いて、１７ページをお願いいたします。 

物件費についてですが、前年度に比べ更に経常的事務経費の節減を基本に算定した結果、

新規事業等の経費増があるものの、賃金（非常勤職員の計上科目を賃金(物件費)から報酬(人

件費)へ組替）の大幅な減額により、物件費全体では 1.3％の減となっています。 

次に、１８ページをお願いいたします。 

補助費等についてですが、同級他団体に対する負担金の減 92.5％は、国際サイクリング大

会負担金の減が要因となります。一部事務組合に対する負担金の増 8.2％は後期高齢者医療広

域連合に対する療養給付費負担金の増等によるものです。一般負担金の増 20.7％は、今治～

土生航路運航維持費負担金等の増によるものです。町単独補助金の増 4.0％は、定住促進条例

に伴う奨励金、農林漁業インターン事業補助金等の増及び移住者住宅改修支援事業補助金の

皆増等が主な要因です。 

１９ページをお願いいたします。 

公債費についてですが、前年度当初に比べ 6.5％の増となっています。公債費に占める交付

税算入の関係ですが、辺地債・過疎債・合併特例債等交付税算入率の高い起債の借入れを中

心に事業を実施しており、今年度における交付税算入率は、69.6％と見込まれています。 

なお、平成３０年度決算では過去３ヵ年平均の実質公債費比率が 11.7％（前年度 10.6％）

程度になる見込みで、健全な指数を維持しております。 

２０ページをお願いいたします。 

扶助費についてですが、対象者の減や前年度の実績に伴い、児童手当及び養護老人ホーム

措置費の減額等により、扶助費全体としては、1.5％の減となっています。 
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２１ページをお願いいたします。 

投資的経費についてですが、まず、工事費公共分は、開発総合センター天井耐震改修事業、 

最終処分場整備事業、水産環境整備事業、水産物供給基盤機能保全事業、道路改良事業、

港湾改修事業、公営住宅改修事業等を計上しています。前年度と比べるとコミュニティプラ

ント延命化の大幅減等により、4.6％の減となっています。 

２２ページをお願いいたします。 

県単分は、がけ崩れ防災対策事業の施工箇所の減に伴い、26.4％の減となっています。 

町単分として実施する主な事業は、総合支所緊急対策事業、下弓削ポンプ施設改修事業、

最終処分場整備関連事業、クリーンセンター改修事業、立石港ポンプ施設改修等事業、岩城

東地区防火水槽関連事業、教育施設改修等事業等で、19.2％の増となっており、主な増額要

因は、下弓削ポンプ施設改修工事、岩城東地区防火水槽関連工事及び弓削町民体育館照明器

具更新工事の皆増があげられます。 

２３ページをお願いいたします。 

繰出金についてですが、各会計の運営経費・建設経費等の一部として、１３の特別会計に

一般会計から繰出しを行っており、全体では前年度に比べ３,１１０万円の増となっています。

中でも、表の中の公共下水道事業会計、介護保険事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計

など繰出金の括弧書きの数値が表すように、財源補てん的な繰出金が多額であり、今後の町

財政運営を圧迫する恐れがあるため、喫緊課題として使用料等の値上げ、また、今後の運営

方法等の抜本的な見直しも含め早急な検討が必要な状況です。 

なお、他の会計についても、可能な限り会計内で収支が均衡するよう独立採算制を目標に

使用料等の見直しが必要になってきます。 

２４ページと２５ページをお願いいたします。 

平成３１年度の主な普通建設事業に係る事業費、財源内訳、事業内容を、その後に平成３

１年度の工事等の箇所図を添付しておりますので、ご参照ください。 

最後になりますが、昨年度に引き続き、より分かり易く、町予算の紹介するため、別冊と

して「平成３１年度上島町一般会計予算主要事業の概要版」を作成しましたのでご参照くだ

さい。 

なお、本資料は今後、町公式ホームページにて掲載する予定としております。 

以上で、議案第２０号、平成３１年度上島町一般会計予算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）  

それでは、ここで２０分まで、７分間休憩を取りたいと思います。 

 

（ 休 憩 ： 午後 ４時１３分 ～ 午後 ４時２０分 ） 

 

○（池本 光章 議長）  

再開します。それでは、議案番号順に随時説明をお願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 
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○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい、議案第２１号、「平成３１年度上島町国民健康保険事業会計予算」の説明をいたし

ます。 

予算書の１ページをお願いします。 

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１０億４９，２００千円と定

めております。 

第２条で、一時借入金の最高額を１億４９０万円と定めています。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、８ページをお願いします。 

歳入ですが、１款１項１目、一般被保険者及び２目、退職被保険者分の国民健康保険税の

現年課税分の世帯数・人数および軽減分等については、１０月末実績で、また徴収率は 98％

でそれぞれ計上しております。また、滞納分については、過去の実績を踏まえ滞納見込み額

に、10％を乗じそれぞれ計上しています。 

９ページをお願いします。 

４款１項１目１節、県補助金の普通交付金７億４４５万円については、町が支払った医療

費分を県から普通交付金として納入されるため、歳出の一般被保険者の療養諸費、高額療養

費等と同額を計上しています。２節、特別交付金２，３５０万４千円は、保険者努力支援分

４３２万６千円等、県からの交付金を計上しております。 

次のページをお願いします。 

６款１項１目、一般会計繰入金はルール分を含め、１億５，０５０万円を計上しておりま

す。 

１２ページをお願いします。 

歳出ですが、１款１項、総務管理費は、職員２名分の人件費１，３５０万２千円と、医療

費分析データ作成業務、国保資格・給付を行う電算処理委託料６３８万７千円が主なもので

す。 

１４ページをお願いします。 

２款１項１目、一般被保険者療養給付費６億２４０万円は、３０年度の実績を基に１人当

りの医療費平均に保険者数を乗じて計上しています。 

次のページをお願いします。 

２款２項１目、一般被保険者 高額療養費９，４２０万円につきましても、３０年度の実績

を基に計上しております。 

１９ページをお願いします。 

３款１項１目、国民健康保険事業費納付金の、一般被保険者医療給付費分２億１，９２６

万８千円は県が示した納付金額を計上しています。 

次のページをお願いいたします。 

２０ページですが、３款２項１目、一般被保険者後期高齢者支援金分４，９３８万２千円

も県が示した納付金額を計上しています。 

次のページをお願いします。 
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３款３項１目、介護納付金分１，３６６万８千円も県が示した納付金額を計上しています。 

ええー、２４ぺージをお願いします。 

５款２項１目１３節、委託料１，１０９万１千円は、特定健診の受診者数を目標の 60％に

見込み１，１００人分を計上したものと、特定健診受診率向上事業委託費を計上したもので

す。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

引き続きまして、議案第２２号「平成３１年度上島町国民健康保険診療所事業会計予算」の

説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

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５，２７０万円と定めていま

す。 

ここで訂正をお願いいたします。第３条とありますのは、第２条の間違いでございますの

で、訂正をお願いいたします。ええー、この条で、一時借入金の最高額を５３０万円と定め

ています。 

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。

歳入ですが、１款１項、外来収入１，１９４万２千円は、３０年度の実績を基に計上してい

ます。 

次の８ページをお願いいたします。 

４款１項１目、一般会計繰入金１，７４０万円は、人件費等に充てるために繰り入れるも

のです。２項１目、事業勘定 繰入金１，２３５万４千円は、へき地直診運営費への国庫補助

分の繰入金です。 

１０ページをお願いします。 

歳出ですが、１款１項１目、一般管理費は、医師を含む職員３名分の人件費１０か月分な

どで、総務費の総額は４，２１３万８千円です。 

１２ページをお願いします。 

２款１項３目１１節、需用費８９７万６千円は、医薬材料費を３０年度の実績に基づき計

上しています。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

続きまして、議案第２３号「平成３１年度上島町へき地出張診療所事業会計予算」の説明

をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

予算総額は、第１条にありますように、歳入歳出それぞれ６１０万円と定めております。 

第２条で、一時借入金の最高額を６０万円と定めています。 

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。 

歳入ですが、１款１項、外来収入１７０万６千円は、３０年度の実績を基に計上していま

す。３款１項１目、県補助金の衛生費補助金３２３万２千円は、高井神診療所の診療日数に
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応じた、人件費等 対象費用分から歳入の診療報酬等を差し引いた、基準額に補助率（３分の

２）を乗じて算出した額を計上しています。 

８ページをお願いいたします。 

４款１項１目、一般会計繰入金５０万円は、人件費等に充てるため繰り入れるものです。 

９ページをお願いします。 

歳出ですが、１款１項１目、一般管理費は、医師を含む職員３名分の人件費２か月分など

で、総務費の総額は４８１万３千円です。 

１０ページをお願いします。 

２款１項２目１１節、需用費８１万６千円は、医薬材料費を３０年度の実績に基づき計上

しています。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

引き続きまして、議案第２４号、「平成３１年度上島町後期高齢者医療事業会計予算」の

説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

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１億４，０９０万円と定めてい

ます。第２条で、一時借入金の最高額を１，４１０万円と定めております。 

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。 

歳入ですが、１款１項、後期高齢者医療保険料は、賦課総額から、低所得者に対する軽減

額を差し引いた額を計上しております。４款１項、一般会計繰入金４，４７０万円は、市町

共通経費広域連合への納付金や，低所得者に対する保険料軽減分を繰り入れるものです。 

９ページをお願いします。歳出です。 

１款１項、総務管理費は、後期高齢者医療システムに係る電算処理業務などを含め総額２

８５万８千円を計上しております。 

１０ページをお願いします。 

２款１項、後期高齢者医療 広域連合納付金、１億３，７１０万５千円は、保険料調定予定

額に町の低所得者に対する保険料軽減分を加えた１億３，１７７万５千円と市町共通経費の

広域連合への負担金５３３万円です。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

（中濵生活環境課長、起立） 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

引き続き、議案第２５号「平成３１年度上島町公共下水道事業会計予算」について、説明

させていただきます。 

予算書の１ページをお開きください。 

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４億２，２００万円と定め

ています。第２条及び第３条には、地方債及び一時借入金の金額などを定めております。 

予算の主なものにつきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、８ページをお開
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きください。 

まず、歳入ですが、２款１項１目、下水道使用料は、前年度とほぼ同額の６，１２９万２

千円を計上しています。３款１項１目、公共下水道事業費国庫補助金は平成２８年度より実

施しております施設更新を引き続き行うための補助金要望額５，６１５万円を計上しており

ます。８款１項１目、公共下水道事業債は、下水道事業債、辺地対策事業債合わせて４，６

８０万円を計上しております。 

続いて、歳出に移りますので１０ページをお開きください。 

１款１項１目、公共下水道管理費は、下水道の経営及び施設の維持管理等に係る費用で、

対前年度９２５万８千円増額の１億４，３６０万９千円を計上しております。 

増額の主な要因につきましては、１３節、委託料の保守点検委託では、真空式下水道シス

テム及び水質自動測定装置の３年ないし５年に１回の部品交換時期に該当することから５１

６万１千円の増額、１１ページの同１５節、工事請負費の単独工事請負費では、生名及び岩

城地区において機器更新工事が５か所予定されていることにより４５２万３千円の増額とな

っています。同２目、公共下水道建設費は、弓削浄化センター長寿命化工事の最終年度とし

ての予算、総額１億８２９万円を計上しております。 

以上、簡単ですが、議案第２５号の説明を終わります。 

 

続いて、議案第２６号「平成３１年度上島町簡易水道事業会計予算」について、説明させ

ていただきます。 

予算書の１ページをお開きください。 

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５,２９０万円と定めています。 

予算の主なものにつきましては、事項別明細書でご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、１款１項１目、水道使用料は前年度とほぼ同額の、４６４万６千円を

計上しております。 

続いて、歳出に移りますので、１０ページをお開きください。 

２款１項１目、一般業務費は、施設の維持管理などに係る費用で、対前年度７５３万５千

円増額の２，５４２万５千円を計上しております。 

増額の主な要因につきましては、高井神浄水場の施設更新が完了したことに伴い、１１節、

需用費の光熱水費では電気料金が２０３万９千円の増額に、同１２節、役務費の手数料では

水質検査手数料が１４８万３千円の増額となっております。 

また、同１３節、委託料のうち海水淡水化施設の海水をろ過する膜及び主要なポンプの部

品を３年に１回毎交換する必要があるため、保守点検委託料が３６０万７千円増額したこと

によるものであります。 

以上、簡単ですが、議案第２６号の説明を終わります。 

 

（蓼原広報情報課長、起立） 

○（蓼原 洋樹 広報情報課長） 
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それでは、議案第２７号、「平成３１年度上島町ＣＡＴＶ事業会計予算」について説明い

たします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５５０万

円と定めております。これは、前年度と比較して、４，２４０万円の減額となっております。 

次に、第２条で一時借入金の借入れの最高額を１，０６０万円と定めております。 

予算の内容につきましては、事項別明細書で説明いたしますので、７ページをお願いいた

します。 

まず、歳入についてですが、１款１項１目、ＣＡＴＶ使用料は、ほぼ前年度並みの３,４１

２万２千円を見込んでおります。 

次に、２款１項１目、一般会計繰入金は、７，０５０万円を見込んでおり、前年度と比較

して４，２８０万円の減で、これは、上島町情報通信基盤整備事業に係る辺地債の償還金の

減少に伴うものが主な要因となっております。 

次に、３款１項１目、繰越金は、ほぼ前年度並みの３９万円を見込んでおります。 

次に、４款１項１目、加入金は、前年度と同額の４８万６千円を見込んでおります。 

続いて、歳出について説明しますので、８ページをお願いいたします。 

１款１項１目、ＣＡＴＶ事業費は、５，７７０万９千円を計上しており、前年度と比較し

て５０１万円の増となっております。 

内訳につきまして、主なものについて説明いたします。 

まず、２節、給料、３節、職員手当等、４節、共済費、７節、賃金の人件費は、一般職４

名分と臨時職員１名分で、前年度と比較して８３万円 1千円増の２，９５２万４千円を計上

しております。 

続いて９ページをお願いいたします。 

１３節、委託料は、５４４万２千円を計上しており、前年度と比較して４３万１千円の減

で、これは、今まで番組制作業務の一部について、専門業者へ撮影委託していたものを、職

員で対応できる体制を整えたため、減少したものです。１５節、工事請負費は、１，２２３

万８千円を計上しており、前年度と比較して８４１万１千円の増で、要因として、ＣＡＴＶ

主要設備機器が、整備後１０年を経過していることから、今後計画的に機器を更新するもの

です。また、岩城橋建設に係る道路拡張工事等による電柱の支障移転工事の増も、要因とな

っております。１８節、備品購入費は、２０万円を計上しており、前年度と比較して３６４

万３千円の減で、これは、３０年度に、自主放送機器の老朽化に伴う機器の更新として計上

していたものが減額となっています。 

続いて１０ページをお願いいたします。 

２款、１項の公債費は、４，７３９万１千円で、前年度と比較して４，７３８万９千円の

減となっております。 

これは、上島町情報通信基盤整備事業に係る辺地債の償還金が、３１年度で終了すること

に伴い、３１年度の償還金残額が端数処理金額となっており、減少しています。 

以上、総額１億５５０万円で、平成３１年度上島町ＣＡＴＶ事業会計の予算編成をしてお
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ります。 

簡単ですが、以上で議案第２７号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

（中濵生活環境課長、起立） 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

議案第２８号「平成３１年度上島町農業集落排水事業会計予算」について、説明させてい

ただきます。 

予算書の１ページをお開きください。 

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８,４３０万円と定めています。 

第２条及び第３条には、地方債及び一時借入金の金額などを定めております。 

予算の主なものにつきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、８ページをお開

きください。 

まず、歳入ですが、１款１項１目、農業集落排水使用料は、排水区域内の人口が増えてい

ることから、対前年度２４万７千円増額の１,０６５万１千円を計上しております。３款１項

１目、農業集落排水事業費国庫補助金及び４款１項１目、農業集落排水事業費県補助金は、

平成２８年度に策定した事業計画に基づき、施設の更新を行うための補助金要望額１,３５０

万円と２７０万円をそれぞれ計上しております。９款１項１目、農業集落排水事業債は、下

水道事業債、辺地対策事業債合わせて１,０８０万円を計上しております。 

続いて、歳出に移りますので、１０ページをお開きください。 

１款１項１目、農業集落排水管理費は、施設の維持管理などに係る費用で、対前年度３０

万３千円減額の３，０４７万７千円を計上しております。同２目、農業集落排水建設費は国

の交付金などにより佐島及び岩城地区の処理施設更新工事を行うための予算として、総額２，

９２９万６千円を計上しております。 

以上、簡単ですが議案第２８号の説明を終わります。 

 

（大本健康推進課長、起立） 

○（大本 一明 健康推進課長） 

議案第２９号「平成３１年度上島町介護保険事業会計予算」の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

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９億７４０万円と定めてい

ます。第２条では、一時借入金の最高額を９，０７０万円と定めています。 

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、９ページをお願いし

ます。 

歳入です。１款１項１目１節、現年度分特別徴収保険料１億７，６７２万６千円は、１１

月末現在の被保険者情報から対象者数を３，０６６人とし、段階区分ごとの保険料額を乗じ

た額で計上しております。２節、現年度分普通徴収保険料１，３６５万７千円は、同様に対

象者数２２８人に、段階区分ごとの保険料額を乗じた額で計上しております。３款１項１目、

国庫負担金の介護給付費負担金１億３，８０６万 7千円は、保険給付費の施設分とその他分
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の補助率をそれぞれ乗じて得た額を計上しております。２項１目、国庫補助金の調整交付金

５，５４７万２千円は、保険給付費に３０年度の交付見込率 7.13％を乗じた額を計上してお

ります。２項２目、国庫補助金の地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

１，０７４万７千円は事業費の 25％を乗じた額を計上しております。 

１０ページをお願いします。２項３目、国庫補助金の地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業以外）６５０万１千円は事業費の 38.5％を乗じた額を計上しております。 

４款１項１目、支払基金交付金の介護給付費交付金２億１，００６万３千円は、保険給付

費に交付率２７％を乗じた額を計上しております。また、２目の地域支援事業交付金１，１

６０万７千円も事業費の２７％を計上しております。５款１項１目、県負担金の介護給付費

負担金１億１，４７８万６千円は、保険給付費の施設分とその他分の補助率をそれぞれ乗じ

た額を計上しております。５款３項１目、県補助金の地域支援事業交付金５３７万３千円は、

事業費に 12.5％を乗じた額で計上しております。２目の地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業以外）３２５万円は、事業費に 19.25％を乗じた額で計上しております。 

１１ページをお願いします。 

７款１項、一般会計繰入金１億５，９９０万円は、保険給付費の町負担分９，７２５万１

千円と、地域支援事業分５３７万８千円、それと３２５万円、人件費分２，７７５万２千円

及び事務費分２，４６５万４千円などの合計となっております。 

１３ページをお願いします。歳出になります。 

１款１項１目、一般管理費の２節、給料から４節、共済費は、職員１名分の人件費となり

ます。１３節、委託料８７９万２千円は、介護保険事務処理システム経費、介護保険事業計

画等の作成業務委託等になります。 

１５ページをお願いします。 

１款３項１目、介護認定審査会費の２節、給料から４節、共済費につきましては職員１名

分の人件費です。 

１９ページをお願いします。 

２款１項１目、居宅介護サービス給付費１億４，３８５万９千円は、訪問・通所等介護給

付費に係る経費で、３０年度実績を基に積算した額を計上しております。 

３目、地域密着型介護サービス給付費３億８２２万１千円は、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型通所介護及び認知症対応型共同生活介護に係る給付費について、３０年度実績を

基に積算した額を計上しています。 

２０ページをお願いします。 

２款１項５目、施設介護サービス給付費２億２，８００万円は、３０年度実績から特別養

護老人ホーム等の施設介護費について、各施設入所者数１０１名分を見込んでいます。９目、

居宅介護サービス計画給付費３，６００万円は、ケアプラン作成費で、３０年度実績を基に

１件当たりの平均単価１３，６３６円に、見込み延件数２，６４０件を乗じた額を計上して

おります。 

２２ページをお願いします。 

２款２項１目、居宅予防サービス給付費４，４４１千円は、要介護支援者に対する福祉用
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具貸与等に係る経費です。２項３目、小規模多機能型居宅介護予防サービス給付費３７２万

円は、Ｈ３０年度実績を基に計上しております。 

２５ページをお願いします。 

２款４項１目、高額介護サービス等費１，３２０万１千円は、自己負担額が一定額を超え

た場合に払い戻しをする費用で、３０年度実績を基に１件当たりの平均金額８，４６２円に、

見込み件数１，５６０件を乗じて算出しております。 

２７ページをお願いします。 

２款６項１目、特定入所者介護サービス費２，４２３万９千円は、町民税非課税世帯の方

が、介護保険３施設やショートスティを利用した際にかかる、食費や居住費の経費を軽減す

るものになります。 

２９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１，５９４万９千円は、介護保険事業計画に伴

う積立金となります。 

３０ページをお願いします。 

５款１項１目、介護予防生活支援サービス事業費の２，８０１万９千円は、要支援認定者

を対象とした訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメント費

用を計上しております。２目、介護予防ケアマネジメント事業費の２節，給料から４節、共

済費は、包括支援センター職員３名分の人件費と臨時職員の社会保険料となります。７節、

賃金は、臨時職員２名分の人件費となります。 

３１ページをお願いします。 

１３節、委託料２５２万円は、社会福祉協議会等に対する介護予防プラン作成委託料と地

域包括支援システム電算処理業務委託料となります。 

１９節、負担金３６２万６千円は、介護予防ケアマネジメント計画費等になります。 

３２ページをお願いします。 

２項１目、補助金２０万円は脳の健康教室参加者への補助金を計上しております。 

３３ページをお願いします。 

３項３目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の２節、給料から４節、共済費は、

包括支援センター職員２名分の人件費となります。 

３４ページをお願いします。 

６目の生活支援体制整備事業費は、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推

進するための「生活支援コーディネーター」の委託料２１０万円を計上しております。 

以上で、議案第２９号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

続いて、議案第３０号「平成３１年度上島町介護サービス事業会計予算」の説明をいたし

ますので、予算書の１ページをお願いします。 

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４，５１０万円と定めてい

ます。第２条で、一時借入金の最高額を、４５０万円としております。 

予算の主なものにつきまして、事項別明細書で説明しますので、７ページをお願いします。 
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歳入になります。 

１款１項３目１節、地域密着型通所介護サービス費収入３４４万４千円は、平成３０年度

の実績を基に、ええー、月平均５人の利用者を見込み、計上しております。５目１節、居宅

介護サービス計画費収入５５１万３千円は、３０年度の実績を基に、生名事業所は月平均２

７人、魚島事業所は月平均 7人の利用者を見込んで計上しております。２項１目１節、介護

予防サービス計画費収入６００万６千円は３０年度の実績を基に、生名事業所は月平均５人

の利用、魚島事業所は月平均１人の利用を、そして包括として１０６人の利用を見込んで計

上しております。 

８ページをお願いします。 

４項１目１節、現年度分、自己負担金収入８９万４千円は、魚島地区の通所介護と訪問介

護に係る自己負担金です。２款１項１目１節、一般会計繰入金２，７４０万円は、人件費等

の財源として繰り入れるものになります。 

１２ページをお願いします。 

歳出になります。 

２款２項１目、地域密着型サービス等事業費の１節、報酬４４８万９千円は、魚島龍宮苑

の介護員のパート職員の報酬となります。３０年度まで賃金で計上していたものを組み替え

ております。２節、給料から４節、共済費は魚島龍宮苑の介護職員２名分の人件費となりま

す。 

１４ページをお願いします。 

２款３項１目、居宅介護支援事業費の２節、給料から４節、共済費は職員２名分の人件費

です。１３節、委託料７４万８千円は、通所・訪問・居宅介護システムに係る電算処理業務

委託料となります。 

１５ページをお願いします。 

３項２目、介護予防支援事業費の２節、給料から４節、共済費は職員５名分の３か月分の

人件費となります。９ヶ月分は介護保険事業会計からの支出となります。 

１３節、委託料８４万８千円は、介護予防プラン作成係る電算処理業務委託料になります。 

簡単ではございますが以上で、議案第３０号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

（中濵生活環境課長、起立） 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

続いて、議案第３１号「平成３１年度上島町浄化槽事業会計予算」について、説明させて

いただきます。 

予算書の１ページをお開きください。 

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３,２５０万円と定めています。 

予算の主なものにつきましては、事項別明細書でご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、１款１項１目、浄化槽使用料は、浄化槽処理区域内の人口が増えたこ

とから対前年度２４万１千円増額の４７０万円を計上しております。 
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続いて、歳出に移りますので、８ページをお開きください。 

１款１項１目、浄化槽管理費は、施設の維持管理などに係る費用で、前年度とほぼ同額の

２,７１４万１千円を計上しています。 

以上、簡単ですが、議案第３１号の説明を終わります。 

 

（中辻公共交通課長、起立） 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

はい、それでは、続きまして、議案第３２号「平成３１年度上島町魚島船舶事業会計予算」

の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

第１条にございますように、歳入歳出それぞれ１億４，３００万円と総額を定めておりま

す。第２条で、一時借入金の最高額を１，４３０万円と定めております。 

主なものについて、事項別明細書で説明いたしますので、７ページをお願します。 

歳入です。１款１項１目運航収入は、運航実績に伴い、対前年度５７２万７千円減の２，

５１８万９千円を計上しております。２款１項１目、国からの離島航路補助金は、対前年度

比１，０５０万円増の３，７５０万円を計上しております。３款１項１目、県からの離島航

路補助金は、対前年度比３７０万円増の２，３７０万円を計上いたしました。４款１項１目

一般会計繰入金は、対前年度１，８５０万円増の５，６００万円を計上しております。 

８ページをお願いします。 

５款１項１目繰越金は、前年度繰越金として対前年度比２万６千円増の４８万８千円を計

上いたしました。 

ええー、９ページをお願いします。次に歳出に向かいます。 

１款１項１目、一般管理費は、船舶事業の経営等に関わる諸費用で、対前年度比２１６万

３千円減の１，２０１万７千円を計上しております。 

１０ページをお願いします。 

２項１目、一般業務費は魚島～土生間の運航費用で、対前年度比４７４万２千円増の５，

６３４万円を計上しております。 

 増額の主な要因につきましては、１４節、使用料及び賃借料で、平成３１年度は、５年

に１度の定期検査の年となっており、検査にかかる代船使用日数が増加することによりまし

て船舶借上料の増額となっております。 

同２目、動力費は、燃料単価の高止まりによりまして、対前年度７２３万１千円増の３，

７８４万円を計上しました。同３目、営繕費は、船舶検査費用及び緊急の修繕費用として対

前年度１，６５４万５千円増の３，５３０万８千円を計上しています。これは、使用料でも

ご説明したとおり、魚島船舶が５年に一回の定期検査となっており、その検査費用による増

額となっております。 

以上で、議案第３２号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

（村上海光園長、起立） 
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○（村上 和彦 海光園長） 

それでは、引き続き、議案第３３号「平成３１年度上島町特別養護老人ホーム事業会計予

算」について説明いたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条にございますように、予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億２,４７０万円と定めま

す。これは、前年度と比較して、２２０万円の増となっております。また、第２条では、一

時借入金の借入れの最高額は、４,２５０万円と定めております。 

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

ます。 

まず歳入ですが、１款１項１目の介護サービス費収入１億９,５７０万円と、２目の自己負

担金収入５,４８０万円は、過去４年間の実績を基に、利用人数を１日平均 64.0人と見込ん

で予算計上しております。 

次に、1款２項１目の短期入所介護サービス費収入１,３４０万円と、２目の自己負担金収

入３７０万円は、過去４年間の実績を基に、ショートステイ利用人数を１日平均 5.0人と見

込んで予算計上しております。 

８ページをお願いいたします。 

７款１項１目の一般会計繰入金は、起債償還充当分と運営経費に係る財政調整分を合わせ

て繰り入れするもので、１億５,２２０万円を予算計上しております。 

続いて、９ページをお願いいたします。 

７款２項１目の基金繰入金は、過去２年間予算計上しておりませんでしたが、平成３１年

度は、海光園基金から２００万円の基金繰入金を予算計上しております。 

続いて、歳出について説明しますので１０ページをお願いいたします。 

１款１項１目の一般管理費、１節の報酬１,５６１万８千円は、嘱託医師の報酬と宿直員・

介護員・洗濯員など非常勤職員の報酬を予算計上しております。２節、給料から４節．共済

費は、職員３９人分の人件費と臨時職員の保険料を含め予算計上しています。 

次に、７節の賃金１,２６３万１千円は、臨時職員５人分の賃金を予算計上しております。 

１１ページをお願いいたします。 

１８節の備品購入費１２３万５千円は、厨房給湯器と小型汚物処理機の購入経費を予算計

上しております。 

１２ページをお願いいたします。 

２款１項１目の介護サービス事業費の１１節、需用費の４,３３２万９千円は、前年度実績

によりオムツ等の消耗品費１,０６０万３千円、電気代やガス代等の光熱水費１,１４６万３

千円、賄材料費２,００２万円が主な内訳となっております。 

次に１８節、備品購入費９０万６千円は、入浴の補助リフト、介護リフト、簡易浴槽など

の各種介護用備品を購入するものです。 

１３ページをお願いいたします。 

２款２項１目の短期入所介護サービス事業費の２９４万３千円は、前年度実績を基にショ

ートステイ利用者に係る必要経費を予算計上しております。 
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１５ページをお願いいたします。 

４款１項の公債費９,５９８万６千円は、新海光園建設時に借入をしました長期債の元利償

還金を予算計上しております。 

以上簡単ですが、議案第３３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）  

お諮りいたします。会議時間は会議規則第９条により午後５時までとなっておりますが、

議案審議の都合により、本日の議事案件の審議が終了するまで会議時間を延長したいと思い

ますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）それでは、会議を続けます。

お願いします。 

 

（中辻公共交通課長、起立） 

○（中辻 洋 公共交通課長） 

ええー、続きまして、議案第３４号「平成３１年度上島町生名船舶事業会計予算」につい

て説明いたします。 

予算書の１ページをお願いします。 

平成３１年度においては、生名船舶の新造船建造費用を計上したことから、大幅な増額予

算となっております。 

第１条にございますように、予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億５，８００万円と定め

ております。第３条で一時借入金の借入れ最高額を７，５８０万円と定めています。 

４ページをお願いします。 

地方債につきまして、地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について

定めております。限度額を４億５千万円としております。 

ええー、予算の主なものについて、説明しますので、８ページをお願いします。 

はい、歳入です。 

１款１項１目、運航収入につきましては、運航実績によりまして、対前年度１，２１０万

円増の２億２，６８０万円を計上しております。４款１項１目、繰越金は、前年度繰越金と

して対前年度比６，２８８万３千円増の８，１０５万円を計上しております。５款１項１目、

雑入は前年度比１万７千円増の１５万円を計上しました。６款１項１目、船舶建造事業債は、

新造船建造費用にかかる地方債で、４億５千万円を計上しております。その内訳は、交通事

業債、辺地対策事業債、それぞれ２億２，５００万円となっております。 

ええー、９ページをお願いします。次に歳出です。 

１款１項１目、一般管理費は、船舶事業の経営等に関わる諸費用で、ほぼ前年並みの６，

５７４万６千円を計上しております。 

１１ページをお願いします。  

１款２項１目、運航総務費は立石～長崎桟橋間の運航に関わる諸費用で、対前年度比５１

４万２千円増の１億５，０５２万２千円を計上しております。 

１款２項２目船舶整備費の１１節、需用費の修繕費は、来年度「いきな」が特１中間検査、

通常の中間検査よりも機関・電気等の検査が強化される検査年に当たるため、対前年度８６
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０万円増の２，７６０万円を計上しております。 

１款２項３目、船舶建造費につきましては、冒頭で説明しましたとおり、平成３１年度に

新造船の建造を開始する計画で計上しておりますので、９節、旅費、１２節、役務費、１４

節、使用料及び賃借料は、建造のための旅費、回数券、ETC料金等を計上いたしました。１３

節、委託料は、新造船建造にあたりまして、その施工監理をお願いするための委託料として

１，０００万円を計上しております。１５節、工事請負費は、新造船建造工事の工事費で５

億円を計上しております。ええー、新造船の建造工事は、詳細設計、建造工事を造船所に一

括してお願いする形で計画しております。 

ええー、以上で簡単ですが、議案第３４号「上島町生名船舶事業会計予算」の説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

 

（中濵生活環境課長、起立） 

○（中濵 淳一 生活環境課長） 

ええー、続いて、議案第３５号「平成３１年度上島町上水道事業会計予算」について、説

明させていただきます。 

予算書の１ページをお開きください。まず、第２条の業務の予定量ですが、 

⑴ 給水戸数 ３，３１４戸、 

⑵ 年間総給水量 ６２万７，８０５立方メートル、 

⑶ １日平均給水量 １，７２０立方メートル 

を予定しており 

⑷主要な建設改良事業につきましては、平成２９年度より実施しています監視制御システ

ム更新工事を引き続き行うための予算として５，３４０万５千円を計上しております。 

第３条 収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入を２億６，２００万円、支出

を２億４，６７０万円と定めています。 

２ページをお開きください。 

第４条 資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入はなく、資本的支出の

み９，７９２万５千円とし、不足する額につきましては、損益勘定留保資金などで補てんす

るものであります。 

第５条 議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額は、職員給与費１，

５４３万６千円であります。 

次に、予算実施計画の収益的収支について、初めに収入の主なものを申し上げます。 

１款１項１目、給水収益は、給水料金及び量水器使用料合わせて、昨年度とほぼ同額の２

億１１０万円を計上しています。 

２項２目、長期前受金戻入６,００６万６千円はみなし償却制度廃止による国庫補助金など

の見合い分の減価償却費を収益として計上しております。 

支出に移りますので、４ページをお開きください。 

１款１項１目、原水及び浄水費の７節、受水費は受水量７８万６，０００立方メートルを

予定しており、金額として８，３４３万３千円を計上しております。２目、配水及び給水費
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の２節、委託料には昨年７月豪雨災害の経験を踏まえ、新たに耐震適合管路診断業務等の防

災機能の強化に関する費用を計上しております。３目、総係費は上水道事業に係わります職

員２名分の人件費及び上水道の経営などに係る諸費用として、２,６４７万８千円計上してお

ります。 

９ページをお開きください。 

次に、資本的収入及び支出ですが、収入はなく、支出の１款１項３目、工事費は、先ほど

説明しました監視制御システム更新工事を引き続き行うための費用として、５，３４０万５

千円計上しています。 

なお、１０ページからは職員給与明細書や上水道事業としての公営企業の財政状況を表示

したキャッシュフロー計算書などを添付していますので、後ほどご参照ください。 

以上、簡単ですが議案第３５号の説明を終わります。 

○（池本 光章 議長）  

説明が終わりましたが、ただ今の議案第２０号から議案第３５号までの各会計当初

予算案については、慎重審査の必要がありますので、予算決算委員会に付託して審議

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。 

従って、議案第２０号から議案第３５号については予算決算委員会に付託し、会期

中に審議することに決定いたしました。よって、ここでの質疑は省略いたします。 

 

日程第４５～第４８、議員派遣の件 

○（池本 光章 議長）  

次の日程第４５から日程第４８の「議員派遣の件」につきましては一括議題といたしたい

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４５から日程第４８の「議員派遣の件」については一括議題といたします。 

本件につきましては、主催者から出席するよう案内がありましたので、議員を派遣するこ

とにしたいと思います。 

お諮りいたします。上島町立中学校卒業証書授与式、上島町立小学校卒業証書授与式、上

島町立小学校入学式、上島町立中学校入学式に議員を派遣することにご異議ございませんか。 

（複数の「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。よって、上島町立中学校卒業証書

授与式、上島町立小学校卒業証書授与式、上島町立小学校入学式、上島町立中学校入学式に

議員を派遣することに決定いたしました。 

 

◎散 会 

○（池本 光章 議長）  

以上、本日の審議はこれまでとし、本日、予算決算委員会に付託した議案第２０号から議

案第３５号までの「平成３１年度上島町一般会計予算並びに各特別会計予算案１６件」につ

いては、３月２６日の午前１０時から会議を開いて審議を行うこととし、議事日程は当日配

布いたします。 
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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でしょうか。（複

数の「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。よって、本日はこれで散会とすること

に決定しました。 

 

 (起立、礼) 

 

（了） 

 

（平成３１年３月８日 午後 ５時１５分 閉会) 

 

 

以上、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

議  長  池 本  光 章 

 

 

署名議員  濱 田  高 嘉 

 

 

署名議員  前 田  省 二 


