
1 

越智郡上島町議会会議録 令和元年６月１８日 開催 

 

令和元年 第２回上島町議会定例会会議録 

招集年月日 令和元年６月１８日（火） 

招集の場所 弓削総合支所庁舎議場 

開   会 令和元年６月１８日 午前８時４０分宣告 
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議員・職員

以 外 で 会

議 に 出 席

し た 者 

   

会議に職務の

ため出席

し た 者 の

職 氏 名 

１ 

２ 

３  

議会事務局 局長  

議会事務局 専門員 

議会事務局 書記（臨時） 

蓼 原   洋 樹 

東   秀 彦 

久 保   眞 弓 

 

町長提出議

案の題目

  

 

１ 報告事項第２号 

平成３０年度上島町一般会計繰越明許費繰越計算書 

平成３０年度上島町公共下水道事業会計繰越明許費繰越計算書 

平成３０年度上島町農業集落排水事業会計繰越明許費繰越計算書 

 ２ 報告事項第３号 

第三セクター経営状況の報告について 

（株式会社 いきなスポレク、株式会社 いわぎ物産センター） 

３ 専決処分の承認を求めることについて（上島町税条例等の一部を

改正する条例） 

４ 専決処分の承認を求めることについて（上島町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例） 

５ 上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例 

６ 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 

 ７ 上島町税条例の一部を改正する条例 

８ 上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

９ 上島町介護保険条例の一部を改正する条例 

１０ 上島町火災予防条例の一部を改正する条例 

１１ 上島町津波コミュニティアイランド条例の一部を改正する条例 

１２ 上島町サウンド波間田条例の一部を改正する条例 

１３ 令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号） 

１４ 令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

１５ 工事請負契約の締結について（下弓削ポンプ施設建替工事） 

１６ 上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築・耐震の

建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について 

１７ 上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築の建設工

事委託に関する協定の締結について 

１８ 辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

その他の

題   目 

 

 

１ 議員派遣報告 （平成３１年度 上島町立小学校入学式） 

２ 議員派遣報告 （平成３１年度 上島町立中学校入学式） 

３ 議員派遣の件 （愛媛県町村議会議長会創立７０周年記念議員研修

大会） 

４ 閉会中の継続調査申出について 
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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。 

  １２番･議員 松 原  彌 一 

１３番･議員 亀 井  文 男 

会   期  令和元年６月１８日～６月２５日（８日間） 

傍聴者数  ９名（男 ８名・女 １名） 

 

 

◎  開 会 

○（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です。 

ただ今から令和元年、第２回上島町議会定例会を開会します。 

ただちに本日の会議を開きます。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、１２番・松原 議員、１３番・

亀井 議員を指名します。よろしくお願いいたします。 

 

日程第２、会期の決定 

○（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 平山議員、お願いします。 

○（７番・平山 和昭 議員） （挙手） 

（平山議員、登壇） 

○（７番・平山 和昭 議員）  

皆さん、おはようございます。 

議会運営委員会の協議結果についてご報告をいたします。 

令和元年第２回定例会の開会にあたりまして、去る６月１０日に議会運営委員会を開催し、

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

協議を行いました。 

会期日程につきましては、本日１８日から２５日までの８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が決定しました。 

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
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げまして、議会運営委員会の報告といたします。 

（平山議員、降壇） 

○（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

りましたとおり、本定例会の会期は、本日から２５日までの８日間としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。（複数の「ありません」の声あり）「ご異議なし」と認めます。した

がって、会期は、本日、６月１８日から６月２５日までの８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） 

○（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、皆さん、おはようございます。ええー、令和元年６月定例議会の開催にあた

りまして、行政報告を述べさしていただきます。 

平成３０年度の出納閉鎖を終えて、決算状況を精査しているところでありますが、多額の

基金取り崩しなど非常に厳しい結果が予測されております。これから、令和２年度の当初予

算編成作業に入りますが、平成２７年度までの合併特例債の多用など、これまでに膨れ上が

っております起債の償還や箱もの施設、そういったものの修繕や維持管理が大きな負担とな

りつつあります。岩城橋開通までに公共施設の統廃合を進めなければならないのはもちろん

でありますが、増えすぎたイベントなども原点に立ち返って見直すべきではないかと考えて

おります。 

こうした行政改革に取り組んで既に成果を上げてきた久万高原町などの事例を参考に進め

ていきたいと思います。また、長年の懸案であった岩城橋の建設も予算要望に対して関係各

位の御協力をいただいたお蔭で順調に推移しております。今年度も引き続き、積極的な要望

活動を展開していきたいと考えております。また、先日の上島架橋促進協議会で意見が出ま

した本土架橋につきましては、町民の意向集約のうえ、愛媛県など関係各位に協議を進める

必要があると考えています。 

関連する長崎桟橋周辺の整備も交渉は着実に前進しており、全体がまとまり次第、契約に

漕ぎ着けたいと考えております。隣接する信号機については、尾道市などに強い要望を繰り

返した結果、前向きに対応していただき、この４月から点滅に変更されました。今後は、こ

の経過を見て廃止も視野に入れた検討をしていただけるようです。 

いきなフェリーの新造船建設については、先日の全員協議会で経過報告をしたとおり、現

在、発注仕様書を固める作業を進めているところであり、９月には契約の議案も提出したい

と思っております。 
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フェスパの運営も、施設としての問題点や不具合などが数多く明確になり、それぞれに対

する改善策に取り組んでいるところであります。設置条例の見直しや管理検討委員会の設置、

リスク分担の判断基準などを検討中ですが、これらが整い次第改めて説明させていただきま

す。 

全国各地の自治体で人口減少の限界集落化が急速に進んでいますが、瀬戸内海の島への注

目度は確実に上昇しております。去る５月１１日に尾道市因島が東京で移住者募集のイベン

トを開催したところ、１６０人もの人が集まり、その日のうちに２名の、２組の移住が決定

したそうです。適切な情報の提供と支援体制のあり方次第で、新規定住者による新たな地域

づくりが可能な時代に突入しているようです。 

本日は、補正予算案と条例改正などを提案させていただきましたので、ご審議のほどよろ

しくお願いしたいと思います。 

（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。 

今回の一般質問通告者は、５名です。それでは、はじめに土居議員の質問を許します。 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

（土居議員、登壇） 

○（10番・土居 計彦 議員）  

おはようございます。ええー、令和の時代を迎え、心構えも新しく頑張りたいと思ってお

ります。本日は、二つの質問を行いますのでお願いします。一つは、「上島町の高齢者家庭

への支援活動の取り組み」を尋ねます。二つ目は、「災害への対応はこれでよいのか」尋ね

ます。 

まず、一つ目です。「上島町高齢者家庭への支援活動への取り組み」を尋ねます。 

まず、安心安全の町づくりを目指している上島町の高齢者家庭への支援の現状を説明して

ください。 

高齢者家庭の中でも、特に心配されるのは一人暮らしのご家庭です。 

先だって、と申しましても、最近、私たちの地区で、人知れずお亡くなりになっていて、

２週間以上経過して発見されるという、痛ましい事故がありました。事情が分からないので、

入院などしているのではないかと、あちこち問い合わせましたが、「本人やご家族から、支

援活動の要請も出ていないから、町としては動けない」という話も聞きました。とても残念
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に思いました。 

希望としましては、高齢者のご家庭を定期的に訪問してあげ、顔色などを見てあげ、簡単

な問診や治療の勧めなどが行われる制度があると安心で良いなと思います。 

まず、町に、そういう制度があり、「有料でも構わないから、訪問を受けたい」という住

民の希望があったとき、それを叶えてあげられる、安心な町づくりはできないのか、お尋ね

します。お願いします。 

○（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。 

（大本健康推進課長、登壇） 

○（大本 一明 健康推進課長） 

 土居議員の質問にお答えいたします。 

 まず、上島町の高齢者家庭への支援の状況についてですが、電話回線を利用した「上島町

緊急通報装置整備事業」、そして、地域住民による「上島町独居高齢者見守り事業」、また

町内の多くの機関が協力団体となっております「上島町地域見守りネットワーク事業」があ

ります。 

続いて、“支援活動の要請が出ていないから、町は動けない”とありますが、決してそう

いうわけではありません。ただ、家族、地域の方々からある程度の情報がないと、訪問した

り、相談に乗ることは難しい状況になっております。 

上島町では、高齢者家庭への訪問を、介護認定者の方を中心に月に１回程度行っておりま

す。ただし、町内には独居高齢者、６５歳以上の方ですが、約８５０人おります。全ての方

を対象とすることは人員的には非常に困難な状況にあります。相談のあった方については、

訪問して対応しておりますので、支援の必要な方がいればご連絡ください。本人及び家族と

面談して支援につなげていきます。 

 高齢者の見守り、そして安心な町づくりは行政が中心となりますが、その人の異変にいち

早く気付くのは家族、そして身近にいる地域の方々ではないかと思っております。 

今後も、地域の方々をはじめ、関係機関との関係を密にして高齢者が安心して生活できる

町づくりを推進して行きますので、ご協力をお願いします。以上です。 

（大本健康推進課長、降壇） 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

 まあ、お聞きしますと、いろいろと見守り活動もあるようでございますけども、まあ現実

に、現実的に、その、そういうサービスを受けておられる方はまだ少ないんじゃないかと思

うわけです。で、仰るように、その家族や本人から「定期的に訪問してくれ」という要望が

あれば対応できるというようなお話ですが、行政の方で調査いうのはできんのんですか。希

望調査いうのはできんのん。はい、お願いします。 

○（大本 一明 健康推進課長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  大本健康推進課長。 
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○（大本 一明 健康推進課長）  

行政の方として、その希望調査をして回るというのは、ちょっと今のところはしておりま

せん。やはり、相談のあった方について、話して、新しい支援、次の支援、有料でもいいか

らという支援につなげていくということになっております。そして、ただ今、健康推進課、

危機管理室、住民課、消防等と要支援者、避難の必要なときに人の手を借りなければ避難で

きないような人の名簿作成というのを計画しております。これは、以前も作成しております

が、内容等少し古くなりましたので、今年、各家庭を回って、そういう名簿を作って行きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

まあ、いろいろ町の方もシステムとしては、支援のやり方としてはあるようですので、私

たちも高齢者、まあ独居高齢者、特に独居の高齢者の方については、そういうことをお知ら

せして、行政の方にも相談してみるようにということで進めて参りますので、よろしくお願

いします。 

ええー、二つ目です。「災害への対応はこれでよいのか」お尋ねします。 

毎年、行われている避難訓練は、南海トラフ地震・津波を想定して、高台への避難訓練が

行われています。上弓削地区の場合は、いつもフラワー公園になっていますが、この場所に

は、公衆トイレも無いし、飲料水や非常食料なども保管されていません。雨風を避ける建物

もありません。飲料水や非常食料などは海岸に近いセンターなどに保管されています。 

最近は、異常気象などに対応するため、命を守る早期避難が行われている自治体が多いで

す。国も県もこぞって奨励しています。今年も西予市などでは、早やレベル３に対応して避

難準備、高齢者等避難開始を発令し、２３箇所で避難所を開設しています。想定される災害

の種類により、地区住民はどの場所やどの施設に身を寄せたらよいのか具体的な計画と周知

が必要ではないんでしょうか。前もって大雨被害のときはどこ、台風の被害が予想される場

合はどこへ避難するというのが住民の間に知識として持たれておった方が良いのではない

かと思うわけです。よろしくお願いします。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

（中辻総務課長、登壇） 

○（中辻 洋 総務課長）  

ええー、土居議員のご質問にお答えします前に、先般開催いたしました総合防災訓練につ

きましては、皆様のお力添えを賜りましたこと、この場を借りて御礼申し上げます。ありが

とうございました。 

 土居議員のご質問に戻ります。ええー、上島町では、想定される災害の種類別に緊急避難

場所、及び避難所を指定して、防災マップを全世帯にも配布しているところでございます。 

 緊急避難場所は、災害による危険が迫っている状況において、住民の生命の安全を守るた

め一時的に緊急に避難する場所です。このため、トイレや防災倉庫が設置されていない施設

もございますが、災害時の緊急避難場所として大きな役割を果たしております。 
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総合防災訓練では、全町一斉の訓練ということもあり、想定を南海トラフ地震、その後の

津波という設定としていることから、同じ緊急避難場所となってしまっておりますが、これ

は「津波が来たら、ここへ逃げる」ということを周知徹底するために従前より行われてきた

ものです。 

防災計画には、『地震、津波、台風・高潮、及び豪雨土砂』の４災害に適応する緊急避難

場所及び、避難所を定め、各施設に適応災害の看板を設置しております。「自分や家族が、

どの場所や施設に身を寄せたらよいのか」につきましては、防災マップを確認し、具体的な

避難計画は、住民一人ひとり、家族、地域で普段から考え、話し合い、そして防災訓練など

を通して避難経路などの確認をすることが重要です。 

これまで、防災マップの配布や防災訓練などを通して、啓発活動に取り組んで参りました

が、より一層の、広報活動、防災教育に取り組んで参りますので、ご理解・ご協力をお願い

いたします。 

（中辻総務課長、降壇） 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

ええー、まあ、そういうことなんですけど、実際には、住民さんには周知されないんで。

で、今までは津波等の震災に備えて、山手側に山手側にという避難でやってきたんですけど、

最近のように大雨被害とか、ということになると、洪水被害ということになると、まあ山側

がむしろ危険でありますので、ええー、まあ海側の施設にも身を寄せなければならないと思

いますけど。まあ、そうは申しましても、たくさんはないんで、各地区に１箇所くらいある

集会所などにしましても、住民さんが皆入れるかどうか。早期避難をして、そこに一晩泊れ

るかどうか、その辺はまだちょっと無理なところもあるんじゃないかなと思います。 

そして、一晩泊るとすれば、毛布なども用意した方が良いと思うので、その辺の受け入れ

準備というか、体制は組んで上げられるんですかねえ。お願いします。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

ええー、その避難した際の毛布等につきましては、ええー、集積と言いますか、各地区に

おいて「毛布はここにある」ということで、備蓄という形であるというふうに聞いておりま

す。 

まあ、それが全町となって数が足りるかという事になると、中々それは十分とは言えませ

んが、備蓄としては、ございます。そして、まあ、町長の方から先ほど土居議員が仰られた

ように、「各地区において、全町ではなく、各地区においてどういう防災というか、避難計

画というか、そういったところを、各地区単位くらいで考えていく必要もあるんじゃないか」

ということも指示を受けておりますので、今後は、小さい地域というか、全町ではなく、各

地区における、そういった防災計画を策定して行くことを、地域の皆さんとともに策定して

行くことを考えて参りたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○（10番・土居 計彦 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

まあ、地域の人と一緒に考えていただくという事なんですけども、まあ、それをですね、

まあ、皆さんが、住民の地区の皆さんが知っていないと何もなりませんので、計画を立てた

ら住民の方に分かるように説明してあげたら、あげていただきたいし、そして、防災無線な

どは、ほいじゃあ、その地区ごとの避難状態があれすると使えないということですか。一斉

の避難いうのは無理ですよねえ。どうですか。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  はい、中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

はい、防災無線と言いますのは、そういった緊急のときに使う無線という事になりますの

で、まあ、例をあげますと、「弓削地区の上弓削地区が危ない」ということになりましても、

防災無線上は、まあ、上弓削地区だけじゃなく、その周辺も放送するとか、そういった事に

なるかと思います。 

それでまあ全町一斉の放送もありますし、ポイントと言いますか、限定の放送もできます

ので、そういったことで対応していくということになるかと思います。 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

はい、まあこれで終わりますが、ちょうど大雨のシーズンにもなりますし、台風のシーズ

ンにもなるわけで、その辺をもう一度地区と相談するのなら早めに相談していただいて、地

区住民に徹底できるように、周知できるように準備をしてください。よろしくお願いします。 

終わります。 

（土居議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで土居議員の質問を終わります。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。今日は質問を二つ用意しておりますので、よろしくお願

いします。 

一つ目の質問なんですけれども、「女性活躍の目標と、その具体的施策はどこにあるのか」

という事で質問をさせていただきます。 

我が国では、男女共同参画といわれながらも中々取り組みが進んできませんでした。そん

な中で、最近では「女性活躍」という事で、更に日本全体として取り組むべき課題となって

いるように思います。内閣府・男女共同参画推進連携会議は、社会のあらゆる分野において

２０２０年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも３０％程度とすることを目

標に、多くの推進施策を行っています。 
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上島町においては、積極的に国の取り組みに賛同していて、例えば、平成２９年２月には、

愛媛県で行われた「ひめボス宣言」、また、現在ホームページにおいては、宮脇町長は内閣

府が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に賛同しております。

過疎高齢化の進む我が町の将来を見つめたときに、女性の力が重要であると考えることは当

然のことと思っております。 

そこで質問いたします。宣言を採択後、実際にはどのような形で女性活躍の後押しをされ

ているのか、また、最終目標はどこに置かれているのかご説明ください。よろしくお願いし

ます。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

（今井住民課長、登壇） 

○（今井 稔 住民課長） 

大西議員の質問にお答えいたします。 

女性が働きやすい環境づくりとして保育料第二子無料化等の町独自の事業を行っており

ます。宣言後、昨年度は対象者を限定した男女共同参画講座を実施しております。 

しかしながら、十分ではないため、以前、大西議員からご提案のあった、広く住民を対象

にした講座等の実施も考え、より一層の啓発活動に取り組んで参ります 

また、最終目標は、上島町男女共同参画推進計画に掲げている、①男女共同参画の意識改

革、②仕事と家庭生活の両立支援、③男女共同参画と人権の尊重、④配偶者からの暴力に対

する対策の推進、⑤さまざまな分野での男女共同参画の推進、を目指しておりますので、各

種活動へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

 はい、ありがとうございます。住民に対しては以前もご質問させていただいたように、い

ろいろと考えていただいて保育料第２子無料化とか、講座ですね、最終的には、総合計画に

ある部分まで、まあ、していただいているんですけれども、まあ、今井課長は、当然答弁を

考えるうえで「ひめボス宣言」を読んでいただいたと思うんですけれども、他の課長さんは、

「ひめボス宣言」はどんな内容かご存知でしょうか。で、若しくは、町長が宣言されている

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」の行動宣言はご存知でしょうか。 

えーと、この中身なんですけれども、『職員の仕事と家庭生活や地域活動を支援しながら、

組織として成果を出し、自らの仕事と私生活を丸ごと楽しむ「えひめのいくボス」「ひめボ

ス」となり』というようなことが書かれているんですね。で、こういう宣言をしているので、

当然、私の質問に対して住民の方にというのもそうなんですけれども、まあ、庁舎内で、じ

ゃあ、一体どうなっているのか。まずは我が身から処して行かないと当然拡がって行きませ

んよね。 

で、なんですけれども、５月の３０日の愛媛新聞に我が町の「教育課の係長が９日間の無

断欠勤で戒告処分を受けている」と、受けるという記事が出ておりました。この処分の決定
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の教育委員会定例会に傍聴に行かせていただきましたが、会議規則には反していないものの

５名中２名の委員が欠席と。後で聞けば、会議の２日前に招集通知が来て、他の会合と日程

が重なっていて出席が叶わなかったというふうに委員さんが仰ってました。そんな中で配布

された資料も見せていただきましたけれども、理由説明も経緯説明もなく、ただ、戒告処分

について審議するというような内容の A4 の用紙が１枚ペラッと入った状態で、事前に委員

の方が考える余地もないままに審議がされております。で、９日間も無断欠勤しなければな

らないような職場環境だったんだろうと推察しますし、もしこれが事実なら、９日間も無断

欠勤を放置していたというように思えるんですね。 

で、その状況で「ひめボス宣言」の「職員の仕事と家庭生活」の両立ですか。で、こうい

う状況でね、それはやっぱりおかしいんじゃないかと思うわけなんですよ。で、９日間をで

すね、９日間も無断欠勤を許した、まあ、した、良いことだと思いませんけども、その職員

１人を処分して、で、庁舎内においては、何の対応もせずに、これを処分するという事は、

これはパワハラじゃないのかと思うわけですよね。（「指導者はどうしょったんぞ」の声あ

り）で、通常、民間会社、私も民間会社に勤めていましたけども、無断欠勤したらすぐに電

話かかってきます。「今日はどうしたんですか」と「連絡出来ないような事情があるのか」

と。で、「無断欠勤はだめだから、どんな事情があっても電話してね」というふうに連絡が

あるんですよ。 

でも、９日間もほっといたんでしょう。これって、やっぱりねえパワハラかいじめじゃな

いと、こういう事にはならないと思うんです。で、係長の処分が、本当にまあやられるんで

あればですねえ、いろいろなことを考えると、その上司、課長補佐、課長、教育長はこの責

任はどのようにお考えなのか。で、この点について、庁舎内の労務管理は総務課の所掌かと

思いますけれども、どのように考えて、どのように教育課と協議されてやられたのか。 

で、「ひめボス宣言」の精神からすると、このような事態を９日間も放置して、戒告処分

にすることは、課長補佐、課長、教育長も同じ処分を受けるべきではないのかとは思うんで

すが、理事者はどのようにお考えでしょうか。（「そうだ、そうだ」の声あり） 

○（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、その件につきましては、まあ、当人が内示後、３月３１日でしたかね、当

時の上司である住民課長に辞表を提出したとお聞きしまして、また、その辞表に関しては、

異動への不満と、まあ退職の意思があることから、私どもの教育課の方からアプローチ出来

なかったというのは、まあ事実でございます。以上です。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

 はい、総務課といたしまして、まあ、ご本人の事もありますので詳細は控えさしていただ

きますが、先ほど教育課長からあったように、３月３１日に住民課長の方に辞職願が提出さ

れ、それで住民課長の方から「預かるから休みとか、そういう手続きは、きちんと行いなさ
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い」というようなことを指導していると聞いております。 

 そして、総務課といたしても、それが提出されましたので、４月に入りまして面談したの

は、２回、そして、電話は２回から３回、出られなかったこともございます。それで、まあ、

そういったことでそのまま放置していたという事ではございません。それで、ちょっと愛媛

新聞には９日間となりましたが、それは私がちょっと説明がちょっと不十分であったかと思

います。土日の休みもございますので、９日間ではなく６日間という形でうちの方としては、

処分の対象としております。以上です。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

 はい、そうしましたら、辞表が提出されていたんですよねえ。で、まあ、それをどういう

ふうな理由で延長させたのか知りませんけれども、でも、そしたら、いろいろアプローチし

ていた間に手続きがなされてないことはわかっていたわけで、指導はじゃあ何でしなかった

んですか。「退職する」と言っている人を引止めて、散々面接したのか、電話したのかは知

れませんけれども、いろいろやっている間に何でそれをやらないんですか。 

やっぱりそれはいじめじゃないですか。（「ちょっと違うね」の声あり）やっぱり、その

手続きがなされてないんであれば、「手続きがなされてないよ」って言わないとおかしいで

すよねえ、管理責任でしょう。 

で、教育課は、アプローチできんかったという事は、じゃあ、誰の責任ですか。（「本人

の責任よ」の声あり）その間もアプローチは続いていたわけなんですよね。そしたら誰かが、

責任を持ってやってたんじゃないんですか、他人事ですか。その辺をどのようにお考えなの

か、もう一度ご答弁をお願いします。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 人事権でありますから、責任はすべて私にあります。ええー、先ほど申しましたように、

最終的に３月末に辞表をいただきました。こういう場合、地方公務員としては、やっぱりル

ールがあるわけですから、いきなり辞表という事になりますと、人事の方の対応も当然手続

き上無理なわけであります。ええー、例えば、職員共済組合とかいろんな事案がございます。

そういった手続き上の問題とか、そういうのがありますので、実際にじゃあ、それをどのよ

うな形で何日付けで受け取るかという、そういう協議は、詰めさしていただきました。そう

いった中で、ご本人の方からも、全然そういう今後の事についてのアプローチは当然なかっ

たんですが、こちらの方からは、先ほど総務課長が言いましたように、何回かアプローチを

しましたが、拒絶されておりました。 

いじめ云々というお話は、パワハラがどこまでどういうふうにしたらパワハラなんかとい

うのは、私共の方では手続き上のそういったことはやっておりますけど、そういった暴言と

か、そういう行動は一切行っておりません。 

それから、じゃあ、なぜこういう結果になっているのかという事は、一番最後の段階で、
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もうこれで辞表を受理して、じゃあ、もう退職されるのかなという事であったんですが、ご

本人さんの方から面会と言いますか、そういったことがございました。それで、私がそれは

「じゃあ、お話を聞きます」と、やっぱり最終的にはご本人さんの意向を確認したかったん

で面会しました。その中で、私が最後に確認さしていただいたのは、「本当にこの辞表を受

理して良いんですね」と。それを確認したうえで、「いや、私はまだやる意思があります」

というそういう事を意思表示されました。それを受けて、私は持ち帰って、総務課長と副町

長を交えて相談さしていただきました。これは、まあ当然その場にいて言ったか、言わない

かという私自身そのテープとか何も持っておりませんから、そういう事は、まあ、今あった

ことを述べさせていただいているわけですが、その中で、「こういう形になって、余計自分

の立場が厳しくなりますよ」という事も述べさせていただきました。 

やっぱり職場というやつは、一人で仕事するわけではないですから、こういう組織はみん

なで一緒にやらんと仕様がないですから、（「そのとおり」の声あり）当然、協調体制と言

いますか、中には当然、馬の合わない人もいっぱいいます。そういった中で、いかにスムー

ズな仕事を続けて行くかという、これは人間関係の構築は一つの仕事だと私自身も思ってい

ますから、それは「本当にそれで大丈夫なんよね」と、それも念を押さしていただきました。

それで、「続けさしてください」という、そういうお言葉だったんで、総務課長と副町長に

相談して、まあ、（「たちが悪いわ」の声あり）本人に続ける意思があるんなら、それは重

視したいと、私は、まあ、二人からは「ちょっとそれはいかんのじゃないですか」という意

見もございましたが、私は職員として、残りたいという意思があるんだったら尊重したいと

いう、そういう意見を言って現在に至っております。（「受理しとったら良かったんよ」の

声あり）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） 

 はい、なんか凄い良いような言われ方をされているんですけれども、ちっともそのとおり

だと思えないんですよねえ。女の人一人ですよ。で、それを言ったら、まあ、私も一人です

けど、この議場で。男の人が来て、若しくは、男の人の感覚で「これが当然だろう、これが

本当だろう」ってやられたら答えようがないですよねえ。 

で、そもそも「辞めたい」と言って辞表を出しているんでしょう。（「辞めさしたら良か

ったんよ」の声あり）組織の都合ばかりじゃないですか。この間の離島留学もそうでしたけ

ど、（「噛みついてどうするんじゃろう」の声あり）働く人の意思はどこにあるんですか。

これが、パワハラやいじめじゃなくて何なんですか。そりゃあ、すぐ辞めたいというのは我

がままかもしれないです。普通は、そりゃあ良くないと私も思います。だけども、そうせざ

るを得ない事情があったから、その辞表を出した訳でしょう。 

人に優しい職場、家庭と職場を両立出来るっていう事を「いくボス宣言」として宣言して

いる町の職員、町のリーダーが、一職員をそんなに糾弾して良いんですか、自分の立場ばか

りだけを擁護して。そもそも辞表を止めた住民課長、それから教育課に異動になって、それ

が人事で当然だっていうんだったら教育課だって責任はあったはずです。それを放置して、
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で、教育委員会には、ちゃんとした説明もしないような資料を持って、たった２日前に通知

を出し、会議を強引に進め、そして、処分を決定している。で、新聞発表は間違い。どこに

人に配慮した行政活動があるんですか。（「そうだ」「そのとおり」の声あり）謝罪してく

ださいよ。（「それ、おかしいやろう」の声あり）（「辞めらせよんか、残せ、言よんかわ

からんぞ。どっちを言よんなはっきり言え、辞めらせ言よんか」の声あり） 

いや、それは、（わけ分からん事言うな）の声あり）組織として、基本的に、この宣言を

いくら採択してもねえ、精神が分からなくてやれないんだったら採択する必要がないんです

よ。「上島町は、男尊女卑の町だ」と宣言した方が良いんじゃないんですか。「パワハラも

いじめもあります」って。どうぞ。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、最後の質問ですけど。宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

今の質問というか、後段の部分は撤回していただきたいと思います。（「賛成、賛成」の

声あり）役場は、そんなパワハラとかいじめをしている、そういうところはございません。

先ほどの私の発言の中で言葉尻を捉えて、それが暴言であるとか、そういうことはおかしい

ですよ。私は決してそういう言い方はしておりません。相手の話をじっくりと聞いて、最後

にそれを確認しただけですよ。 

それから一番、根本と言いますか、原点に、この問題の原点に帰りますけど、これは人事

の問題です。そして、「彼女の適正をどう活かすか」と、そういうことを考えて人事をして

おります。人事の中で、その行ったポジションで才能を発揮すれば、どんどん上に上がれる

わけでしょう。それをやらないと駄目ですよ、組織なんですから。お互い様ですこれは、そ

れは女だからどうしよう、甘えるんではなく、厳しくするんではなく、それはイーブンパア

です。仕事の中身で勝負ですよ。それが出来ないんだったら、いつまで経ってその宣言をい

くらしても、そういうシステムを作っても無駄ですよ。みんながそういう価値観を持って、

同じ視点に立って、女性でも関係ない、これは女性の視点を活かした良い仕事をやっている

と人がいれば、どんどん課長でも部長でも、今は部長はないですけど、そういう登用はした

いです。そのために人事は必要です。いろんなセクションをやって欲しいし、それを熟せる

実力を見極めたいです。そのことに対して、自分の意にそぐわなかったら、ポジションだか

らとか、セクションだから、それでそういう行動に出るのはおかしいと私は思います。私は、

別にそういったパワハラとかセクハラをした覚えはありません。 

ですから、先ほどの後段の部分は撤回していただきたいと思います。他の職員の名誉にか

けてもお願いしたいと思います。以上です。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

 ええー、補足でちょっとご説明さしていただいておきます。 

まあ、本人の面談等につきましても十分教育課とも、ええー、面談は私たちが行いました

が、面談後、教育課と「どうするか」とか、いうようなことは十分協議はさしていただいて
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おります。教育課が一切関わっていないという事はございません。 

それと、まあ面談場所等につきましても、「どこなら面談できる」かというようなことで、

役場ではなく違うところで面談とか。そして、必要なときには、「身内の方も居られますの

で身内の方同席で、それでは面談しましょう」という事もやっておりますので。ええー、こ

ちらの方が高圧的に、本人が言えるような状況ではないというような状況は作り出さないよ

うに配慮しながら進めさしていたつもりでございます。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） 

 はい、撤回はしません。それで、宣言を、まあ採択されていますけれども…。 

○（池本 光章 議長）  

 もう、次の質問に入りますか。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

 入りません。まだ終わっていません。 

○（池本 光章 議長）  

 いや、もう以上です。次の質問に入ってください。（「もう最後じゃけん」、「議長の言

うとおりりにしたらええじゃないか」の声あり） 

○（３番・大西 幸江 議員） 

すみません。はい、そしたら、２問目に入りたいと思います。 

５月２６日、町内一斉に防災訓練が行われました。「自助・共助 みんなで考えみんなで

つくる災害に強い上島町」というのがキャッチコピーでした。今年は、各自主防災会にお任

せして、キャッチコピーどおり自助・共助を強調した、「すみません、静かにしてください

読み難いので」。自助・共助を強調した防災訓練となりました。昨年の、すみません議長、

注意してください。 

○（池本 光章 議長）   

 静粛に。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

去年の豪雨災害が記憶に新しいこともあり、住民の方も多く参加されていたように思いま

す。また、児童生徒にも「災害教育を進めるように」という事もあり、子どもたちも多く参

加していました。災害に対する備えが、少しずつ浸透しているように感じました。 

さて、平成３１年３月に『避難勧告等に対するガイドライン』が改定されました。本格的

な梅雨を前に、ニュースでも大きく取り上げられ、「レベル３ 避難準備」では、高齢者や

要支援者等避難に時間のかかる方が避難。「レベル４ 避難勧告」では、全員避難。という

ルールです。 

ですが、避難と言っても、どこに避難したら良いのでしょうか。町内を見回してみると避

難所として指定されている場所の規模は小さく、それぞれのエリアの全員が避難できる状況

とはとても思えません。詳細な説明もなく、ただ避難の指示だけ出ても住民はどうすれば良

いのか困惑するのではないでしょうか。 
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そこで質問します。避難場所の整備、自主防災組織、消防団等の動きなど、どのような連

携を思い描いているのかご説明ください。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

（中辻総務課長、登壇） 

○（中辻 洋 総務課長） 

大西議員のご質問にお答えいたします。 

避難場所の整備についてお答えいたします。上島町では、現在１２２箇所の「緊急避難場

所」、４１箇所の「避難所」を指定しております。今回の警戒レベルの対象となる豪雨土砂

災害に対応できる施設は、地域防災計画では、３５箇所、約１６，０００人分の避難所を指

定しており、必要に応じて削除・追加の対応を取っているところでございます。 

ええー、先ほどの土居議員のご質問の中でもお答えさしていただきましたが、自分や家族

が、どの場所や施設に身を寄せたらよいのかは、防災マップを確認し、具体的な計画は、自

助であるまずは自助である住民１人ひとり、次に共助である家族、地域で普段から考え、話

し合い、日頃から避難経路などの確認をしておくことが重要です。 

 次に、自主防災組織・消防団等の動きなど、どのような連携を思い描いているのかについ

てでございますが、大規模な災害が発生した際には、行政だけではとても対応できるもので

はございません。 

 膨大な災害対応を乗り切っていくためには、適切な役割分担と相互連携が重要でございま

して、そのためには、平時から関係づくりが重要であると考えております。 

ええー、先の総合防災訓練では、その土台作りのために、各地区において個別の訓練を独

自で計画・実施していただいたところでございます。 

今後は、合同訓練等を通じまして、更なる連携強化を図り、支え合える関係づくりを進め

ていきたいと考えておりますので、引続き、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

（中辻総務課長、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） 

 先ほどですねえ仰ったこの防災マップというか、防災ブックが多分皆さんのご家庭に配ら

れていると思うんですよ。で、これは平成２６年度版という事で、まあ、各家庭に１冊ずつ

配られているんじゃないかと思いますけど、これ移住者の方とか新しく転入された方にもお

配りしているんですかね、ちょっとその辺が気になるんですけれも。 

で、まあ、中にこういう大きな、まあ私は岩城なんでついつい岩城を見るんですけども、

地図が入っています。で、避難場所に指定されているところもまあ、ここを見ればいろいろ

なことがわかるんですが、で、先の豪雨災害のときですよねえ、実は、岩城地区では、北集

会所が避難場所に指定されました。ですけれども、あそこは、土砂災害のときは避難したら

行けない場所なんです。この防災マップによると。 
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で、私の住んでいる地区は小漕なんですけれども、小漕であと避難できるのは小漕公民館

です。で、小漕公民館は駄目なんです。じゃあ、どこに行けば良いんでしょう。っていうこ

とになるんですよ。で、この地図で後から確認するんですが、確認すると、長江体育館なん

ですね。長江体育館は、実は、冠水して土砂崩れとで行けなかったんです、実際その時。と

いう事は、この防災マップ事態も、もう既に限界で見直しをしなくてはいけない。っていう

時期に来ていると思います。 

で、避難場所も、今、１６，０００人分用意していると仰いましたけども、こういう状況

一つひとつ確認していくと、本当に１６，０００人分行けるんでしょうか。っていう事が疑

問になるわけですね。で、レベル３、この間ちょっと豪雨があったときに広島県では、レベ

ル４の避難指示が出ました。で、まあ先ほど土居議員の質問では、「愛媛県側では、西予市

さんにレベル３の避難指示が出た」と、いう状況の中で、ただ上島町は、「どうするよ」と

いうことを皆さんに広報していないんですよ。 

で、自助と共助で避難するということはわかるんですけども、「本当にどこに避難すれば

良いか、どういうふうにしてくださいね」という広報がないと、やはり皆さん迷うと思うん

ですね。「いつも避難訓練は何もない所に避難しているよね、あそこは行っても今日は駄目

だよねえ」って、「雨が降ったときにはね。じゃあ、土砂災害の時はここに避難してね。で

も、防災マップ見たらそこは危険地区になっているよね。行こうと思ったら今度行けないよ

ねえ」というような状況があると、やはり迷われると思うんで、この避難場所を一個一個確

認して、やはりこの防災ブック自体も、もう５年経っていますし、この間の土砂災害で、土

砂災害のときには使えないというところも分かったと思うので、もう一度確認をしていただ

ければと思います。 

それと、自主防災組織と消防団の関係なんですけれども、当然私も島に住んでいますから

地区にいて、地区では自主防災の組織があります。で、これは全町的に平成２１年ぐらいか

ら始まって多分３年ぐらいはかかったんじゃないかと思いますけれども、皆さんの地区に自

主防災組織というのを作られているんですよ。で、それは役場なんですかね、消防になるん

ですかね。どちらにしても公が主導して作っているので、この間うちの地区においては「自

主防災組織って何？」っていうところから始まったんですねえ。もう、１０年前の事で忘れ

ている。で、それなのに、この、いきなり、自助・共助を強調した防災訓練をされても、み

んなどうしたら良いのかわからない。自主防災組織には、自主防災計画もあります。だけど、

その計画もだから皆さんご存知ないんです、大半の方が。当然ね、今までも活動されている

方は知っているんですよ。ですけど、そうじゃない人が大半の住民ですから、そこの周知徹

底が全くないままに「自主防災組織でやってください」と。で、消防団に対しては、防災士

がいるんですけれども、防災士の中には名簿には入っていません。だから、消防団にどうや

って助けを求めるのか、連携を取れば良いのか、住民側は全くわかりません。 

その辺の事をやっぱりね、役場が連携を取るんでしょうけれども、役場の方から「こうす

るよ」、みんなにもそれをお知らせしてくれないと、いざというときには、みんな大慌てな

のでわからないと思うんですよ。そういう取り組みについて、どのように反省をしてお考え

なのか、もう一度答弁をお願いします。 
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○（中辻 洋 総務課長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

 防災マップにつきましては、大西議員の仰るとおり、見直しが必要なとこは見直しをする

べきだと思いますので、担当部署において確認はしっかりさして行きたいと思います。 

それと、自主防災組織でございますが、まあ、自主防災組織が、上島町では、１９ございま

す。それで、まあ確かにその自主防災組織ごとに温度差が相当ございます。それで、先ほど

ご指摘のあったような状況にもある自主防災組織もございますでしょうし、もっと自分たち

で頑張るというような心構えをされている自主防災組織もあると思います。 

まあ、そういった啓蒙活動が足りているとは思っておりませんので、そういったところで

土居議員さんのご質問のときにお応えさしていただいたとおり、小さいところの地区防災の

考え方を行政と地区が一緒にやって行くと、いうようなことをしていけば、そういったこと

も段々熟成されていくんじゃないかと思います。 

それと、今年度の未だ予算には上がってございませんが、県の事業といたしまして、「何

地区かを防災地区の防災計画を作る」というようなところで、県の方の補助が行けるように

なりそうだというふうに聞いておりますので、そういったところも活用しながら自主防災組

織、地域、それで消防団との連携、そういったところを進めて参りたいと思います。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） 

 はい、総務課さんは多分もう当然ね、この間大変な災害があったので、まあ、こういうも

のを県が出しているんですけども、ご存知ですよね。ご存知ですか。で、この中に自主防災

組織の組織運営の活動上の諸問題というページがあるんですけど、お持ちだったら２５ペー

ジにありますよ。「見ました、はい」。ここに結成の動機とか、組織維持の困難さとかね、

情報収集、情報確認限界、他組織の接触の少なさ、町内会自治会への依存体質と防災活動の

相対的低調さ。こういうのがやっぱりもう既に問題というふうに言われているわけですよ。 

で、先ほど「県の補助を得て、防災計画を立てますよ」なんて仰ってましたけども、それ

は全部じゃないですよね。そんなの待っていたら、また雨降りますよ。災害は待ってくれな

いです。この防災マップも「見直しする時期になっていますね」って言っている場合じゃな

いですよ。もうだって去年あったんですから、パッと防災マップ見たら平成２６年と書いて

いるじゃないですか、もう５年以上経っている。大体行政は５年とか、１０年とか７年とか

で見直しって割とやりますよね。それから考えても、災害もあったんだから「あっ、これち

ょっと見直そう」ってやっぱり意識にならないと待ってくれないですよねえ。 

やはり、その「やってくれ、やってくれ」いうんじゃなくて、やっぱり先ほどの男女共同

参画もそうですけど、まず自分たちが先頭に立って旗を振ってやっていただかないと、前に

向いて進みません。住民がどこに行ったら良いかわからない。で、総務課長は、やんわりと

こう大きいところを仰るので、具体的じゃないと住民はまた分からないです。なので、連携
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を取るにしても、その「会があったら、密に参加して」と言っていましたけど、お声かけて

も会議に来ていただけませんでしたよ、北地区の防災を考える会。 

やはり、その辺の姿勢から正していただきたいんですけれども、そしたら、この防災ブッ

クは見直しされますね。それと、自主防災組織は、もう一度役所も関わって組織の組立てを

全町的にやられるかどうかのご答弁をいただいて終わりたいと思います。お願いします。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

 はい、防災マップにつきましては、見直すべきところは、見直すという事で進めます。そ

れと、自主防災組織等、まあ今まで町としても中々前は消防が防災を持っていたわけですが、

旗は振ってきたつもりでございますが、それが中々伝わっていないという、まあ、振り方が

悪かったというところがあると思いますので、どうやったらそれが旗を振ったら皆さんが動

いていただけるようになるか、そういったところも考えながら頑張って参りたいと思います。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、こういった防災に対するときにですねえ、最終的には全国の事例でも分かるとお

りかと思いますけど、一人ひとりがどうやって自分の命を守るかという、そこに全て行きつ

いてしまうと思います。我々行政が出来る範囲、範疇、これは自ずと限られておると認識し

ております。本当に人命等を失うような大きな災害であっても、じゃあ、実際に、行政がそ

こまでできたかどうかというのもいろいろ検証をされていると思いますが、本当に厳しいと

ころがありますし、避難命令、避難指示、避難勧告等いろいろ出されとっても、住民の方が

それに乗って来ないというような状況もいっぱいあります。 

そういった中で、今回の防災訓練につきましては、私の方からお願いして、地域ごとにそ

れが何処まで動くかというのを、ぜひ自分たちで分かって欲しかったわけです。ええー、こ

れから、もっと言えばですねえ、南海トラフは想定外のことがいっぱい起きると思います。

その意味からも、今のうちの防災計画では、想定しない部分も多分出てくると認識しており

ます。ただ、その時にじゃあ、住民の皆さんがどうやって自分の命を守るのかと。その事を

ご本人がしっかりと考える必要があると思っています。 

その意味から、一人ひとり、町民一人ひとりが大きな災害に直面したときの減災計画を立

てたらどうかなと、今それを担当の方に私はこういう考えでやった方が良いと思うんだがと

いうことで相談をかけておりますが。例えば、南海トラフのときに、老朽家屋、危険家屋等

はたくさん倒壊しますし、同時多発で火災が発生することも予想されます。自分の住んでい

る所で自分がその時に居たところで全く状況が変わります。それを全て想定してマニュアル

化するのは当然無理です。そんな中で、自分の命を守るのはどうすれば良いか。これは、本

当に大きな問題になると思いますが、そういった意味から、一人ひとりの減災計画、そうい

ったものをぜひ作っていただきたいなと考えております。 

これを何とか皆さんと相談しながら出来るように、その中に自主防災組織であるとか、消
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防団であるとか、いろんな物を組み込んで行くという、そういった大きな流れが必要だと思

っています。（「よっしゃー」の声あり）あくまでも、自分の命は最終的には自分で守る。

そのために我々が出来る事は何かという事は、大きな視点からきっちりと出して行く必要が

あると思っておりますので、そういう観点から真摯に取り組んで行きたいと思っております。

以上です。（寺下議員から「町長、こういう機会にね、先日、南海放送と協定を結んだでし

ょう。ああいう事を報告したらどうですか。せっかく防災の問題が出とんのに」の声あり） 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

先ほど寺下議員の方からご指摘がありましたので、説明さしていただきます。 

ええー、先般、愛媛県の有力なメディアであります南海放送と防災関係の協定を結ばして

いただきました。これは、予てから皆さんに説明しているとおり、防災無線一つだけでは全

然十分に災害の情報等をですね、必要な情報を周知出来ない部分がございますので、二重三

重のそういった情報の伝達手段が必要になってくるという、そういう認識からでございます。

そして、まあ防災ＦＭというのを立ち上げたかったんですが、これは開局するのに数千万と

いうオーダーの予算が伴います。それから、ええー、尾道、福山、三原、新居浜、今治、そ

れぞれがＦＭの開局をしておりまして、電波が相当輻輳します。そういった環境から新たに

開局するのは、相当な困難が伴うという事でございましたので、何か良い方法はないかとい

う事で模索しておりましたら、南海放送の方からそういった事情があるんであれば、災害時

緊急時のみの業務提携というような、そこで災害時には、上島町が南海放送のＦＭを臨時に

使わしていただけると、そういう内容の協定であります。これを締結さしていただきました。 

これの運用等については、まだまだこれから訓練等をはじめ、いろんな情報をどうやって

流して分かっていただき易いようにするかという、そういったことも試行錯誤をどんどん、

良い状態でみんなが分かり易い、普段から聞いてくれる、そういうような体制を早く作って

行く必要があると思っておりますので。 

まあ、今の段階では、みかん畑で作業されている方が、ずっとラジオをつけっ放しで南海

放送を聞いてるとか、そういったのは良く耳にします。そういった中で、例えば、１時から

とか１２時からとかですね、そういったとこで定時的に、「ただ今から上島町の情報を流し

ます」とか、そういう格好で習慣づけて行くというのを大切なことだと思っておりますので、

そういったことも含めて、これから先の運用について、また、作戦を練って行きたいと思っ

ておりますが、とりあえず災害時には、そういうＦＭの電波を流せる体制が出来たという事

で、ご報告をさしていただきます。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） 

まあ、そうしましたら防災マップは順次見直すということなので、出来るだけ早く見直し

ていただいて、災害に間に合うように周知徹底していただければと思います。 

それと、町長のご答弁で、ちょっと気になるんですけど、確かに自助・共助が先です。公
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助は中々来ません。けども、それまでに準備をする、情報を流す、伝達する方法を確立する、

そういうことは役場にしかできません。で、役所にしか情報は集まりません。で、それをみ

んなに流してくれないと何も始まりません。そこの部分を何か勘違いされているんじゃない

かと思いますけれども、しっかりと今構築をよろしくお願いします。以上です。 

（大西議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

これで大西議員の質問を終わります。 

ここで、１０時０５分まで休憩を取ります。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時５３分 ～ 午前１０時０５分 ） 

 

○（池本 光章 議長）  

再開します。続いて、濱田議員の質問を許します。 

（濱田議員、登壇） 

○（８番・濱田 高嘉 議員） 

議席８番・濱田高嘉です。本日の質問は、「フェスパの管理運営について」質問いたしま

す。まあ、前段では、総論的な質問で、後段で４問、具体的に答弁をいただきたいというこ

とで質問をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

ええー、「フェスパ」の設置コンセプトは、地域の資源を活用し、地域の特性を生かした

地域間交流の促進と観光業の振興を図るため、活力ある島づくりを目指し、拠点施設（離島

体験滞在交流施設）として計画されましたが、コンセプトには、程遠い宿泊施設付公衆浴場

のスーパー銭湯風設計の様相で、設計の見直し、改善の指摘も考慮されず、平成２２年７月、

建設工事が開始され、平成２３年５月にインランド・シー・リゾート フェスパが完成し、

開業から８年が経過しております。 

 このフェスパの館内には、宿泊施設、レストラン、温浴施設、宴会場、厨房、体験研修室

等々の設備が完備されているが、これら各施設が、機能的に、経済的に、その役割を充分に

発揮し、経営者の視点からも、お客様利用者側からも、満足し納得できる施設であると評価

されていますか。 

 また、施設部門ごとに抱える課題を検証、検討して、改善すべきものは改善して行くべき

と考えますが、どのようにお考えでしょうか。 

 早急に対応すべき具体的な事案として、次の４項目についてもご答弁をお願いいたします。 

１．「フェスパ」１階の正面玄関口すぐ左側の敷地約 40㎡及び地下１階にある体験研修室の

前面敷地約 33 ㎡が地盤沈下、地盤陥没している現状の把握とその対策について、お尋ね

をいたします。 

１．温浴施設の給排水配管等の不備で生じる問題点を明らかにし、それらを解決する対策に

ついてもお尋ねいたします。 

１．消防法の改正に伴い、新たに「防火基準適合表示マーク」通称「適マーク」制度が平成

２６年４月１日から交付・審査が開始されており、多くのホテル・旅館業の方々が取得さ
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れていますが、「フェスパ」はこの「適マーク」を取得していますか、お尋ねいたします。 

１．旅館業法第６条で、事業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業そ

の他の事項を記載するとあり、開業した平成２３年５月から平成３０年３月までの６年１

０ヶ月、このフェスパ宿泊者名簿は整理され、保存されているか。また、現在の指定管理

者にそのリストが引き継がれて顧客獲得に活用されているか、その辺もご答弁をお願いい

たします。以上です。よろしくお願いいたします。 

○（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。 

（澤田商工観光課長、登壇） 

○（澤田 一政 商工観光課長） 

 ええー、濱田議員の質問にお答えします。 

 フェスパ整備後８年目を迎え、過去に発生した諸問題の対応等について順を追ってお答え

いたします。 

 まず 1点目の、１階の正面玄関口前などの沈下についてですが、１階正面玄関部分は、瑕

疵担保改修として、施工後１年目と施工後２年目にそれぞれ施設施工業者による補修を実施

しております。なお、隣接する花壇からの浸透水が沈下の原因であるとの報告も受けており

ました。その後、数年は落ち着いておりましたが、昨年から沈下が再び進行したため、本年

４月に補修を実施しました。根本的な改善策として、外観面も考慮しながら花壇を撤去し、

撤去部分の舗装を行うなどの対応をしていきたいと考えております。 

 なお、体験研修室の前面については、施工後２年目に補修を実施しましたが、その後は安

定しております。 

 ２点目の、温浴施設の給排水配管等の不備で生じる問題点・解決策についてですが、二つ

の大浴場等の清掃及び給水を行う際に、それぞれ個別での仕切弁による開閉操作ができない

ため、清掃の際は、双方同時に排水しなければならず、清掃作業上、非常に効率が悪い状況

にあります。 

なお、現在、施工業者と設計業者に問い合わせを行っており、この６月２５日に業者立ち

合いの下、管理仕様についても改めて確認することとしております。 

３点目の、消防法の適マークに関しましては、この後、消防長がお答えいたします。 

４点目の平成２３年５月からの宿泊者名簿についてですが、昨年２月に町職員立ち合いの

下、前指定管理者と生名スポレクとの両者間での引継ぎに係る協議の際に、町からも名簿の

引き渡しを依頼しましたが、了承をいただけませんでした。このため、昨年４月から現在ま

での宿泊者名簿しかない状況にございます。以上、よろしくお願いいたします。 

（澤田商工観光課長、降壇） 

○（濱田 将典 消防長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  濱田消防長。 

（濱田消防長、登壇） 

○（濱田 将典 消防長） 

 ええー、濱田議員の「フェスパに適マークは取得していますか」との質問にお答えいたし
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ます。 

フェスパは、適マークの取得はされておりません。適マークの交付は、宿泊運営であるい

きなスポレクから消防本部へ申請を行い、消防法令、建築構造物等の基準に適合していると

の判断により消防本部が適マークを交付いたします。 

毎年、フェスパから提出される防火対象物点検結果報告書及び消防用設備点検結果報告書

の内容では消防法令上不備な箇所はありません。 

なお、平成２６年の消防法改正に伴い、職員がフェスパを訪問し、適マークの表示制度の

説明は行っております。以上です。 

（濱田消防長、降壇） 

○（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、ええー、私が質問しているのは、まあ個々の問いについては今説明がありましたけ

れど、フェスパ全体のですねえ建物、あるいは施設を見てですねえ、あれをどのように、そ

のー受け止めているのか。その辺から話が進まないとですねえ、非常に話がしにくいと言い

ますか、分かりにくいというふうに思っています。 

 で、私の意見を言いますとですねえ、先に言いますと、フェスパの施設のうちですねえ、

異常ともいえる過剰投資された温浴施設、アンバランスな各施設の配置、配分。欠陥とも言

える不備、不具合で多額のコスト増となっているところは承知のとおりです。また、それに

よって、サービスの低下が自然発生の要因となっています。各施設が抱える改修・改善を必

要とする課題について、町はその情報を開示してですねえ、理事者側も議会側も共通認識を

深め、理解したうえで、これからの対応に取り組まなければフェスパの健全な経営は成り立

たないと。こういうふうに思っております。 

 で、最初に申し上げますけども、町、あの建物をですねえ、どのように受け止めでですね

え、いるのか。当然、我々はですねえ、ゆげロッジが約４０年経営されて、その前半の１５

年ぐらいが直営で町がやりまして、その後、ええー、業務委託、その後にまあ指定管理と発

展して行ってですねえ、最終的には、（平成）２２年の、から２３年にかけてですねえ、指

定管理者がそのままフェスパの運営に当たったと。いう流れがあるんです、ね。 

 で、私が前段で申しましたように、最初のコンセプトから私が同じものが造られているの

ではないかと思ったんですけど、そうじゃないんですよねえ。ここに書いたように、その、

要は公衆浴場的な、その何て言うんですかねえ、スーパー銭湯風の建物がメインで、その上

に宿泊施設があるというイメージなんです。そこから、その認識を共有しないとですねえ、

話が進まないですよ。で、スーパー銭湯の上に建物が、今、部屋が１７あります。で、皆さ

ん知っていますかねえ。ゆげロッジは古くなって４０年使用したから建替えたんですよねえ。

ゆげロッジよりも宿泊施設が少ないんですよ。こんな話ありますか。新しい建物、どう見た

ってホテルなり、旅館と受け取りますよねえ。ゆげロッジが２６室、１０８人の方々が泊れ

た。今のフェスパ１７室、で、協定書によりますと、７０数名という定員になっていますけ

ど、実態は、これまでの１年間の経験で聞いてみますと、マックス大体５７名くらいかなと、
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こういう話です。 

 もう最初から、要は銭湯ありきの、これが生活の、営業のベースになってんですね。で、

計画で言いますと、「１日１５０名以上の人がお風呂に入ってきますよ」という話。そこか

らスタートしている。年間売上、２億円ですよ。で、今の状況は１億円、その前の指定管理

者は１億５千万円という状況。これはねえ、もう、きちっと理事者側がその認識をしたうえ

で、どうしてやっていくかということを早急に報告していただかないと、その情報を共有し

て対策を練って行かないと、もう１年経営してるんですよねえ。このことは、少なくとも去

年の暮れぐらいには分かっていたはずですよ。これを今日までね、「こういう状況だからこ

うしたい」と全部一括して改修なんかできないので、「約２０か所あります。そのうち、３

ヶ所、４箇所は何とか年度内にやりたいので協力してくれ」という話だったら分かるけども、

その２０か所、あるいは修繕するところがあるかないかも分からない。何にも分からないと

ころでねえ、何を議論するんですか。 

で、町長は先ほどの、朝、行政報告の中で、こう仰いましたよ。「問題点や不具合など数

多く明確になり、それぞれに対する改善策に取り組んでいるところです」。取り組んでない

じゃないですか。はっきり言って、何をどうしたら良いか分からない。というが現状ですよ

ねえ。だから質問しているんですよ。だから、理事者側というか、要は、町があの建物をど

のように理解して、それをどう変えていこうとしているのか。そうしないと、営業が成り立

たないんであれば成り立たない。それはねえ、言葉は非常に申し訳ないけども、前指定管理

者はよくやったと思いますよ。これは今、指定管理者が替わったから分かった話で、替わっ

たから建物の欠陥等々が分かった。あっ、それじゃあ、「俺ら、やれ、やれと言ったけども、

まあ、その割にはやったな」という事だと思いますよね。 

だから、要は問題はですねえ、全体的にはそういう事。だから両者が、議会も理事者側も、

あの建物の実情を把握したうえで今後どう取り組みましょうかという議論をするんであれ

ば生産性がありますけども、それ抜きにしてねえ、個々の話をしてもねえ、全然意味ないい

うか、勿体ないですよ、議論するのは。 

で、ええー、具体的にまあ４つの問題言いましたので、最初の地盤沈下の問題。この地盤

沈下がそのー１年経って２年経ってあったと。いう話ですけども、これは瑕疵でやったとい

うことですね。それであれば、この報告もですねえ、まあ、する必要があるかどうかは別で

すけども、我々議会としては、そういう地盤沈下が起きた、２回も起きた。修理しましたと、

いう話は議会は報告受けていませんし、また、そんなことあったことも知らなかった。指定

管理者が替わって、顔を出して、初めて、「ありゃ、地盤沈下があるな」と。で、今、先ほ

ど「修理しました」と言うからほんのパッチあてですよ。１メートルくらいちょっと、とに

かくまあやっただけで、全体に沈んでいますよ。それから、壁と敷地、こうなっていますよ。

（手持ち資料を使って手振りで説明）で、下がっていますから、この壁と敷地の間に５ミリ

から１ミリくらいずっと開いている。そこからまた水が入りますよね。これが玄関の状況。 

で、地下１階の体験室の前は、あそこに１５箇所くらいいろいろ枡が入っています。で、

よく地震があったときに土管がドーンと浮き上がっていますよね。ああいうイメージ、イメ

ージはですよ、高さが１センチから３センチくらいあると思うんですけど、まあ、そういう
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状況になっていると、いうことなんで。これはですねえ、やはり、早急にですねえ、修理し、

そうしないと、建物が傷んで来るということ。やっていただきたいと。もうぜひ、これは早

急にですねえ、もう７年も８年も経っていますから、まあ瑕疵ということにはいかないかも

分かりませんけども、取り組んでいただきたいと。まあ、このように思います。 

それから、お風呂について言いますとですねえ、先ほど言いましたように、過剰、要は風

呂がメインなんですよ。お風呂、男性と女性用ありますけども、ここに各ねえ、両方に８種

類あるんですよ、お風呂が。具体的に言いますと、当然、掛かり湯、主浴槽、ジェットバス、

電気風呂、水風呂、露天風呂、バスタブ、サウナ、これが全部両サイドに付いている。で、

１日、現在３５名、平均。で、両方のですねえ、１００名、１００名ですよ。で、そのため

に各脱衣所にロッカーが１００個ずつあります。こんな無駄はねえ、だからスーパー銭湯で

はねえ来ませんよ、温泉でもないし。で、当初の予定では商圏が三原から福山からかけて商

圏があると。で、考えてくださいよ。高速料金払って、フェリー代払って、ただのお風呂に

ね、入りに来ますか。同じ７００円でも６００円でも。皆、他所、行きますよ。今、利用し

ているのはねえ、本当にヘビーユーザーが使っているくらいのもので、島民がね。そういう

状況にあります。それから、お風呂に沸かしたら両方張れない。１００人分、１００人分張

らんと、お湯が張れないという。こんな話ないでしょう、普通。今日は客が少ないから片一

方だけにしとこうとか。で、バルブというんですか、あれも調整弁がない。で、水を抜くに

しても、じゃあ今度はこっちだけ抜こうと思っても抜けない。両方抜かにゃ、全部、上水で

すよ。それで、まあ、金のこと言いますと、水道代、電気代入れて、光熱費ですね、これが

大体１，８５０万円、１，８５０万円。これは、１億５，０００万円売上げしても同じ、１

億円売っても同じなんですよ。要は、そういう状況になっているから、客が入ろうと入らま

いと、１，８５０万円かかるんですよ。こういう施設は、そりゃあスーパー銭湯という商売

の形態を維持して客が来てくれるんだったらそれで良いんでしょうけども、要は、そういう

実態がないと、そこから。 

それから、厨房、厨房を見ますと非常に狭い。狭いというよりもねえ、そのレストランが

定員８０人ですよ。で、大広間の定員が大きい方が８０人で、小さい方が４０人くらいかな。

これ、入ったらもう料理なんか作る場所がない。ガスコンロいくつあると思いますか。この

テーブル、これくらいですよ。（手振りで大きさを示す）で、大きいというのは、もう普通

のやつが３元あって、その前に小さなのが２元。で、これで１００何十人も料理せいと言っ

ても無理ですよ。で、作って置いてる配膳室がない、ねえ。それから、炊事場、厨房の側に

宴会場があれば、すぐ行けるけども、宴会場も遠い。動線が、何らそれこそなっていない。

プロじゃない。で、この設計の段階で、いろいろ職員の方々、その当時の職員、それから職

員のＯＢ、議会の議員も数名ですねえ、「図面の見直し、設計の見直しをしてください」、

「これはおかしい、これをこうやってください、ああやってください」言いました。全部却

下ですよね。却下というよりも考慮されなかった。で、今日迎えているんですよ。 

だから、確かにね、今、スポレクがやってて経営が非常に大変です。大変ですけども、こ

れもやっぱり大変だからと言って切るわけにはいかんでしょ、町の財産ですから。そこから

きちっと認識を新たにして、計画的にですねえ、もう全部リストアップして、できる所はや
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っていくということをしないと、とてもじゃないけど働いている人も大変ですよ。 

まあ、地盤沈下とそのお風呂のことについて、まあ、それと現在は去年の４月からですね

え、やっとフェスパが旅館営業ですよ。旅館営業ですよ。旅館営業に格上げになったんです

よ。いや、したんですよ、指定管理者が。今まで何であったんですか、ご存知ですか。どう

いう資格であの営業していたんですか、ご存知ですか、ご存知。 

○（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） 

 ええー、以前も旅館業でございます。 

○（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） 

私が調べた範囲ではですねえ、今、まあ法律変わっていましてね、指定管理者、変わった

時点では、旅館業の中にはホテル営業、それから旅館営業、それから簡易宿所営業、それか

ら下宿営業と、４つだったんですよ、４つ。で、去年の６月に改正されて、ホテルとその旅

館が一緒になってホテル旅館業になって３つになったんですけども、私の知る範囲では、前

は簡易宿所ですよ。簡易宿所とはどういうものかご存知ですか。改めて言いますとねえ、簡

易宿所というのは、要は、言葉が間違ったらあれなので、改めてやりますと、簡易宿所営業

とは、実務的にはホテル、旅館などの要件に当てはまらない施設で、スポーツ合宿所、ベッ

ドハウス、山小屋、ユースホステル、ペンション、民宿、キャンプ場等々が該当すると。こ

れで営業していたというふうに、私は現在の支配人から聞いております。 

で、そういう状況ですよね。だから、もう最初からと言うか、もう我々が分からないとこ

ろで、要はあの建物、立派だ、立派だと思い込んで使用していたものが、簡易宿所営業とい

うふうに、私はその当時は行ってチェックしていませんからはっきりそう言えませんけど、

現在の支配人からそのようにお聞きしております。ええー、それが良い悪いじゃなく、それ

で営業していたんですから、それで良いんでしょうけどね、我々はやっぱり認識を新たにし

て、やっとこの去年の４月から旅館業として登録をされてやっているということなんですよ。 

だから、何回も言いますけど、「もう実態を把握して、問題箇所を洗い出して、それでそ

れを議会の方に投げかけていただいて、それでどうして行こうか」という話をやらないと。

ただ、パッチ当てに、「こういう問題があります」、「ああいう問題があります」と言われ

ても困るし、賛同できないということですよ。そうでしょう。で、お風呂の、特に今言った

８種類のお風呂が両サイドにあって、３５人いうたら半分にしたらあれでしょう、１７名ず

つ女性、だったら１日、１７名ずつ女性、男性、極論ですけどね。そういう状況ですよ。で、

もういっぱいに張らんと。それでタンクは１日３７トンと聞いていますけど、それでいいん

ですかねえ。そういう状況、３７トンの水を使っているというふうに聞いています。それは

私が聞いた話、それは理事者の方で確認を取っていただきたいと思いますので、ぜひねえ、

やっていただきたいと、こう思います。 

で、マル適マークについて、その話になりますけども、今取ってないという。確かに、前
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はですねえ、あったんですよ。ゆげロッジのときはちゃんとマル適マークがあったんですよ、

これが。これは消防の人からコピーを取っていただいて、実物大と、大きさはこの程度（コ

ピーを見せる）、で、これがマル適マークと通常言われてるんです。ロッジはこれを取って

たんですよ。ちゃんとね、どこのホテルでもそうですけど、これを取って、額に入れてフロ

ントのよく見える所、客がチェックインしている所に、目の当たる所にこれを額に入れて皆

貼ってますよ。ホテル行ったら皆ありますよ。これがないと。１１億５，０００万円使って

ないとはどういうことですか。ねえ、欠陥ですか、取れないんですか。で、ゆげロッジのと

きには、あったときはですねえ、割とまだ簡単だったんですよ。消防法令に合致していれば、

これを発行してくれたんですよ。ところが今は、消防法令プラス建築基準法に合致している

かどうか、二つがそろって初めて、このマル適マークが発行されるということなので、その

消防の方に確認しますと、制度ができた（平成）２６年の４月にできて、２６年の８月にで

すねえ、わざわざ消防の職員がその当時の指定管理者、フェスパに行って「この制度ができ

ました」と、「だから申請してください」と。 

これは消防署がやるんじゃないですよ、「事業者が、あなたが自主的に申請を出して、こ

れを取るんですよ」と言ったけども、結果的には取っていない。取ってないのか、取れなか

ったのか分かりませんけども。で、また、今回も１年経って指定管理者が替わって取ったの

かなと思ったら取ってない。そうすると、消防法令は問題ない。で、建築基準法には問題な

いんであれば、取れると思うんですね。ただし、ホテル、旅館仕様になっているかどうか、

建物は立派だけども、ホテルとか、旅館仕様になっているか、どういうことかと言うと、カ

ーテンが燃えないカーテンになっているかとか、非常階段があるかとか。それから、防護壁

があるかとか、いろいろそのーあると思うんですよね。専門家に会って聞いていただければ

わかると思うんですけども、そういう仕様になっていないから取れないのか、ただただ申請

しなかったから取れないのか分かりませんけども。これもねえ、取らないと、どういうあれ

があるかと言いますとねえ、これがないと、約日本に大体ざっくりと２００社くらいあると

思うんです、交通公社、大手ＪＴＢとかありますよねえ。あれはねえ、あの業者が客を送っ

てくれないんですよ、これがないと。そうですよ、これがないと客を送った方が何かあると

大変ですから、営業できなくなりますからね。そういう狭いところで客を送ってくれないよ

うな状況で、なおかつ風呂がメインで、部屋が１７じゃどうしようもないというか、売ろう

にも売れない、もっと言って、部屋にシングルがあったりダブルがあるんですよ。今ねえ、

そういう時代じゃないですよ、売りやすいように、やっぱり１７室でも同じ大きさでしてね、

「全館、全部売ります」というぐらいの売れる状況に造らないと、もう旅行体系変わってい

ますから。我々のときは、もう学生時代も中学のときも行きましたけども、京都で１５０人

が大広間にいっしょに寝ていましたよね。今、中学生、そんなことしていませんよ。旅行体

系が変わっているから、旅行体系変わったような施設を整えなかったらいけなかったと。 

ところが、今言ったように、スーパー銭湯に、部屋を上に付けたという、言っても過言で

ないような、状況になっている。いうことですので、ええー、ぜひ、このマル適マークも取

っていただいて、交通公社、旅行会社から客が来るように営業活動に活用していただきたい。

こう思います。 
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ええー、それから、顧客リストの問題、先ほど「返還、利用されて使ってますか」と。「前

のリストで、それを活用して集客していますか」と言ったら、「いや、先の指定管理者と引

き渡しのときに、もらってません」と言うけれども、これ、おかしいでしょう。あれは、前

の指定管理者の名前で予約取っていませんよ。フェスパで取ってるはずですよ。それから、

指定管理者はあくまでも指定管理者をいただいて、町からもらって代理でやってるだけの話

で。だから、顧客リストは町の財産だと。そうなるでしょう。だから、それをねえ、１年経

ってもまだ回収できないというのは行政の怠慢どころか、おかしいですよ、私の認識は。だ

って、協定書にですねえ、協定書の１８条及び１８条の２項にちゃんと書いてますよねえ。

「その宿泊リストを返せ」とは書いてませんよ。「情報管理をちゃんとせい」と。「情報管

理ちゃんとせい」ということは、要は、それは終わったら返しなさいよと。逆に情報、個人

情報だから渡せませんと言われたという話も聞いています。それは事実かどうかわかりませ

んけども、そういう状況でですねえ、商売しているというのは甘ちゃんもいいとこで、責任

果たしていない。当事者意識がない。それで、「金が足らんから何とかしてくれ」という話

は虫が良すぎる。とにかく、やるべきことはちゃんとやって、タイムリーに。もう来月、再

来月という話じゃなくて、申請するものは申請し、もらうべきものはもらって、それで手直

ししなきゃいけないとこはちゃんとリストアップして、「こういう状況になってます。だか

ら議会の皆さん、ご理解ください。これには一括でやりたいけど、予算がないので、順次や

っていくつもりです」とかね。そういう説明は理事者側からこちらにこないと何にも進まな

いですよ。営業して、１年以上ですよ。これ、共同責任ですよ、我々もそうですけど。我々

は建物、賛成したんですから、いろいろ注文付けましたけど、でも、あれで行くと仰ったか

ら、ねえ、議会も責任があるんです。決して理事者が全部だとは言いません。私にもありま

すけど。だから、あるから手直しするところがあれば手直しのリストを出してください。そ

れはタイムリーに出さないと。もう３日前の古新聞なんか読まないでしょう。今出さないと、

どうするんですか、一方通行に走っているじゃないですか。それでいいんですかねえ。 

まあ、要は、何回も言いますけども、先ほど私が言いましたけど、要は情報共有して議会

側も、それからやっぱり理事者側も共通認識し、それを理解してやっていかないとフェスパ

は立ちゆきませんよと。これだけなんですよ、問題は。それを検討する、あるいは吟味する、

何も資料がない。こんな話はないです。それで「助けてくれ」というか、「金何とかして」

と言っても。それから、これは最初にいただいた資料ですけど、これコンサルタントが出し

た資料ですけど、ここにもちゃんとですねえ、営業のですねえ、そのどこに重点を置くかと

か、いうことを書かれています。（資料を読みあげる）「温浴に重点を置く意味」というて、

要はもうスーパー銭湯ですよ。宿泊とかそんなとこ考えて、体験交流室、体験なんて、そう

いうニュアンスはない。だから、最初のコンセプトからやっぱり、これはそういう建物だと

いうこと。 

まあ、要は全体的な認識をいただいて、その全体的な認識のうえで個々の問題を解決して

行かないといけないというふうに私は思っていますので、その辺の認識と気構えをお訊きし

て私の質問を終わりたいと思いますけど、町長、その辺はいかがですか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 
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○（池本 光章 議長）  はい、宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええー、今回に限らず、ずっと濱田議員からは、こういったご指摘をいただいておりまし

て、我々も問題意識としては相当深いものを持っております。ええー、ただ、先ほど来、ご

指摘ありましたように、実際に運営してみて、その明確になった部分、多々ございます。で、

それを、先ほど言われたように、ご指摘のありましたように、個々の問題を全部列挙しなが

ら、それに対する対策とですねえ、そういった事も含めまして、要は、このフェスパを町民

の大切な宝として、どういうふうに黒字化しながら継続して行くか、継続運営して行くかと

いう、そういう大きな目標に立ち向かっていきたいと思っております。 

 ええー、改善すべきところは、どんどん前向きに改善して行くと。当然、予算を伴います

けど、その辺のとこもきっちり出しながら、議会に諮りながらやっていきたいと思っており

ます。 

 ええー、先ほど、商工観光課長の方から説明ありましたが、６月の２５日に初めて、こう

いった施設管理の設計業者、施工業者交えて、本当にこれでどういう操作ができるのか、ど

こがどう間違ってたのか、それも含めてですね。で、館全体のことから言いますと、先ほど

濱田議員からご指摘ありましたように、本当に何を目標に、どういう運営をして行くのかい

うのがほとんど見えないというのが事実でございます。その辺も、逆に、今回１年やって、

それが明確になったわけですから、これではいけない、じゃあどうする、こちらの方として

も経営理念、それから、経営手法、戦略、その辺も含めまして、打ち出せるように、しっか

り、早めに、タイムリーにできるようにやっていきたいと思っております。 

 で、そういった基本をしっかり踏まえながら、当然、基本協定、それからリスク管理、そ

れから、それを検討する委員会等ですね、その辺の仕組みも含めてご提案さしていただいた

らと思っていますので、よろしくお願いします。 

 それから、先ほどの情報管理については、商工観光課長の方から詳しい説明をさしていた

だきます。以上です。 

○（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、ええー、先ほどのまず旅館業法の関係で、「簡易宿所」となるんじゃないかという

お問い合わせがございましたが、ええー、まず、その点についてご説明さしていただきます。 

 ええー、フェスパの２階、３階がまあ宿泊ホテルになりまして、主たる、全体に占める宿

泊施設がまあメインと言いますか、主となっておりますので、全体として見て旅館業と。全

て、その他温浴施設等ございますが、宿泊施設がまあメインになっておりますから「旅館業

法」であるということから保健所の方にも確認は取っております。 

 で、続いて、協定書に、すみません、顧客リストの件についてなんですけども、基本協定

書の第１８条の情報管理において、「本業務により知り得た秘密等を外部へ漏らしてはなら

ない」と「指定管理期間終了後においても同様」と規定されておりまして、更に、「本業務

にて知り得た個人情報の漏えい滅失及び棄損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理
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処置を講じなければならない」との規定もございますので、改めまして、リストの方を回収

したいと思います。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） 

 じゃあ、ちょっと確認だけさしてください。前も旅館業だったという話であればそれでい

いんですけどね、まあ、今回はコピーもらったんですけど、今は間違いなく旅館という事で

これは発行されております。今治の保健所長の富田さんから出しています、確認しています。 

 こういうふうにですねえ、やっぱり何でやっているのかね、もう町民が勝手に旅館だよ、

ホテルだよという認識で、名前からしてねえ、名前からしてですよ、もうそう思い込んでま

すよねえ。で、聞いたときには、私は「簡易宿所」ということでもらってます。ということ

は、ゆげロッジの延長線で、というふうに聞いていた部分がありますので、確認をしていた

だきたいと思います。 

それと、指定管理者の期間ですけど、確か今年の３月の定例ですかねえ、自動的に７箇所

か８箇所の指定管理者が３年から５年に変更なりましたよねえ。これは国の方針というか、

指導というのか、そういうふうにということで承知してですねえ、いるんですけども、なぜ、

昨年４月に受けたフェスパがですねえ、自動的にですねえ、それに、５年にならないのか、

不思議に思うんですけどねえ。というのは、あの状態でねえ、ちゃんとやろうと思ったら時

間かかりますよ。これは条例を変更していうか、期間を変更していただきたいと思います。 

それと、これは浪花節的な話になるんですけどねえ、もう１点、ええー、ゆげロッジ時代

にですねえ、現在の天皇になられた浩宮さん、この方が聞くところによると、昭和５６年に

ですねえ、昭和天皇の孫という立場で、あるいはそのー、ええー、平成天皇の長男という立

場でね、５６年に学校の卒論のためにこの旧弓削町に見えてですねえ、ええー、それで各地

区を回られて大学の卒論のために、その卒論が中世の塩の荘園の栄えたこの弓削に来て、そ

れを調べて卒論にしたいということで、相当多くの方がですねえ、その浩宮さんを歓迎しで

すねえ、接待したというふうに聞いております。で、その方が今回天皇になられてですねえ、

その縁があるんですよね。これをやっぱり活用しないとですねえ、まずかったんじゃないの

かなあと。我々も気がつかなかったんですけども、ここにあります「弓削通信」さんに投稿

されてますけども、ええー、やっぱり、この気持ちがですねえ、町民の気持ちなんですよ。

昭和から平成に、平成から令和に時代が動き、弓削島にご来島された浩宮殿下が天皇になら

れたと。弓削島に住む一人として静かに見守るだけでなく、何とか彼の新しい御代になった

とき、何もなかったと。「祝」というねえ、垂れ幕もしてないし、非常に寂しい思いをした

と、いろいろ書かれていますけども、これは多くのねえ、あの当時、２０代、３０代、４０

代の職員も含めて、この感性がないとですねえ、観光なんかできないですよ。こういう感性

ほど、観光に反映して行かないと。で、サイクリングで、その方がわざわざ地図を作ってサ

イクリングの方に、「これが現天皇陛下が回ったコースですよ」と渡したら、それで喜んで

回ってくれたと、いうこと仰ってますんで。 

もう、何を観光の資源とするか。町自身が、その観光立町というね、謳うんであれば、な
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おさら、今回の天皇が新しい御代になった時点でですねえ、これを祝賀してですねえ、今後

の観光協会、観光振興にですねえ、活用して行くべきだと思うし、それがやっぱり売りにな

るんじゃないかなと思いますので、その辺はぜひですねえ、特にこれ商売ですからねえ、行

政はねえ国から県から金が下りてきてねえ、それをいかに配分するかに一生懸命でしょうけ

ど、我々民間人は、０を１０にし、１０を１００にすることに努力しているんで、観光に関

してもですねえ、やっぱり良い意味でのネタがあればですねえ、そのネタを利用して、活用

して、やっていただかないと駄目だと。で、その方も仰ってましたけども、ロビーに写真貼

るとかね、交流館に写真貼るとかいうようにしてですねえ、盛り上げていかないと駄目だと

いうことなので、ぜひ、その辺はもう少し、皆さんも、我々もそうですけども、感性を磨い

て、取り組んでいただきたいと思います。以上です。終わります。 

（濱田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで濱田議員の質問を終わります。 

続いて、前田議員の質問を許します。 

（前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員）  

議席９番・前田でございます。本日の一般質問、３問さしていただいたらと思います。 

第１点目ですが、「危機管理について」、ちょっとお訊きいたします。 

４月１１日に発生した行方不明者の捜査において、「町長は、民間のヘリコプターに民間

人と搭乗していた」と不満を伴った声とともに多くの消防団員から聞いています。公的な捜

査期間中において、消防を管理する最高責任者である町長が愛媛県警や自衛隊などの公的な

機関ではなく、ましてや捜査に直接関係しない民間団体の操作するヘリコプターに搭乗する

ことは、民間の指揮下に入ることと同じであると考えます。 

消防団員が仕事を休み、草木を踏み分け、険しい現場を必死に捜査しているとき、管理者

としての危機管理にかける軽率な行動だと批判の声もお聞きします。町長は、誰の指示で民

間ヘリコプターに乗ることになったのか、その判断理由とは何か。自ら町民の危機管理に対

してどのような考えを持っているのかお訊きしたいと思います。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇  馨 町長） 

ただ今の前田議員のご質問にお答えします。 

ええー、当日、消防本部から、前日ですね、１８時５８分、「行方不明者がいる」との連

絡を受けておりまして、（４月）１２日の８時に、昨日の捜査状況及び現状報告を消防庁舎

で受け取りました。それから、随時、消防本部において、団長や消防長を含めて状況確認、

今後の対策について協議を行っております。その中で、ピースウィンズ・ジャパンの代表者

から「従業員が行方不明であって、これを捜索を行う」という報告がありました。 

 ええー、消防団員は、佐島地区のみならず、下弓削、生名地区、そういった方面にも捜索



32 

越智郡上島町議会会議録 令和元年６月１８日 開催 

 

範囲を広げながら、また、会場においても、救急艇及び警察船での捜索を行っております。

午後に、ピースウィンズ・ジャパンの方から「捜索に進展がないので、ヘリで上空から捜索

を行います」という報告を受けまして、で、その時に、「佐島の地理に詳しい人に搭乗して

もらえないか」、こういうお願いがございまして、そういった刻々と時間が経過する中で、

早期発見が最優先だと考えました。また、ピースウィンズ・ジャパンの方でも、医療の救急

班を組みまして、タイムリミットとしましては、大体７８時間とか、いろんなあれが、考え

方がありますが、その日の夕方までに発見できなかったら命が持たないと。そういう判断で

ございまして、私もそれに賛同しました。以前に岩城地区で、船同士が衝突して遭難があり

まして、その時はひと月ほど、１ヶ月ほど、海上捜索を行いました。その時の経験と言いま

すか、そういった観点からしますと、もし、海上に転落していた場合、これは１日か２日、

その間については、海上に浮かんだ状態が当然想定されると。そういう事も考えました。そ

れ以上過ぎると、また沈んでしまうと。そうなると、発見はもっともっと遅くなってひと月

くらいかかってしまうと。そういった知見もございました。 

それから、私は小さいときから、佐島の沖浦とか赤穂根はもちろんですが、こういったと

ころとか、佐島の方は子供のときからずっと畑を作りに来ておりましたので、福良のこの山

から蛸崎の方へ抜けるのはどういうルートで行くかとか、そういった所も良く承知しており

まして、長磯近辺の磯は子供のときからよく潜っていましたので、そういったとこら辺もま

あかなり地理的には分かると。そういったことがございまして、それであれば、協力要請が

あるんであれば、ということが１点。それから、先ほど前田議員からご指摘ありましたよう

に、こういった民間のヘリに同乗する場合、例えば、佐島の消防団員、佐島の役場職員、こ

の方たちにお願いするかどうかということで、その時点で私が一番悩んだのは、先ほど言わ

れましたように、もし万が一事故があったら誰が責任を取るのか。公務災害にならない。そ

ういう事を考慮して、もうそれだったら私しかいないと。彼らを犠牲にするわけにはいかん

と。そういう判断をしましたんで、そこのところは、ぜひご理解いただきたいと思います。

この場合、発見がまず優先されるべきだと思います。 

それから、捜索に当たる人の安全が次に来ると思います。「私が地理的には明るいから、

ぜひ、その役を買って出よう」と、そういう思いで出させていただきました。まあ、魚島の

診療体制を急きょヘリコプターでやるときにも同乗さしていただいております、試験飛行に。

その関係で、このパイロットの技量といいますか、その辺のお話も従前聞いておりますんで、

これであれば安心してできると。実際に乗ってみて、本当にまあ腕は良いと言いますか、私

が素人目で見て良い操縦技術で、本当に海岸線とか、くまなく回っていただきました。それ

から、山林部分、山の際を舐めるように飛んでいただきました。こういう操縦技術、中々本

当にあるものではないなと思いました。 

ええー、捜索を続ける協議の中で、消防長の方は、もしその日のうちに見つからなければ、

発見できなければ、次の日からは自衛隊とか、そういったところに要請するべきかどうかと

いうのを悩んでいたようです。私もそれは考えるべきだと思っていましたんで、ただ、午後

から、そういった捜索を続ける中で、もう１回情報を整理してみようと。どうも、島外に出

た形跡がないだろうと。もう１回じゃあ、周辺をくまなく探しましょうと。そういうところ
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で動いている中での発見となりましたんで。 

まあ、今回、ヘリコプターが役に立たなかって、ある意味その、これはこれで良かったん

だと私は思っております。これはもう結果の話なんで。ただ、こういった場合に、どういう

判断をするかという、問われた場合、やっぱり団員や職員の安全は第一ですので、捜索する

方が二次被害に遭うと、それはもう論外になります。その中で、まあ緊急を要するという事

で今回は、その地理に不案内な人よりは少しでも明るい私が搭乗すべきだと。そういう判断

をさしていただきました。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） 

ええー、今の町長の答弁ですけども、最高指揮官は町長ですよねえ。前にも言ったと思い

ますけども、やはり、町長、最高責任者はですねえ、まあテレビのドラマで見てもそうです

よねえ、管理者はやっぱり、そこの本部で待機してですよ、情報を集めながら的確に判断し

て、動くのは職員、消防団が動けばいいというふうに書いております。消防法にもあります

が、消防団の最高責任者は町長であると謳っておりますので、私はやはり軽率な行動ではな

かったのか、また、いくら佐島をよく町長が知っていると言われても、佐島の消防団の方の

方がだいぶ詳しいですよ。で、自らが乗って、本部を留守にして、先ほども言われたように、

消防長が次の日から陸上自衛隊を頼もうかどうか悩んどったという返答ではございました

が、それを判断するのはあなたですよ。だから、その当時、そこにいてですよ、消防長と消

防団長、交えながらですね、幹部を交えながら相談して行くのが順序じゃないかと。このよ

うに思います。 

で、民間の業者の、例えば、自衛隊とかですねえ、警備系の、まあ百歩譲ってですよ、県

警とか、そういうヘリに乗るんならまだ分かりますけど、私は民間のヘリになぜ乗ったんだ

ろうと。まず、その点が一番気になりました。ですから、まあ、町長と私の考え方が違うの

かも分かりませんけども、私はその、なぜ、町長が依頼があったから、そりゃあ民間は民間

ですよ、行政がやる捜索と違うじゃないですか、その点はどのようにお考えですか。 

○（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、ここに、消防が作成したタイム表がございます。（宮脇町長、対応表を議員席側

に見せる）この中で、一連の動きを当然管理せんと行かん立場だということは重々承知して

おります。それで、朝、消防で話をして、また午後からも消防で話をして、今どういう状況

か、じゃあ、午後の日没までに発見できなかったらアウトですと。そういう事態ですよ。誰

が行くか。先ほど、前田議員、仰いましたけど、佐島の消防団の人に「乗ってくれ」って私

は依頼できないですよ。でしょう。民間の人に、民間のヘリコプターに役場の職員や消防団

の人に、「あなた、乗ってください」いうて、ここでそういう命令はできない。逆に自衛隊

だったり、県のヘリコプターだったら私は言います、命令します。それはありだと思ってい
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ます。 

これは、法律上です。法律上、これは、ここに頼んでいいかどうか、逆に、私は何かあっ

たときに当然責任を負わないといかんですね、命令権者で。そのときに民間のヘリコプター

に乗れるかどうかというのは、かなりシビアな問題だと思います。当然、公務災害になるか

どうかという、そういう話だと思います。それができないんであれば、私はそういう命令は

出せない。そう判断しました。だから、私が行きました。これは、逆に、私が乗りましたけ

ど、２時間が限度だと思っていました。当然、ヘリコプターの操縦士の方も給油の話があり

ますんで、もうそれまでを一区切りとして考えておりますし、当然、それ以降、夕方、打ち

合わせをして、次の日の体制を組まないといけない。当たり前の話ですからねえ。何として

も、これは夕方までに見つけたいと。でも、だめだったら次の日のことを、早急に体制を組

むべきだと、そういう事は当然考えております。 

ですから、私は、２時間弱だと思います。２時間も乗らなかったと思います。そういうつ

もりで最初から乗っていますので、すぐに帰って来て、消防とまた打ち合わせをするつもり

で帰って来ました。で、その間、情報収集をしていた中で、やっぱり、「あの橋の近くで見

かけたよ」という情報がありまして、そこを重点的に今度また調べたと。そういう経緯です。

それで発見できたと。その発見したときも、救急の、その医療班が、「これはもう申し訳あ

りませんが」という状況だったということも、即、そこで判断ができました。そういう意味

では、かなりお世話になっています。やっぱり、こういう体制を組めるというのは、あの人

方は国際的にそういう活動をやっていますんで。緊急現場で何かあったときにどうするかと

いう、そういう動き方をしていますんでね、プロですから。まあ、民間と言いながら、そう

いう国際援助のプロですから、それは、私は基本的な、その情報として信頼していました。

そういったところがございまして、私は同乗したということでございます。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、職員によう言わなかった。消防団員にもよう言わなかったと。そしたら、なぜ断ら

んかったのか。断ったらいいじゃないですか。民間は、民間で探すんでしょ、ねっ。町長の

（池本興治議員からの野次に対して「やかましいこなあ、おまえが馬鹿よ」と返す）だから

考え方が違うから、やっぱこれだけずれて来るんじゃないかというふうに思います。まあ、

私はその時点では「よう命令せんかった」というのは、気持ちも分からないことはないです

が、やはりその民間会社の方に断るべきじゃなかったかと、かように思います。まあ、いく

ら言い続けても考え方の違いですので、次に移りたいと思います。 

〇（池本 光章 議長）  

前田議員、質疑応答の途中なんですが、１０分間休憩を取りたいと思います。（１１時）

２５分まで休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時１３分 ～ 午前１１時２３分 ） 
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〇（池本 光章 議長）  

再開します。引き続き前田議員の質問を許します。 

○（９番・前田 省二 議員） 

はい、２問目ですが、「政治と選挙活動について」、ちょっとお訊きしたいと思います。 

ええー、４月１４日に開催された桜祭りにおいて、「上島町長 宮脇 馨と行く春の積善

山ハイキングツアー」というポスターが事前にあちこちで貼られていました。 

これは、上島町観光協会と町長が企画したようですが、個人名を明記したこの行事は、公

職選挙法に触れるものではないでしょうか。更に、観光協会は、上島町から補助金を支出し

ている団体です。無言の圧力によって町民に還元されない無駄な公金が使われたのではとの

疑問も残ります。公金で、町長の個人名を冒頭に大きく掲載したポスターを作成し、各地に

貼り出す必要性は何だったのか。行事の目的はどこに置いていたのか。また、このハイキン

グが上島町や町民にどのような効果をもたらしたのかお示しください。以上です。 

○（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。 

（澤田商工観光課長、登壇） 

○（澤田 一政 商工観光課長） 

 前田議員の質問にお答えいたします。 

 積善山のハイキングツアー客も増加傾向にあり、今年は、観光協会がハイキングガイドを

請け負ったツアー客も１００名を越えている状況です。 

観光協会としてのハイキング客誘致を目的に新たな観光コンテンツとして力を注ぐべく

今回のイベントを企画したものでございます。 

町長は、観光協会の公式ハイキングガイドに認定されており、町長自らが観光案内する事

例は全国的にも稀であることから、町内外に桜祭りイベントと併せて広く PR する事を期待

したものです。 

なお、ポスター掲示は、各島の港周辺を中心に広く観光客の再来を期待し掲示したもので

す。 

効果については、当日の天候等もあり、募集定員１０名に対し４名の参加でしたが、ホー

ムページ等も含め広く、首長自ら観光案内をする観光立町としての姿勢を PRできたものと

思います。 

なお、公職選挙法に触れるか否かについては、弁護士に確認しましたところ、「政治目的

ではなく、観光振興を目的とした準公務であり、選挙目的行為とは結び付かない」との回答

もいただいております。以上、よろしくお願いします。 

（澤田商工観光課長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

 ええー、選挙法に違反してないということで、まあ、他の、一般の方が見ればね、ちょっ

とそういうふうに触れるんじゃないかと、いう疑惑は持ちますよ。これが「上島町長」とい
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うんでは、だったら良かったんじゃないかというふうに感じております。それと、参加人数、

事前は１名じゃなかったんじゃなかったんですかねえ、４名で。それと、その４名分の参加

料等々はどういうふうな使い道いたしました。 

○（澤田 一政 商工観光課長） （挙手）はい。 

○（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、事前の申し込みは２名で、当日の申し込みが２名、合せて４名でした。そして、

その収入については、観光協会の運営費の方に充てております。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、よく分かりました。まあ、住民の方々がですねえ、これはおかしいんじゃないかと

いうような言動いうんですか、「そのポスター、選挙法に触れるんじゃないかな」というふ

うなあれがあったもんで、今回ちょっと質問さしていただきました。その目的等々はよく理

解できましたが、まあ、その点も、またよく気を付けて上島町の観光のために頑張っていた

だけたらと思います。 

ええー、続いて、３問目なんですけども、「上島町のビジョンについて」、ちょっとお訊

きしたいと思います。 

４月６日に更新された上島町のホームページにおいて、いきなり松原海水浴場でのキャン

プやバーベキューの禁止が、上島町商工観光課名で表示されました。 

今、世界は瀬戸内海を注目しており、上島町は自転車の観光客だけでも１万人を超えてお

ります。岩城橋の完成を見据え、上島町は更に観光に力を注がなければならない時期になぜ、

このような対応しかできないのでしょうか。 

それと、できなければ、代わりの場所をお客様に提供するなどの方法も示すべきではない

でしょうか。今後、“ふるさと上島町”に帰省してきた家族とキャンプをする楽しみさえ奪

ってしまうのは適切な政策とは思えません。町長は、松原海水浴場でのキャンプ等の運営再

開の条件を何にしているのか、観光施策を上島町のどの位置に置いているのか、ビジョンを

お示しください。以上です。 

○（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。 

（澤田商工観光課長、登壇） 

○（澤田 一政 商工観光課長） 

前田議員の質問にお答えいたします。 

今回の松原キャンプ場の利用休止につきましては、土地の所有者である弓削神社さんから

の申し入れにより、やむなく休止としております。主要因は近年のキャンプ客の増加と併せ

マナーの悪い利用者が多く、対応に苦慮している事、更に枯れ松の増加による松林の保護で

あります。 

現在、町では年間を通じて、炊事場の水栓貸出・シャワー・トイレの管理と併せ、枯れ松
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伐採を実施しており、海水浴シーズンには事務所の設置運営、海水浴場備品の設置等の海水

浴場の運営管理を行っております。 

町としましては、松原キャンプ場が、瀬戸内海沿岸でも数少ない、松原と海水浴場が隣接

し、春から秋にかけて多くの観光客が訪れる上島町の観光拠点でもありますことから、本施

設の利用休止は上島町の観光振興においても大きな打撃を受けるものと感じており、松原キ

ャンプ場は瀬戸内海の重要な観光資源として利活用しなければならないと考えております。 

利用再開は、弓削神社さんと適切な管理体制を取り決める必要があり、更に新たな運営形

態についても国の自然保護管事務所に許認可を受けなければなりません。現在、国の自然保

護管事務所・地権者と良策を見出すため協議を進めております。 

なお、松原の代替施設としては、生名地区のサウンド波間田をご案内している状況です。

以上、よろしくお願いします 

（澤田商工観光課長、降壇） 

○（９番・前田省二 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田省二 議員）） 

 まあ、松くい虫等々の被害があると、松枯れの被害があるというふうに言われております

けども、これは毎年予防で何とかなってキャンプのすることによって枯れるとは考えにくい

んですけど、まあ、今までですね、そのー、神社と協議しながらいろんなもんを作って来て、

急に今年からなぜ、その向こうから話が来たのか。その点等々をお分かりになりますか。 

○（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） 

 はい、近年ですねえ、車で来られるキャンプ客がまあ増加しまして、その方々の中にはテ

ントを設営する際にですねえ、杭を打つんですが、それが根に当たったりとか、あと、ゴミ

をそのまま置いて帰ったりとか。まあ、その他騒音であったり、まあ、いろいろ苦情がです

ねえ、何年か前からもあったようですけど、この２、３年が非常に多い状況です。で、あと、

合せて枯れ松もですねえ、この５年で既に１００本くらい伐採しております。それだけ松が

どんどん減ってきておりますので、ええー、先日も樹木医さんを招いて地権者とともに現場

の方、確認をしまして、まあ今後どういうふうに対応すれば松の保全に結びつくかという協

議を行いました。 

 まず、１点目で、枯れた松はすぐ切ってくださいと。で、根っこについても焼却するかで

すねえ、線虫が、カミキリムシの線虫が、カミキリムシを媒体とする、その松くい虫の線虫

が根にはおりますので、それも焼却して除去すると。で、あと、下草、これも松にあまりよ

くないので、適正な管理をしてください。更に、松葉についても、まあ可能な限り清掃して

除けて清潔な状況にするのが松にとって良いよということで、先日も専門業者を呼びまして

枯れ松は全て伐採いたしました。 

 ええー、更に、同時に、地権者、宮総代の方も一緒にご参加いただき、今後の対応等につ

いて現在協議を進めている状況であります。以上です。 
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○（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、よく分かりました。まあ、従来からある、その松原、あの美しい浜ですよねえ、そ

こで私らも子供の頃からキャンプしたり、バーベキューしたりしてきて、それが急に出来な

くなるということは本当に寂しい思いがします。出来ればですねえ、今後も協議していただ

いてですねえ、折角シャワーとか、ああいうのがもう作って良いのがありますので、まあ、

再開できるようでしたらね、出来るように最大限の努力をしていただきたいと要望いたしま

して私の質問を終わらさしていただきます。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。 

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） 

議席番号５番、寺下滿憲です。ええー、住民と日本共産党を代表いたしまして、「太陽光

発電施設設置後の行政指導を行え」ということで質問をして参りたいと思います。 

ええー、再生可能エネルギー発電施設の設置が全国的にも、上島町でも太陽光発電事業の

開始が後を絶ちません。 

上島町では、災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全、優良農地の確保、地域住

民との合意形成の基に持続的な可能な自然エネルギーの円滑な導入と、安全と安心な地域社

会の構築を図る目的を持って、平成２９年１２月から上島町ガイドライン、また、平成３０

年６月定例議会においても、防災上、自然、生活環境及び景観に及ぼす影響を鑑みながら町

民の生命及び財産の保護、良好な自然環境等を保全し、公共の福祉に寄与することを目的と

して条例制定しましたが。ところで、施設の設置許可や設置後の指導は的確に行われていま

すか。出来ていない点や出来ている点、また、困難な点や問題点などがあればお聞かせてく

ださい。以上です。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  河端生活環境課長。 

○（河端 光法 生活環境課長）  

（河端生活環境課長、登壇） 

寺下議員の質問にお答えいたします。 

 太陽光発電に関する事務の所管につきましては、昨年度までは農林水産課でしたが、事務

分掌の見直しで、今年度の４月中旬から生活環境課が担当課となりました。 

 このため、現状を申し上げますと、発電設備設置後の指導等はまだできていない状況にあ

ります。また、事務移管後、これまでに新規の設置許可申請も出てきていないところであり

ます。また、引き継いだ書類の確認も行っていますが、昨年度の担当者が既に退職され、町

外に出ているため、直接話が聞けないこともあり、各案件の経緯や問題があった点など詳細
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まで把握できていないのも現状です。 

 今後は、許可して設置された施設について、順次、現地調査を行い、適正に維持管理が行

われているか確認をしていきたいと考えています。また、必要な場合は、条例に則り「指導」

等を行っていきます。 

 質問の最後にありました資料につきましては、当日配布になり申し訳ありませんが、ガイ

ドライン及び条例に基づき設置した施設の一覧表として作成しております。よろしくお願い

いたします。 

（河端生活環境課長、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） 

ただ今、課長の方から答弁をいただいたわけでありますが、ええー、事務の方が農林水産

課から生活環境課の方に替わったということは承知しての質問でありますが、今回、私の一

般質問にあたって、今日まで上島町に太陽光発電が設置されている箇所を、いわゆる、見て

回ったのか、パトロールしたのか、その点はいかがのものですか。 

 生名地区だけにおいても、既に、もう２２箇所ぐらいあるんですね。そして、弓削地区に

は１箇所、２箇所ぐらいだと記憶していますが、また、岩城の方にも数箇所あるわけであり

ますが、ええー、事務の引継ぎとして、このような設置された箇所が書類として、引き継が

れていないのか、その状況はどうなんですか。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 河端生活環境課長。 
○（河端 光法 生活環境課長）  

 まず、「現地を確認したか」という事でございますが、ガイドライン及び条例で許可した

とこにつきましては、一応調査ではないんですけれども、ここに現場の確認、どこにあるか

という確認をさせていただいております。それで、そのガイドライン以前の国が許可した施

設については、まだ現地まで確認ができていないのが現状でございます。 

○（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） 

 まあ、先ほどの資料をいただきますと、太陽光発電の施設の設置・管理及びガイドライン

で許可を醸したとこが、いわゆる生名地区に３箇所ですね。この３箇所のうち、いわゆる生

名の７番地、８番地、稲浦地区ですね、これ、ガイドラインに沿って、また、上島町条例に

基づいて、いわゆるフェンスをし、表記を掲げて連絡先等々を明記しておりますが、そして、

危険区域高圧電圧により、「係員以外は立ち入り禁止」という表記もされて、本当に誠にガ

イドライン、条例に基づいたものが設置されておることを私自身確認したんです。 

ええー、それから下の段になりますと、３４７２（番地）と３４６９（番地）の２ですね、

この分については、いわゆる、まあ、謳われている条例じゃあ、ガイドラインで謳われてい

る、フェンスではないけど、いわゆる猪の柵的な物しかされていないんですね。そして、看
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板がなされていない。そのような状況であり、また下の段の条例制定後の許可した分におい

ても、ええー、中々、工事中であったり、まだ整理中じゃ、稼働中については、柵はされて

も看板がなかったり、このような状況があるわけであります。 

そして、以前に許可した太陽光発電設置においては、ええー、生名地区の何番地でしたか

ね、生名地区の３６１（番地）の１１と７３３（番地）はこれもガイドライン以前の条例以

前、また、上島町のガイドライン以前に設置されたものでありますが、いわゆる３つが揃う

て完全なものとして、設置されていることを確認しとんですが、それ以外にはフェンスがあ

ったり、柵であったり、それには看板が掲示されて表示されてなかったりする状況なんです

が、今後こういった施設について、ええー、どのようにしていくのか。この点についてはい

かがなんですか。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 河端生活環境課長。 
○（河端 光法 生活環境課長）  

 まず、ガイドライン、町の条例、施工前の許可の、許可があったものにつきましては、こ

れを許可をしているのは国の経済産業局でございます。そこへの情報提供等、それから協議

等を行って、どういった改善ができるかという事を詰めていきたいと思います。 

また、町がどこまでガイドライン以前のものについて、どこまで関与できるかということ

につきましては、これら法的なことにもなりますので、弁護士等と相談させていただいて対

応をいたしたいと思います。 

○（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） 

 ええー、ガイドラインの中にはね、いわゆるガイドライン、国のガイドラインに沿って設

置したとこにおいても、上島町の条例、ガイドラインが設置されてからはね、国の以前の分

についても、ガイドラインに沿ってしていく事が好ましいという事も謳われておるのでね。

そして、条例にも「フェンスや植栽をしなくてはならない」いう事もちゃんと謳われている

のでね、以前のは、それで良いというんではなしに、現実に法律が上島町の条例が作られた

んだから、その条例に基づいてして行かないと。以前の物は良いんですよ、以後の物は、き

ちっとしなくてはならない、こんな法律なんてないんでね。 

やはりそこら辺は、表記の掲示と、きちっと定めて、連絡するところは、きちっとしてお

かないと、もし、地域で事故が起きたときに誰がどう連絡して、どう責任を取って行くのか。

そういうものがわからないのでね、やはりきちっとすべての事業所に対して指導的立場をと

って行かないと、本当に太陽光発電がこれからのエネルギーとして本当に活躍できるのなら、

地域住民に理解されて行かないと、地域の人たちとトラブルが起きながらの、やはり運営で

はなくて喜ばれるものになっていかないと思いますので、ええー、その点はしっかりと表記

をすることと、フェンスを、柵ではなく、きちっとしたフェンスを設置する。このことは、

きちっと行政として、指導を今後して行くべきだ。このように思うんですが、その点は、町

長の方から最後に答弁をいただきたいと思います。 
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○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 私の方としましては、上島町として、今、生活環境課の方に移した経緯もその辺にござい

まして、従前は許可するときに農地から転用する場合が多かったので、いろんなそのそうい

う意味でのトラブルが起きておりましたが、本来であれば、これは太陽光発電という、ある

意味、環境、それから産業面、いろんなジャンルにわたって、そういった観点が必要だとい

う事で考えておりますので。 

ええー、前回（平成）３０年の６月に、この条例を制定した経緯も皆さんからのそういっ

た強い要望がございましたし、まあ、そういうことを含めて太陽光発電は、本当に再生可能

エネルギーとしては、この上島町、瀬戸内海、そういった箇所では、非常に有効な手立てで

あるという認識の下に、であるがゆえに、適切な管理をすることは必要であるという認識は

重々しております。 

ということで、基本事項と言いますか、基本遵守事項、その辺をまず、きちんとできるよ

うな体制を組ましていただいて、できるだけ早い機会にそういうふうに持って行けるように

努めて参りたいと思っております。以上です 

○（５番・寺下 滿憲 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 ええー、最後に課長の方に、お願いというか、一言、言っておきたいんですけど、いわゆ

る太陽光発電の許可を得るために審議会を設置していますよね。この審議会のあり方が、ま

あ、前回一度だけ開催されたと思うんですけど、その審議会をもっと公開の場としてね、傍

聴ができるとか、そして審議会のメンバーの選び方ですね、まあ、いわゆる学識経験者等々

を選ぶんでしょうけれども、この地の状況がわからない、地域ですね、地と地域の状況がわ

からない人が、それを審議して、本当に的確な審議ができているのか、という懸念を持つわ

けなんです。 

 例えば、地元の人であっても岩城地区の申請が出て、生名の区長さんが、それ審議する。

それよりも、岩城地区のことは岩城の区長さんが、審議委員さんが審議するのはわかるんで

すけど、他の地域の人が他の地域の事を審議するとなるとね、中々状況が把握し難いし、そ

こまでするんなら、他の地域へ現場に行って見るとか、そういうことをしてほしいと思うん

ですね。ほで、必ず設置された工事が終わった、終了完了ということになると、必ず役場の

方がパトロールし、きちんと監督・指導をしてほしい。このように思いますので、その点は

いかがなものでしょうか。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） はい、河端生活環境課長。 
○（河端 光法 生活環境課長）  

 はい、今の審議会の委員さんがちょっとどういう経緯で選ばれたかと、ちょっと私把握で

きていないので、誠に申し訳ないのですけれども、今後のあり方については、また再度、町
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長はじめ協議さしていただけたらと思います。 

それと、工事着工前、それから完了後の確認はきっちりやっていきたいと思っております。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 はい、以上で終わります。 

（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。以上で一般質問を終わります。 

ええー、昼に少し早いんですが、昼休憩に入りますか。（「はい」の声あり）。それでは、

１時まで休憩といたします。 

 

（ 昼休憩 ： 午前１１時５２分 ～ 午後１２時５９分 ） 

 

  

日程第５～第６、報告事項 

○（池本 光章 議長））  

再開します。続いて、報告事項に入ります。 

日程第５、報告事項第２号、「平成３０年度上島町一般会計繰越明許費繰越計算書」、「平

成３０年度上島町公共下水道事業会計繰越明許費繰越計算書」、「平成３０年度上島町農業

集落排水事業会計繰越明許費繰越計算書」の説明をお願いします。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長）  

それでは、「平成３０年度上島町一般会計繰越明許費繰越計算書」、「平成３０年度上島

町公共下水道事業会計繰越明許費繰越計算書」、及び「平成３０年度上島町農業集落排水事

業会計繰越明許費繰越計算書」について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づ

いて報告いたします。 

 まず、一般会計についてですが、先の３月定例会で議決されております補正予算（第６号）

及び（第７号）で「翌年度に繰越して使用できる経費」として定めたもので、精算等による

減額により、翌年度繰越金の確定額は、６億９，２４０万２千円となっております。 

 その財源内訳は、国庫支出金・県支出金・地方債・その他を合わせた未収入特定財源が５

億７，３８６万７千円、繰越事業充当一般財源は、１億１，８５３万５千円です。 

 続きまして、公共下水道事業会計についてですが、３月定例会の補正予算（第１号）で議

決されたものであり、これも精算等による減額により、翌年度繰越金の確定額は、８０２万

円となっております。 

 その財源内訳は、未収入特定財源として国庫支出金が４０１万円、繰越事業充当一般財源

も４０１万円です。 

最後に、農業集落排水事業会計についてですが、３月定例会の補正予算（第２号）で議決

されたものであり、精算等による減額により、翌年度繰越金の確定額は、２，６１５万８千
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円となっております。 

 その財源内訳は、国庫支出金・県支出金・地方債を合わせた未収入特定財源が２，０８３

万円、繰越事業充当一般財源は５３２万８千円です。 

 以上、簡単ではございますが、平成３０年度の各会計の繰越明許費繰越計算書についての

報告を終わります。 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第６、報告事項第３号、「第三セクター経営状況の報告について」、はじめ

に「いきなスポレク」から説明をお願いします。 

○（梨木 善彦 教育課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  梨木教育課長。 

○（梨木 善彦 教育課長） 

 はい、平成３０年度株式会社いきなスポレクの経営状況について報告いたします。 

 まず、決算ですが、スポレク公園部門とフェスパ事業部合わせて、売り上げ総利益１１２，

１９７，２３５円と営業外収益７１４，１２２円と特別引当金の２７，５０３，２３３円を

合わせた総利益１４０，４１４，５９０円から経費１８７，３４７，４５８円を引きますと、

マイナス４６，９３２，８６８円の決算となりました。 

 それでは、教育委員会からは、スポレク公園部門について報告いたします。 

 ええー、施設別の使用状況でございますが、プールの利用者数につきましては、前年度に

比べ４７３名の減で、１２，４２２名の利用がありました。逆に利用料につきましては、前

年度に比べ４４８，９１０円の増加で、５，２４７，０１０円の利用料の売り上げとなりま

した。 

 利用者数減の主な要因としましては、７月豪雨の断水の影響によるものです。 

 利用料増の主な要因としましては、三原スイミングさんとの指導者派遣提携の効果により、

水泳教室の受講者が増加したことによるものです。 

 野球場の利用者数につきましては、これらも７月豪雨の影響により、合宿を行う予定の団

体のキャンセルによりまして、昨年度に比べ２７１名の減となりました。 

 しかし、体育館やトレーニングマシンの利用者数につきましては、バドミントンや卓球と

いった日帰り利用のお客様の増加により、昨年度に比べ４９３名の増となっております。 

 宿泊施設の蛙石荘の利用者数につきましては、こちらも 7月豪雨の影響により、昨年度に

比べ１９９名の減で、利用料も約２００万円の減となりました。 

 ええー、ご承知のように、平成３０年度第２２期決算はマイナス計上となりましたが、 

今後、２年間で積極的な営業活動や経費の節減などにより、より一層の経営改善を図るとお

伺いしております。 

 担当所管課といたしましても、会社の一層の自助努力を促すとともに、適時的確な指導助

言に努めて参りたいと考えております。 

 以上で、スポレク公園部門の報告を終わります。 

○（澤田 一政 商工観光課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長）  澤田商工観光課長。 
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○（澤田 一政 商工観光課長） 

それでは、商工観光課からは、フェスパ部門の経営状況について報告いたします。 

まず、前回、全員協議会の報告において、フェスパへの支援金２７，５００千円の使途に

ついて、スポレク支配人から「内部留保」との発言がありましたが、「運営費」として充て

ておりますことを改めて訂正させていただきます。 

それでは、フェスパ部門につきましては、純売上高９０，３３０，３７１円から売上原価

２８，２０４，３９７円を差し引いた６２，１２５，９７４円の売上総利益に対し、支出経

費が１２５，８８７，１９６円となり、マイナス６３，７６１，２２２円の決算となりまし

た。 

売り上げに関しましては、宿泊の客単価の見直し及び各種旅行会社とのプラン企画やレス

トランメニューも一新しましたが、４月はオープン準備、７月は豪雨災害の断水等により、

ほぼ営業が出来なかった事、更に８月・９月・１０月は、７月豪雨災害の風潮被害によるキ

ャンセルも多数あり、併せてレストラン及び入浴も立ち行かない状況となり、結果、売上目

標に対し 54％の実績となりました。 

 支出経費につきましては、４月からのオープンとするため、早急な雇用人員確保のため、

高単価契約による負担増、食事等材料費では、売上が伸び悩む中、効率的な在庫管理が出来

なかったこと、入浴については客の多寡に関わらず水道・ボイラー等の維持管理経費は経常

的に負担を強いられる事等がありまして、結果、目標値の 93％となり、売上実績を大幅に上

回る経費負担となりました。 

平成３０年度は、生名スポレクとして初めての運営となりましたが、大変厳しい決算とな

りました。 

 なお、年度途中から新たにフェスパ専属支配人を迎え、経営改善に向けての方針を２月に

定め、宿泊予約もインターネットのみで取引が完結する契約に変更しており、９月末までの

予約状況は５月末時点で昨年の宿泊実績を既に超えている状況であり、宿泊に関しては今の

ところ順調です。 

レストラン部門については、人手不足解消と人件費等抑制を併せた対策を講じるべく、完

全予約制も視野に検討しております。 

入浴については、維持管理経費抑制が困難な状況ですが、働き方改革等も踏まえ、繁忙期

以外は休館日の設定も検討している状況にあります。 

いずれにしましても、今後は高単価の県外客の誘客に努め、地域に根差した運営を基本方

針として、更なる経費節減に努め、黒字化へ向けての経営改善を図るものと聞いております。 

 担当課としましても、適正な施設運営ができますように支援して参りたいと考えておりま

す。以上、フェスパ部門の経営状況の報告を終わります。 

○（池本 光章 議長） 

次に、「いわぎ物産センター」についてお願いいたします。 

○（越智 康浩 農林水産課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  越智農林水産課長。 

○（越智 康浩 農林水産課長） 
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それでは、第三セクター岩城物産センターの経営状況について説明いたします。 

まず、１ページ事業報告ですが、各部門の売上高につきましては記載されておりますと

おりでございます。 

次に２ページ目、期別売上比較ですが、営業部門、製造部門につきましては、昨年度の

売上げを上回ることができました。売店部門、喫茶部門につきましては、昨年の７月の豪

雨災害により営業ができない日があり、特に、喫茶部門につきましては、断水の影響で１

２日間の閉店があり、大変厳しい状況となりました。 

しかしながら、全部門では、昨年の売上げを上回ることができ、全部門の売上高、約１

億４，０００万円、対前年比 105.3％、昨年度より約７００万円売上げ増となりました。 

前年度と比較し、売上げが増加または減少した要因を部門別に説明させていただきま

す。 

まず、営業部門ですが、今年度は昨年１月、２月の寒波、７月の豪雨災害によりレモン

の入荷状況が危ぶまれましたが、早期に仕入れ価格の改定を行い、生産者に周知したこと

により、青果販売用のレモンの仕入れ量、及び販売量とも増えました。販売価格も改定し、

売上げ増となりました。 

次に製造部門ですが、昨年の寒波、豪雨災害によりＪＡの取扱量も激減し、原材料のレ

モンの仕入れには、非常に苦戦いたしました。原材料の価格も徐々に値上がりし、販売価

格を改定したこと、レモンの果皮を全量販売できることとなったこと、また、搾汁作業や

ビン詰め作業の委託業務を行うことにより、昨年の売上げを上回ることができました。 

次に売店部門ですが、先に申し上げましたとおり７月の豪雨災害の影響もあり、昨年の

売上げを上回ることができませんでした。 

喫茶部門につきましては、１２日間営業できなかったものの、食事の売上げはほぼ横ば

い、レモンケーキやミニレモンケーキ、手作りケーキの売上げが減少いたしました。 

次に決算報告書に参ります。１ページ目の貸借対照表、２ページ目の損益計算書、３ペ

ージ目から８ページにつきましては、記載されておりますとおりでございますので、読み

上げは省略させていただきます。 

当期純利益、１１５万８，２５１円、こちらにつきましては、来季の運転資金といたし

ます。 

次に、令和元年度の事業計画書に基づき、経営方針について説明いたします。 

売上目標などは、事業計画に記載しているとおりでございます。 

昨年度ホームページを全面リニューアルいたしました。新規のお客様も定着しつつあり、

動画の配信や決済方法の改善など、新しい取り組みも随時行いたいと考えております。売

店や喫茶の集客がまだ弱いところがございますので、ホームページの更なる充実を図って

参ります。 

新しい取り組みといたしましては、２年後を目標として生産部門の立ち上げを計画して

おります。運営に係る予算全般にも着目し、経費削減に努め、昨年以上の売上げを目標と

したいと考えております。以上で説明を終わります。 

○（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

受けします。 
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○（９番 前田 省二 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  前田議員。 

○（９番 前田 省二 議員） 

これ、ちょっと確認なんですけども、以前の２，７５０万円の内部留保であるというふう

に聞いて、貸借対照表を見たんですけど、どこにもないと。これまあ聞こうかなあと思よっ

たんですけど、実際、どの科目を見たら載っとんですか。 

（しばらく回答がない状態が続く） 

○（池本 光章 議長）  ここでちょっと暫時休憩したいと思います。 

 

（ 暫 時 休 憩 ： 午後１時１５分 ～ １時２１分 ） 

 

○（池本 光章 議長） 

 再開します。 

○（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） 

はい、それでは、ご説明いたします。 

６ページの損益計算書をお開きください。 

本来で言いますと、ここの４番の営業収益のところに支援金２，７５０万円が計上される

ものでありますが、誤った記載となっておりますので、後で訂正して資料の方、改めて配布

させていただきます。営業外収益です。（「はい、ええですよ」の声あり） 

○（池本 光章 議長）   

なければ、よろしいですか。（「よろしいです」の声あり）なければ、事業報告を終わり

ます。 

 

日程第７、議案第４４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第７、議案第４４号、「専決処分の承認を求めることについて（上島町税条

例等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。 

○（今井 稔 住民課長）  村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議議案第４４号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、これを

報告し、承認を求めるものでございます。 

１．事件 上島町税条例等の一部を改正する条例 

２．処分年月日 平成３１年３月２９日 

提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）、
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地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）、地方税法施行規則及

び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令（平成３１年総務省令第３８号）及び

地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成３１年総務省令第３９号）が平成３１年３

月２９日に公布されたことに伴い、関係規定を整備する必要が生じましたが、議会を招集す

る時間的余裕がなかったため、専決処分したものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、今井住民課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

それでは、主な改正内容ですが、個人町民税の非課税の範囲の見直しにより、単身児童扶

養者の非課税措置の対象への追加、また、扶養親族申告書の記載事項の追加、住宅借入金等

の特別税額控除の拡充に伴う措置、ふるさと納税制度の見直しに係る改正となっております。 

固定資産税につきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告の規定の整備。 

軽自動車税につきましては、１０月からの自動車取得税廃止に伴う軽自動車税の環境性能

割、種別割の関係規定を整備したものです。 

その他法律改正に伴い、関係規定を整備しております。 

それでは、参考資料の新旧対照表の 2/36ページをご覧ください。 

主なものを説明いたします。 

附則第７条の３の２は、個人町民税の住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う措置です。 

3/36ページと 4ページの附則第７条の４、第９条、第９条の２は、ふるさと納税制度の見

直しに係る特例控除対象寄附金の改正となります。 

続きまして、5/36ページから 7ページの附則第１０条の２は、法律改正に併せて、わがま

ち特例の改正となっております。 

7/36ページから 15ページの附則第１０条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定の整備となっております。 

第１６条は、軽自動車税のグリーン化特例について３段階で改正するもので、15ページの

第１段階の第１条改正では、重課を平成３１年度に限ったものとし、平成２９年度分の軽課

を削除となっております。そして、19/36ページになりますが、附則第１６条の２は、軽自

動車税の賦課徴収の特例について、附則第１６条の改正に伴い、３段階で改正するもので、

第１条改正及び第３条改正は規定の整備。第２条の改正は新設となっております。 

続きまして、20/36ページをお願いいたします。第３６条の２は、申告書記載事項の簡素

化について、第３６条の３の２、次のページの第３６条の３の３などは、単身児童扶養者の

非課税措置の対象者の追加、または扶養親族申告書記載事項への追加の整備となっておりま

す。 

24/36ページにつきましては、軽自動車のグリーン化特例に関する関係で、重課税の関係

の規定を整備して、平成３２年度分及び平成３３年度分の課税を新設しております。 
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28/36ページの第３段階の第３条条例では、平成３４年度分及び平成３５年度の経過の対

象を電気自動車に限った上で新設しております。 

続きまして 30/36ページをご覧ください。第４条による改正につきましては、「上島町税

条例等の一部を改正する条例（平成 28年上島町条例第 22号）の一部改正となっており、法

律改正に併せて改正しております。 

32/36ページをお開きください。第５条による改正は、「上島町税条例等の一部を改正す

る条例（平成 30年上島町条例第 23号）の一部改正となっており、法律改正に併せて改正し

ております。 

その他、法律改正等に伴い、条項ズレ、字句の改正等、関係規定を整備しております。 

なお、この条例は平成３１年４月１日から施行となっておりますが、各条項により施行期

日が異なっております。詳細につきましては、改め文の 14/17ページをご覧ください。第１

条第１号から第５号のとおりとなります。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（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、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４４号、「専決処分の承認を求めることについて（上島町税条例等の一

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承認する

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４４号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第８、議案第４５号 

○（池本 光章 議長） 

続きまして、日程第８、議案第４５号、「専決処分の承認を求めることについて（上島町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」を議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

○（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４５号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、下記のとおり専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告

し承認を求めるものでございます。 

１．事件 上島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

２．処分年月日 平成３１年３月２９日 

提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）
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及び地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）が平成３１年３月

２９日に公布されたことに伴い、関係規定を整備する必要が生じましたが、議会を招集する

時間的余裕がなかったため、専決処分したものでございます。なお、条例の改正内容等につ

きましては、今井住民課長から説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

こちらの改正につきましても、基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ及び低所得者の軽

減措置の引き上げに伴い、関係規定を改めたものです。 

それでは、参考資料新旧対照表の１/４ページをご覧ください。 

 主なものを説明いたします。 

第２条第２項及び第２３条第１項第１号につきましては、課税限度額を５８万円から、６

１万円に引き上げたものです。 

次に 2/4ページをご覧ください。同項第２号では、軽減判定基準について、５割軽減判定

基準を２７万５千円から２８万円に引き上げたものです。 

次に 3/4ページでは、同項第３号で、２割軽減判定基準を５０万円から５１万円に引き上

げたものです。 

なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行しております。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

はい、ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。こ

れから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「ありません、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４５号、「専決処分の承認を求めることについて（上島町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）」を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとお

り、承認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、檜垣議員、平山議員、濱田議員、 

前田議員、土居議員、池本興治議員、松原議員、亀井議員、反対者：寺下議員） 

起立、多数です。よって、議案第４５号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第９、議案第４６号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第９、議案第４６号、「上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」

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。 
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○（村上 和志 副町長） 

議案第４６号、「上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」についての提案理

由の説明をいたします。 

提案理由といたしましては、本町の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者による

監査を導入することにより、監査機能の専門性、独立性の強化を図るとともに、本町の監査

機能に対する住民の信頼性を高めることを目的とし、この条例案を提出するものでございま

す。 

なお、条例の内容等につきましては、蓼原監査事務局長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○（蓼原 洋樹 監査事務局長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  蓼原監査事務局長。 

○（蓼原 洋樹 監査事務局長） 

それでは、議案番号第４６号「上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」につ

いて、説明いたします。 

それでは、まず条例の第２条をご覧ください。 

第１項から第５項まで、地方自治法第２５２条の２７第３項の規定による「個別外部監査

契約」できるものを、個々に定めております。 

まず、第２条第１項は、町民のうち、地方自治法第７５条第１項の請求、つまり、選挙権

を有する者が、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から普通地方公

共団体の事務の執行に関し、監査の請求ができますが、この監査を、監査委員の監査に代え

て、個別外部監査契約に基づく監査によることができる旨を規定しております。 

第２条第２項は、法第９８条第２項の請求、つまり、議会が普通地方公共団体の事務の執

行に関して、また、第２条第３項は、法第１９９条第６項の請求、つまり、町長が、普通地

方公共団体の事務の執行に関し、それぞれ監査の請求ができますが、この監査を、監査委員

の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることができる旨を規定しております。 

第２条第４項は、法第１９９条第 7項、つまり、町が、補助金、交付金、負担金等の財政

的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政的援助に係るものに、町長

が監査請求できますが、第１号から第５号までの規定の団体等に対し、この監査を、監査委

員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることができる旨を規定しておりま

す。 

次に、第２条第５項は、住民が、法第２４２条第１項の規定に基づく、不当な公金の支出、

財産の取得、管理、処分、契約の締結、履行等について住民監査請求をすることができます

が、この監査を、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることがで

きる旨を規定しております。 

なお、この条例は公布の日から施行いたします。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。

（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。（「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４６号、「上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」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４６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０、議案第４７号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１０、議案第４７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４７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、本町の監査委員の報酬額の見直しについて検討を行ったとこ

ろ、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、蓼原監査事務局長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（蓼原 洋樹 監査事務局長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  蓼原監査事務局長。 

○（蓼原 洋樹 監査事務局長） 

それでは、議案第４７号、「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条

例」について、説明いたします。 

本町の監査委員の報酬額につきましては、前の予算決算委員会でも指摘があり、県下で最

も低い額であったため、報酬額の見直しについて検討を行い、関係規定を整備し、額の改定

を行うものでございます。 

新旧対照表で説明しますので、参考資料をお願いいたします。 

識見を有する者としての委員の年額「２１万円」を、「２８万円」に、議会議員としての

委員の年額「１４万円」を、「２１万円」に、それぞれ７万円ずつ増額するものです。 

なお、この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用いたします。 

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） 

はい、ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○（７番・平山 和昭 議員） （挙手）議長。 
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○（池本 光章 議長）  平山議員。 

○（７番・平山 和昭 議員） 

はい、この監査委員の報酬を上げること自体は、まあ良いんですが、実は、この条例の名

前がですねえ、ええー、ご覧になっているとおり、そのタイトルが「上島町議会議員等報酬

及び費用弁償条例」となっているんですが、町民の皆さんから見ますと、「議員報酬をいら

うんか」と、まず印象思うんですよね。ですので、まあ、今般仕方ありませんが、ちょっと

検討していただいてですねえ、条例名を「特別職等報酬条例」とかといった具合にですねえ、

「町議会議員を先に出さない」といったように考えてもらいたいんですよねえ。それ、可能

でしょう、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）  

ええー、確かに、仰るとおりなんですが、今の条例の体系の中でですねえ、どうやってそ

のジャンルを括るかという問題がございまして、まあ、条例、準則等に基づくと、こういう

結果になってしまうというのが多々ありまして。ええー、その個々の内容につきまして、そ

れを的確に表すような、まあ、ちょっと細分化みたいになるかもしれませんけど、その辺は

ちょっと検討さしていただきますんで、ちょっと、うちだけがパッとやるというわけには、

ちょっと行きにくいところもあるので、検討課題として前向きにやらしていただきたいとい

う事でお願いします。 

○（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） 

はい、賃金体系をというふうに申し上げているんじゃないんですよ。この条例の名前がで

すねえ、誤解を招きやすい名前なんで、我々もまあ、ある意味特別職なんですよねえ、そち

らも特別職、監査委員もそうということなんで、上島町の特別職等のまあ賃金規定みたいな

のにしておけば、町議会議員というのが先に出ちゃいますと、「常に議員報酬の議論しとん

か」というふうにちょっと誤解を招くのも我々としてはよろしゅうないんで、これずっとや

ってきたんだけども、どうもやっぱり町民の皆さんの誤解を招きやすいんで。賃金体系を

云々じゃなくて、この条例の名前をですねえ、検討してもらえんかということです。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長）  

ええー、仰るとおりだと思いますので、その辺のことも含めましてですねえ、例えば、こ

の条例関係のまあ上部団体等ですねえ、その辺と相談しながら名称と、そういう体系の中で

の個別の条例の名称等ですね、検討さしていただきたいと思います。 

○（池本 光章 議長） 

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
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ようですから、討論を終わります。 

これから、議案第４７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４７号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１、議案第４８号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１１、議案第４８号、「上島町税条例の一部を改正する条例」を議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。 

○（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４８号、「上島町税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、地方税法等の一部を改正する法律等により軽自動車税

環境性能割が導入されることに伴い、関係規定を整備する必要が生じましたので、この条例

案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、今井住民課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長）  

こちらの改正につきましては、当面の間、軽自動車税の環境性能割を、愛媛県が賦課徴収

することに伴い、減免基準を愛媛県と合わせております。 

それでは、参考資料の新旧対照表の１/１ページをご覧ください。 

 附則第１５条の２の２として、軽自動車税の環境性能割の非課税特例を加えております。 

なお、この条例は、令和元年１０月１日から施行いたします。 

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、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、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４８号、「上島町税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。お

諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 
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日程第１２、議案第４９号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１２、議案第４９号、「上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定め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） 

それでは、議案第４９号「上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定め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、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

を改正する厚生労働省令第５０号が平成３１年３月２９日に施行されたことに伴い、関係規

定を整備する必要が生じたましたので、この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、今井住民課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長）  

はい、これまで基準省令においては、事業を行う者は、事業の支援単位ごとに、放課後児

童支援員を置くことされており、放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など、基準

省令に該当する者であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した

ものでなければならないこととされていました。今回、指定都市でも研修が行えるようにな

りました。 

それでは、参考資料の新旧対照表をご覧ください。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第２５

２条の１９第１項の指定都市の長」を加えています。 

なお、この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用いたします。 

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、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４９号、「上島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定め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） 
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起立、全員です。よって、議案第４９号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３、議案第５０号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１３、議案第５０号、「上島町介護保険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５０号「上島町介護保険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、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算

定等に関する政令の一部を改正する政令等に伴い、関係規定を整備する必要が生じましたの

で、この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、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）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、この一部改正は、所得段階の第１から第３段階の者について、介護保険料の軽減を

行うものです。 

参考資料の 1/1をお願いします。 

第５条第２項において、軽減賦課に係る期間について、「平成３０年度から平成３２年度

までの各年度」としていたものを「令和元年度及び令和２年度」に改正し、所得の第１段階

の保険料率「２７，２００円」を「２２，６００円」とし、第３項及び第４項を追加し、第

２段階を「３７，７００円」、第３段階を「４３，８００円」に軽減するものです。 

第３項、第４項については、第２項を準用しての改正であり、改正前の額については、と

もに「４５，３００円」となります。 

附則として、この条例は公布の日から施行し、改正後の第５条及び次項の規定は、平成３

１年４月１日からの適用とします。また、平成３０年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例によるものとします。 

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、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５０号、「上島町介護保険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。 
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（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４、議案第５１号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１４、議案第５１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）  村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第５１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、火災予防条例に関する上位法令改正に伴い、関

係規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、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）議長。 

○（池本 光章 議長）  濱田消防長。 

○（濱田 将典 消防長）  

はい、議案第５１号「上島町火災予防条例の一部を改正する条例」について説明いたしま

す。 

 新旧対照表で説明いたしますので、参考資料の 1/2ページをお開きください。 

 第１６条第１項の「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法第２０条第１項の日

本産業規格をいう。）」に改めます。 

 続いて、２９条の第５項１号中の「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同

条中の第６号を７号とし、第５号の次に次の１号を加えます。 

次に（６）第２９条の２第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性を有する消防の用

に供する設備等に関する省令第３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当

該技術上の基準の例により設置したとき。の条文を加えます。 

なお、附則としてこの条例は令和元年７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、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５１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。 
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（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５、議案第５８号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１５、議案第５８号、「上島町津波コミュニティアイランド条例の一部を

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５８号、「上島町津波コミュニティアイランド条例の一部を改正する条例」につい

ての提案理由の説明をいたします。提案理由といたしましては、本条例の精査に伴い、関係

規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、澤田商工観光課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（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。それでは、議案第５８号について説明いたします。 

資料の３枚目、参考資料の新旧対照表をご覧ください。 

 1/2ページから 2/2ページの別表の下線を引いている部分について、前回、平成２８年３

月に本条例の改正時に追加した料金について、十分な精査がなされず、消費税３％が添加さ

れていなかったため、見直しによる改正を行うものです。 

なお、この条例は、公布の日から施行することといたします。 

以上で、議案第５８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） 

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、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５８号、「上島町津波コミュニティアイランド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５８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６、議案第５９号 

○（池本 光章 議長） 
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続いて、日程第１６、議案第５９号、「上島町サウンド波間田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５９号、「上島町サウンド波間田条例の一部を改正する条例」についての提案理由

の説明をいたします。提案理由といたしましては、本条例の精査に伴い、関係規定を整備す

る必要が生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の改正内容等につきましては、澤田商工観光課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（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。それでは、議案第５９号について説明いたします。 

 資料の４枚目、参考資料の新旧対照表をご覧ください。 

 1/4ぺージから 2/4ページの条文第４条から第９条は、内容を明確にするため、下線部分

について文言の整理を行い、3/4ページから 4/4ページの別表も下線部分の整理を行ってお

ります。 

主としまして、スクリーンの利用が出来ないため、条項から外したこと及びシャワーの利

用形態を明確にし、併せて料金の見直しを行っております。 

なお、この条例は、公布の日から施行することといたします。 

以上で、議案第５９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、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５９号、「上島町サウンド波間田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５９号は、原案のとおり可決されました。 

ここで、（午後２時）１０分まで休憩を取りたいと思います。 

 

（ 休 憩 ： 午後２時００分 ～ ２時０９分 ） 

 

日程第１７・１８、議案第５２号・５３号 

○（池本 光章 議長） 
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再開します。 

続きまして、日程第１７、議案第５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」

並びに日程第１８、議案第５３号、「令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第

１号）」の２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１７、議案第５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」並

びに日程第１８、議案第５３号、「令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第１

号）」の「補正予算案２件を一括議題」といたします。 

それでは、議案第５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」から順次

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５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」の説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条、当年度予算の名称については、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度

予算」と表示することといたします。 

第２条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，８００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億１，８５２万３千円といたします。第２項の歳入歳出

予算補正については、お手元の予算説明資料、「令和元年度６月補正予算の概要」に基づい

て説明いたします。 

 まず、全般的な事項ですが、補正予算の総額は、一般会計が１億３，８００万円。特別会

計は６２０万円で、その内訳は、農業集落排水事業会計６２０万円となっております。企業

会計である上水道事業会計の補正はありません。 

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

債を財源として、新規事務事業の計上及び既定の事務事業の見直しを行いました。 

財源といたしましては、まず、国庫支出金２,７２３万７千円。これは、プレミアム付商

品券事業費補助金１，９５３万６千円、子ども・子育て支援事業費補助金６８５万９千円及

び社会資本整備総合交付金８４万２千円です。 

県支出金６５万６千円。これは、風しん追加対策事業費補助金２８万１千円及び愛媛県ブ

ロック塀等安全対策事業費補助金３７万５千円です。 

繰入金５，０００万円。これは、財政調整基金繰入金です。 

 繰越金７０万７千円。 

 諸収入４，９９０万円。これは、コミュニティ助成事業助成金１９０万円及びプレミアム

付商品券売上収入４，８００万円です。 

 町債９５０万円。これは、港湾施設整備事業債８１０万円及び消防車両等整備事業債１４

０万円です。 

以上、１億３，８００万円で補正予算を編成いたしました。 
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補正予算概要の２ページをお願いいたします。 

次に補正理由と要旨ですが、まず１番目として、地方債の補正ですが、予算書の５ページ 

「第２表 地方債補正」をお願いいたします。 

長江港浮桟橋改修工事に係る交付金内示が見込めないことから、港湾施設整備事業の増額

及び小型動力ポンプ購入に係る助成金が見込めないことから、消防施設整備事業の増額をそ

れぞれ補正いたします。 

以上により、限度額の総額を補正前１１億４，１６０万円から１１億５，１６０万円に変

更するものです。 

 ２番目として、次の事務事業等を新たに計上いたしました。 

（１）のプレミアム付商品券事業は、消費税率の引上げに伴い、低所得者及び子育て世帯へ

プレミアム付商品券の販売に係る経費を計上するもので、金額は６，７５３万６千円で

す。 

財源は、国費１，９５３万６千円、諸収入４，８００万円を充当する予定です。 

（２）の空水機整備事業は、災害時の飲料水確保のため、空気から水を作る空水機を避難所

である佐島体育館及び生名スポレク公園体育館の２か所に設置するもので、金額は１，

７１５万２千円です。財源は、内示後に、２分の１の国費、その他起債を充当する予定

です。 

３番目として、主な変更事業につきまして説明いたします。 

（１）の人事異動等に伴う職員人件費の補正ですが、内容は、人事異動等及び採用予定者の

減によるもので、金額はマイナス５６２万４千円です。 

４番目として、その他、経常･投資経費の変更を要するに至りました。 

 以上で、議案第５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」の説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  河端生活環境課長。 

○（河端 光法 生活環境課長） 

議案第５３号「令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）」について、

ご説明いたします。 

 今回の補正理由は、農山漁村地域整備交付金の愛媛県の離島枠に流用可能額が発生し、上

島町への補助金の追加交付が可能であるとのことでしたので、事業の推進を図れるように、

翌年度計画していた事業を一部前倒しして執行するために、増額するものであります。 

 予算書の 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、当年度の予算の名称については、改元日

以降は当年度全体を通じて令和元年度予算と表示することといたします。補正予算の総額は、

第２条にございますように、歳入・歳出をそれぞれ６２０万円増額し、予算の総額を９，０

５０万円とします。 

 補正予算の主なものを事項別明細書で説明いたしますので、８ページをお願いします。 

 歳入ですが、３款１項１目、「農業集落排水事業費国庫補助金」を３１０万円増額します。 

 ４款１項１目、「農業集落排水事業費県補助金」も６２万円増額します。 
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 ６款１項１目、一般会計繰入金は、歳出総額の増により、６０万円増額します。 

 ９款１項１目の町債も、事業費増額に伴い１８０万円増額します。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出ですが、１款１項２目の農業集落排水建設費の１５節、工事請負費を６２０万円増額

します。この増額工事により、佐島浄化センターの翌年度予定していた工事を前倒し施工す

ることができ、今年度で改修工事を完了することができるようになります。 

 以上で、議案５３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） 

説明が終わりましたが、ただ今の議案第５２号並びに議案第５３号の各会計補正予

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。（２人以上から「異議あり」の声あり）「異

議あり」の声がありましたので、確認を取ります。 

ただ今の議案第５２号及び議案第５３号の各会計補正予算案については、予算決算

委員会に付託して審議することについてご意義のある方は、挙手願います。 

（異議のある者、挙手） 

（挙手者：村上議員、林議員、藏谷議員、檜垣議員、前田議員、池本興治議員、松原議

員、亀井議員） 

ご異議のある方が複数名のため、議案第５２号及び議案第５３号の各会計補正予算

案の、予算決算委員会への付託について採決をいたします。 

本案を予算決算委員会へ付託することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

（賛成者：大西議員、寺下議員、平山議員、濱田議員、反対者：村上議員、林議員、藏

谷議員、檜垣議員、前田議員、土居議員、池本興治議員、松原議員、亀井議員） 

起立、少数です。従って、議案第５２号及び議案第５３号については、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。 

それでは、「補正予算案」２件については説明が終わっていますので、議案第５２号、令

和元年度上島町一般会計補正予算（第１号）」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、すみません、１５ページのプレミアム商品券についてなんですけれども、先ほど、

子育て支援と、それから低所得者層向けということでお話いただいたんですが、それはどの

ように限定されて、どういう基準でプレミアム商品券を販売して行く予定なのか、決まって

いればご説明願いたいんですが。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい、副町長のご説明のとおり、消費税１０％の引き上げで、所得の少ない方、または小
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さな乳幼児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和する目的といたしまして、全国

でプレミアム付商品券の販売をするような計画です。 

販売につきましては、各自治体ごとで行います。上島町の方では、対象者を２，４００名

程度見込んでおります。これは、今年度、２０１９年度の住民税非課税者、それと学齢が３

歳未満の子供さんがいる世帯の世帯主ということで、住民税非課税者１人につきましては、

販売額２０，０００円の商品券で２５，０００円分の購入ができる。子育て世帯につきまし

ては、対象児童１名につき２５，０００円、販売は２０，０００円で販売するという事で、

５，０００円の利益が出る商品券となっております。 

これも、全国で大体時期的に統一されておりまして、１０月ぐらいから商品券を取り扱う

ような形で考えております。対象者につきましては、今後、通知をいたしまして、プレミア

ム商品券を購入する意思がある方には販売するというような流れになっております。このプ

レミアム商品券につきましては、来年の２月下旬辺りまでの販売、使用を考えているところ

でございます。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） 

はい、２，５００名を想定して、まあ、１世帯で子供１人が２万円ということなんですけ

ど、結構、２万円って大きいですよねえ。で、非課税世帯で２万円というと、まあ言ったら

ウエイト的にはかなりあると思うんですけど、これ、妥当な線という事で、どういうふうに

考えて決められたんでしょうか。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

はい、この２５，０００円というのは、国の示している金額ですので、全国的にこの金額

というようなことになります。ただし、今、考えているところでは１冊５００円の１０枚綴

りで５，０００円分の券を５冊販売できるようなことを考えているところですので、出費が

非常にかかるという方は、例えば、分割して買っていただくいうようなやり方も今のところ

考えているところです。 

○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員）  

消防費のところの空水機の設置なんですけども、これ、この間の全協のときに町長より説

明がありましたけども、果たして、この島にですね、現状の状態で必要なのか。疑問点が大

いにあります。これ、金額で１，７００万円。それと、毎年の 1基当たりの保守点検が１９

８万円、電気代が 1基、1年間で７６万８千円。これは、とんでもない金額になりますよ。

福祉や教育にこれだけ使うんならともかくですよ、それを削りもってこういうもん買いよっ

たら住民の方々どう思われますか。本当に、これが現在必要なのかどうか。そこら辺を確認
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したいと思いますが。 

○（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、この施設につきましては、当然、昨年の７月豪雨の１２日間の断水と、それから、

今現在、宇和島市の日振戸島ですかねえ、あちらの方で起こっている現象、海底送水管が壊

れたために断水を余儀なくされていると。こういった現象は、いつ何時発生するかも分から

ないというのは、まあ災害に対する認識だと思います。 

確かに、今のこの段階では高額かもしれませんが、今回の導入に当たりましては、国のそ

の交付金とか、いろんな財源的な手当が可能であるという事を前提に決定さしていただきま

して、なおかつ、メンテナンスの方はまあ当初でありますから、当然、このメーカーさんの

方の指導を仰がないと出来ないんでありますが、出来るだけ早い機会に地元の業者さんにそ

れをやって行けるような、いただけるような、そういうシステムになれば、このお金はもう

少し安くなるし、おまけに地域の方々に、そういった共有をしていただけるという。 

それから、電気代の件でありますが、こちらの方も出来るだけ早い機会に太陽光発電なり、

そういったシステムにシフトすることによって、より災害対応に近い形に持って行けるので

はないかと思っております。この計画につきましては、提案につきましては、何分にも現在、

全国の自治体の中で、特に離島においては、まだ取り組んでいるところがないというのが現

状でありまして、そういった意味での初めての取り組みということで余計にまあ、こういっ

たコストがかかる所は確かでありますが、いずれにしても、将来的に、こういった手立ては

何らかの形でやらなければならない。今回は、そういった事で、出来るだけ小さい、初期投

資を小さく、実験的な考え方ではありますが、そういうことで提案さしていただいておりま

す。これがうまくいくようであれば、もっとスケールアップして、電気代が賄えるんであれ

ば、これはスケールアップしても何ら問題がないと思っております。 

そういった観点から、ぜひ、これを推進させていただきたいと思いますので、よろしくご

理解のほどお願いします。 

○（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）   

ええー、ただ今の質問に対して関連でございますが、まあ先ほどから町長の方から、ええ

ー、昨年の７月豪雨を踏まえて、この空水機を導入に当たっての、まあ津々浦々のことをお

話されていますが、では、昨年の７月以降にね、じゃあ、水確保を上島町はどのようにした

い。この考え方は、空水機以外にどんな検討をして行ったのか。私共、素人から見ると、ま

だまだ離島と言いながらも古い時代から各所に村井戸や町井戸や、また個人の家庭にも井戸

があるんですね。 

今回の７月豪雨、昨年の７月豪雨においても、この井戸がいかに役立ったか。では、もっ

ともっと役立てるためには、どんな工夫をしたら良いのか考えたときにね、この井戸活かす

には、やはり電気も来なくなっても、ええー、昔ながらの釣瓶で汲み上げることもできれば、
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手押しの川口ポンプがまだ製造されているんでね、そういったものを備え付けて各井戸に備

えていく方法もあるしね。そういった諸々を検討しながら、ここに至って来るなら良いけど、

先ほどから聞いていますと、国からの補助があるから、離島において、こんな取り組みをし

たところがないからとかね、言っているけれども、やはり、もっともっと古い時代に帰って、

もうひと考えを起こしてみたらどうか。 

私は、このように思うんですね。もっとあるもんを有効に利用しながら補給して行くんな

らまだ分かるけれども、ある物を見捨てて、見捨てていうたら、また町長が反論か、反問か

して来られたら困るんでね。そういった物を大切にしながらする、施策を組めないのか。そ

の点はどうなんですか。 

○（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、前回の７月豪雨の際に、本当にまあ水事情のもろさと言いますか、我々離島の人

間が、以前はしっかりと持っていた水に対する、まあ観念と言いますか、ポリシーですかね

え、そういったものが今ほとんど崩壊しつつあったということが露呈されました。ただ、そ

の後の土居議員からの質問にもありましたように、町として、やっぱりライフライン、特に

水に関しては何らかの形である程度の量を確保しなければならない。これは皆さんも納得し

ていただけると思います。そのための予算は、実は今回、今年、まあ当初予算でと、いろい

ろ考えてはいたんですけど、財政事情等勘案してですねえ、やっぱり１箇所当たりまあ、最

低でも５０トンクラス、それから１００トンクラス。そういった集落ごとと言いますか、そ

のぐらいの貯水槽というかタンクというか、そういった物が前回の断水期間の動き、供給量

等を見た場合に必要なのではないかと思っております。で、確かに、井戸等はあるんですけ

ど、ええー、そちらの今の我々現代人が日量ほぼ２００リットルから３００リットル使って

おりますんで、そういった生活の中身を考えると、それだけで井戸に集中してしまうと、逆

に今度井戸枯れとか、そういったことも起きて来ますんで、使い方を二重、三重にライフラ

インを守って、それから、その中で適正な使い方を逆に災害時には提案して行けるような、

そういうシステムが必要だと思います。 

ですから、ある意味、大きめの貯水タンク、これは、来年以降の当初予算等ですね、１箇

所ずつではありますが、着実に整備を図って行けたらと考えております。これは、去年のそ

ういった教訓を下に、今の海底送水管を通してきた水道水の、それがどこまで安定的にいつ

も、災害時であっても確保できるのかどうか。それから、非常時に使える水とはどれだけ必

要なのかといった事も含めまして、そういう事を総合的に判断しながら決めるべきだと思っ

ておりますが、ぜひ、そういった大きめのタンクを少なくとも各島に数箇所は必要であると、

そういう認識で、これから先進めるべきだと考えております。以上です。 

○（３番 大西 幸江 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  大西議員。 

○（３番 大西 幸江 議員）   

「タンクを据えてやっていく」というふうな話も出ていますけれど、まずですねえ、空水
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機、この間の全協のときの説明で、まあ「１日、３００リットル作れますよ」なんていう話

があったんですけど、答弁をよくよく思い返してみると、実際には気温が１６．５度で湿度

７４．４％が上島町の平均ですと。これまあ２０１７年の調べですけど、その説明で、まあ、

「一番少ないときで５０何リットル」。で、「多いときで２００何十リットル作れます」と

いうような説明があったんですよ。ということは、マックスの３００リットルはまず作れな

いと、この環境で。しかも、まあ設置する場所によっては、湿度が低いところもあるし、逆

に、多いところもあるので、設置してみなければ、結局どれだけできるかという事は計り知

れないわけですよねえ。 

で、先ほどから町長が「たくさん水が必要ですよ」ということを仰っているんですけど、

これでは全く足らないですよねえ。で、それにメンテナンス料がすごくかかって、最初の行

政報告でも仰いましたけれども、「これまでに膨れ上がった起債の償還や箱もの施設の修繕

や維持管理が大きな負担となりつつあります」と。（前田議員から「そうじゃ、そうじゃ」

の声あり）それなのに、まだこれから、いわゆる箱ものとは言いませんけども、設備を作っ

て、まだ順次増やしていくと。こういう計画ではなくて、先ほど同僚議員が言ったように、

井戸、それを活用することをまずやっぱり考えないと。で、実際に他地域はすみません、実

際に私もよくわからないところありますけども、岩城では井戸は活躍しましたよ。確かに、

飲料水に検査してないから飲めないかも知れないという事で飲料水にはしなかったという

経緯がありますけども、それ以外のところでは、わざわざ農家さんが井戸から水を汲んで小

学校に水を持って行ってあげたり、お家にお水がないからといってそこに運んであげる、物

産センターも活躍していました。 

そういう事を考えると、まず、この空水機じゃなくて、井戸をどういうふうに提供してい

ただいて、どのように使えるように確保していくかの方が先じゃないかと思うんですが、そ

れは難しいんでしょうか。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

私は、井戸を活用しないとは言っておりませんで、今、こう提案さしていただいているの

は、「避難所の飲み水です。これは、飲料可能です。その水を確保さしていただきたい」と

いうことで提案さしていただいております。 

ええー、これは、将来、井戸をいかにうまく活用するかという事は、これはもう今の防災

計画の中でも盛り込み済みで提案さしていただいていると思いますが、それ以外に避難所の

中で飲む水というのは、例えば、「飲料水であれば、一人１日まあ５リットルくらいは欲し

いよな」というようなデーター出ていますけど、そういった観点からやって行きたいという、

整備して行きたいという考えであります。 

ですから、井戸を使わないとか、そういう話じゃなくて、出来たら井戸も、これも、それ

から先ほど言いましたタンクも暫時整備して行く必要があると私は考えております。ただ、

この、今回、２基のみでやってみたいと思いますが、この結果は皆さんのご指摘のあるよう

に、本当にじゃあどうなのかということは、きっちりと検証しながらやって行きたいと思い
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ます。そのデーターをフィードバックしながら、このシステムがよりコストを下げれる、そ

ういうものになるように頑張って行きたいと思っております。以上です。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長）  

ええー、井戸について、ちょっと補足で説明さしていただいておきます。 

従前より、防災井戸として個人の井戸とか。村井戸とか、そういったところで登録をいた

だいております。それで、弓削地区が２２箇所、生名地区が１２箇所、岩城地区が６箇所、

魚島地区が７箇所、合計で４７箇所の登録をいただいております。 

その内、飲料水の適合、飲料水に適合するという井戸が弓削地区では１箇所、生名地区で

は４箇所、岩城、魚島地区では残念ながら今のところございません。 

そういったところで、従前より、防災井戸としてまあ何かあったときに井戸を活用さして

いただきたいという動きは町としてもやっておりました。まあ、昨年の豪雨災害のときに、

その部分がきっちり動いたかというと疑問点は少しありますが、こういったとこの活用も十

分考えていかなければいけないものだと思っております。以上です。 

○（田房 良和 危機管理室長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  田房危機管理室長。 

○（田房 良和 危機管理室長） 

ええー、先ほどの空水機の使い方に関するちょっと補足説明をしたいと思います。 

空水機にはですねえ、内臓のタンクがございまして、まず、空水機で水を作り、最初はタ

ンクを満タンにする。それを使用しながら、循環さして常に夜中に水を作るような形を作っ

てですねえ、常に満タンにあるような形の使い方を考えておりますので、ええー、十分な水

量が確保できると考えております。 

防災井戸につきましてもですねえ、今年度またですねえ、井戸に登録のお願いを住民には

して行きたいと思っております。まあ、今年度も、早速ですねえ、自主防災組織の方から「井

戸を登録して欲しい」という申し出もございまして、２件の方を登録しております。飲料水

に出来る井戸につきましてはですねえ、こちらの方で２年ごとに水質検査をしてですねえ、

水質の確認を行っております。またですねえ、今年度、登録井戸をそれぞれ確認してですね

え、使用勝手等を確認して、いざというときに使えるような形にして行きたいと考えており

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）  

 そうしましたらですねえ、井戸の方をもっと重点置かれて、その、これから検証するよう

な機械は入れなくてもいいんじゃないんかねえ。だって、お金かかりますよ。すごくかかり

ますよ。それを置くことによって、その、１年で終わるんだったら良いんですよ。だけど、

ずっとかかりますよ。まあ、災害がその前に来て使うようになることがあるかもしれません

けれども。 
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でも、もう少し、やっぱり、「これからデーターを見て、どうかなあ」っていうようなも

のであれば、それこそ買うんじゃなくて、試しに置いてもらって、データーを取ってもらっ

て、良いから置くというんなら分かりますけど。いきなり購入して、毎年毎年メンテナンス

料もかけながらやっていくというのは、やはり、井戸を登録して飲料になるかどうかを２年

ごとに検査で済むんだっら、全部の井戸をやったっていいじゃないですか。それでもお釣り

がくるぐらいの金額ですよ。 

もう一度、その空水機の設置に関して考え直していただきたいんですが、いかがでしょう

か。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

ええー、先ほどの井戸の飲料の適、不適の説明がありましたが、実際問題、現在の既存の

井戸というのは、打ち抜き以外につきましては、やはり衛生上かなり難しい面があろうかと

思います。 

ですから、まあ、実際、４７箇所の防災井戸があっても、飲料可の井戸がこれだけしかな

いというのはそういった事だと思いますし、この防災井戸の飲料可にしながらキープすると

いうか、それをメンテナンスするというのは、こちらの方は、例えば、昔でありましたら、

七夕のときにちゃんと井戸さらいをして、それから、きれいにして行くというか、常に使い

ながらきれいにして行くという、そういう方法で井戸は今までまあ飲料水として島民の方が

使われていたというのが歴史的にはそういうもんだと認識しておりますが、今、我々の現代

生活の中で、そこまで井戸の管理ができるかという、そういう問題もございます。 

そういったことで、かなり厳しい現状があると思います。当然、今回の豪雨災害のときに

あったような使い方、用水として使うというのは、これは一番良い使い方だと認識しており

ます。ええー、そういった事は、当然考えないといけない。それから、飲料水をどうするか

という、これはどうしても必要になります。それが、この空水機で良いかどうかというのは、

これから先の判断にはなろうかと思いますが、私は、これは一つのまあ、危険分散と言いま

すか、そういう意味で取り組むべきだと考えておりまして、ええー、我々離島に住む人間に

とっては水の問題は常に一番の問題でしたし、これから先もそうなると思っておりますし、

予想される大規模災害のときにまあ、ペットボトルとか、いろんなものが、物資が入って来

ない恐れが当然出て来ます。電気は、どうやって起こすかという、ブラックアウトも当然心

配されます。そういった事も含めて対応を図るべきだと思っておりますし、太陽光発電はそ

の一つの解消する手立てだと思っております。今、太陽光発電は、ほとんどが売電の方にシ

フトしていますが、我々は、島の人間は、ブラックアウトを恐れると、この太陽光発電を利

用しない手はないと思っております。 

まあ、潮流発電とか、そういった事もあるんでしょうけど、それは未だ時間がかかりそう

なので、とりあえず太陽光発電は電気を着実に起しているし、あとは使い方だと思っており

ますから、ええー、トランスとか、そういうことでインバーターとか、そういったものをい

かにうまく組み合わせるかという事で、太陽光発電であれば、今現在でも利用可能だと思っ
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ております。これは、町内在住のそういった事を提案している方もおられますんで、そうい

う事も含めて、どんどん新しい取り組みとして、それをシフトして変えていきたいと思って

います。そうすることによって、ここに掲げてある、ええー、ランニングコストの電気代の

部分は、おそらく解消できるのではないかと思っておりますし、メンテナンスにおいても、

先ほど来申しておりますように、地元の業者で十分これは対応可能だと私は思っております。

その辺もまあ技術の習得を得ないといけないとか、いろいろなノウハウも提供していただか

ないといけないという事はありますが、将来的には、出来るだけ早い機会にそれをすべきだ

と考えております。 

そういった意味から、空水機は、私は絶対に機能するんではないかと。そういうふうな大

きな希望を抱いております。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）  

 ええー、私は、他の同僚議員と同じ考え方でありますけども、そしたら、まあ、大西議員

が言ったようにですね、試験的に置いてもらって、それが本当に良いものだというんだった

ら考えてもいいかと思いますよ。なぜ一番じゃないといかんのですか。他の市町村が付けて

ですよ、それがいいよというんじゃったらまだ話が別ですよ。毎年毎年メンテナンスに５５

０万も６０万も突っ込んでですよ、ねえ、いくら太陽光が良いと言ってもそれを付けるのに

また費用が要るんですよ。それも管理も要りますよ、ねっ。 

 町長が全協で言うたでしょう。国交省の方から言われたんじゃと。かけ引きはなしですよ。

橋はほっといても出来るんですよ。私は、そういうふうに思います。まあ、皆さん、どのよ

うに考えているか分かりませんけども、まだ早いんじゃないかなと、入れる必要はないんじ

ゃないんかなというふうに思います。 

○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 

○（４番 藏谷 重文 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  藏谷議員。 

○（４番 藏谷 重文 議員）  

ええー、わしは、まあとにかく、飲料水はさることながら、一番大事なのは雑用水だと思

うんだけど、とにかく雑用水をいかにして備蓄するかを優先に考えた方が良いんじゃないで

すか。どうですか。 

○（田房 良和 危機管理室長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  田房危機管理室長。 

○（田房 良和 危機管理室長）  

ええー、生活用水の確保という事で飲料水も含めた件ですが、まず、飲料水については空

水機を第 1弾として考えております。あと、生活用水なんですが、先ほども町長が申しまし

たとおり、タンクをですねえ、一応、今、計画は一応４０トンのタンクを各島に付けるとい

う計画を立案中でございます。ええー、補助金等もですねえ、対象になるのがございますの

で、その計画を作って、来年以降進めて行く予定にしております。以上です。 
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○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 

○（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） 

 私は、今まで二、三、議員が仰ってますが、ちょっと別の考え方をしてるんですよねえ。

まあ、この町の先々を考えたときに、岩城橋の完成は、ほっといても出来るというふうに仰

いましたが、それはいずれは出来るでしょう。でも、毎年、やはり、きちんとした額の予算

を付けてもらわなきゃいけないというのが一つあるんですよ。そして、その予算については、

やっぱし、国交省が握っているところで、その国交省での橋の予算の折衝のときに、まあ提

案されたというふうに議員協議会の方で聞いたんですが、その町長の言葉を聞いたときに、

議員の皆さんは分からにゃいかんのよ。そして、結局、「その橋の予算を嵩上げして付けて

くれる」という流れの中で、「水の問題もあるんで、これもやったらどうですか」と勧めら

れたときに、この空水機の話が出てきたんじゃないかと。そのように話としては受け取った

んですよね。 

 であるならば、まず、この町はそのスペックはもう分かりますよねえ、それをやって、電

気代がかかるんであれば、太陽光で置換できるかどうかいう試験もしてみようということで、

国交省が勧めた仕事を受け取って、それを開発して行くというスタイルもあっても良いと思

っているんです。それで、国交省も、自分たちがしなきゃならない実験をこの町がやってく

れるんであれば、ということにもなりますし、するんで橋の予算についても、いろいろ勘案

してくれるんじゃないかというふうに期待するんですよね。 

ですので、これは、かけ引きとかいうんじゃなくてねえ、政治なんですよ。そこのところ

考えていただいてですねえ、この１，７００万円かかりますけども、これをきちんと使える

ような製品にこの町が開発したらいいじゃないですか。それは、つまり、その電源をどうす

るかという問題を試さなきゃいけないし、そういう流れの中でやはり、理事者の方も説明し

ていただかないとですねえ、時期尚早だろうとか、そういう話になるんですよ。これは、も

う橋の予算と絡んでいるんですから、かけ引きとは言いませんけども、国交省が提案して、

これでやってもいいなという一つの実験であるならば受けて立てばいいと思うんですよ。 

これは、弓削町時代に、まあ、ご存知の方もいると思いますが、潮湯がそうでした。確か

に、潮湯を導入したときに、私も議員でしたから、反対はしたんですが、結局それも予算の

持って行くところがないときに、この町が受け取ってやって、それでもやって町民の皆さん

の健康には役に立ったと。そこから先のドライブがうまくやって行けないのが今の町の体質

なんで。潮湯だって、お金はかかりますけども、当初の目的から言えば、健康増進、これか

ら役に立つんですよね。それと同じように、この空水機の話も、これはこれ１台で終わりか

もしれません。でも、これは上島町が絡んで開発すれば、例えば、太陽光で電源が置換でき

るんであれば、それはそれで、一つの製品として完成して行くんで、国交省には喜ばれるこ

とはあると思うんですよね。もちろん、うまくいかないこともあります。ですけど、今般は、

これをやってみたらいいんじゃないかというふうに私は思います。（「そうじゃ」の声あり） 

○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 
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○（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）  

ええー、この空水機から外れましても良いですかねえ。例のプレミアム商品券の件なんで

すけども、私共は、確かこれまでに新町になって２回ほど商品券の経験をしたと思うんです

けども、前も同じような話で低所得者、あれは子育て世代というふうに言いながらですねえ、

結局は富裕層が買って行っちゃったという実態があると思うんですね。 

ですから、この度のですねえ、商品券の販売もついてはですねえ、その辺のことを踏まえ

てきちっと買える人に買ってもらうと。前回なんかですねえ、ひどいときは１００万円買っ

た人もいるし、そういう状況ですよね。だから、どこに目が向いているのかなと。誰がハン

ドリングしているのか、町がやっているのかと。商工会かと。いうようなことで、やっぱり、

きちっと、そういう目的があれば目的の方に優先的に販売して行くという努力をしていただ

きたい。とにかく、早く売って、自分の仕事を楽にしたいだけで売っているという認識しか

ない。 

ぜひ、その辺はですねえ、前回の２回の経験を踏まえてますので、そのようにですねえ、

皆さんに行き渡るようにですねえ、時間かかってもやっていただきたいと、こう思っており

ます。いかがですか。 

○（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） 

今回のプレミアム付商品券につきましては、対象者が低所得者、住民税の非課税者、それ

と先ほどご説明さしていただきました３歳未満の子供のいる世帯が対象になるということ

になります。で、早く券を売りさばくというようなことじゃなくて、十分啓発活動も行って

いって、たくさんのお金を準備しなくても良いように券を何冊かに分けて販売さしていただ

いて、できるだけ多くの方が購入できるような形を考えているところですので、今後、広報

の方とか、その辺は十分考えていきたいと思います。（「お願いします」の声あり） 

○（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） 

 ちょっと分からないんで教えていただきたいんですが、９ページの土木県補助金というこ

とで、愛媛県ブロック塀等安全対策事業費補助金というのが３７万５千円あるんですね。で、

出の方見ると、民間ブロック塀等撤去補助事業ということで一応５件分という計上で１５０

万円。で、金額が、まあ合わないんですけど、これはどういうふうに考えたらいいのかなあ

と思っているんですが。 

○（山本九十九 建設課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  山本建設課長。 

○（山本九十九 建設課長） 
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 民間ブロック塀等補助金は全体で最大３０万円の補助があります。今年度、５件配分があ

りますので、１５０万円補助金があります。その内、国費が 1/2です。で、県費は 1/4とな

ります。町の補助分が 1/4となります。１５０万円の 1/4ですので、３７万５千円となりま

す。以上です。 

○（３番 大西 幸江 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  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、３０万円で１件分という計算をされているんだと思うん

ですけども、町内を見回してみますと結構ブロック塀あるんですよねえ、で、崩れかけてい

るとこも結構あって、５件じゃ全然足らないんじゃないかなあと思っているんですが、その

辺は今後増やす見込みとかというのはあるんでしょうか。 

○（山本九十九 建設課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  山本建設課長。 

○（山本九十九 建設課長）  

はい。今年度、国からの配分が愛媛県の方で市の方に１０件、町の方に５件という、ちょ

っと決まり事があったみたいなんで、上島町には今年度は５件配分があります。状況を見て、

来年度は追加要望とかしたいと思います。 

○（池本 光章 議長）  他に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）   

まあ、関連で、今の２１ページのブロック塀等の撤去ですねえ、あれ、単年度事業になっ

てくると、それに適応した人たちだけしかできない事業になってくると、将来的に不公平感

が生まれて来るんだと思います。そういった点を踏まえたときに、ええー、申込み等まあ、

ＰＲ等々をどのようにして行くのか、併せて、公共の施設のブロック塀はどのように点検し、

どのように現在受け止めているのか。生名保育所なんか、道路側のブロック塀なんか高い塀

をついとるけど、ああいった調査はきちっとできているのか、その辺はどうなんですか。 

○（田房 良和 危機管理室長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  田房危機管理室長。 

○（田房 良和 危機管理室長）  

はい、ブロック塀につきましては、大阪の地震で事故があったときにですねえ、一応、公

共施設のブロック塀を一旦全部見直し、調査しまして、危険なところ、改修が必要なブロッ

ク塀とかを抽出しております。 

ええー、修繕につきましてはですねえ、各所管の課がですねえ、随時危険なところについ

ては行っているところではございます。件数等については今のところ把握していませんが、

そのような形で把握はしております。以上です。 

○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 

○（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） 

 質問したことは、２点質問しとんですねえ。１点目は、いわゆる、「住民へ補助金出すと

きの不公平感は生まれないのか」ということと、「保育所の高いブロック塀はどうなのか」

ということを質問しとんで。何も大阪から震災の後のブロック塀の点検は国の施策として決

められとんは分かっとるんでね。その話を聞かんでも、私が質問したことだけ答えてもらっ

たらいいと思います。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長）   

ええー、ブロック塀につきましては、先般の大阪の地震のときに、まあ、あのような痛ま

しい事件になっておりますし、これまでも数々の箇所で地震の度にまあ、そういった事例が

発生しております。その多くは、まあ鉄筋とか、そういったものが不備であったりとか、老

朽化であったりとかということは重々承知しております。ただ、これは個人の所有物であり

ますんで、個人の所有者の方の意識の問題も当然ございまして、ええー、この補助制度につ

きましても、全額補助というのはほとんどございませんし、応分の負担が必要になってくる

ということで、これは老朽家屋についても全く同じ状況だと思います。 

で、これから先、まあ震災を想定した、そういう取り組みをどうして行くかというのは、

我が上島町にとっても一つの大きな問題になりつつあります。空き家だけで６百数十件ござ

いますし、その内のまあ数百件は本当に老朽化して、内、まあ何十件かは危険家屋という、

そういったものも出て来ますし、それはどんどん経年変化で変わって行きます。 

ええー、仰る、ご指摘のあったブロックについても、それは全く一緒だと思っております

し、やっぱり空家のブロックが一番怖いなあというのは実感として持っております。 

それから、それ以外にも、まあ住民の方が住んでいるブロックについても、そういったと

こも多々ございます。ただ、最終的に、それを直すか、直さないかということは、こちらの

方は把握はできても、最終的に決断するのは、その所有者の方になりますんで。そこのとこ

ろは、ちょっと踏み込めない、難しいところがございます。 

ええー、そういったことから、まあ、啓蒙はしなければならないということは重々承知し

ておりますし、これから防災計画の中の見直しとか、そういったところも含めて、「これは

危険ですよ」というような地域の情報なんかも皆さんと共有しながら、ここは避難の折に使

わないようにするとか、そういった事も含めて検討して行くべき必要があると思っておりま

す。 

ですから、不公平感とか言われますが、それは、こういう限られた予算の中でやることに

なりますから、まあ先着順というか、そういうふうなことはある意味まあ仕方のないところ

もございますんで、そういった意識のある方は出来るだけ早く取りかかっていただければ、

より良い方向に進むんではないかと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○（今井 稔 住民課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  今井住民課長。 
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○（今井 稔 住民課長）  

はい。ええー、先ほど生名保育所のブロック塀というようなご説明をされましたが、一応、

住民課の所管する公共施設、児童公園等、危険な箇所があれば、順次対応して行くというこ

とですが、保育所ちょっと私の方聞いておりませんでした。 

ただ再度、現地に確認して必要があれば国の基準に基づいて判断さしていただいて、対応

が必要であれば撤収して行くというような形をとっていきたいと思います。以上です。 

○（池本 光章 議長）  他に質疑はありませんか。 

○（４番 藏谷 重文 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  藏谷議員。 

○（４番 藏谷 重文 議員）  

 先ほど田房室長が４０トンのタンクを作ると聞いたんですけど、４０トンのタンクいうた

ら８０世帯が１日使ったらなくなるような容量で、５メートル角の高さ２メートルで４０ト

ンになります。そんなもんで間尺に合いますか。どのような感覚で作るのか、お答えくださ

い。 

○（田房 良和 危機管理室長） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長）  田房危機管理室長。 

○（田房 良和 危機管理室長）  

 はい、そうですねえ、現在、災害時に最低、生活用水が一人当たり必要な量がまあ正確に

は出ていないんですが、２０リットルから節約してですねえ、最低限の量が２０リットルか

ら３０リットルと言われております。４０トンですと、まあ２０リットルだと２，０００人

分程度の１日の量という事で、災害時に使用するものなので、最低限の生活用水という事で

考えております。以上です。 

○（４番 藏谷 重文 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  藏谷議員。 

○（４番 藏谷 重文 議員） 

普通の家庭が１日に何リットルくらい使うと思いますか、生活用水。洗濯、水洗、お風呂

はまあ毎日入らんとしても。（田房室長「確か、２００リットルくらいだと聞いております

が、はい。まあ災害時ですので、そういうお風呂とか、洗物とか、洗濯とか、最低限必要な

量として２、３０リットルというような感覚で試算しております」の声） 

○（池本 光章 議長）   

他に質疑はありませんか。（「なし」の声あり）質疑がないようなので、これで…。 

○（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）  

長江港の改修工事なんですけど、予算が付かないので、ここで予算を付けてやるという説

明で、それはまあ仕様がないんかなあと思うんですけど、結局、それは急ぐ工事という認識

でよろしいんですかねえ。で、今後は、どういう計画になるんでしょう。もう、こういうふ

うに付かないというふうになると、たぶん長江港の改修もこれだけじゃなかったんじゃなく
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て、もっとあったんかなあと思うんですよねえ、長寿命化で。 

今後もずっとこういう状況になるのかどうか、見通しが分かれば教えていただきたいんで

すが。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長）  

 仰るとおりなんですが、実は、長江港のですねえ、まあ、利用されている方は分かるかも

しれませんが、ええー、浮桟橋を止めているチェーンが切れかかっております。これは、ま

あ、４箇所、６箇所かな。で、その内の実際に一番切れている１箇所は改修しました。もう

１箇所、早急にしなければいけない部分があります。で、これは、ええー、まあ、去年、一

昨年のような台風に備えてというようなことであります。 

 で、再三再四、国の方には要望はしているんですけど、ええー、どうしてもその橋との関

連とか、将来的に、じゃあ橋が架かったら、この港はそこまで使うかとか、その辺のどうも

国の方のですね、判断というか、今、焦ってここに付けなくても良いと。何かそういうよう

な判断をされているような、そういうニュアンスがございまして、これは高松等に予算要求

にいったときに私自身がちょっと感じた話なんで、これは国の方もそこまで明確には言いま

せんが。ええー、どうしても、今、国の国交省の予算の中の優先順位とかいうのは、特に港

湾とか、そういったところは、重要港湾とか、災害対策用の港湾の方にシフトしていますし、

そちらの予算が離島である我々の、町のそういった地方港湾、一番小さな港湾ですね、管理

している港湾には中々予算を充当していただけないという事があります。 

 ただ、担当者からも、「どうしても、ここだけはやらしてくれ」という話は、チェーンが

切れたときに、この桟橋が傷んでしまうと。そのことがありましたんで、もうこれ以上は待

てないなということで、予算が付けば良かったんですが、どうも付きそうにないと。じゃあ、

ここだけは、もう自腹を切ってもやらんといかんと。そういう判断をさしていただきまして、

今回計上さしていただきました。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、そしたら、今後もこういう状況になるという認識でよろしんですかね。いや、今回

はもうこれで仕様がないと思うんですよ。で、やっていただくんですけど、さっきの説明だ

と、要は地方の、まあ、もう使うかどうか分からんような港には、その補助が付きにくいと

いうふうな状況だという説明だというふうに私は思ったんですけど、で、そうすると、次、

長寿命化計画で多分計画がされてますよねえ、まだ、そこの部分も同じような形になる可能

性が高いという認識をしておいたら良いということでしょうか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長）  

 国の政策はですねえ、大きな天変地異とか、そういうものがある度にどんどん変わってい
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ます。で、今回、ええー、愛媛県のまあ集中豪雨、豪雨災害、それから四国全体を見たとき

に、例えば、高速ネットワークとか、そういうのが八の字路線ですよねえ、これが機能した

から助かったというところもいっぱいございます。で、そういった事を受けて、国交省は今、

求人化路線をかなり舵を切りました。 

 ですから、そういった見方をすると、逆に我々の地方港湾も変わってくる可能性はあると、

そう思っています。だけど、そんなに急に地方港湾までという話にはならないでしょう。お

そらく幹線道路、例えば山陽道が２車線化で、ああいうことで助かったと。じゃあ、四国の

高速は単線というか、２車線化していないですよねえ、それを２車線化しようと。そういう

話とかですね、そちらの方がまず進むと思います。でも、その後に、おそらくこれ南海トラ

フが起きた後は絶対に港湾の重要性というのは再認識されると思いますけど、我々は島に住

んでいる人間なので、この港の重要性というのは常に思っております。でも、それは、国、

県、その辺の温度差はどうしようもないところがあります。ただ、予算要求、その他、これ

から、こちらの方も絶対に我々にとっては必要不可欠であるという、そういう認識を働きか

けていきたいと思っています。 

で、まあ大きな、そういう変化というか、そういうのがあれば、チャンス、予算要求の予

算が充てられるチャンスが来ると思いますが、それまで粘り強くやっていくしかないなあと

思っておりますし、ええー、出来ましたら、そういった港湾のどういうふうな橋が架かった

場合の港湾のあり方とか、そういったことも含めてですね、検討して行くべきだと、そうい

うふうに思っております。以上です。（土居議員から「議長、休憩しましょう」の声あり） 

○（10番 土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  土居議員。 

○（10 番 土居 計彦 議員）  

 議長、休憩しましょう、採決前の会議でいろいろ意見が出ていますから。 

○（池本 光章 議長）  

他に質疑ございませんか。（「休憩せんでもええわい、やれー」「休憩なし」の声あり）

質疑がないようでしたら、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５２号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（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） 

（賛成者：村上議員、林議員、大西議員、藏谷議員、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：寺下議員、前田議員、土居議員） 

起立、多数です。よって、議案第５２号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで３時半まで（「休憩せんでええわい、続けてせい」の声あり）行きますか。（「は

い」の声あり） 

○（池本 光章 議長） 

では、続いて、議案第５３号、「令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（第１
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号）」の質疑を行います。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「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５３号、「令和元年度上島町農業集落排水事業会計補正予算（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５３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９、議案第５４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１９、議案第５４号、「工事請負契約の締結について（下弓削ポンプ施設

建替工事）」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） 

議案第５４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議会

の議決を求めるものでございます。 

１．契約の目的  下弓削ポンプ施設建替工事 

２．契約の方法  指名競争入札 

３．契約金額   金７１，５００，０００円 

４．契約の相手方 香川県高松市多肥下町１５５４番地２８ 

         株式会社 鶴見製作所 四国支店 

              支店長 大成 孝穂 

提案理由といたしましては、下弓削ポンプ施設建替工事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、中辻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。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、工事概要等について、説明いたします。 

最初に、本年３月の請負契約締結の際と同様に、今回も上島町低入札調査制度に該当する

案件となりましたので、参考資料の２をお願いいたします。 

 参考資料２の４ページをお願いします。３月と同様、失格判断基準の適用案件となってお

ります。参考資料の４ページにありますとおり、本工事において、どの部分が失格基準に該

当したかについて、失格判断の基準となる基準値と今回の調査対象になった事業者の設計金
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額に対する応札金額の率をまとめております。 

 土木工事の部分につきましては、一般管理費を除く３つの要素で、機械設備製作・据付工

事部分につきましては、工場管理費・現場管理費・据付間接費・設計技術費のところの要素

で、それぞれ、失格判断基準に該当することから、失格とすることと決定しました。 

 ５ページをお願いします。本工事の入札結果一覧表となりますが、ええー、最低応札事業

者が失格となったため、２番目の事業者の落札となりました。 

 ええー、参考までに、３月議会でお示しした参考資料の、上島町低入札価格調査制度実施

要領の抜粋と失格判断基準、事務処理の流れ、３月にも提供さしていただきましたが、今回

も添付しておりますので参考にしてください。 

 工事の概要に戻りますので、参考資料の１の方をお願いいたします。 

 本工事の施工箇所は、この庁舎のすぐ近くにあるポンプ施設となっております。弓削下弓

削地区のポンプ施設は、昭和４７年に整備されましたが、老朽化により排水機能が低下し、

十分な能力を発揮できない状況であり、近年の豪雨災害等が増加するなか、建替・更新が必

要であることから、今回、工事を実施するものです。 

 工事概要といたしましては、 

 ・主ポンプ及び補助ポンプは水中ポンプ方式で更新いたします。 

 ・その他の施設、建屋は不要になることから解体いたしますが、ピット部は再利用いたし

ます。 

 ・海への排水管等も再利用することといたしております。 

 ええー、下に参考として、ポンプの設備の概要、財源を記載しておりますので、参考にし

てください。工事の完成時期につきましては、本契約締結後、ポンプの製作を開始し、来年

２月末の完成を目指しております。 

 なお、参考資料１の２ページに箇所図、３ページに完成イメージ図、４ページ・５ページ

に施設の参考図面を添付しておりますので、参考にしてください。 

 以上、簡単ではございますが、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。（複数の「ありません、なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わ

ります。これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「ありません、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５４号、「工事請負契約の締結について（下弓削ポンプ施設建替工事）」

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５４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０、議案第５５号 

○（池本 光章 議長） 
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続いて、日程第２０、議案第５５号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター

再構築・耐震の建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について」を議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長）  村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第５５号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築・耐震の建設工

事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について」、平成３０年９月１８日、議会

の議決を得て協定を締結した上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築・耐震

の建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定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。 

変更内容 

 

１．協定の金額 

  変更前  金９９，０００，０００円 

  変更後  金９３，８４０，０００円 

  変更減額  金５，１６０，０００円 

提案理由といたしましては、協定に基づき日本下水道事業団に委託しております事業の精

算に伴い、協定の金額を減額する必要が生じましたので、この案を提出するものでございま

す。なお、参考資料１といたしまして、変更協定書（案）を、参考資料２といたしまして、

変更前と変更後の委託費内訳表を、参考資料３といたしまして、建設工事委託協定による工

事の概要図を添付しておりますので、ご参考にしてください。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「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５５号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築・耐

震の建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について」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５５号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１、議案第５６号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２１、議案第５６号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター

再構築の建設工事委託に関する協定の締結について」を議題といたします。提案理由の説明
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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５６号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築の建設工事委託

に関する協定の締結について」、次のとおり協定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．協定の名称  上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築の建設工事委

託に関する協定 

２．契約の方法  随意契約 

３．協定の金額  金５３，０００，０００円 

４．協定の相手方 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

         日本下水道事業団 理事長 辻原 俊博 

提案理由といたしましては、上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築の建

設工事委託に関する協定に付するため、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、工事委託の内容等につきましては 河端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。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長）   河端生活環境課長。 

○（河端 光法 生活環境課長） 

それでは、工事委託内容について説明いたしますので、参考資料２の図面をご覧ください。 

 弓削浄化センターは、老朽化による機能低下により安定した維持管理を行うことが難しく

なってきていることから、平成２６年度に策定した長寿命化計画に基づき、平成２８年度よ

り順次工事を進めています。 

 今回の工事は、長寿命化のための最終工事となります。 

 図面の１ページ目には、弓削浄化センターの位置を示しています。 

 ２ページ目の平面図には、今回の施工個所を示しています。 

 ３ページ目には、今回更新する最終沈殿池の中にある「汚泥掻き寄せ機」の詳細図を、４

ページ目には断面図を示しています。 

 今回の工事で更新する設置後２２年経過し、老朽化の進んでいる№１の汚泥掻き寄せ機で、

この掻き寄せ機は、沈殿槽内に堆積した沈殿汚泥を汚泥貯留槽に送り出すために速やかに水

槽中央に集める装置です。 

 また、参考資料１としまして協定書の案を添付しております。 

 下水道は、生活に欠かすことのできないライフラインであり、下水道施設の故障は、住民

生活に大きな支障を与えますので、老朽化による不測の機能停止が発生しないようにするた

めにも、この工事の施工につきましてご理解をいただきますようお願い申し上げます。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） 
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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「なし」の声あり）質疑がないようですから、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５６号、「上島町特定環境保全公共下水道弓削浄化センター再構築の建

設工事委託に関する協定の締結について」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５６号は、原案のとおり可決されました。  

 

日程第２２、議案第５７号 

○（池本 光章 議長） 

続いて日程第２２、議案第５７号、「辺地に係る総合整備計画の変更について」を議題

といたします。提案理由の説明を求めます。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長）  村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第５７号、「辺地に係る総合整備計画の変更について」、平成３０年６月２１日に議決

された本町の辺地に係る総合整備計画について、別紙のとおり変更するものでございます。 

提案理由といたしましては、本町の辺地に係る総合整備計画について変更する必要が生じ

ましたので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第

３条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 

なお、計画案の変更内容につきましては中辻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。 

○（中辻 洋 総務課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長）  中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは説明させていただきます。 

まず、変更理由でございますが、財政的に有利な辺地債を借り入れるためには、本計画に

事業が掲載されていることが前提条件となり、今回、事業の追加及び事業費の変更・修正が

生じましたので計画の変更を行うものです。なお、本計画の変更に当たりましては、愛媛県

との事前協議を行うこととされておりますが、事前協議の結果、愛媛県からは「意見なし」

の回答をいただいております。 

それでは、変更内容につきまして説明いたしますので、１枚めくっていただいて、総合整

備計画書をお開きください。 

ええー、弓削地区ですが、朱書き部分の交通通信体系施設、教育文化施設、生活環境・厚

生施設の事業費等の変更及びそれに伴う合計の変更です。これは、町道関係整備の事業費の

変更、弓削開発総合センター改修事業の新規追加、弓削浄化センター長寿命化事業・耐震化
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事業の事業費の変更、農業集落排水施設長寿命化事業の事業費の変更に伴うものです。 

次のページをお願いします。 

生名地区ですが、朱書き部分の交通通信体系施設の事業費等の変更及びそれに伴う合計の

変更です。これは、町道関係整備の事業費の変更、生名船舶建造事業の事業費の変更に伴う

ものです。 

 次のページをお願いします。 

岩城地区ですが、朱書き部分の交通通信体系施設、生活環境・厚生施設、産業振興施設の

事業費等の変更及びそれに伴う合計の変更です。内容は、町道関係整備の事業費の変更、農

業集落排水施設長寿命化事業の事業費の変更、防火水槽新設事業の新規追加、岩城観光施設

整備事業の新規追加に伴うものです。 

 ええー、次のページの魚島地区につきましては、今回は変更はございません。 

なお、参考資料といたしまして、各地区の整備計画の一覧表を添付しております。変更とな

った箇所を朱書きとしておりますので、参考にしてください。 

 以上、簡単ですが、議案第５７号「辺地に係る総合整備計画の変更について」の説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

○（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「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５７号、「辺地に係る総合整備計画の変更について」を採決いたします。

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。  

 

日程第２３～第２４、報告第７～８号 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。日程第２３、報告第７号並びに日程第２４、報告第８号の２件の「議

員派遣報告について」を一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異

議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。よって、「日程第２３、報告第７号並びに日

程第２４、報告第８号の２件の「議員派遣報告について」を一括議題といたします。 

本件につきましては、お手許に配布のとおり報告書が提出されております。報告第７号（平

成３１年度上島町立小学校入学式）、報告第８号（平成３１年度上島町立中学校入学式）。 

以上で議員派遣報告を終わります。 

 

日程第２５、議員派遣の件 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２５の「議員派遣の件について」を議題とします。 
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本件については、お手許に配布のとおり「愛媛県町村議会議長会創立７０周年記念議員研

修大会」に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。「愛媛県町村議会議長会創立７０周年記念議員研修大会」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、「愛媛県町村議会議長会創立７０周年記念議員研修大会」に議員を派遣する

ことに決定しました。 

ちょっと資料配布しますので、少しお待ちください。（議会事務局職員、追加議案を配布

する） 

○（池本 光章 議長） 

 お諮りいたします。別紙追加日程のとおり、「閉会中の継続調査申出について」を日程に

追加し、議題にしたいと思います。ご意義ありませんか。（複数の「なし」の声あり）「ご

異議なし」と認めます。よって、「閉会中の継続調査申出について」を日程に追加し、議題

とすることに決定しました。 

 

追加日程第１、閉会中の継続審査申し出について 

○（池本 光章 議長） 

追加日程第１「閉会中の継続調査申出について」を議題といたします。 

別紙のとおり各委員長から上島町議会会議規則第７５条の規定に基づき、閉会中の継続調

査の申出がありました。 

お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「異議なし」と認めま

す。よって、各委員長から申し出のあったとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに決定いたしました。 

 

◎ 閉 会 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。本定例会の会議に付された案件は、本日で全ての審議が終了しました。 

よって、本日の会議を閉じるとともに、会議規則第７条の規定により、令和元年、第２回

上島町議会定例会を閉会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、本日の会議を閉じるとともに、本定例会は

本日で閉会することに決定しました。 

 

 (起立、礼) 

 

（了） 

 

（令和元年６月１８日 午後 ３時４３分 閉会) 
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