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越智郡上島町議会会議録 令和元年１２月１１日 開催 

 

令和元年 第４回上島町議会定例会会議録 

招集年月日 令和元年１２月１１日（水） 

招集の場所 弓削総合支所庁舎議場 

開   会 令和元年１２月１１日 午前８時４０分宣告 

応 招 議 員  

１ 
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７ 
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１１ 

１２ 
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１番  村 上 要二郎 

２番  林    康 彦 

３番  大 西  幸 江 

４番  藏 谷  重 文 

５番  寺 下  滿 憲 

６番  檜 垣  一 成 

７番  平 山  和 昭 

８番  濱 田  高 嘉 

９番  前 田  省 二 

１０番  土 居  計 彦 

１１番  池 本  興 治 

１２番  松 原  彌 一 

１３番  亀 井  文 男 

１４番  池 本  光 章 

不応招議員 なし 

出 席 議 員 応招議員のとおり 

欠 席 議 員 なし 

 

自治法第１
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定により説
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宮 脇  馨 

村 上   和 志 
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大 本   一 明 
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小 林    薫 

濱 田  将 典 

杉 田   和 房 

今 井    稔 

山 本  九十九 
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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 臨 時 

蓼原   洋 樹 

東   秀  彦 

久 保  真 弓 

 

町長提出議

案の題目   

 

１ 上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例 

２ 上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例 

３ 上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

４ 上島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正

する条例 

５ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の

一部を改正する条例 

６ 上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

７ 上島町斎場条例の一部を改正する条例 

８ 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 

９ 上島町駐車場条例の一部を改正する条例 

１０ 上島町印鑑条例の一部を改正する条例 

１１ 令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号） 

１２ 令和元年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

１３ 令和元年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算（第１号） 

１４ 令和元年度上島町へき地出張診療所事業会計補正予算（第１号） 

１５ 令和元年度上島町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

１６ 令和元年度上島町ＣＡＴＶ事業会計補正予算（第１号） 

１７ 令和元年度上島町介護保険事業会計補正予算（第１号） 

１８ 令和元年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第２号） 

１９ 令和元年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号） 

２０ 令和元年度上島町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第１号） 

２１ 令和元年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第１号） 

２２ 令和元年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号） 

２３ 篠塚漁港東防波堤機能保全工事請負契約の一部変更について 

 

その他 の

題   目 

 

１ 議員派遣報告について（上島町各地区敬老会） 

２ 議員派遣報告について（上島町各地区運動会） 

３ 議員派遣報告について（令和元年度第 2回町議会議員研修会） 

４ 議員派遣報告について（上島町文化祭総合開会式） 

５ 議員派遣報告について（先進地行政視察等研修） 

６ 議員派遣報告について（かみじま福祉フェスタ 2019） 

７ 議員派遣報告について（上島町防災教育セミナー） 

８ 議員派遣報告について（上島町議会活性化研修会） 

９ 議員派遣の件(令和 2年 上島町成人式) 

10 議員派遣の件(令和 2年 上島町商工会年賀交歓会) 

11 議員派遣の件(令和 2年 上島町消防出初式) 

  

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

議 員 の

氏 名 

議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。 

  11番･議員  池本 興治 

12番･議員 松原 彌一 

会   期  令和元年１２月１１日～１２月２５日（１５日間） 

傍聴者数  １１名（男 ７名・女 ４名） 

 

 

◎  開 会  

○（池本 光章 議長） 

ただ今の出席議員は、全員です。 

ただ今から、令和元年第４回上島町議会定例会を開会します。直ちに本日の会議を開きま

す。本日の議事日程は、お手許に配布しているとおりです。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名 

○（池本 光章 議長） 

まず、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、11番・池本 興治議員、12番・

松原議員を指名します。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 土居議員、お願いします。 

（土居議員、登壇） 

○（10番・土居 計彦 議員）  

おはようございます。議会運営委員会の協議結果について、報告いたします。 

令和元年第４回定例会の開会にあたり、去る１２月３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（１２月）１１日から２５日までの１５日間とし、議事日

程についてはお手許に配布のとおり進めることに決定しました。 

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

上げまして、議会運営委員会の報告を終わります。 

（土居議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。ただ今、土居議会運営委員長から委員会協議の結果について報告があ

りました。本定例会の会期は、本日から１２月２５日までの１５日間としたいと思いますが、
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ご異議ありませんか。（複数の「なし、ありません」の声あり）ご異議なしと認めます。よ

って、本定例会の会期は、本日から１２月２５日までの１５日間とすることに決定しました。 

 

日程第３、行政報告 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮 脇  馨 町長） 

改めまして、皆さん、おはようございます。 

あっという間に令和の最初の年末を迎える事となりました。この１年を振り返りますと、 

全国的には台風など天変地異による災害が多発して多くの被害を被ったのですが、我が上島

町では、昨年の豪雨災害ほどではなかったかと思います。 

 岩城橋の工事も順調に進んでおり、主塔の高さも１００メートルを超え、既に吊桁部分の

施工に入っております。令和３年度中の完成を目指して、予算獲得のためにさらなる努力を

重ねているところであります。 

 コミュニティスクールの方も活動が始まりまして、地域と一体となるべく人材ネットワー

クの拡大を進めているところであります。また、将来を見据え、かみりん奨学金制度や高校

魅力化事業により、子供たちが大きな夢を実現できるよう、環境を整え支援していきたいと

思います。 

 レモンの産地化につきましては、苗木の成長も順調で、市場や関係者からは「一日も早く

出荷してほしい」と、そういう声がたくさん寄せられております。ハウス栽培の導入による

周年出荷体制づくりにも取り組んでいきたいと考えておりますので、生産者の皆さんのご協

力をお願いしたいと思います。また、新規就農者による様々な形での営農は、島の農業活性

化に欠かせない視点となります。農業を取り巻く環境が大きく変化していく中で、島という

特殊な環境を活かした持続可能な営農類型を打ち出していきたいと思います。 

 また、造船業では、これからますます深刻になる人材不足に対して、Uターンをはじめと

する上島町関連人材の発掘と受け入れ態勢の支援などに関連事業者とともに取り組んでい

きたいと考えております。また、企業誘致の新たな動きとして、ベネフィット・ワンなどの

開業も決まっており、サテライトオフィスなど、暮らしやすさを活かした産業の多様化も進

めていければと考えております。 

 また、ご心配をおかけしているフェスパの運営につきましては、当初の施設整備と事業計

画の内容等に多くの不備な点が見い出されたため、それぞれの専門家にこれまでのデータを

分析していただき、どのような改善策で臨むべきかを取りまとめているところでございます

ので、まとまり次第報告させていただきます。 

 来年度の予算編成作業を実施しておりますが、数多くの箱物施設の維持補修費等、経常経
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費が増加しており、公共施設のあり方検討を進める事で経費の削減を図りたいと思います。

限られた財源を有効に活用するとともに、未来に繋がる政策実現に向けて「ワンチーム」と

なって取り組みたいと思っております。 

 本日は、補正予算、議案等提案させていただいておりますので、よろしくご審議のほどお

願いいたします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

  これで行政報告を終わります。 

 

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

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

今回の一般質問通告者は８名です。それでは、はじめに、村上議員の質問を許します。 

（村上議員、登壇） 

○（１番・村上要二郎 議員） 

おはようございます。それでは、一般質問を行います。議席１番・村上 要二郎です。 

まず初めにですねえ、「一次産業振興について」質問いたします。 

現在、一次産業を取り巻く状況がますます厳しくなっております。全国的にも就業者数が

５％を割り込むまで減少している状況であり、本町も同様に就業者数の減少に歯止めの利か

ない状況になっております。 

上島町においても、海苔、魚、柑橘、レモンポークなどといった全国でも人気の高い特産

品が生産されており、町にとっての大切な産業であり、観光資源でもあります。しかし、一

次産業者におかれましては、燃料などの高騰により経費の負担が多く、経営に苦しんでいる

状況であります。また、作業の難しさや厳しさから担い手の不足が懸念されています。農業

フェアなどに参加し、新規就労者の勧誘を行うなどの努力をされていますが、これまでの取

り組みの現状と、今後、どのような政策をもって産地と生産者を守り育てていくのか、町の

考えをお示しください。 

ええー、一般質問における私への理事者側からの反問・反論は許しますが、議長よろしい

でしょうか。 

○（池本 光章 議長）  

はい、許可します。 

○（１番・村上要二郎 議員） では、お願いします。 

○（越智 康浩 農林水産課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） はい、越智農林水産課長 

（越智農林水産課長、登壇） 
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○（越智 康浩 農林水産課長） 

村上議員の質問にお答えいたします。 

上島町として、これまでの取り組みと状況ですが、ご質問にもありましたように、農業関

係では、平成２１年度から東京や大阪の新・農業人フェアに出展しております。 

これは、都市部の就農希望者を対象に、町の相談ブースに訪れる就農希望者に対して、ワ

ーキングホリデーやお試し就業、インターン制度などの町支援制度を紹介しており、これら

を活用して新規就農に繋がるなど一定の実績がございます。 

また、体験を通じて新規就農者が増えるよう、体験交流施設「知新館」の建設により活用

しているところでございます。 

ご指摘のとおり、農家の高齢化、後継者不足に伴い、農業従事者は大幅に減少しており、

このような状況の中で、担い手となる農家の確保・育成が重要な課題である事は認識してお

ります。 

担い手農家の育成として、町インターン制度を修了し、新規就農した者が、将来、担い手

としてステップアップし、優良農地を荒廃させることなく、その受け手となるよう研修農地

の確保と整備を行い、その育成に向けたプログラムを実施したいと考えております。 

また、昨年、一昨年とレモンの苗木配布事業により、６千本の苗木を配布し、レモンの産

地として、今後、生産量の増加を図る支援もしております。 

水産事業においてですが、就業においては、過去においてもワーキングホリデーを活用し、

体験した方もおられますが、中々新規就業された方がいないのが現状でございます。 

漁場産地づくりとしては、魚礁や増殖礁の整備や稚魚放流事業補助等を実施しております。 

 今後につきましては、引き続き、現行の事業を続けることはもちろんですが、単独費用に

よる町独自の政策は難しいところはございますが、国・県の制度により、有効に活用できる

ものは、関係機関と連携を取りながら進めていきたいと考えております。 

このほか、青いレモンやレモンポークなど町のブランドとして消費者や市場に浸透し、農

業経営において収益性の高い上島町の資源については、町全体として大いに普及・活用を図

るとともに、六次産業化の発想も視野に入れつつ、農・漁業者と一緒に新たなブランドの発

掘に努めて参りたいと考えております。以上、よろしくお願いいたします。 

（越智農林水産課長、降壇） 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

 ありがとうございました。取り組みにつきましては、職員の方々の努力により一定の成果

が出ていることが分かりました。ありがとうございます。 

 今後の政策について、町の一次産業を守るために生産者を育てる環境づくりはもちろん必

要ではありますが、一次生産者が儲かる政策について、今までのやり方を継承しつつ、他で

は行えない上島町独自の事業の展開が必要であると考えます。 

 今後は、JA や JF、大学や企業などと連携し、新たな取り組みについて生産者と協議の場

を持ち、企画や提案を行ってみてはいかがでしょうか。 
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 町長の考えもお示しください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長）  

 ええー、私の考えという事なんで述べさせていただきますが、第一次産業の中で、上島町

のそういった生産状況、それから、それを取り巻く流通等ですね、そういった状況の中には、

いろんな要因が混在しております。村上議員が仰られるような、まあご指摘、多々ございま

すが、今作っている、生産している現況がですねえ、まあ例えば、東京、大阪、そういった

大規模仕様には中々乗り込んでいけない。なぜか、それは、ロットが圧倒的に少ない。量が

圧倒的に少ないという事でございます。それを克服するためには、例えば、青いレモンであ

ったり、レモンポークのように特異化したネームバリューで勝負する。高くても少なくても

「売り切れ御免」で勝負できる、そういったところが一番大事かと思います。 

 そういった観点から、我が町内の産品をフラッシュアップしていったときにですね、例え

ば、デビラであるとか、弓削海苔であるとか、で後まあ、塩とかいろんなもの、まだ眠って

いる部分がたくさんございます。これは、後は売り方次第だと思っています。いかにそうい

う珍しい商品だけど、良いものを欲しがっている消費者、これは例えば東京圏でありますと、

潜在と言いますか、そういうニーズが相当ございます。そこにいかに情報を適切に流せるか、

その仕組みさえ作れば、まだまだこれから市場開拓は可能だと思っております。特に、近年、

新規就農者が取り組んでおります養蜂とかの産物であります蜂蜜なんかもですね、これも売

り方次第、工夫次第で、また面白い展開ができるんじゃないかと。で、それだけじゃなくて、

例えば、レモンとセットで売るとか、そういう方法は大いにありだと考えております。 

 ですから、この辺の事につきましては、まだまだこれからの課題になりますが、私自身は、

そういった意味で、上島町、島の農業として、瀬戸内海の島しょ部の農業として、また、島

しょ部の水産業として、まだまだ可能性と言いますか、そういったマーケットチャンスは大

いに眠っていると考えておりますので、それを小まめに、丁寧にすくい上げながらきっちり

と売り込んでいきたいと思っております。以上です。 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

 町長、ありがとうございます。 

 まあ今後も、引き続き、上島町のおいしい食材を町民や観光客の皆様に提供できるよう、

生産者と一緒になって頑張ってください。よろしくお願いします。 

 次、２問目行きます。 

ええー「上島町職員の人材確保について」、９月定例議会において、町長より臨時職員の

雇用について、地方公務員法の改正等による会計年度任用職員制度の導入の話があり、臨時

職員の採用について見直しを図るという説明がありました。臨時職員については、特別な資

格を持った方や能力の高い方も多く働いておられます。町としては、人材確保の必要性から、

資格や能力のある人材は年齢制限を設けず、職員として採用することも検討してみてはいか
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がでしょうか。 

 また、定年退職後の再雇用職員の中には優秀な人材の方もいます。しかし、再雇用という

立場では、能力が十分に発揮できません。人材育成と人材確保の両方の面におきましても、

優秀な人材を退職させるのはもったいないように思います。愛媛県や他の自治体では、優秀

な人材を確保するために、職員参与といったポジションを設けて人材の確保に努めておりま

す。上島町においても、ただの再雇用職員ではなく、能力のある職員は職員参与や役職での

雇用延長を考えてみてはいかがでしょうか。 

 人材不足で苦慮している本町において、どのような方法で人材を確保していくのか、町の

考えをお示しください。あっ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。一つ補足します。

前回の一般質問で、私は人材削減をお願いしましたが、あくまでも、ごめんなさい、人員削

減をお願いしましたが、あくまでも人員は削減させながら良い人材を調達、育てるという考

えですので、よろしくお願いします。それでは、回答お願いします。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

（村上副町長、登壇） 

○（村上 和志 副町長） 

村上議員の質問にお答えいたします。 

 ご指摘にありました人材不足についてですが、確かに資格が必要な職種につきましては、

募集しても中々確保できないのが現状でございます。特に、船員や看護師など、全国的にも

人材不足となっている職種の人材確保には苦慮している状況で、中々確保できない状況とな

っております。 

 さて、年齢制限についてですが、平成２８年１２月の一般質問に対して、「年齢制限を無

くする方向で考えたい」とお答えしておりますが、公務員には定年制もあり、すべてにおい

て、年齢制限を設けないということはできません。 

現在、正職員については、職種によって年齢制限の基準を変えながら募集を行うことによ

り人材の確保に努めております。また、臨時職員については、年齢制限なしで募集をしてお

ります。 

 次に、定年退職後の人材についてですが、現在、「参与」「参事」の導入については考え

ておりません。愛媛県内においても、県や市では設けているところもございますが、町レベ

ルでの町長部局に導入しているのは松前町だけで、その内容は、技術参与としての導入とな

っております。 

ただ、有資格者や優秀な人材の確保ということは、上島町にとっても必要なことでありま

すので、再任用制度だけではなく、今議会で上程させていただいております「上島町一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」による任期付職員の活用などを考えなが

ら、優秀な人材の確保に努めて参りたいと考えております。以上、よろしくお願いいたしま

す。 

（村上副町長、降壇） 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手）はい。 
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○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

 副町長、ありがとうございます。 

 今回、なぜ、このような一般質問をするかと言いますと、上島町のどこの課も「人が足り

ない」という声を聞きます。しかし、他の自治体に比べても、人数は足りているように思い

ます。では、なぜ、「人が足りない」となるのでしょうか。それは、人が足りないのではな

く、出来る人が足りていないという事です。これは、人材育成という作業ができていないと

いう事でもありますが、人材育成と言っても、教える側、教わる側のスキンシップが取れな

い場合も多く、昔だったら、怖い上司がいて、難しい仕事を泣きながらやるといったことが

日常でした。 

 しかし、今では、上司が注意することもできず、一言言おうものならすべてをパワハラと

言われるような世の中になっています。また、人事異動に不満があったり、上司が気に入ら

ないという理由で、すぐに「辞めます」という職員がいるみたいですが、気に入った職場へ

の配置転換などの条件を引き出すためのカードに使われているのではないでしょうか。 

 このような環境の中で、新規職員を何人雇っても、数だけ増えてクオリティは低下する。

予算は膨れ上がる。という負のスパイラルになっています。この状況を改善するためには、

ベテランで、能力のある職員に管理職で残っていただき、５年くらいかけて職員の人材育成

をし、５年間は新規採用職員を極力減らしてみてはいかがでしょうか。 

 このまま人材の確保ができなかった場合、他の自治体との事務の連携なども必要となりま

す。この先、上島町が単体で残るためには、人材確保は必要不可欠であります。全国的に人

材不足が嘆かれており、都市部への一極集中により田舎へ優秀な人材が流れてくることは難

しい状況であります。上島町の１０年後、２０年後について、人材不足により、行政運営が

できない場合は、他の市町との連携や合併も視野に入れなければなりません。 

 このような事を踏まえて、もう一歩踏み込んだ、本当の意味での人材確保が必要ではない

でしょうか。この事について、言える範囲で構いませんので、上島町の現状をお聞かせくだ

さい。また、連携や合併は検討しないのか、町長、回答をお願いします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 今のご指摘は、本当に仰るとおりの部分が多々あろうかと思いますが、人材を育成する内

容についてでありますが、先ほどご指摘がありました幹部職員を除いた中堅どころから以下

ですね、その方たちのスキルアップ、能力アップ、これが一番の課題だと思っております。

これまでの合併以降の人材の確保のあり方の中で、正規職員を減らしながら臨時雇用を増や

していくという、そういう大きな流れがございましたので、そこの部分で、まあ十分な研修

とかスキルアップが難しかったという、そういう背景があったのではないかと反省しており

ます。 

 そういった事を防ぐためにも、これから、まあ例えば、係長以上とか、係長以下ですね、

そういった方たちのスキルアップをいかに計画的にやっていくかと。こちらの方がより大き
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な意味合いを持ってくるのではないかと思っております。 

 先ほど言われました、県域とか広域での連携とか、そちらの方はございますけど、今、上

島町自体でも、それぞれの島ごとにいろんな要因がございますので、そういった対応をして

いくためにも、やっぱり町内でそれぞれのエリアを熟知した、よく本当に町民の方とコミュ

ニケーションを取れる、そういった人材を配置して、確保していく必要があると考えており

ますので、そのためにも、基礎スキル、公務員としての大事な部分、それぞれの職種ごとに

大切な能力、技術、そういったものを磨いていただいたうえで、なおかつ町民としっかりと

コミュニケーションを取りながら、地域を把握しながら政策を進めていけるような、そうい

う人材を、時間がかかりますけど、確保していく必要があると考えています。 

 ですから、今いる優秀な人材、その能力を継承するという意味では、本当に大切なご提案

だと思っております。それを、いかにうまくバトンタッチしていただくか。そのやり方です

ね、これは、まだまだ工夫が必要だと思っておりますので、先ほどご提案のありましたよう

な方法も含めまして、いろんな意味でのその取り組み方、それをケースバイケースになろう

かと思いますけど、それは、きっちりと繋いでいきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

 はい、町長、回答ありがとうございます。まあ、先ほど言った連携や合併につきましては、

まあ回答しにくいところだと思うのですが、ちょっと大袈裟かもしれませんが、今後、本当

に人材が確保できない場合は、そういった事態にも陥るという事はしっかり分かってほしい

と思います。それからまあ、町長、先ほど言われた事は、幹部職員にもしっかり落としてで

すねえ、末端職員まで意識が通るように、しっかりと教育という面でやってほしいと思いま

す。まあ、私たち議員もですねえ、同じことが言えるんですが、まあ重箱の隅をつつくよう

な事ばかりじゃなく、上島町の未来の展望を考えた政策の提案や、大型事業や特別会計など

の見直し、チェックができるように勉強して発言する必要があると思っております。 

 今後の上島町を守るためにも、町民である議員と町民の公僕である職員が勉強し、よりよ

い人材を確保するために努力が必要と思います。ベテラン職員の方々のジレンマは、もう十

分に理解しておりますが、これからの人材育成と人材確保に向けて職員の方のご協力もよろ

しくお願いします。以上で終わります。 

 次、３問目、行かせていただきます。 

３問目、行きます。「特別会計事業に係る今後の運営について」、特別会計事業において、

一般会計より多額の繰り出し金が支出されています。一般会計繰出金を少しでも減らすため

には、経営及び料金の見直しが必要となります。 

 例えば、住民の生活に必要のないケーブルテレビ局の自主放送の中止、生名船舶事業、特

別養護老人ホーム事業の民間への移管、上下水道事業の包括契約、その他事業の町内業者へ

の委託が考えられます。 

 また、料金等の見直し作業が必要ですが、各事業において料金の見直し作業は行っている
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のでしょうか。今後、どのように特別会計を運営し、支出を削減するのか、使用料等の見直

しは行わないのか、町の考えをお示しください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

 村上議員の質問にお答えいたします。 

 町では、現在、企業会計を含め１５の特別会計がございます。そのうち、生名船舶事業会

計・上水道事業会計を除く１３の会計に対して、一般会計から繰出金が支出されております。

昨年、当初予算時の説明資料で提出しておりますが、繰出金の中には、ルールとして一般会

計から繰り出す必要のある繰出金とそれ以外の繰出金がございます。 

 今年度の当初予算ベースでは、総額で約１０億７千万円の繰出金がありまして、そのうち、

ルール分の繰出金が約６億５千万円となっております。減額対象となる財源補てん的な繰出

金は、約４億２千万円という状況となっております。 

 議員の質問内容から、この４憶２千万円の繰出金の縮減のためには、民間への移管若しく

は委託、使用料の見直しなどが必要なのではないかというご指摘だと思います。 

まず、民間への移管、これは民営化ということだと思いますが、生名船舶は、岩城橋関連

で、航路の再編が予測されるために、直営方式に変更しておりまして、現在のところ変更す

る考えはございません。その他の特別会計におきましても、現在の運営方法につきましては、

適切であると考えております。 

 次に、民間への委託についてでございますが、民間に委託すべきものについては、内容を

精査のうえ、委託できるものは、広く門戸を開いて委託することも必要ではないかと考えて

おります。上下水道事業の包括契約やその他事業の委託のご提案をいただいておりますので、

どのような事業の委託が可能かにつきましては、今後も精査して参りたいと思います。 

 最後に、使用料の見直しについてでありますが、特別会計におきましては、可能であれば

『独立採算で経営していく』というのが、理想ではありますが、ルール分以外の繰出金すべ

てを利用者に負担していただくにも限界がございますので、どこまでを負担していただくべ

きか、十分に精査のうえ、見直しが必要なものについては見直し作業を進めていく必要があ

ると考えております。 

 同時に、支出面での見直し、例えばスクラップ＆ビルド、これの徹底や岩城橋開通に伴う

合理化等によって、経費の削減に努めて参りたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、今回のご提案については、予算化など議会のご理解をいただか

なければならないものでございますので、協議を重ねながら進めて参りたいと考えておりま

すので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  
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町長、ありがとうございます。 

 ちょっと前後しますが、料金の見直しですが、ほとんどの事業において料金の見直しが行

われていないというように私は思っています。まあ、実際にそうだと思います。で、国の指

針によりますと、概ね３年から５年を目途に見直し作業が必要とあります。私が言っている

のは、単純に料金の値上げや値下げの検討だけではなく、諸元や経営状況を見直すうえでも

必要な作業でありますので、上島町全体で見直し作業を進めてください。先ほど町長より回

答がありましたが、やはり民間で経営できる事業につきましては、今後検討を重ねて、時間

はかかりますが、民間へ移管するよう、お願いします。また、生名船舶事業におきましては、

まあ町長の方針もあるんでしょうが、一般会計からの繰出金もなく、私は公営でする必要性

はないと判断しております。その事につきましては、まあ今後検討もしていただきたいと思

います。 

 それから、ケーブルテレビでありますが、そもそもケーブルテレビ局の創設の目的として、

テレビ放送の受信が困難であった離島にとって難視聴対策としてケーブルテレビ局を開設

したように記憶があります。その後、議会改革により議会中継などが行われるようになり、

お茶の間でも議会やその他行事が放送されております。 

 現在、ケーブルテレビの加入率は 82.5％に留まっており、町民の約２割はケーブルテレビ

を使用していない、見ていない状況であります。このような状況の中、高い機材を購入し人

員を増員しましたが、どのような効果があったのでしょうか。町長がいつも口癖のように言

っている、先ほども言われましたが、スクラップ＆ビルドですが、上島町の財政難の状況で

ケーブルテレビの自主放送は一番に必要性を疑う事業であります。人件費だけで約３，００

０万、そのうえ高級な機材を買い続ける事を考えたら、自主放送を外部へ発注すれば、２，

０００万程度の費用が浮くのではないでしょうか。詳しい金額につきましては、まだ申し訳

ないですけど、分かりませんが、約です。早急に自主放送の見直しを行っていただきたいと

思いますが、町長の考えをお答えください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 CATVの自主放送についてでありますが、今、ご指摘がありました自主放送については、単

なる娯楽放送ではなくて、行政、生活、文化、教育等の広報的活動、更には有事の際、住民

生活の安心安全を守るための災害放送など、住民の生活に密着した情報を提供しておりまし

て、先日、行われました上島町 CATV 放送番組審議会の中でも、その審議の中で、この自主

放送については、番組を通じて他の島の事がよく分かり、上島町が一つになっていくための

大きな役割を果たし、小規模自治体である上島町にCATVがあること自体が恵まれていると。

せっかくのインフラがあるのに、使わない手はない。そういった意見がございまして、自主

放送の必要性となる、更なる活用についての意見をたくさんいただいております。まあ、こ

ういった事から、CATVの自主放送につきましては、住民の生活に必要のないものではなく、

逆に、今後とも住民の生活のためにいかに活用を図っていくかという事こそ望ましいと考え

ておりますので、町民の皆様に魅力ある番組を届けられるよう努めて参りたいと思います。 
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 また、こういった CATV 事業に関しましてはですね、愛媛県内の地上放送、難視聴の解消

と自主放送による町行政の運営に関する各種情報を提供する事が目的なのでございまして、

大きな公共団体では、一般に民間事業者が CATV を運営されておりますが、上島町において

は、小規模自治体であります事から、世帯数自体が絶対数が少ないという、そういった地域

性もございまして、民間事業者では運営が当然できない。困難であるというために町営のケ

ーブルテレビ局として開局した経緯がございまして、そのために、一般会計からの繰入金を

いただきながら運営をしているところでございます。 

ですから、使用料の見直しについてでありますが、先ほど申しました番組審議会の中では、

議論をしていただいておりまして、内容としては使用料の値上げによる加入者離れが心配で

あるというご指摘、それから値上げの必要性は分かるが、何とか現状維持でお願いしたいと

いうものであります。 

 しかしながら、まあ独立採算が原則である特別会計でございますので、収入の確保のため

の使用料見直しについては当然、番組審議会等で議論を重ねながら、更には支出面ではご指

摘のありましたようなスクラップ＆ビルドの徹底や岩城橋開通に伴う機器類の合理化等で

すね、そういったところで経費の削減に努めながら、一般会計自体が非常に厳しい財政環境

にあることを踏まえまして、適正な繰入になるよう努めて参りたいと考えておりますので、

ご理解のほどお願いします。 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

すみません、町長、先ほど言った、その人員と経費を昨年度より更に上乗せで入れている

のに、どういう効果があったという事に対する答えがないので。で、そのケーブルテレビだ

けじゃなくて、やっぱ公営で運営している施設については、やはりどの施設ももちろん必要

な施設と私は思っています。だけどもまあ、財政難の中でどういうふうに削っていくのかと

いうところなので、そこら辺ちょっともう一度お答えできますか。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 基本的な考え方としましてですねえ、例えば下水道の使用料金は以前にも審議会等で審議

されて、その内容につきまして最終的に見直すべきかどうかという、そういう経緯があった

と思うんですが、これは先ほど言われたように、特別会計の独立採算制を基本に考えた運営

の仕方という意味では、どの会計も皆当てはまるとは思うんです。 

 そういった中で、ランニングコストというのが一つの目安になると考えております。当初

の建設費用等につきましては、国庫補助事業であったり、県の補助事業であったりとか、そ

ういった補助金が入って設立されたもの、機材を購入したものとか、いろいろあろうかと思

いますけど、そういったものを導入時を除いた年間のランニングコスト、まあ人件費等も当

然そこで入ってくるんでしょうが、そういった事をトータルしながら何とか回していけるよ

うな運営体制を築いていくというのが基本ではないかと思っております。 
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 ですから、この CATVにつきましても、過去に既にご指摘等もありましたが、CATVで今、

お金を稼ぐ部分というのは当然、公営なもんですから、ほとんどやられておりませんが、CM

の放送とか、そういった意味での営業活動というのは、まだまだこれから先、可能性という

かジャンルとしては残っていると思います。そういう観点からもですねえ、経費の削減とい

う取り組みは可能ではないかというふうには考えております。 

 ですから、今の自主放送を全面的にカットしていくんではなくて、逆にそれをいい方向に

運営の改善に向けて、例えば８割の加入率を９割以上に持って行く。そういった一つのきっ

かけにするとかですね、それ以外にも先ほど言いましたような CM とか、そういったものも

取り組んでいくとか。そういう事によって、まだまだ改善の余地はあるのではないかと考え

ております。そういう事をまだまだ検討して、取り組んでいけたらと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

○（池本 光章 議長）  

 町長、今、村上議員の方からあったのは、ケーブルテレビに対する予算増ですね、それに

対する事業効果について尋ねておられるんだと思うんですが、それについての回答を明確に

お願いできますか。 

○（杉田 和房 企画情報課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 杉田課長。 

○（杉田 和房 企画情報課長） 

 ケーブルテレビには、技術員３名採用しております。で、開局当初に比べてですねえ、各

段とその撮影能力とか、編集能力、そういう番組づくりについての体制が整っておりまして、

例えば、今年でしたか放送しました「アサリの復活の番組」とかですねえ、かなり高評価を

得ておりまして、この高評価が口コミで広がれば、特に今現状では生名地区の加入率が低い

という現実がございますので、こういうのが口コミで広がれば加入率も増え、使用料等のア

ップに繋がるんではないかと思っています。 

 あと、機器類については、経年劣化等がありますので、計画的な機器の更新をしておる最

中でございまして、予算等の増にかかってきているのではないかと考えております。 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

議長、ちょっと４問目になるんですが、引き続き質問してもよろしいでしょうか。 

○（池本 光章 議長） はい。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

まあ、その効果は中々分かりにくいとは思うんですけど、技術員も確か今３名言われまし

たけど、実際にはあと２人いるはずなんですね。あと２人はどこかの、どこに行っているの

か知らないですけど、一般行政職に回っていると思いますけど、結局、何が言いたいかとい

うと、技術員３名だけでじゃあケーブルテレビ回してですねえ、あとはできないのは別に外

注にすればもっと安くなるのではないかなという単純な話なんですね。まあ、それは別にい

いんですけど、どっちでも。まあ、お金のあり余っている町であれば文句を言わないんです。
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ただ、現在の上島町の財政状況では、そんな人件費とか、機材とか贅沢を言っているような

場合ではありません。 

 町長は、以前、私の一般質問において、令和２年の予算規模を６０億円台にすると言いま

したね。本当に６０億円台にできますか。職員の旅費や事務費をいくら削ったところで何億

円も削減は無理です。それは町長も分かっていると思います。まあ、今回、なぜケーブルテ

レビかいうことでもないんですけど、ケーブルテレビ局の自主放送をですねえ、見直しをか

けてもらってですねえ、縮小なりですねえ、民間に委託すれば、管理費だけで１，０００万

以上削減になると思います。まあ、その現在のケーブルテレビ局の職員もですねえ、各課に

振ってもらって、すれば、来年度内定の決まっている新規採用職員を採用しなくて済む話で

すよねえ。そうすれば、ケーブルテレビに係る経費と職員の採用に係る人件費というのが削

減可能になると思います。今現在、ケーブルテレビで採用した職員も一般行政職に回してい

ますからねえ、それはできない事はありません。 

 少ない予算の中で、どのように人やお金を回すか、もう少し大胆に進めていただきたいと

思います。住民に迷惑をかけないためにも、もうそろそろ大鉈（おおなた）を振るってです

ねえ、少しでも、経費削減できるようにしていただきたいんですけど、私の質問以上ですけ

ど、町長、その事についてお答えください。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、CATVの人員の再配置という事でございますが、まあ人事に関しましては、適切な

人員がどれほどかという全般的な話になりますが、実際に今やっている業務の中で、どこま

でスリム化できるか。それから、どこまで効率的にそれを運営していけるかという、まあ、

当然、町民サービスの質を維持しながらという大前提がございますが、それはきっちりとや

るべきだとは思っております。ただ、今ご指摘がありました CATV の職員につきましては、

うち３名については、その専属で雇用しております。そういった関係がございまして、まあ

専門職と言いますかねえ、そういう取り扱いになっておりますんで、他の部署に簡単にポン

とこう入ってという事には当然いけませんし、逆に、まあ CATV の中に他の部署からポンと

入っても中々それは技能的にも技術的にも難しい部分がございます。 

 そういった意味合いから、まあ環境的には、ちょっと特殊なジャンルになりますので、そ

れはもう少し慎重に進めさせていただきたいと思います。今、どれだけ CATV のスリム化が

できるかという大きなテーマがございますけど、それは予算上のスリム化と言いますか、取

り組み方ですね、今の内容、それから皆さんに対する情報の提供、そういったものを考える

と、中々難しい部分もございますので、まあ内部で、そういった何ができて何ができないの

かと。そういった事も考えながら、それから機材等も更新ございますけど、そちらの方もで

きるだけ目一杯、寿命プラスαで使用しながら、ランニングコストを抑えていくという、そ

ういう取り組みもやってもらうようにお願いしておりますので、まあ中々一朝一夕にはいき

ませんが、もう少し人員の体制なんかもですねえ、これをこういうふうにすれば何とか削減

できるかどうかという、そういった検討も今後の課題としてしっかりと受け止めて検討して
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いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○（１番・村上要二郎 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 村上議員。 

○（１番・村上要二郎 議員）  

 はい、ありがとうございます。もうお金がないのは十分分かっていますので、住民も職員

も分かっていますので、削減に向けて頑張ってください。よろしくお願いします。以上で私

の質問を終わります。 

（村上議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

これで、村上議員の質問を終わります。 

ここで１０分間休憩を取りたいと思います。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時３５分 ～ 午前 ９：４５ ） 

 

○（池本 光章 議長） 

再開します。 

続いて、土居議員の質問を許します。 

（土居議員、登壇） 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

はい、議席 10番の土居 計彦です。 

ええー、本日は、本定例会では、二つの一般質問を行います。 

一つ目です。まず、「農業環境の整備・改善を求めます」。 

 耕作頑張り農地に隣接した耕作放棄農地には、２０メートルを超す雑木が生い茂り、森を

形成しています。頑張り農地の養分を吸い上げ、日光を遮っています。幹線農道にも竹や大

きな雑木が覆いかぶさり、軽四の作業車さえ、通行が難しくなってきている現状です。こう

いう現状を町の行政はどのように捉えているのか。現状のまま、放置して耕作放棄農地を増

やすのか。現地を調査してみて、地区の意見も聴きながら、計画的な改善に手を着けていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○（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。 

（越智農林水産課長、登壇） 

○（越智 康浩 農林水産課長） 

土居議員の質問にお答えいたします。 

 農道のうち、幹線農道の竹や雑木の処理につきましては、従前から町道・農道の道路わき

の個人所有地においては、基本的には個人の財産でございますので、雑木除去の地区要望が

あった場合、所有者に対応していただくことを原則としております。例外として、高齢者や

町外者で対応できないところは、所有者の了解を得てから役場で対応しているところもござ

います。 
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耕作放棄した畑についても、同様の考え方となります。畑に生えている雑木は、所有者に

対応していただくことが原則となっております。また、道路敷地内の農道や林道の雑木処理

は、毎年予算を確保し、順次、実施しているものの、中々町内全域を対応することは範囲も

広く、費用も嵩むことから、現実的に難しいところはご案内のとおりでございます。 

今後も、これらの路線については、通行に支障が出ないよう対応していきます。 

 耕作放棄地においては、ご指摘のとおり、農業従事者の高齢化、後継者不在といった要因

から耕作放棄農地は増加の傾向にございます。 

行政の対応としましては、毎年、農業委員会で農地パトロールを実施しており、耕作放棄

地すべてとはいきませんが、農地へ再生利用することが相応しいと判断される遊休農地につ

いて、土地所有者の方々へ意向調査を実施し、貸し出し希望のある作業条件の良い農地につ

いて、担い手へ集積するよう貸借等の利用調整を行っております。 

今後、これらの優良農地の再生利用が進むよう、耕作放棄地対策を進めて行きたいと考え

ております。また、国が推進しております「人・農地プラン」による、耕作者へのアンケー

トや各地区において耕作者の皆様からご意見をいただくよう予定しておりますので、ご協力

のほど、よろしくお願いいたします。以上、よろしくお願いいたします。 

（越智農林水産課長、降壇） 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10 番・土居 計彦 議員） 

 ええー、大体毎年そういう答弁があるんですが、大体、今申し上げましたように大きな雑

木が生えてもう何十年もやりっ放しているような、失礼、放置しているような畑については

ですねえ、持ち主さんに今さら申し上げても中々対応してもらえないので、まあ農業委員会

の意見もむろん聞いていただいて、行政の方も「ああ、これはちょっとひどいなあ」という

ような状況が感じられたらですねえ、見て取れたら、対応していただくようにお願いしたい

と思います。近隣の隣の農地で何とかしようと思いますけど、やっぱり２０メートルも、そ

れ以上もなるような大木になりますとね、とても素人の手には負えませんので、このまま放

置しておくと放置畑が増えていくという現状にありますので、農業委員会もパトロールして

いただいとんならですね、どこを見てもらんよんか分かりませんが、ちゃんと見ていただい

て、町の方にも進言して対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 ２問目です。「一般質問答弁のフォロー」をお尋ねします。 

私たち議員が行った一般質問への答弁が、その後、どのように処理されたのか、理解でき

ないものや、目に見えてこないものがあります。その後の行政の対応を報告するようにして

いただきたいし、その後の計画も出来れば議員の方に報告していただくようにしたらいいん

じゃないかと思いますので、よろしくお願いします。 

まあ、例えば、ここにあげましたが、「溜池の衛生管理について改善」を求めました。平

成２８年６月定例です。平成３０年９月定例には、「飲料水の確保が最優先。貯水タンクを

計画する」という理事者側の答弁もありました。平成３０年の１２月定例では、「地区内主

要生活道路の補修が必要です」という提言をいたしました。「計画的にやる」という事でし
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たが、まだ見えて来ません。令和元年６月定例会では、「防災計画は地域と共に策定し直す」

という答弁をいただいておりますが、これも動きが分かりません。簡単でよろしいので、こ

の辺の今後の取り組み、「いや、これはもうやっているよ」という、「実現しているよ」と

いう分がございましたら、答弁をお願いします。 

○（村上 和志 副町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

（村上副町長、登壇） 

○（村上 和志 副町長） 

 土居議員の質問にお答えいたします。 

 一般質問に対するその後の対応につきましては、平成３０年４月２０日付けの議会から申

し入れをいただいており、その内容といたしましては、「一般質問において、町長が検討を

約束した課題等については、その検討結果、経過報告を、少なくとも半年ごとに行政報告の

中で行うようにお願いしたい」というものです。 

 これに基づきまして、課長会等において、議会開催前にそのような案件がないかを確認す

るようにしておりますが、一部、不十分な対応となっているところもあるかと思いますので、

今後は、議会の申し入れに沿った対応に心がけて参ります。 

 ただ、「検討」ではなく、「実施」をお約束した案件などにつきましては、検討とは異な

りますので、その後の行政サイドの動きや対応、具体的な予算化において判断していただく

こととなります。予算化の時期につきましては、補助事業での実施の可否の判断や補助採択

の有無など、実施に向けた準備作業等に時間を要しますので、その点はご理解をいただきた

いと思います。以上、よろしくお願いいたします。 

（村上副町長、降壇） 

○（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） 

 ここ（自席）でよろしいでしょうか。 

○（池本 光章 議長） はい。 

○（越智 康浩 農林水産課長） 

まず１番目のですねえ「溜池の衛生管理について」答弁いたします。 

 その後の溜池です。当時、上弓削の大櫛田池と久司浦池について改善の回答をいたしまし

た。その後、余水ばけの改良・水抜き等の作業を実施いたしましたが、池の水の循環などを

図っておりますが、完全な水質の改善には至っておりません。 

また、平成３０年度の豪雨災害を受けて、国から農業用に利用されていない老朽溜池廃止

等の通知がありまして、町内の防災重点溜池についても検討を行っているところでございま

す。 

令和２年度に、防災重点溜池において、浸水想定区域図を作成し、溜池の関係者や地区の

皆さんにと、今後、危険な溜池のあり方について協議を進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
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○（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、私の方から、２点目の「飲料水の確保が最優先、貯水タンクを計画する」という

ことについてでございますが、このことにつきましては、平成３０年９月に議員の方からご

質問いただき、「各島に貯水タンクを設置する方向で計画を策定します」という事でお答え

しておりました。その後、まあ今年６月の補正予算関連におきましても「大きめの貯水タン

ク、これは来年以降、当初予算等、１箇所ずつではあるが、確実に整備を図っていきたい」

と、町長から議会の方に回答をいたしております。ええー、その後の計画といたしまして、

県・国に要望をしているところでございまして、来年度まず 1基目の整備を当初予算に計上

する計画となっております。貯水タンク１基、４０トンの予定でございます。 

で、私の方から、もう 1点、防災計画のところもありましたので、そのまま引き続き４点

目を言ってよろしいでしょか。（議長から「はい」の声あり） 

４点目の防災計画は地域とともに策定し直すという事で、今年の６月定例でご質問をいた

だきました。そして、その後につきましては、令和元年の７月に、自主防災組織活性化支援

事業の意向調査を自主防災会宛に行っております。そして、８月には、上島町の「防災意見

交換会」という事で意見交換会を行っております。そして、９月におきましては、７月に意

向調査をした自主防災組織活性化支援事業の募集を行い、町内で２箇所の現在応募がありま

して、各地区で進められているところでございます。。 

 ええー、まあ来年度の防災訓練につきましても、意見交換会の結果を受けまして、自主的

な訓練となるように、地域で訓練計画を立案していただこうというような計画で、危機管理

室の方で準備を進めているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○（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） 

 「地区内主要生活道路の補修が必要」というご質問を平成３０年１２月定例議会でいただ

いております。 

 地区内の主要道路の補修については、主要道路長寿命化に基づき国の補助事業である社会

資本整備交付金により、また長寿命化計画以外の町道については、町単独費用により補修工

事を行っている旨、回答いたしております。  

今年度におきましても、社会資本整備交付金は継続要望して実施する。現在は実施計画し

ております。その他の町道におきましても、地域住民の要望及び職員のパトロール結果を踏

まえ、補修箇所を精査し当初予算計上しております。 

 今後も職員のパトロールを行い、危険個所の早期発見・補修に努め、住民の安全と通行の

円滑化を図りたいと思っております。よろしくお願いします。 

○（10番・土居 計彦 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 土居議員。 

○（10番・土居 計彦 議員） 
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 はい。まあ、すぐに実現しそうなものは中々ないようですけども、溜池の衛生管理につい

ても、防災面もありますので、ぜひ具体的な検討を進めていただきたい。そして、地区内主

要生活道路についてはですねえ、従来、要望しますと、小範囲のパッチあてみたいな工事が

行われるわけですけども、そうじゃなくて、もう何十年も５０年も経過しているような道路

もありますので、そういう道路はずっとこう一直線で、一直線と言うか、一応まあその道路

の終着点ぐらいまでを全部簡易舗装とするような取り組みをですね、年の当初予算ぐらいで

計画していただけたら実現ができるんじゃないかと思っております。 

 まあ、いろいろございますが、その後も一般質問やらせていただいたものについて、結果

なり、実現の度合いなりを議会の方に報告いただければありがたいです。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、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）  

議席番号８番、濱田 高嘉です。ええー、本日の質問は１問行います。内容は「一般廃棄

物等の収集・運搬並びに処理業務について」お尋ねをいたします。 

上島町における一般廃棄物等の収集・運搬並びに処理業務を行っている事業者は、これま

で限られた事業者によって数十年間に及ぶ随意契約の下で業務委託され、今日まで同一事業

者によって運営されていることは、皆様もご承知のとおりであります。 

   これまでにも議会及び委員会等で、この実態を疑問視する質問や指摘に対して、町は明確

な答弁を避け、地域社会特有の歴史的背景やその経緯を語り、また、関係法令を盾にして、

その妥当性を主張され違法性はない旨の説明がなされてきましたが、その答弁を理解し納得

することはできません。 

   このような状況は、住民感情や法律を無視した行政運営であり、社会通念上、また、町の

行財政上から判断しても、随意契約で長期間、同一事業者に一般廃棄物等の取扱い業務を自

動的に業務委託することは、余りにも時代錯誤と言わざるを得ません。 

 この現状を町として、どう捉えているのか、参加希望する事業者に広く門戸を開き、誰も

が平等に入札制度の下で参加できる環境整備に取り組むことが町の責務と思っております。 

随意契約方式から入札方式に変更する事で、契約内容の適正化による業務の透明性、経済性、

効率性を図り、経費等の削減に努力すべきと考えますが、町長のご所見をお伺いいたします。

以上です。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

（宮脇町長、登壇） 

○（宮脇 馨 町長） 

 濱田議員の質問にお答えいたします。 
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 地元雇用の優先という観点から、一般廃棄物等の収集だけでなく、どの業態についても、

特定業者のみとの契約が長期に渡って続いている傾向が多くございます。地元にいる業者に

は限りがあり、まあ仕方がない部分もございますが、競争力向上や適正化という、そういっ

た面から考えても、ご指摘のとおりかと思います。 

 現在、下水道関係では、数社による相見積もりを取って最低価格業者との随意契約として

おりますが、一般廃棄物等の収集・運搬業務においても、出来るだけ透明性を確保し、分か

りやすい方法にシフトしたいと考えております。 

 焼却などの処理業務については、エスディージーズなどを考慮しつつ、岩城橋開通を見越

した次のステップに備えるために、焼却炉の改善、減量化、再利用化、資源化、そういった

ごみの収集全般にわたる方法等、組み立て直して切り替えていきたいと考えております。丁

度、今がそういったごみに対する基本的な考え方を再構築する時期にかかっておりますので、

これを契機として、そういったシステム全体を見直していきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（８番・濱田 高嘉 議員） （挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員）  

 ええー、今の町長の答弁はですねえ、昨年の１２月の同僚議員が同じような質問をしまし

て、その答弁とほぼ一緒というように思います。全く進展がない。で、私が訊いているのは

ですねえ、今まで随意でやってきたと。まあ、ざっくりですけど、４０年から５０年近くで

すねえ。「それを入札方式に切り替えてください」というか、「切り替えなければならない

んじゃないんですか」という問い合わせをしていますので、それについて答弁がないと。 

 昨年の１２月の同僚議員の質問にもはっきりした答弁がなかったというのが現状でござ

います。で、私は、改めて現在のこの家庭ごみと言いますか、一般ごみの収集運搬等々につ

いてですねえ、随意でやっているという状況は、これは是正しなければいけない、改革しな

ければいけないと、こう思っておりまして、これに対して町長がどのような方向付けで、ど

う取り組んでいるのか。で、昨年の１２月の議会も、このように同じような事を仰っており

ます。まあ、「橋が付いたから」というような事を仰っていますけども、ごみの収集とか、

いろんな町の方針というのはですねえ、橋があろうがなかろうが、方向はきちっと決めてい

ただかないと。で、橋が架かる事で、その決めたことが効率よく進展していくという事は理

解できますが、「橋が架かってから」とか、「架かった」という事で物事が左右されるんじ

ゃ困るというふうに私は思っておりまして。もう一度ですねえ、町長のお考え、今、随意で

４０年から５０年近くやっていると。これは、違法ではないんですかと。 

これまで、何となくですねえ、ここに言いましたように、歴史的背景とか、経緯を言って

ですねえ、まあ答弁の中には、特措法、特別措置法という名前も出てきた記憶もありますけ

ども、そういう問題を言いながら今日まで来ていると。で、宮脇体制になって３年、この不

透明な部分をきちっと交通整理すると言いますかねえ、通常の形に戻していくというのが宮

脇政権の一丁目一番の仕事だと思っております。 
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 ですから、長くなりますけども、要は、随意契約から少なくともごみの回収、収集、運搬、

この業務だけでもですねえ、入札方式を取ってですねえ、やっていくべきじゃないかと、こ

のように考えますが、もう一度答弁をお願いいたします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

はい、特措法の件につきましては、合併以降、相当年数が経っておりますので、当然これ

はもう期限切れと言うか、そういうふうな対応で臨みたいと考えておりますし、それに基づ

く随意契約というのは、もう考えておりません。それから、契約の見直し期間というのがご

ざいまして、今結んでおる契約の中で、長期契約、長期継続契約という契約方式で契約して

いたものですから、それが３年であったり、５年であったり、そういう長期間の契約で今な

されております。そういった事で、それを途中で打ち切るわけにはいかない。これは、弓削

汽船の場合もそうでしたし、いろんな意味で、そういう長期契約が多々ございました。 

ただ、これからの世の中の進展と言いますか、変化の度合いに鑑みますと、こういった長

期契約のあり方というのは当然、見直すべきだと考えておりまして、これからいろんな意味

でごみをいかに減していくか。いかにCO2を出さないために焼却を減らすかとか。それを再

利用するかという、そういった大きな課題がございます。今、これをまあ検討会を立ち上げ

て、そちらの意見をもらうような作業に入っておりますが、その辺の動きも当然踏まえまし

て、先ほどご指摘のありましたような随契のみという事はもうあり得ないと考えております。 

 で、どういう方法でやるのが一番現段階で適切であるかどうか。それは、まあ関係者の方

とですねえ協議を進めながら、基本的には、見積もりであれ、競争入札の形でやっていくの

が一番適正なやり方ではないかと思っておりますので、ぜひ、そちらの方向で検討を進めて

いきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○（８番・濱田 高嘉 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員）  

 ええー、この問題につきましてはですねえ、まあ昨年の１２月に同僚議員が訊いていまし

て、その時、町長はですねえ、「来年の３月で５年間の契約が切れる」という答弁をされま

した。まあ、５年間という事はなかったんですけど、「あと１年で切れますから」と。こう

いうお話がありました。それを聞いたですねえ、業者がですねえ、今年の１０月に担当課に

行きまして、「来年切れるそうですけども、入札に参加したい」と。「関連書類、必要な書

類をください」と、こういう事でお願いに行ったと。 

 ところが、ひと月経っても、１１月になっても行政の方から「書類が整いました」とか、

そういう連絡がないという事で、再度１１月にまた業者が伺って話を聞きましたけども、結

局は納得いく説明がないんです。書類もないんですよ。町長は、１年前に、この１年間を当

てて、これに準備するという趣旨の答弁をされております。その準備がなされてないと。い

うことは、また随契でやるのかなと。まあ、こういうふうに理解されてもおかしくないと。 

 これじゃあ、昨年の答弁と、もう全然整合性がないと。「１年かかって用意します」と、
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「段取りします」という趣旨の答弁があって、当然、少なくとも現在、関係書類が整って、

誰もが公平にその入札に参加できるような環境下にあると、じゃないと、そういう状況じゃ

ないという事は非常に残念であります。 

 で、職員の説明ではですねえ、「今、町長の方に書類としてあげていますので、町長から

の指示待ちです」というのが１１月の返事だったというふうに聞いております。ぜひ、町長、

入札方式でいくんであれば、早急に関係書類を整えて、また条例等とも必要であればですよ、

整えて、その入札方式に持ち込むまでの手続き等々をきちっとやっていただきたいというふ

うに思いますけども、もう公共事業のですねえ、契約でですねえ、もう随契というのはない

という事は言えませんけども、ありますけども、ほんの限られた金額とか、ものなんですよ

ね。 

で、もうご存じだと思いますけどもねえ、地方公共団体の契約については、地方自治法第

２３４条に規定されています。この骨子はですねえ、ちょっと簡単に読みますと、「地方公

共団体の行う契約事務の執行は公平をもって第一義とし、機会均等の理念に最も適合し、か

つ経済性を確保し得る観点から一般競争入札の方式をもって普通公共団体が締結する契約

方法の原則とする」と。このように書いているんですよ。で、これ、ずっと、この数十年間、

これに違反していたんですよと、私は思っています。いろいろ解釈あるでしょうけども。や

はりね、どこかで線引きしなきゃいけないと。で、一番良かったのは、良かったというか、

タイミング的には合併した時点、合併後ですね、この辺を洗い直して、見直してきちっと法

整備をしてやるというのが行政側の責任だったと思いますし、また、議会もですねえ、応分

の責任がと思っておりますけど、一義的には、やはり行政サイドの責任が重大だというふう

に思っております。 

 それで、改めて訊きますけども、来年３月で切れるという事なんですけども、現在、手許

に契約書がございます。ええー、生名、それから岩城、弓削、ちょっと魚島の方の書類が整

っていませんけども、これはもう全く中身は一緒で金額だけ違うという事で。それと、作業

しているというか、仕事に携わっている会社名も違うという事で。まあ、弓削を申しますと、

マネジメントさん、上村さんがやっていると。で、生名は、生名衛生社、それから岩城は、

松浦工業の３法人が請け負っているという状況にあります。で、金額はですねえ、岩城と生

名が大体１，３００万以上、弓削が４，６２０万以上の契約です。で、これが（平成）２７

年に契約されておりまして、来年の３月で切れると。で、ここにありますと、これ、金額的

にですねえ、議会の承認がいる案件ではなかろうかと思うんですけども、私の記憶ではです

ねえ、５年前、（平成）２７年の４月に契約していますから、３月議会か、遅くとも、２７

年の６月議会にですねえ提案されて、この契約の議決がされたという節はないんですねえ。

初めて見る状況にありますけども、その辺も要は、３問の質問のあれがありますんで、いろ

いろ言いますけども、そういう状況です。 

 今、いろいろ言いましたけども、ここまでのご答弁をいただけますか。この契約のですね

え、議決はされていないと思うんですけども。したかどうかという話と、来年の３月に一般

競争入札でやるという答弁をいただけるかどうか。その辺も踏まえてですねえ、その２点、

とりあえずご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） 

先ほどのご質問の内容についてお答えいたします。まず、議会にかけなかった理由という

のは、内容がですねえ、これが委託契約になっておりますんで、普通の請負入札の場合です

と、これが当然議会にお諮りする事になりますが、こういった中身でありますので、まあ議

会には審議案件とはならなかったと、そういう状況でございます。 

 それから、あと、今後の動きでありますが、当然、先ほど指摘がありましたような、その

透明性のある、それから、まあ公平公明にやらざるを得ないというところに来ていると私は

思っておりますので、出来るだけ早く、そういった体制を見直して、それで取り組んでいき

たいと思っております。で、今、いろんな要件と言いますか、近隣の動きなんかも見ていま

すと、例えば今の３件の契約内容の中にもですね、実際にはパッカー車とか、そういったい

ろんな、資材、資機材ですね、そういった物も、例えば、生名と岩城でありますと、パッカ

ー車を貸し付けと言いますか、貸与、ちょっとまあ古いですけどね。そういったやり方でや

っています。で、弓削に関しては、自社でその請け負った方が逆にそれを準備してやってい

る。そういうのもございます。そういったとこらもですねえ、全体をじゃあ、どういう格好

でやっていくのか、どういうふうに見直していくのかという事もあろうかと思いますんで、

これは早急に検討しながら、出来るだけ公明盛大に皆さんの目に分かるように、そういう過

程で発注をかけていきたいと思っていますんで。ただ、この仕事の業務内容の性格性で、今

まで何て言うんですか、１社随契のような形で来た部分があるんですけど、それは業務を途

中で停滞させられないというような、そういう内容がございましたんで。 

それをじゃあ、どうやってカバーしていくかという事もございます。例えば、３月３１日

で契約が切れて４月１日から次またやらなくては継続せんといかんわけです。それの方法も

含めてですね、これ、どうやったらそれが克服できるかという事、そういう事も考えて取り

組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○（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） 

 補足でちょっと説明さしていただきますが、議会に付すべき案件という事で、条例で定め

られておりまして、こういった事をしたときには議会に付すべきであるという事で、ちょっ

と手許にはないんですが、条例で決まっておりますので、その条例に、そういった業務委託

契約は現在のところ入っていないという事で、従前より、そういったところで議会に付すべ

き案件ではないという事で、そういった事でしていないという事で、他のところも、まあ例

をあげますと、IJCとか、そういったところで、情報通信とか、そういうところで大きいの

もあるんですが、そういうところもこういった条例には該当しないので、高額であっても出

てこないというような契約は何件もあるという事はご理解いただきたいと思います。以上で

す。 

○（８番・濱田 高嘉 議員） （挙手）はい。 
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○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員）  

 ええー、今説明受けましたけども、やっぱり金額が金額なんで、年間ですからね。年間１，

３００万以上、あるいは弓削での場合は４，６００万以上という金額ですので、これはその

随契でやっているからこういう事になるんですよね。これをちゃんと入札にすれば、今、総

務課長が説明されたような事にはならないと私は思っております。 

 で、非常に言いにくい話と言うか、何ですけど、実はこの（平成）２７年の４月１日に契

約されているんですけど、時、これと同じ時点と言いますか、２７年の初頭だと思いますけ

ども、聞くところによると、生名地区で入札をやったと。６社か７社かぐらいが参加して入

札をやって、ある業者が落札したという状況がありまして、それが数日後に、その入札した

ところに白紙撤回の話が来て、他の業者に町が指名したという事があるように聞きます。 

 ええー、実際問題、手許には、どこのどういう業者が入札したか、入札価格がいくらだっ

たかという事は、こちら承知しておりますけども、あえて申しませんが、こういう事実があ

ったかどうか。要は、収集と運搬の業務ですね、これ、入札をしたと。落札したと。にもか

かわらず、それが白紙撤回されて現在のこの５年間の長期契約になっていると、いう流れが

推測できるんですけども。それを町側は認識されているか、把握されているか、その辺いか

がでしょうか。 

○（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）  

 （平成）２７年に入札をしたかどうかなんですけれども、ちょっとそこはあれなんですけ

ど、弓削クリーンセンターが（平成）２０年にできまして、その時に今のやり方ですね、弓

削で一括してごみを燃やすというときに、入札ではなくて公募をかけて業者を選定している

という状況はございます。おそらく２７年のときは、入札はかけてないんじゃないかなと思

います。２０年の事かな思うんです。 

○（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）  

 今、河端課長が仰ったのは、焼却炉の方の話ですね。 

○（河端 光法 生活環境課長） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 河端生活環境課長。 

○（河端 光法 生活環境課長）  

 収集運搬についてです。 

（８番・濱田 高嘉 議員）  

 私が聞いているのはですねえ、（平成）２７年、まあ５年ほど前と言うので、２７年の頭

か、あるいは２６年の末なのか分かりませんけども、入札があって、金額も決まって、ある

業者に落ちたと。実際にその、それに参加した業者がそう言っているんですよねえ。これは

確認してくれませんか。これ、大ごとですよ。一旦落札したものをね、挿げ替えたという事
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であれば、問題ですよね。これが事実と違うんであれば、違うでいいんですよね。名前、言

いましょうか。まあ、こういう状況が事実だとすればですねえ、大変な事だと思うんですよ

ね。いかがですか。ありませんか。 

○（池本 光章 議長） 休憩取って調べますか、休憩取って。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

これは、相当深刻な問題かと思いますので、これが事実であった場合は大変な事になりま

すので、早急に調査させていただきます。で、そのうえで、まあ、それがもし事実であった

場合については弁護士等も交えて対応を相談させていただきたいと思います。以上です。 

○（８番・濱田 高嘉 議員） （挙手）いいですか。 

○（池本 光章 議長） 濱田議員。 

○（８番・濱田 高嘉 議員）  

 ええー、まあ生名地区の事はそういった事は調査していただきたいと思いますけども、同

じようにですねえ、この３件見ますと、日付が一緒ですから、岩城地区でもですねえ、そう

いう事があったんでなかろうかという推測ができますので、ついでにですねえ、生名地区の

事と岩城地区の事も同時にですねえ、調べていただきたいと。まあ、このように思っており

ます。 

 で、何回も繰り返しますけども、まあ、これは調査して報告願いたいと思いますけども、

実際にその来年３月のこの３件の契約が切れます。で、私はねえ、「業者を替えてくれ」と

言っているんじゃないんですよ、はっきり言って。「要は公平に、皆さんが参加できるよう

な環境で入札をやってください」と。そこで競争原理が働いて適正な金額が出てくるんじゃ

なかろうかと。こういうねえ、その１，３００万、４，６００万、これもいろいろ行政側が

チェックして、これでOK.取ったんでしょうけども、やはりその設計書、仕様書がありませ

んからね、判断できませんけども。で、昨年の９月でしたかねえ、同僚議員がやっぱり質問

の中で答弁がありましたけども、簡単な例を言うと、先ほど町長が言ったように、生名はパ

ッカー車と言いますかねえ、収集車は町が貸与していると。岩城が１台について１５０万支

払っていますという担当課長からの説明ありました。 

 で、弓削は、２台で４８０万という行政サイドから答弁があった。で、ざっくりですけど

も、１台が片一方が１５０万で、こちらが２台で４８０万。多少のね、車のグレード、大き

さが異なるとは思いますけども、まあそういう事を聞くとね、必要以上に疑念が生じるとい

う事でございます。 

 で、ここで改めて確認したいんですけど、来年の３月については、入札方式で、この３件

の、３地区のごみ収集運搬については、やるという事でよろしゅうございますか。はい、あ

りがとうございます。 

 ええー、いろいろまあ他にもありますけど、まあ先ほどお願いしました調査を早急にやっ

ていただきまして、出来ましたら、休憩時間でもそういうのが判明したら教えていただきた

いし、遅くとも、今月の会期、（１２月）２３日もありますけども、２３日までに教えてい
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ただきたい。また、早めにあれば逆に予算決算委員会が開催されますので、その時点でも、

この業務委託の件について、協議したいと思いますので、ぜひご協力のほどお願いいたしま

す。これで、質問終わります。 

（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、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。一般質問の許可を議長の方からいただきましたので、住

民と日本共産党を代表いたしまして、今回は「ふるさと納税者の善意を生かせ」と、このこ

とについて、質問をして参りたいと思います。 

上島町のホームページから、更新日が２０１９年、１１月の１８日、ふるさと納税ポータ

ルサイト、『さとふる』での寄付受付を開始します。上島町では、ふるさと納税制度を活用

し、ふるさとを大切に思う方々や上島町を応援してくださる方々が誇れる町づくりを推進し

ます。このたび、寄付者の方の利便性の向上と本町の魅力の発信を目的に既に導入している

ふるさと納税ポータルサポート、『ふるさとチョイス』に加え、新たに『さとふる』での寄

付受付を開始しました。 

ふるさと納税の使い道、皆さんからいただいた寄付は、以下の４つの事業の財源として大

切に活用させていただきます。 

１つ目として「上島町ゆめしま奨学金」、２つとして「子供が元気なまちづくりに関する

事業」、３つ目といたしまして、「人が元気なまちづくりに関する事業」、そして４番目と

いたしまして、「生業が元気なまちづくりに関する事業」となっています。 

では、平成２９年３月２２日に施行、上島町ふるさと応援条例事業等区分第２条（４）の

町内自治会への支援、（５）町内に主たる事務所を置く非営利活動法人の支援、（６）その

他町長が必要と認める事業となっていますが、それでは、（４）（５）（６）の取扱いを今

回は、どのようにいたしましたか、答弁を求めます。 

○（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） 

 寺下議員のご質問にお答えいたします。 

 先ほどご質問にございましたが、今年度、まあ従前より運用しております『ふるさとチョ

イス』に加えまして、１１月１８日から受付窓口を広げるということで、『さとふる』でも

ふるさと納税を受け付けることにいたしました。 

 ご質問の、事業区分（４）から（６）までの取扱いにつきましては、昨年までと同様で、

変更はございません。 

次に、ふるさと納税の実績等ですが、「（４）町内自治会への支援」については、実績は



28 

越智郡上島町議会会議録 令和元年１２月１１日 開催 

 

ありません。「（５）の特定非営利活動法人の支援」につきましては、４団体に対して、７

件、３５５万７千円の寄附を受け付けております。「（６）その他町長が必要と認める事業」

につきましては、現在、上島町ゆめしま奨学金をその事業としておりまして、２７件、４１

万円の寄附を受け付けております。 

 （４）から（６）の合計といたしましては、３４件、３９６万７千円のふるさと納税をい

ただいている状況でございます。以上でございます。 

（中辻総務課長、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、課長の方から報告されたんは、９月定例議会で議会への報告があったのと併せ、

また、今月の広報においても詳細についての記載がされていたんでありますが、先ほどの答

弁によりますと、「前年度同様の認定をいたした」ということでありますが、この事におい

て、いわゆる営利活動法人が上島町には１４団体が認定をされておりますが、そのうちの特

定非利用活動団体法人がピース・ジャパン、この関連が１４のうち１０団体、昨年度まであ

ったわけでありますが、この、いわゆるピースウィンズ・ジャパンがここで認定をされてお

るわけでありますが、これ、その一つひとつの団体を取って参りますと、いわゆる被災地の

離島の子供たちに国際的な交流とか、国内外の被災地の子供たちに学ぶ経験をするプロジェ

クト、こういった形で同じような、いわゆる瀬戸内のアートプラザホーム、いわゆる美術館

ですね。こういったもの、関連的なものが謳われているわけでありますが、この認定をどの

ような形で町はしているのか。どう捉え方をしているのか。その点についての答弁を求めま

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、先ほどの、まあ９月の決算のときにも資料お渡ししておりますが、ピースウィンズ・

ジャパンにつきまして、ピースウィンズ・ジャパンという団体は一つでございまして、その

ピースウィンズ・ジャパンがこういう活動をしたいという事で、クラウドファンディングを

設定する、そのプロジェクトが先ほど議員が仰った、いろいろなプロジェクトという事で、

一つひとつがプロジェクトになっております。 

 ですから、まあ、ピースウィンズ・ジャパンを現在、上島町でそういったふるさと納税の

対象として認定しておりますので、そこが実施するクラウドファンディングにつきましても、

そういった事で受け付けるという対応で行っております。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、それでは、ピースウィンズ・ジャパンが、いわゆる、ここの認定団体に入ったわ

けでありますが、では、ふるさと納税支援事業の条例の２条の５のいわゆる主たる事務所ね、
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このピース・ジャパン、どこに置いているのか。この点については、どうなんですか。 

○（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、条例第２条の（５）のとこでよろしいでしょかねえ。（寺下議員から「はい」の声

あり）この部分につきまして、主管課である総務課としても、ちょっと私が来まして疑義が

ございまして、団体の方に確認等行っております。それで協議を行いつつ、今のところは認

定を続けているというところでございます。 

○（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） 

 認定に疑義が出ている段階で、それを継続していく、そういう事が分からないんですね。

いわゆる、このピース・ジャパンは、主たる事務所は広島県の神石高原町にあるんですね。

これ、他のいわゆるプロジェクトにしても、事務所が従たる事務所として、履歴から見ても

証明書などを繰ってみると、やはりここには事務所がないんですね。 

 そういった点考えると、疑義が出ている段階で物事を考えていかなくてはならないのでは

ないかと私は思うんですね。そして、こういった形で、ふるさと納税、取り入れる時に新聞

報道等で（新聞の写しを見せる）報道されたんですね。国際的人材を島で育てる言うて、グ

ローバル高校を豊島に設立する。寄付金でもって、芸術活動を活かす豊島にしていく。この

ような事が謳われて、ふるさと納税をここに活用することにしたわけでありますが、いわゆ

る、ふるさと納税の寄付金は上島町の一般会計に繰り入れられ、いわゆる公金として出てい

くわけなんですね。この点において、行政は、そのふるさと納税として、してくれた人たち

の善意や気持ちをどう受け取っているのか。 

実際、２０年、グローバル高校、豊島に開校と謳われているけれども、じゃあ、実際、来

年度開校できるのか。ふるさと納税の、いわゆる支援したことによって、その報告等が上島

町に報告されているのか。その点はどうですか。 

○（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） 

 クラウドファンディングの実績報告につきまして、この例規どおりで、実績報告はいただ

いております。それで、そのスクールの設立につきましては、団体の財務状況によりまして、

若干計画のペースが遅れているという事でホームページ等にも、事実上凍結せざるを得ない

というような文面もホームページで見受けられました。 

 まあ、そういったところで、総務課といたしましても確認はいたしましたが、財務状況で

遅れておりますが、資金調達が出来次第、進める方向であるという事はお聞きしております。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 
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 ええー、それでは、最後になりますけども、町長自身、この事について、どのように思わ

れますか。１年前の１２月議会では、いわゆるピース・ジャパンについて、町長は高い評価

をしておったわけでありますが、今日、１年経って、今、こういうピースウィンズ・ジャパ

ンの活動を見ていく中で、町長自体どのような評価になっていったのか、その点についての

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） 

 私のピースウィンズ・ジャパンに対する評価は、何ら変わっておりません。この団体は、

まあ基本は、ＮＧＯとして、先日亡くなった中村 哲さんのような動きをされる団体だと認

識しております。国際紛争とか、そういった飢餓とか、そういった現場に出かけて行って、

まあ緊急援助の医療を行うという、それが基本でありまして、それでまあ、そういったとこ

ろへ行く間と言いますか、その国内でのそういった活動をまあ維持していくというか、そう

いった事でアートプロジェクトであったり、教育関係であったり、そういった事にも取り組

んでいきたいと。そういう趣旨を聞いておりますので、それは社会的にも素晴らしい事だと

思っております。ただ、それを実現していくためには、やっぱり、そういった経済的な支援

は当然必要になって参りますので、それを実行していくためのいろんな障害等は当然ござい

ますし、そういった中で、まあ、そういう事を掲げてやられること事態に対しては、素晴ら

しい事だと思っておりますし、ただ、先ほど、総務課長の方からありましたように、社会的

なそういった経済環境とかですね、そういったものはかなり厳しいものはございまして、ク

ラウドファンディングも中々今の現在の日本では寄付文化が根付いてない部分がございま

して、資金調達に中々厳しい面があるという事もお聞きしております。 

 まあ、いろんな、この団体の動きに対して、妨害行為みたいなのもあるという事も聞いて

おります。まあ、そういった事も含めまして、トータルで考えて、もう少しロングスパンで、

こういった活動は見ていく必要があるんではないかと思っておりますので。今、この段階で、

これはおかしんじゃないかという、そういう感覚は全然持っておりませんし、まあ活動の拠

点を全国的に見ても、各支部で行っている部分というか、それを認定していただいている部

分もございますので、上島町にも支部を開設する形で本格的に取り組んでほしいということ

は要請していこうと思っております。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） 

 まあ、町長が相変わらず高い評価をしているわけでありますが、ええー、まあこの団体、

上島町からもふるさと納税いただいておるし、広島県の神石高原町からもいただいておる。

そして、佐賀県の方でもいただいている。元々の、この前身は、豊島に入ってきたのは風の

音舎として、ゲストハウスを建設して、そこから上島町との関りを持ったわけでありますが、

しかしながら、風の音舎は破産いたして、その後、ウィンズ・ジャパンになったわけであり

ますが、ええー、いろいろ聞くところによっては、ちょっとどうかなあ、眉唾（まゆつば）
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という感は否めないところがあるんですね。 

まあ、私の評価と町長の評価、全然違うけれども、上島町には、条例があるのでね、先ほ

ども課長が言われていましたが、疑義があったという事なんでね、この条例を見直す機会で

もあるんじゃないか。疑義を感じるならば、疑義のないように、主たる事務所というのを主

を除ければ、それは条例に照らし合わせてみても疑義はなくなるんですね。そして、条例に

きちっと、その団体からの使い道の報告を受け、きちっと議会に報告する。そういったもの

を条例の中に付け加えていく。こうする事によって、疑う事もなくなるし、きちっとした目

を光らせて管理監督することができるのではないか。 

このように思いますけど、町長、この条例の扱い方を今後どうしていきますか。最後の答

弁としてお願いします。 

○（宮脇 馨 町長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 最後の答弁という事で宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 ええー、条例等の文言につきましては、まあ他の公共団体とか、上位団体との取り扱いも

ございますので、そちらの方とも精査しながら、どういうふうに変えるべきか、この現状で

やるとしたら運営をどういうふうに取り扱いをしたらいいのか。それを含めまして、再度検

討させていただきたいと思います。以上です。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

 以上で終わります。 

（寺下議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  

ここで、休憩を取りたいと思います。 

１１時まで、休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１０時５０分 ～ １１時００分 ） 

 

○（池本 光章 議長） 

再開します。 

続いて、檜垣議員の質問を許します。（寺下議員から「議長、退席者がおる」の声あり）

失礼しました。村上議員は、病院へ通院のために退席いたしました。報告させていただきま

す。 

（檜垣議員、登壇） 

○（６番・檜垣 一成 議員） 

議席６番、檜垣 一成です。「岩城橋完成に伴う関連事業の計画について」質問します。 

関連事項なので、一括で質問します。 

岩城橋完成後には、交通量も多くなり、フェリーの発着場周辺では混雑が予想されます。

現在でも、因島側では、年末年始、土日等は車の台数も多く、因島側の待機レーンの施設が

急務である。土地の買収問題も含め、現在の進捗状況はどのようになっているのか伺います。 
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道路の整備計画についても、幹線道路以外の狭い道をどのように整備していく計画か説明

を求めます。それと、自転車のマナーの悪さも多くみられます。島外からの来客に対し、看

板等の設置も含め、指導を徹底さすよう指示していただきたい。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

（村上副町長、登壇） 

○（村上 和志 副町長） 

檜垣議員の質問にお答えいたします。 

まず、１つ目の質問についてお答えいたします。 

当該事業にかかる交渉対象者は６名となっています。 

現在、地権者の対象者全員から、本事業へのご理解をいただき、用地買収等の交渉を進め

ていますが、まず、本事業は、起業地の性質上、一度に契約して、建物を解体、すぐに待機

レーン整備工事を開始できるものではないことをご理解いただければと思います。 

その上で、地権者の住居の移転・店舗の移転のタイミングもそれぞれの事情により異なる

ことから、地権者のタイミングにより、交渉を進めているところでございます。 

今年度は、物件移転補償者１件との契約を締結し、１１月に物件移転が完了したところで

ございます。 

本事業については、令和３年度の岩城橋開通までの整備工事完成を目指して、事業を推進

して参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

次に、２つ目の質問についてお答えいたします。 

公共事業で道路改良を実施する場合、補助採択要件は、道路構造令に基づくことが必要と

されます。 

現在、各地区からの要望の上がっている「生活道路」の道路改良は、この採択要件に該当

しないため、町単独事業で実施しておりますので、緊急度等を勘案しながら毎年２～３路線

の部分拡幅、路肩補強、水路補修等の改良工事を実施しております。 

今後も、地区要望個所を主に、通行の安全と円滑化を図るため、道路維持工事を実施して

行きますのでご理解をお願いします。 

続いて、３つ目の質問についてお答えいたします。 

岩城橋完成により、ゆめしま海道全線が開通することに伴い、国内外から多くのサイクリ

ストが訪れることが予想されます。 

町では、インバウンド対応も兼ねた誘導看板が必要と考えており、来年度から２か年をか

けてサイクリングコースの案内看板を設置する予定です。 

なお、自転車マナーアップ意識を高める取り組みとして、啓発用のリーフレットやポスタ

ーを活用した啓発活動も検討しております。また、自動車のドライバーには、自転車の側方

通過時は、安全な間隔の保持または徐行を促す「思いやり 1.5ｍ運動」の周知による「シェ

ア・ザ・ロード」の精神の普及・啓発にも取り組んで参ります。 

いずれにしましても、主要港での混雑解消等も含め、安全安心でかつ快適なサイクリング

を促す環境整備に注力したいと考えております。 
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以上、よろしくお願いいたします。 

（村上副町長、降壇） 

○（６番・檜垣 一成 議員） （挙手） 

○（池本 光章 議長） 檜垣議員。 

○（６番・檜垣 一成 議員） 

因島側の待機レーンについては、計画から年数もかなり経過しているように思われます。

今後、いつ頃までの完成を目指しているのか答弁願います。 

○（杉田 和房 企画情報課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 杉田企画情報課長。 

○（杉田 和房 企画情報課長） 

計画では、令和３年度末の、その岩城橋開通までには何とか整備したいという事で計画し

ております。 

○（６番・檜垣 一成 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 檜垣議員。 

○（６番・檜垣 一成 議員） 

土地の買収問題についての見通しはどうなのか。これ、全部もう話がついておるのか、ち

ょっとその辺のところをもう１回確認させてください。 

○（杉田 和房 企画情報課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 杉田企画情報課長。 

○（杉田 和房 企画情報課長） 

ええー、交渉の対象者が移転先の選定とかですね、新たに建築する店舗の規模等を慎重に

検討しているため時間を要しておって、ちょっと遅れております。ただ、町としてもお願い

する立場ですので、これまあ言葉が悪いですけど、急かすことはできませんが、岩城橋の開

通までには何とか整備したいと進めているところでございます。 

○（６番・檜垣 一成 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 檜垣議員。 

○（６番・檜垣 一成 議員） 

いずれにしても、待機レーンの早期の完成が必要ですと。前向きに早急に計画を進めてい

ただきたい。それから、幹線道路に通じる狭い道も多く見られます。住民の意見も聴きなが

ら計画的に早急に進めてほしい。自転車観光客も、以前より相当数増えているので、安全対

策のためにも配慮して進めてほしい。それと、自転車のマナーの悪さのとこなんですが、最

近もちょっと見たんですが、生名橋から生名インターに降りるところで車道を猛スピードで

自転車が下りてきて、危ない場面がありました。こういうとこも、一応、まあ看板等、もう

ちょっと見えやすいようにして、指導していってもらったらと思いますが、どうですかねえ。 

○（澤田 一政 商工観光課長）（挙手）はい、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）） 

看板につきましては、先ほども申し上げましたが、来年度から２か年にかけて設置する予
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定にしております。特に、先ほど仰られたようなですねえ、非常にスピードが出るところ、

交通事故に繋がりやすい危険な場所については、十分に協議して設置に向けて検討させてい

ただきたいと思います。以上です。 

○（６番・檜垣 一成 議員） 

ありがとうございました。これで質問を終わります。 

（檜垣議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

これで檜垣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１つ質問をさせていただきます。「女性登用を促

進せよ」という事で質問いたします。 

１９９９年、男女共同参画社会基本法が公布、施行され、２０年の節目を迎えています。

その後、２００１年に DV 防止法、２０１５年に女性活躍推進法、２０１８年に政治分野に

おける男女共同参画推進法が成立し、世界の動きに連動して男女共同参画社会の実現に向け

て私たちも取り組んでいるところです。 

その中で、国は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%になる

よう期待するという目標を設定しています。我が上島町も、２０１１年３月に上島町男女共

同参画推進計画を策定し、２０１６年には、上島町特定事業主行動計画を策定しております。

取り組みを推進するために、２０１７年には愛媛県下２０市町で「ひめボス合同宣言」に署

名を行い、２０１９年２月には、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言

に賛同するなど、国の目標値を達成すべく、努力している姿がうかがえます。しかし、実際

には推進計画を策定してから約１０年経過していますが、現在、課長職、課長補佐職ともに

一般行政職において１人も女性はいらっしゃいません。また、各種審議会等の委員の女性登

用目標値も設定されていない状況が県から提供される男女共同参画の資料に掲載されてお

ります。 

そこで質問させていただきます。 

上島町男女共同参画推進計画、上島町特定事業主行動計画を策定し、どのような方針で女

性登用を進めてきたのか、また、今後の目標はどこに置いているのかご説明ください。よろ

しくお願いします。 

○（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。 

「どのような方針で女性登用を進めてきたのか」ということにつきまして、まず、職員採

用の面におきましては、まあ採用の可否は成績主義が原則ではございますが、平成２３年度
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から平成３１年度におきまして、１３４名の新規採用職員のうち、女性の占める割合は、

38.8％となっておりまして、行動計画の目標であるこれは行動計画は特定事業主行動計画で

すが、の 55％には達しておりませんが、国の目標数値には、概ね近づいている状況ではない

かと思います。女性職員がゼロであった消防本部におきましても、その間１名の採用を行っ

ております。 

 次に、女性の登用についてでございますが、９月議会の教育委員・教育長の人事案件でも

お分かりのように、女性の登用があったのはご案内のとおりでございます。今後の教育行政

におきまして、女性の視点から、新しい風を吹き込んでくださるのではないかと思っており

ます。また、管理職につきましては、ご指摘のとおり、目標値には達しておりません。現在

の課長級職員の年齢層では、婚姻による退職等によりまして、女性職員の割合が、若年の職

員層の男女比率と比較いたしまして、かなり低い状況となっており、候補となる職員数も、

かなり少ないということも影響しているのではないかと考えられております。 

なお、職員採用と同様、管理職への登用も、成績・能力主義での登用となりますので、今

後の女性職員の更なる活躍に期待するところでございます。 

 今後の目標につきましては、来年度で計画の設定期間が終了いたしますので、新たな計画

の策定作業に取り掛かるとともに、女性が活躍される環境を整え、男女共同参画社会の実現

と国が設定しております、それぞれの数値目標に近づけていけるように、対応して参りたい

と考えております。以上よろしくお願いいたします。 

○（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。 

 先ほど、課長からご答弁いただいたとおりで、上島町男女共同参画推進計画は、平成２３

年に策定されまして、まあ１０年間で見直しという事になっているので、まあ、これから見

直しを着々と進めていただけると思うんですけれども、その際にですね、ぜひお願いしたい

のが、国の指針などでも出されていると思うんですけれども、女性の意見のね、集約をして

いただきたいんですね。座談会を行うとか、アンケート調査をやるのか、まあ何をするのか

分からないんですけれども、そういうことを積極的に、まあ、やってくれた方が良いよね、

という事は国のホームページにも出ていますので、その方向で進めていただきたいと思いま

す。 

で、実際ですね、１０年前に策定した、上島町男女共同参画推進計画の中に、もう既に男

女共同参画にするためにどうすればいいのかというアンケート調査を上島町も行っており

まして、で、明確な、こういうことをやって欲しいという数字が出ています。でも、この１

０年間の状況を見ると今一つ進んでいないと。で、そうなると見直しの時期が来ているので、

じゃあ、どうすればよいのかというというところを、やはりもう少し突っ込んだところで話

し合いをしていただきたいんですよ。というのも、役所内は、「基本的に他の企業の模範に

なるような働きやすい職場環境づくりを進めること」ということを男女共同参画推進計画に

明記されております。なので、「模範となる」というところを見ると、この現在、採用が１
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０年間で 38.8％、目標の 55％には、まあ到達していないんですけれども、努力されている

姿は見られるので、そういう啓発活動ももっと行っていただくべきかなあと思うんですね。 

で、もう一つ、この男女共同参画の推進計画の中で、「女性自身が政策決定に能力を高め

ていくことが必要とされており、その機会が与えられることも重要である」と。で、現在の

管理職の状況を見ますと、まあ先ほども申し上げましたが、係長まではいらっしゃるんです

よね。なんですけれども、課長補佐、それから課長というのは、今現在１人もいらっしゃい

ません。で、新聞等でも公表されていたかと思うんですけれども、女性の管理職に占める割

合と上島町は０％。まあ、他市町でも確かに市の方だとね、結構管理職にもいらっしゃるん

ですけども、町になってくると女性の管理職が非常に少ないという状況が見られますので、

ぜひ上島町は、そこは先陣を切って、人材を登用して、やはり男女が両方存在するというこ

とは男性は男性の得意な部分で、女性は女性の得意な部分というのを活かして、一つの物事

を進めることによって非常に良い効果が生まれると思うんですよ。そのためにも、まあ能力

がとか、人数がということは、当然あると思うんですが、そこのハードルをひとつ乗り越え

て、ぜひ、来年度は、課長補佐に１人でも２人でも抜擢できるような状況を作っていただき

たいと思います。 

で、そのためにもですね、ちょっとこの頃いろいろ私も勉強会等も参加させていただくん

ですけれども、女性リーダーの研修会というのが割と開催されています。で、そういうとこ

ろにも女性をどんどん派遣していただきたいんですが、そういう育成に関しての事業はどの

ような方針で行われているのかご説明いただきたいのですが。 

○（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） 

  男女共同参画につきましては、まあ、住民課主管でございますので全体的な計画は、住

民課がそういった、先ほど議員が申しました、女性の意見の集約とか、そういう作業につき

ましては住民課の方がしっかりとやっていただけるんではないかと思います。で、女性の管

理職が少ないという事で答弁にもありましたが、やはり最終的には成績能力主義というとこ

ろもございます。 

で、まあ、答弁でも申しましたが、ここに役場課長連中が座っておりますが、概ね５０以

上だと思います、５０以上の人数につきましても、全部で４０人いる中で女性が３人という

ような状況で、どうしても地方でですね、先ほど議員が申しました、市とかそういう大きい

とこはおられるというようなとこはございますが、どうしても田舎でございまして、中々私

の同級で入った女性とか、ちょっと下で入った女性も中々婚姻等で残られていないというよ

うな状況になっておりますので、中々そういったところで難しいところもあるというのはご

理解いただきたいと思います。 

で、女性リーダーの研修会等も今年も、愛媛県の方で、管理職の女性の研修会というよう

なんがございまして、うちは管理職はおりませんが、「係長級で行って来い」ということで、

そういう研修会にも参加させております。そういった事で何か機会ありましたら、そういっ

たところにも、仮に管理職が対象というところでも出来るだけ参加について検討していくと
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いうことは考えて参りたいと思います。以上です。 

○（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）  

 先ほど総務課長から言われたとおり、男女共同参画推進計画につきましては住民課管轄に

なります。昨年度と男女共同参画の協議会の委員さん、これの構成を役場の女性職員または、

商工会の女性関係の方とか、構成を大幅に男性から女性に変えて、会議の委員を委嘱してお

ります。ですので、その方の、女性の意見を反映しやすくした状況で、また、皆さま方から

のご意見をいただいて来年度計画を見直そうと、こう考えているところです。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、ありがとうございます。 

まず、住民課の男女共同参画の方なんですけれども、構成を変更して女性を増やしていた

だいたという事で、非常にありがとうございます。 

で、やはりですねえ、当事者の意見を組み入れて行くということはとても大事なことだと

思うので、ぜひ、そのようにやっていただければと。その際にですね、審議会は、やはり男

女共同参画というと、まあ私たちのことなんですよね。私たちというのは住民、皆さんです

ね。男性女性関係なく、皆さんのことなので、出来れば審議会をクローズでやるんじゃなく

て、公開していただいて、ぜひ、その議論をまあ、皆さんに行渡らせるというような方法を

取っていただけると、もっと住民の関心もそこに集まって意識も上がって行くんじゃないか

と思いますので、それをご検討いただきたいのと、それとですね、管理職の件なんですけれ

ども、研修会には参加させていただいているそうで非常にありがたいことです。申し訳あり

ません。それで、この特定事業主行動計画の中にですね、上島町の予測として、「１０年後

には女性職員の管理職に占める割合が高くなっていると予想されるが、いや、予想される」

というふうにまあ、と書いているんですよ。で、これの策定が（平成）２８年です。１０年

後に、今まあ、４年目を迎えているんですけれども、まだ係長しかいないんですね。で、そ

うすると、まあ、ちょっと想像してみてください。５０代の方は今３名しかいらっしゃらな

いということだったんで、じゃあ今４０代が係長さんですかねと。 

で、１０年後に課長職に女性がたくさんなる。まあ若しくは３割目標と考えて３割になる

となったときに、今現在、課長補佐にもなっていない状況で、今４年目ですよ、４年目で課

長補佐になっていない状況で１０年後に課長が管理職が３割になるでしょうか。能力主義と

か、いろいろ仰るんですけれども、やはりそういう環境、それからチャンス、というのを与

えていかないと上ってくる人もいないと思うんですよねえ。 

私は、ここに議会にいますけど、皆さんにチャンスを与えていただきました。それが良か

ったか悪かったかという話はまた別にしてください。なんですけど、チャンスを与えていた

だきました。なので、ここに来て他の男性議員とは違う見方や質問がさせていただけると思

っていますし、他の活動ができると思っています。 
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で、やはり行政としても、その女性を活躍させる、で、登用していきたいという気持ちが

あるのであれば、やはり先ほどの研修会もそうですけれども、チャンスを与えていただきた

いと思いますが、その点の考えというのは、どのように持たれているのかご答弁をお願いし

ます。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 この問題は、日本社会全体の問題だと捉えておりまして、実は、この社会の中で女性の割

合が年々高くなっておりまして、上島町でもおそらく６割超しているんじゃないかと思って

おります。これは、地域社会をまあ健全にと言いますか、良い状態でキープしていくために

は、当然、その人口比とかそういったことを鑑みた、反映させた政策が必要となると思いま

す。 

そういった中で、特に、女性のウエイトと言いますか、これからはどんどん高くなって行

くんじゃないかと思っております。ええー、その一つの表れとして、今回の前回あった県議

選で、女性の県議さんが相当数生まれました。これは、おそらくそういう流れなんだろうと

認識しております。 

で、我が上島町においても、今、大西議員はこうやって１人で頑張って質問されておりま

すが、後ろの方を見ていただくと分かりますけど、傍聴席の中に女性の数が少しずつ増えて

おります。こういった流れは、これからどんどん加速すると思っております。で、やっぱり

町の行政に対する政策立案、提案、そういった事もやっぱり女性の視点なくしては地域社会

はあり得ないですから、そういった観点からもどうやってそれを取り組んで、取り込んで膨

らましていくかという、そういったことは当然重要になってきます。ただ、こういった共同

参画とか、いろんな計画の中に数字で表す部分と、そうでない部分がございます。おそらく、

今の日本の社会の中で数字ではない部分、皆さんの意識をどう変えていくかという、例えば

生活のライフスタイルでありますとか、価値観でありますとか、教育でありますとか、こう

いった部分の方が本当はもっと大事なんだと認識しております。 

そういった意味から、基本の部分から考え方を変えて行かないと、こういった社会のシス

テムを大きく変革させていくという、そういうことができるかどうかという事になりますの

で、その事を含めて計画の、その計画を実行するための、支える、そういったスタンスです

ね、そちらの方を重視しながらやって行くべきだと思っておりますので、まあ立派な計画よ

りは、それを進める力と言いますか、そちらの方をしっかりとやっていけたらと思っており

ますので、ぜひご協力のほどをお願いします。 

○（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）  

 大西議員が言われた男女共同参画の会議につきまして、公開のご助言をいただきました。

これも内容も含めて理事者とも協議をさせていただいて、また検討させていただきたいと思

います。以上です。 
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○（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）  

 女性の登用につきましては、やる気があり能力もあれば積極的に登用していきたいとは、

ずっと以前から考えております。以前ですね、一般職ではないんですけど、専門職の方で、

まあ総括でして、管理職に登用したらどうかという事を担当課長といろいろ相談はしたんで

すけど、まあ社会的にアンケートなんかを取ると、割合こう実際のところ、「課長とかに上

がりたくない」とかいう、その統計も出ていますし、本人から「ちょっとやっぱり課長には

なりたくない」というような意見もありまして、今のところまだ管理職の登用ができていな

い状況もありますので、その点はご理解いただけたらと思います。以上です。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

 ありがとうございます。協議して、公開にしていただけるかもしれないので、ぜひ公開に

していただけるようにお願いします。それとですね、その女性の、まあチャンスを与えると

いうことに関してなんですけれども、実際まあ、中々難しいことは私も承知しています。で、

働き方で子供がいるとか、介護しなければならないという理由で昇格はしたくないというよ

うな話も聞きます。 

でも、それって良く考えて欲しんですよ。それは、女性が家事的分担を多く担っているか

ら仕事に割く時間がないということでしょう。それからいうと、まあ県から出ている資料と

か、ホームページに掲載されている、この女性活躍推進法に基づく職業選択に資する情報と

か見ても分かるんですけど、結局、育休も、それから介護休暇も男性は目標値に全く達して

いませんし、ゼロということも多々見受けられます。上島町も例外でもありません。で、そ

の状況の中で、女性に昇格昇進を打診しても、まあ、なりたくない。そりゃそうだろうなと

超勤勤務が普通で、役職に着いたら残業手当もない。そういう状況で、やはり長い間、まあ、

言ったら子供や親をほったらかしにして、仕事に邁進（まいしん）するというのは、非常に

心苦しくて、まあ、できないという気持ち、往々の人がなって行くんじゃないでしょうか。 

実際、私も言われることもあります、「子供をほったらかしにして」と「いや、ほったら

かしにしていません。私は、私の出来る範囲で目一杯やっています」と。そういう労働環境

を変えるということは、女の人のためだけじゃないんです、実際には。今は、男性も親の介

護に付き添って大変な思いをしている方もたくさんいらっしゃいます。だから、女性の登用

を促進するチャンスを与えるという事は、男性も働きやすい環境にする、働きやすい職場を

作る。そういう意識にみんながなるという事だという事を、やはりトップの方が認識を持っ

ていただきたいですし、女性活躍のそのリーダーの宣言の中には、この行動宣言というのが

あるんですけれども、『私たちは、積極的に人材を発掘し、能力を開発し、登用することで、

我が社、まあ行政ですよね、女性の活躍を支えて行きます。そのため、あらゆる機会に、「な

ぜ、女性が１人もいないのか」「なぜ、女性が 30％いないのか」「なぜ、男女がフィフティ

ー・フィフティー（50：50）でないのか」を確認し、組織の意識変革を進めます。』と実際
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に、「現状を打破するために、そういうことをやっていきましょう」という宣言を町長自ら

が採択され、この組織がそれに向かって邁進しているはずなんですよ。 

先ほど、教育委員会に「女性がたくさん入りました」というお話をいただきましたが、じ

ゃあ、他の委員会はどうですか。農業委員会は、女性が３名いたのに１人に減りました。で、

それは、県の女性の農業委員の会などから「女性は減らさないようにしてください」という

話は何度もあったと思いますし、そのためにはどうするかという方策もたぶんお話があった

んじゃないかと思います。増えているね、女性が増えている部分だけをそういうふうに報告

されても、「じゃあ、他はどうなんですか」ということになってしまうので、いくらね公募

だからといって、広報もしない、勉強会もしないで公募をかけといて、それはないですよ。

やはりね、偏った行政運営にならないように、審議会等委員の女性の登用の目標値がないの

は上島町だけなので、ここも目標値をしっかりと決めていただいて女性にチャンスを与えて

いただきたいんですが、もう一度ご答弁をいただきますか。 

○（池本 光章 議長） 最後の答弁でお願いします。 

○（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）  

 男女共同参画の推進計画の目標値につきましては、強制的なものではございません。です

ので、現在は設置はしてないところなんですが、その辺もいろいろ理事者とも協議しながら、

数値化するかどうかというのも、また考えていかなきゃならないかなと思っているところで

す。以上です。 

○（宮脇 馨 町長） （挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 宮脇町長。 

○（宮脇 馨 町長） 

 先ほど住民課長の方が答えましたとおり、目標値というのはあくまでもまあ数値がこれ先

行しても困りますけど、基本的にはやっぱりそういう土壌と言いますか、精神風土ですね、

こちらを作って行くのが一番大事だと思います。例えば、育休にしても、そういったものを

取りにくい雰囲気がなぜ生まれているのかというのが、やっぱり意識改革だと思いますから、

それはきっちりやっていく必要があるんだと思っております。 

それから、例えば、先ほど指摘にありました農業委員会につきましても、委員さん、この

白羽の矢というか、いろんな意見がありまして、「女性の方を確保したい、この人どうです

か、この人どうですか」というような格好でいろいろあったようですが、その中でやっぱり

女性の方からまあ辞退してくる部分というか、「これはちょっと無理、私は無理だと思う」

みたいな話とか、いろいろなその中での話も私もちょっと耳に挟んでおります。 

やっぱりトータルでの環境と言いますか、地域社会の環境の中で、これを支えて行かざる

を得ない部分が当然ございますし、先ほど言われましたように、その家事の分担でもありま

すとか、家庭内のその、そういった事も含めて、生活のあり方、それから地域社会との関わ

り方とか、いろんな要因が入ってきますので、中々数値だけでそれを取り上げて、それを実

現できるか、できないかという話には難しいと思いますし、やっぱりそれよりも本当に女性
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を支える仕組みと言いますか、そちらの方がより大切になって来るんじゃないかと思ってお

ります。そちらの方も、まあ計画の中にもしっかりと組み入れてやって行けるようにしたい

と思っておりますのでよろしくお願いします。 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

○（３番・大西 幸江 議員） 

もう、この精神論が先か、それとも目標設定をしてちょっとでも進めるチャンスを与える

事が先かみたいな議論になってしまうので、ここで終わりたいと思いますが、やはり、女性

の登用というのは、結局、職場内の環境を良くすることです。働きやすくすることです。今、

働き方改革も言われています。なので、ぜひ、皆さん、女性じゃないから違うということで

はなくて、一人ひとりがどういうふうに働きやすくなれば、いろんな事が上手く回るのかを

考えていただいて、女性にはチャンスを、ぜひ、よろしくお願いします。終わります。 

（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。 

続いて、前田議員の質問を許します。（前田議員から「１５分しかない」の声あり）途中

で休憩に入ると思いますけど、すみませんが、よろしくお願いします。 

（前田議員、登壇） 

○（９番・前田 省二 議員） 

 議席９番・前田 省二でございます。本日は、３問、質問させていただいたらと思います。 

まあ、以前にも質問させていただいたんですが、少しちょっと納得がいかないので、もう一

度ちょっと訊いてみたいと思います。 

１問目の「危機管理について」はですねえ、同僚議員から先ほど質問があり、いろいろと

ご説明がありましたので、簡単に、まあ質問だけさせていただけたらと思います。 

ええー、今年に入っても豪雨や台風などの自然災害が多数発生し、日本各地で大きな被害

が発生しました。各地方自治体においても、その災害への対応が議論される中、千葉県の最

高責任者である知事が災害対策本部にいなかった事、緊急時に部下に任せっぱなしの首長対

応に大きな批判が出ています。上島町においても、昨年７月の豪雨災害発生時に対策本部に

町長もいませんでした。私の個人的な考えですが、今も納得がいっておりません。 

ええー、昨年の８月臨時議会の豪雨災害への質問に対して、町長は「今回の反省点や修正

すべき点は上島町地域防災計画を修正していく」と回答がありました。その後も議会への正

式な提示がなく、１２月の定例議会の一般質問でも「反省点を計画の中に盛り込み、活かし

ていく」との回答でした。議会には、１年経過した現在も正式な説明がなく、新たな上島町

地域防災計画が公表されておりません。 

そこで、昨年の臨時議会や定例議会での発言は何だったのか。職員からの反省点や意見は、

防災計画にどのように組み込まれたのか、お伺いいたします。 

○（中辻 洋 総務課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 
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（中辻総務課長、登壇） 

○（中辻 洋 総務課長） 

前田議員のご質問にお答えいたします。 

平成３０年７月豪雨後には、職員間で反省会を実施し、その結果につきましては、昨年の

平成３０年９月議会の時期に、取り纏めたものを、議員の皆様に書面にて配布させていただ

いているところでございます。 

「上島町地域防災計画へどのように組み込まれたか」につきましては、平成３０年１１月

に「土砂災害危険箇所」の見直しを行いました。令和元年７月に、「防災組織及び編成」に

ついて、見直しを実施しております。 

その内容は、土砂災害危険箇所につきましては、豪雨災害の被災箇所について、確認のう

え追加する作業を、防災組織及び編成につきましては、各総合支所の災害対応体制の確立の

ため、各総合支所に総括班長を設置し、総務課長が兼任しておりました災害対策本部事務局

長を危機管理室長に移しました。 

また、班編成の災害対応の確立のため、各課に定めていた事務分掌を、班単位の全体の事

務分掌に修正しております。 

なお、その変更点の公表につきましては、修正した上島町地域防災計画は、ホームページ

へ随時更新したうえで、掲載しているところでございます。以上、よろしくお願いいたしま

す。 

（中辻総務課長、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、順次更新しているということですので、すべて完了早くしていただきたいという

ふうに考えております。で、まあ、前回、町長から「今までの上島町防災計画は不十分であ

った」という発言をなされた事がありましたけども、ちょっと矛盾するんじゃないかと思う

んですが、その点は町長、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、私は、本来こういった防災計画等は、パーフェクトはあり得ないと思っています。

皆さんも、ご存じだと思いますが、じゃあ、これまで、想定された災害がどうだったか、想

定外でしょう皆。この事は一番大事なんで、これから想定される、例えば南海トラフにして

も、今まで想定はできなかった、そういう災害が予想されているわけです。それに対して、

安全な計画なんか、あり得ないです。 

で、これをどうするかという事で、今、タイムラインとか、そちらの方にシフトするよう

に考えております。これは、国も県もほぼ同じような動きにどんどん変わって行きます。今

までできなかったのはなぜか。今回の千葉の分なんかもそうなんですけど。あれはタイムラ

インが機能してないから、こうなった。機能しなかったらタイムラインじゃないですから。

その辺を含めまして、やるべきだと思っております。 
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今、四国は、全国でもある意味注目されております。なぜか。南海トラフです。で、高知

県、徳島県、必死です。もう、地震が起きて数分、数十分で、大津波が押し寄せてきます。

その間に、自分たちができる事は何かと。各市町村とも必死で取り組んでいます。 

 このことは、私たちが一番学ばなければいけないとこだと思っていますし、そのために、

常に、危機管理室長共々、勉強に行かせていただいております。その中で学んだことをどん

どん、うちのこういう防災計画に活かしていきたいと。これは、日進月歩だと思っておりま

す。もちろん、我々行政だけでなく、いつも大西議員が仰っております、平山議員が仰って

おりますとおり、自主防災組織を巻き込んだ、地域を巻き込んだ計画に練り直していく部分、

その中で地域のタイムライン、一人ひとりのマイタイムラインというのがあります。こちら

の方を作っていけるように、そういう動きに持って行くのが上島町の防災計画の一番の完成

度の高い部分、そういう計画になると考えておりますので、ご理解のほどお願いします。 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 はい、よく分かりましたけども、南海トラフ、確かに高知や宇和島の方は大変だと思いま

す。想定外の事が起こる可能性が大でありますが、ここはまあ立地条件としては、そんなに

他所の地域みたいな被害はないかと思いますけども、まあ、その点を考慮してもですね、や

はり想定外の事も対応できるようなね、しっかりとした防災計画を立てていただきたいと思

います。この件につきましては、これで終わらさせていただきます。 

続いて、２問目でありますが、「公共施設の管理と監督について」ちょっとお訊きしたい

と思います。 

  今年度の公共施設管理業務の草刈り等委託業務は、「町道」「農林道」「公園等」と３部

門に分けて発注されました。その中で、公園管理の内容は、草刈り、草抜き、水やり、剪定

業務の年間委託契約であり、その年間契約の大きな目的は、担当課からの個別の指示がなく

ても、１年を通して適切な維持管理が行われることであるはずです。 

  そこで、この委託業務を場所別の単体契約とせず、総合の年間契約とした利点と目的を示

してください。また、この管理を３部門に分けた目的とその目的と運用が仕様書に従い、適

切に履行されているのかもお伺いいたします。また、公共施設管理に適切な業務が遂行され

ていない場合、上島町ではどのような指示方法と処分が決められているのか、請負業者にど

う対処するのかお伺いいたします。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。 

（中辻総務課長、登壇） 

○（中辻 洋 総務課長） 

 前田議員のご質問にお答えいたします。 

 この本業務につきましては、年間を通じて草刈り等を実施することで効果を一過性のもの

とせず、継続した維持管理が可能ではないかと判断いたしまして、平成１９年度から総合の

年間契約として実施してきております。昨年度までは、地区単位で業務を発注しておりまし
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たが、道路や公園などの施設ごとに管理をすることが適切であるという観点から、今年度か

らは、弓削、生名地区の業務については町道、農林道、公園等の３つに分けて発注すること

といたしました。岩城地区につきましても、岩城橋完成後は、同様に発注する計画としてお

ります。 

 今年度の履行状況につきましては、仕様書に基づいて、履行されておりますが、季節によ

っては、草の伸びが早い時期もございまして、改善すべき点も見受けられました。今年度の

実施状況を基に、発注内容等の見直しを行い、来年度以降の業務において適切に対応してい

きたいと考えておりますが、費用面等を考えますと、町として、管理する施設の優先順位に

よるメリハリをつけた管理も検討していく必要があるのではないかと考えております。 

 なお、当該業務につきましては、作業実績報告書、実施前・実施後の写真等を基に実施状

況の検査を行い、草刈り等が不十分であるというふうに判断した場合は、再度、作業のやり

直しを指示する事としております。以上、よろしくお願いいたします。 

○（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、その３部門に分けて発注しているという事でありますが、「管理業務の場合は、請

負業者の１社が複数の公共施設管理業務を行うことができない」となっておりますが、現状

はどんなんか、お訊きします。 

 あと、草刈りの場合ですね、「１年に最低６回」が明記されているのに、半年で１回しか

実施されていない場所もあります。その場所は義務付けられている剪定も一度も行われてい

ません。この９月５日には、前回も言いましたが、生名橋記念公園の草刈りを役場職員が２

名で行っておりました。その理由は、委託業者が対応できないという事らしいですが、なぜ

町は施工能力がない業者に草刈り業務を請け負わせたのか、お訊きしたいと思います。 

 そして、草刈りについては、「役場職員も、人手が足りない部分を協力した」という９月

議会での回答でありましたが、前任者のときには、そのような事はなかったはずです。この

事態をどのように考えておるのか、その点もお訊きしたいと思います。 

 ええー、あと…まあいいです、とりあえず。（「議長、休憩」の声あり） 

○（池本 光章 議長）  

休憩しますか。（前田議員から「いいですよ」の声あり） 

 じゃあ、ちょうど１２時となりましたので、ここで休憩して、午後から１時から再開した

いと思います。 

 

（ 昼 休 憩 ： 午後１２時０２分 ～ １時００分 ） 

 

○（池本 光章 議長）  

再開します。 

 「公共施設の管理と監督について」という事で答弁をお願いします。 

○（中辻 洋 総務課長）（挙手） 
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○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

 午前に続きまして、ちょっと質問に対してお答えいたします。 

 まず、「３部門に分けてとあるが」というところですが、町道、農林道、公園等それぞれ

違う会社で受注をされております。 

 それと、２点目の「半年で１回しかしていないところもある」というところにつきまして

は、答弁のところでもメリハリという事で言いましたが、まあ現在でもメリハリはある程度

付けておりまして、年１回とかいうところもございますので、そういったところで、してい

ないという指摘のところもあるのかもしれませんが、そういったところで、現在でもある程

度のメリハリは付けて実施しているとこはご理解ください。 

 で、３点目の「施工能力のないところに」というところですが、まあ私も地元の祭り等で

見ましたが、まあ祭り前の地区の掃除とかいうときに、「私らがやりますので、置いといて

ください」というようなところで、祭りまでにはしっかりときれいにしていただいておりま

したので、まあ、そういったところから見ても「能力がない」というところは、私もちょっ

と、そういう点は分からないところでございます。 

 で、「前任者のときは、職員の草刈りはなかった」という事でございますが、前任者のと

きもイベントが近づいたときに参加者の事を考えて職員が自主的に草刈りをしたり、まあ、

サイクリングや他の祭り等がありましたら、ここが気になるというようなところは、職員が

出て行って、やむを得ずやっていたという実績はございます。以上でございます。 

○（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） 

 はい、３箇所とも請負の業者が違うという事でありましたが、まあ、そうならそれでいい

かと思います。ちょっと資料をもらっとんですけどね、年間６回やるところとか、２回やる

ところとか、４回やるところとか、いろいろありますけども、まあ、やってないところもか

なりありますよね。 

 それで、その金額ですよねえ、この半年間で、まあ４８０万ほどの予算取っておりますけ

れど、４月から９月までで早や３７０万ほど使っておると。で、あと１１０万ちょっとで半

年が全部管理できるのか。そこら辺が問題ですよねえ。その点はどのように考えておるのか、

まあ前任者もそういう事があったいう事でありますけども、まあ、あったんならあったで結

構ですけども、夏の暑いときには、役場の職員が刈っていますよねえ。で、涼しくなったら

やりだしたという、あれもありますけども、その点あと業者に対してですね、そういう町か

らの、その指導とか、そういう点はどのようにしておるんですか。 

○（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、先ほどのご質問で、まあ現在までの実績が行き過ぎているではないかというところ

でございますが、今年度から施設ごとの管理に分けたという事で、振り分けをしておりまし
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たが、答弁でも申しましたように、まあ改善すべき点があるというところで、その改善すべ

き点というところも載ってないところで、やるべきところがあるというようなところもあり

まして、担当課に聞いたところ、担当課が「ここは載ってないけど、ちょっとやってほしい」

というようなところもありまして、そういったところで、お金が早めに使われているのでは

ないかと思います。 

ですから、まあ今年度につきましては、若干の変更契約等も必要だという事は担当課から

聞いているところでございます。で、業者に対する指導というのは、ですから、毎日、「こ

こをやります」と、毎日と言いますか、作業するときに、「ここをやります」とかいうよう

な事を報告を受けながらやっておりますので、その都度、「ほんなら、ここをやってくださ

い」というようなところで指導は常にやっていると聞いております。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） 

 はい、分かりました。まあ、９月までの半年間でまだ実施、最低実施しないといけないと

ころがまだできてない。例えば、生名橋付近の佐島付近とか、ああいうところもできてない

というふうに業務の実績のこれがありますけども。まあ、それに従ってですねえ、予算の面

では、またほんなら補正を取るという事で理解してよろしいですか。そして、作業内容、こ

の仕様書に従って実際行われているというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○（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、予算につきましては、まあ入札減少金と言いますか、見積もりの減少金もござい

ますので、そういうところで対応できるかどうかというところが実績と比較して判断されて

くることかと思います。必要であれば、予算化の措置は必要になってくるかと思います。 

 で、作業内容につきましては、「仕様書に沿ってやられている」というふうに担当課から

も聞いております。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 これで２問目最後にしますけど、まあ、その仕様書によって、従って作業していただいと

んなら結構なんですけども、予算面がちょっと心配な面でちょっとこういう質問させていた

だきましたけども、まあ、ほんなら、そしたら、残り１２０何万であと半年で管理業務実績

いうんですか、それらが全部できるというふうに解釈してよろしいのかどうか、そこら辺を

訊いて終わりたいと思います。 

○（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） 

 先ほども申しましたように、見積もりの際の、見積もりの減少金とか、そういうところで
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予算額に若干の余裕もございますし、そういったところで実績と勘案しまして、変更が必要

であれば変更いたしますし、それで予算が不足するという事態になりましたら予算化するこ

とも可能性としてはあるという事でございます。 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 それじゃあ、２問目終わりますけども、まあ、予算内でできるような当初予算で組んでい

たと思うんですけども、それができてないという事は、当初予算の取り方がまずかったんじ

ゃないかなあというふうに考えております。 

 それじゃあ、３問目ですが、３問目は、本年１０月の臨時議会において、フェスパへの補

助金１，５００万円が議決されました。理由は、赤字が続いて来年３月までの運転資金が不

足するという事でありました。新年度に入っても、毎月３００万円の赤字を発生させていま

す。その総額は、本年７月までに７，５００万円に膨らみ、借入金も５，０００万円を残し

たままです。この現状の中、フェスパのお金の流れ、経費について住民から公文書公開請求

が提出されましたが、その回答が常識では考えられない対応であるため、この回答に不服が

あるため審査請求書が提出されました。これは、「この情報公開の決定に不服がある場合に

は町長に対して審査請求することができる」と町からの公文書非公開決定通知書に明記され

ているからです。現時点での請求者は、了解しておらず、町側の審査委員会を開催すること

を望んで待っております。 

 そこで、なぜ、フェスパは、どこからどのような仕入れをしているのか。なぜ、情報公開

をしないのか。経費に無駄遣いはないのか。町民皆様に分かるようにご説明お願いいたしま

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） 

 先ほどの前田議員の質問にお答えいたします。 

 フェスパの仕入れに関わる詳細資料の情報公開につきましては、いきなスポレク事業に関

する情報であって、開示することにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他利益を

害する事と判断し、公開いたしませんでした。また、情報公開法に基づく処分に係る基準に

おいても、事業者の仕入原価、取引先名等は事業者の秘密に当たると考えられる不開示事由

に該当する可能性がある情報となる旨を規定しております。 

 なお、関連資料として、平成３０年度いきなスポレク決算報告書を開示させていただきま

した。ええー、この件につきましては、顧問弁護士等に確認済みであります。また、経費の

無駄遣いの有無につきましては、ホテル経営、サービスをするうえで光熱水費や人件費とい

った固定費の節減に努めておりますが、これらには限界があります。なお、レストラン営業

では、原価率の改善並びに在庫管理の徹底を図るようにしております。また、１２月から夜

の営業においては、よりよいものと新鮮なものを提供する試みとして完全予約制にシフトす
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る準備期間としてお客様への検証を進めています。また、在庫管理、ロス率改善の一環とし

て、利用できなかった食材につきましては、日替わりランチの食材として活用する、そうい

った節減にも努めております。 

 いずれにしましても、今は収入増加へ向けての取り組みを最優先とし、営業に注力してい

る状況であります。以上です。 

（宮脇町長、降壇） 

○（９番・前田 省二 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

 ええー、まあ何回訊いても、同じ回答だと思うんですけども、審査委員会、実際に開催し

ましたか。まだ、やったという回答が返ってきてないみたいですが、なぜ、それをやらない

のか、その点をお訊きしたいと思います。 

○（梨木 善彦 教育課長）（挙手） 

○（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、審査委員会はまだ開いておりません。はい、ちょっとまだ私共の方が諮問

しておりませんので、適切に事務を進めて参りたいと考えております。 

○（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） 

そしたらですね、まあ審査委員会、審議会これ最高裁の判例等もありますので、これはも

う議会で議決されてもですねえ、しなくてはならないというふうな判例もございますので、

ぜひとも早急にやっていただいてですねえ、回答を出していただきたいと思います。あと、

まあ内容が当事者の方から聞いたんですけども、まあ役場側と課長も含め担当課長、担当者

との書いたメモも預かっとんですけども、（メモを見せる）なぜ、それを十分な、その審査

委員会にかけるようにできないのかね、そこら辺が分からないという事でありますので、早

急に開いて、その請求者に対しての回答を望んでおります。 

まあ、まだまだいろいろ訊きたいんですけども、返ってくる回答はたぶん同じだと思いま

すので、まあこれだけは約束していただきたいと思いますが、課長いかがですか。それをも

って終わりたいと思います。 

○（梨木 善彦 教育課長）（挙手） 

○（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、年度内に適切に事務を進めていきたいと考えます。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員） 

はい、よろしくお願いします。以上で終わります。 

（前田議員、降壇） 

○（池本 光章 議長）  
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これで、前田議員の質問を終わります。 

続いて、林議員の質問を許します。 

（林議員、登壇） 

○（２番・林 康彦 議員） 

議席番号２番、林 康彦です。 

今日は随意契約の見直しについて、まず質問します。 

本来、随意契約とは、国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意で決定した相手と

契約を締結すること、及び締結した契約を言います。随意契約が認められる理由として、「契

約の性質又は目的が競争を許さない場合」とあり、例としては、緊急随契、災害が起きた場

合の緊急随契、そして競争に付すことが不利と認められる場合、そして、少額随契、上島町

においては１３０万円であります。今現在の随意契金額は少額とは言えず、契約期間も３～

５年であり、見直す必要があります。 

例えば、ゴミの収集ではパッカー車等の車両を町が購入し、貸与して参入条件を下げ、一

般競争入札にするか、職員の異動等で直営とするか等、いろいろと考えられます。そして、

その他の随意契約全般の見直しをするべきであると思いますが、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） 

 先ほどの林議員の質問にお答えします。 

今朝、濱田議員の方からも、契約方法等の見直しについてというご質問がございましたん

ですが、それと関連する部分も一部ございますので、前段というか、全般的な部分につきま

しては、濱田議員にお答えした、まあ契約のあり方と言いますか、入札等を適正に行ってい

く方向性というのは変わりございませんので、ご指摘の随意契約についても金額の大きい部

分とか、そういったものに関しては、当然、透明性を高め公平性を高めやって行きたいと、

望んで行きたいと思っております。 

ええー、随意契約につきましては、地方自治法施行例第１６７条２で規定されております

ので、それに該当する案件については、上島町随意契約ガイドラインというものに基づいて

実施しておりまして、長期継続契約につきましても、上島町長期継続契約に関する条例に基

づいて、実施しておりますところですが、まあ、特殊な内容については、まあ、こういった

事は致し方ない部分もございますが、出来るだけそういった長期継続契約とか、そういった

ものは無くしていきたいと思っております。 

まあ、基本的には、こういった世の中でありますし、業務の内容等も年々相当変化してい

くのが世の常だと思っておりますので、出来るだけそういった変化に対応できるような体制

で臨んで行きたいと思っております。特に、今どんどんそれぞれの島が繋がって行きながら、

生活の物流でありますとか、人の流れでありますとかというのがどんどん変化しておりまし

て、それに対応する必要が当然発生しております。そういった事を見越して、長期契約とい

うのは当然見直しされるべきだと思いますし、こういった随意契約のあり方についても適切

な見直しを図っていきたいと思っております。以上です。 
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○（２番・林 康彦 議員）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 林議員。 

○（２番・林 康彦 議員）  

 はい、ありがとうございます。 

 資料請求をちょっとお願いしていまして、お手許の方にあると思うんですけども、随意契

約の金額一覧とあります。こういう資料をもらったんですけども、年度別で、この（平成）

２９年度、３０年度、３１年度あるんですけども、もらいましたけども、まあ法的根拠は先

ほど町長が仰られたので、まあ理解しました。ですが、具体的に言いますと、弓削地区塵芥

収集運搬処理業務、弓削浄化センター及び関連施設維持管理業務、岩城地区塵芥収集運搬処

理業務、生名地区塵芥収集運搬処理業務、そして魚島地区コミュニティプラント保守点検、

生名浄化センタ―及び関連施設維持管理業務、岩城処理区浄化槽清掃業務、以上が１０件、

ごみか下水に関することが町内業者で 7 件も、３１年度で７件も入っております。そして、

この金額がですね、弓削地区の塵芥処理業務で５，２５８万円。とても大きな金額で、なお

かつ随意契約としていた。そして、弓削地区も２，９１５万円、ここら辺のあり方等も含め

て、これだけの７件が町内業者に対しての随意契約が入るというのは、見直しをしていただ

きたいと思います。 

 そして、２枚目の資料なんですけども、合計３枚のうち２枚目ですね、合併後から令和元

年度までの委託料の一覧表というのを作っていただきました。その中で、弓削地区塵芥収集

運搬処理業務、これがですね、平成２０年度は３，６９７万３千円。これが令和元年度は５，

２５８万円。実に 142％の上昇率であります。そして、生名地区におきましても 138％、岩

城地区におきましては 173％。 

そして、次のページです。それぞれ、公共下水道、弓削浄化センターの上昇率が 151％、

生名浄化センターが 175％、岩城浄化センターが 145％。そして農業集落排水、こちらはそ

んなに上がっていないんですけども、佐島浄化センターで 108％、そして西部浄化センター

で 104％、小漕浄化センターで 134％、長江浄化センターで 155％の上昇率があります。これ

は、昨年の１２月の答弁で「全ての地区において直営でごみを収集するよりも委託した方が

安くなります」という答弁を担当課の方からいただいたんですけども、明らかにこの上昇率

等考えても上がり過ぎではないでしょうか。151％、1.5倍になるなんて、どう考えてもおか

しいと思います。そして、今回、特に、あっ、すみません、それから４枚目の資料ですね、

こちらのこれは議会だより（平成）３１年３月号の５４号、これに一般質問をして、もらっ

た資料を載せているものなんですけども、これを突き詰めていきますと、明らかに矛盾が各

所で見られます。 

例えば、委託の方の諸経費ですね、１２，２５７，４７７円（消費税含む）とありますの

で消費税をおよそ４００万円のけたとしても、えっ、４００万円じゃないですね、残がおよ

そ９００万円ぐらい諸経費で上がっているんですけども、これがですねえ、現場管理費、業

務原価、一般管理費比率、一般管理費満額、一般管理費、中々わかり難いんですけども、３

０年度の予算要求の資料では、９，１４２，８５７円が諸経費で上がっております。税別で

ですね。で、これがもの凄い巧妙なからくりと言いますか、出来ていまして、これ、ごみの
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収集で現場管理費が要りますか。土木建築の業務であるならばまだ分かります。写真を撮っ

たり、点検検査、いろんな検査がありますので、そこの管理写真等の管理等があるのであれ

ば分かります。しかし、ごみの収集で、なぜ、現場管理が要るのか、管理費が要るのか、ご

みステーションの写真でも撮っているんでしょうか。明らかにこれは、経費の嵩上げをした

としか見られない数字であります。そして、直営の方のちょっと左側の方になりますけども

見ていただきますと、この一般職、単労職、一番左ですね、一番左の直営の一般職単労職と

金額がありますけども、これは共済費退職金等を含めた１人の人件費に対する町の持ち出し

分も含めた金額が６６３万円です。単労職であれば５２７万円、これは平均になりますので、

多少の上下がありましても、そんなに変わるものではありません。上がるとすれば、人事院

勧告の昇給ぐらいのもので、後は定期昇給ぐらいのものですので、これが早々上がるもので

はありません。それに比べて、このもう一度右に戻りますけども、委託の焼却技師、焼却技

師補、作業員、合計６名の３，２７９万円。これに対してのプラス結果的には、この諸経費

が含まれることになっています。もう分からないように、分からないようになっていますの

で、よく読まないと分かりません。この諸経費の先ほどの現場管理費を含めて計算しますと、

参考と書いています、委託の７４１万円。６人分平均で７４１万円。べらぼうに高いです。

無茶苦茶です。 

このような現状がありますので、仮に、一般競争入札で委託するにしても、この数字の単

労職５２７万円を上回ってはいけません。それを上回るんであれば、直営の方が安いという

ことになります。そして、なおかつ、直営と委託の違いとしまして、大きなのが消費税です

ね。これが、8％から 10％になりましたけども、直営であれば消費税はいりません。で、委

託に関しては消費税は含まれます。この 10％の違いも大きいところであります。そして、委

託であれば、会社の儲けも当然もらわなければなりません。そういうふうに考えますと、ま

あ、直営だろうが、委託だろうがどちらでも良いんですけれども、委託でするならば、もう、

人件、車をパッカー車等を買って貸与れば良いんです。貸与してあげて人件費のみで計算す

れば、およそ５００万円です。これを一つの基準として、今後、まあ参考までにちょっとし

ていただきたいと思います。 

 そして、もう一つ大事な点なんですけども、やはり、この人口減が、人口が減っている状

況の中で、ごみが減っているはずなのに、これだけ金額が上がるのにはどう見てもおかしい

と思います。（「ほんまじゃ」の声あり）一企業のためではなく、町のために経費削減を取

り組んでいただきたいと思います。答弁は良いです。まあ、そのような、あくまでも参考と

して、このように計算しましたので、参考にしていただきたいと思います。 

 続きまして、２問目の質問に入ります。 

「子育て支援策の事業見直し」、町の政策として、生名フェリーの高齢者運賃補助が行わ

れています。高齢者福祉も重要ではありますが、上島町にとって最も重要な政策として、子

育て世代への支援も必要と考えます。住民の意見として、「高齢者よりも子育て世代の若者

層の方が出費も多く、生活に困まっている」という話も聞きます。今後、岩城橋開通による

ストロー現象が考えられる中で、島に暮らす若者の流出を抑えるためにも早急に対策を進め

る必要があります。また、上島町職員であっても町外で暮らす職員も増えている状況であり、
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町職員が出ていくような町で子育ては難しいと思います。さまざまなことが想定されますが、

子育て世代の経済的負担の軽減について、事業の見直しや追加支援は考えないのか。また、

少子化対策をどのように考えているのか。答弁をお願いします。 

○（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） 

林議員の質問にお答えいたします。 

９月定例会の一般質問でもありましたとおり、「現在実施している、定住促進事業につき

ましては、５年間の実績では、出生数の減少傾向に歯止めがかからなかったことから、新た

な子育て支援に向けた取り組みの検討を行っているところです」とご回答いたしました。そ

の後、上島町子ども子育て会議にも諮り、それに代わる事業といたしましては、広く子育て

世代への経済的支援を行う考えで、インフルエンザの予防接種助成を担当課として検討して

いるところです。 

少子化対策は、上島町第２次総合計画にもありますように、人口減少の抑制に繋がる、子

育て世代の定着が不可欠です。子育て世代の親たちが安心して子育てできる環境を地域全体

でつくるためには、子供たちの健やかな育ちに対する支援と保護者の子育て環境改善を、町

全体で行うことが必要と考えております。以上、よろしくお願いいたします。 

○（２番・林 康彦 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 林議員。 

○（２番・林 康彦 議員）  

 はい、ありがとうございます。 

 今年の出生率が、９０万人を下回ることが確実となりました。人口が増加するためには、

合計特殊出生率、１人の女性が出産可能とされる１５～４９までに産む子供の数の平均なん

ですけども、が、2.08 以上でなければ人口の増加にはなりません。夫婦など男女のカップル

で子供２人以上儲けなければ、将来的に人口が減って行くことは想像できると思います。２

０１８年度の合計特殊出生率は 1.42 しかなく、これでは日本の人口は減る一方です。思い

切った少子化対策をしないといけません。 

そこで、やはり１人目、２人目等を幅広くするのが大事なんですけども、やはりこの出生

率、ここら辺の社会に貢献、貢献度と言いますか、人口増に貢献していただいた方には、手

厚くするのも一つの考えようでないかと思います。例えば、３人以上、３人目以降産んでい

ただいたところには、かなり手厚い何らかの手当をし、手当等をして、どうにか人口増が実

現できるように町としても頑張って欲しいと思います。以上です。質問を終わります。答弁

は良いです。 

（林議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

 答弁は良いんですか。（「答弁はいいです」の声あり） 

これで、林議員の質問を終わります。 

以上で一般質問を終わります。ちょっと早いんですが、ここで区切りがいいので、あとは
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一気に最後まで行きたいと思いますので、１０分の休憩を取って、あとは一気に行きたいと

思います。では、１０分間、（１時）４５分から再開します。 

 

（ 休 憩 ： 午後 １時３７分 ～ １時４５分 ） 

 

日程第５、議案第１４２号 

○（池本 光章 議長） 

再開します。 

続いて、日程第５、議案第１４２号「上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する

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。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１４２号「上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例」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、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に伴い、

フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する規定を整備する必要性が生じましたので、こ

の条例案を提出するものでございます。 

 なお、条例の内容等につきましては、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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１４２号について説明いたします。 

 フルタイム会計年度任用職員とは、一般職員と同様の労働時間で勤務している臨時職員の

ことを言います。全員協議会で説明させていただきましたが、現在、役場で一般の正職員と

同じ労働時間で働いている臨時職員が、来年４月からフルタイム会計年度任用職員となりま

す。 

条例の流れ、組み立ては、正職員を対象として制定されております「上島町職員の給与に

関する条例」と同じとなっております。 

正職員の条例から、フルタイム会計年度任用職員に関係しない部分を除く形で、条例は構

成されております。 

 それでは、条例案をご覧ください。 

 第１条で条例制定の「趣旨」を、第２条から第６条で「給料」に関すること、第７条から

第１４条までが「手当」に関すること、第１５条で「規則への委任」を定めております。 

 別表の方ですが、別表１で行政職に対する給料表を、別表２で看護関係を想定した医療職

に対する給料表を、別表３で技能労務職に対する給料表を設定しております。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和２年４月１日から施行することと、２項で



54 

越智郡上島町議会会議録 令和元年１２月１１日 開催 

 

給与に関する特例について規定をしております。 

 全員協議会では、今回の法改正による制度改正や会計年度任用職員の位置づけに重点を置

いて説明させていただきましたが、今回の条例の制定によりまして、新たな手当の支給や、

この条例には出て参りませんが、フルタイム会計年度任用職員については、退職手当の支給

対象ともなって参りますので、町の負担する額は、現在と比較して、かなり増加することと

なります。 

以上、簡単ですが、議案第１４２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり）質疑がない

ようですから、これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません、なし」の声あり） 

○（３番・大西 幸江 議員）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 大西議員。 

（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。 

私は、議案第１４２号「上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例」に反対

の立場で討論させていただきます。 

今回の国の法改正による会計年度任用職員とは、今まで役所内の臨時職員の方がそのまま

会計年度任用職員と名を変えて雇用されるものです。今までの処遇から取り立ててよくなる

ことはありません。むしろ、法整備され、明確になることによって、役所の職務上、欠かせ

ない戦力になっている臨時職員の方たちの処遇が悪化する恐れがあります。基本的には、今

までの臨時職員は、正職員の欠員が出たときの補充として存在しましたが、今回の改正では

補充ではなく、正規の雇用となり、正規職員を雇用せず、すべて会計年度任用職員に置き換

えることを正当化するものです。給与体系が別で、一番高額な給与を支払っても、正職員の

管理職クラスの賃金には程遠く、上島町にも多く存在する長年勤務いただいている高い能力

を持った臨時職員の方たちの給料を抑えるものです。 

一見、法的に明確な基準ができ、「一般職の常勤職員の例による」という条文から、処遇

改善であるかのように感じますが、実際にはそもそも雇用する段階で、毎年選考試験があり、

継続されるかどうか分からないような不安定な雇用形態は、社会問題ともなっている非正規

雇用の促進に変わりなく、民間とは違う行政の専門的な事務を行う職員をこのような形で雇

用することは、住民サービスの低下に繋がり、町の発展をも妨げるものと考えます。また、

国の掲げる「同一労働、同一賃金」という考えにも矛盾しています。 

以上のことから、反対討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（大西議員、降壇） 

○（池本 光章 議長） 

討論はありませんか。（沈黙）討論がないようですから、討論を終わります。 
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これから、議案第１４２号「上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例」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） 

賛成者：林議員、藏谷議員、寺下議員、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：大西議員。 

賛成、多数です。よって、議案第１４２号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６、議案第１４３号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第６、議案第１４３号「上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末

手当及び費用弁償に関する条例」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。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１４３号「上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

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、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に伴い、

パートタイム会計年度任用職員の給与等に関する規定を整備する必要性が生じましたので、

この条例案を提出するものでございます。 

なお、条例の内容等につきましては、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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１４３号について説明いたします。 

 議案第１４２号の先ほどのフルタイム職員ではなく、いわゆる「パート勤務」をされてい

る臨時職員が、この条例のパートタイム会計年度任用職員に該当することになり、上島町役

場において、現在、パートで勤務されている方々の報酬等について、この条例で定めるもの

でございます。 

条例の流れ、組み立てにつきましては、先ほどの１４２号と同様、「上島町職員の給与に

関する条例」と同じとなっておりますが、パートタイム会計年度任用職員の場合は、給料及

び支給される手当も期末手当を除きまして「報酬」という形で支払われることになります。 

また、通勤に係る旅費、まあ通勤費用でこざいますが、それについても費用の弁償という

形で「費用弁償」の形で支払われます。 

 それでは、条例案をご覧ください。 

 第１条で条例制定の「趣旨」を、第２条から第６条で「報酬」に関すること、第７条で「期
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末手当」、第８条で「報酬の支給方法等」、第９条で「１時間当たりの報酬額の算出」、第

１０条で「報酬の減額」、第１１条で「町長が特に必要と認める職員の報酬等」、第１２条

から第１３条で「費用弁償」について、第１４条で「規則への委任」を定めております。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和２年４月１日から施行することといたしま

して、２項で報酬等に関する特例について規定をしております。 

 先ほどのフルタイムの方でも説明いたしましたが、今回の条例の制定によりまして、今ま

では、支給対象となっていなかった手当、通勤費用や労働月数や労働時間によっては、期末

手当が支給されるようになりますので、パートタイム会計年度任用職員に対する町の負担額

は、現在と比較すると、相当、増加することとなります。 

以上、簡単ですが、議案第１４３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。

（「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１４３号「上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例」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） 

賛成者：林議員、藏谷議員、寺下議員、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：大西議員。 

起立、多数です。よって、議案第１４３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７、議案第１４４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第７、議案第１４４号「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

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。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１４４号「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」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、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基

づき任期付職員の採用及び給与の特例に関する規定を整備する必要性が生じましたので、こ

の条例案を提出するものでございます。 

 なお、条例の内容等につきましては、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。 
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○（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） 

それでは、議案第１４４号「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例」につきまして説明いたします。 

 高度の専門的知識経験等を有する方や一定の期間内に業務の終了が見込める業務などに

対しまして、あらかじめ任期を定めたうえで採用する任期付職員の採用に関すること、給与

の特例に関することについて、定めるものでございます。 

 条例案をご覧ください。 

第１条で条例制定の「趣旨」を、第２条から第４条で「採用」に関すること、第５条で「任

期の特例」に関すること、第６条で「任期の更新」を、第７条から第８条で「給与に関する

特例」を、第９条から第１０条で「適用除外等」を、第１１条で規則への委任を定めており

ます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたします。 

 以上で、議案第１４４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。

（「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。（「ありません」の声あり）討論がないようですから、討

論を終わります。 

これから、議案第１４４号「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

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） 

賛成者：林議員、藏谷議員、寺下議員、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：大西議員。 

起立、多数です。よって、議案第１４４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８、議案第１４５号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第８、議案第１４５号「上島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

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。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１４５号「上島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する

条例」についての提案理由の説明をいたします。 
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 提案理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に伴い関

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、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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１４５号について説明いたします。 

 会計年度任用職員制度及び任期付職員の条例制定に伴いまして、その他の上島町条例の規

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。 

 それでは、それぞれの改正点について、説明いたしますので、参考資料の新旧対照表の 1/15

ページをお願いいたします。なお、読み上げにつきましては、「かっこ」「鍵かっこ」「句

読点」等は省略して読み上げさせていただきますので、ご了承ください。 

 まず、1/15 ページでございますが、上島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

第３条の「非常勤職員」のあとに「（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員

を除く。）」を加えます。 

 次のページをお願いします。 

 上島町公益法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第３号の下線部「第１項」

を削除いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 外国の地方公共団体の期間等に派遣される職員の処遇等に関する条例第２条第２項第３

号の下線部「第１項」を削除いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 上島町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第３条に第４項「法第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適用については、同項中「３年

を超えない範囲内」とあるのは「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者

が定める任期の範囲内」とする。」を加えます。 

 次のページをお願いします。 

 上島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第３条の「給料の月額」のあとに「（地方

公務員法第２２条の２第１項に掲げる職員については、報酬の額（上島町職員の給与に関す

る条例（平成１６年上島町条例第４７号）第９条及び第１３条に規定する手当に相当する額

を除く。））」を加えます。 

 次のページをお願いします。 

 上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第４項のあとに第５項を加えます。ま

た、第５項を第６項に改めます。 

次のページをお願いいたします。8/15ページまでにかけてとなりますが、第３条、第３条

第２項、第４条及び第１２条中、「再任用短時間勤務職員」のあとに「及び任期付短時間勤

務職員」を加えます。 
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次のページをお願いします。 

第１５条を削除し、第１９条中、「再任用短時間勤務職員」のあとに「及び任期付短時間

勤務職員」を加えます。 

 次のページ 10/15ページをお願いします。 

 上島町職員の育児休業等に関する条例第６条第２項の「育児休業をしている職員」のあと、

及び第７条の「育児休業をした職員」のあとに「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。）」を加えます。 

 次のページをお願いします。 

 上島町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条に第４号として「給料を支給さ

れる職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実施機関が町長と協議して定

める額」を加えます。 

 次のページをお願いします。 

 上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例第１条の「第２０３条」のあとに「及び第２０３

条の２第５項」を加え、別表のうち、13/15ページにあります「交通指導員」を表から削除

いたします。 

 15/15ページをお願いします。 

 上島町職員の特殊勤務手当に関する条例第１条の下線部「第２４条第６項」を「第２４条

第５項」に改めます。 

 条例案にお戻りください。条例案の 3/3ページをお願いします。 

 附則として、この条例は令和２年４月１日から施行すること、非常勤職員の公務災害に対

する経過措置を定めております。 

 以上で、議案第１４５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「ありません、なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わりま

す。これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がな

いようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１４５号「上島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部

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１４５号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第９、議案第１４６号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第９、議案第１４６号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準

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。 
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○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１４６号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び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、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の成立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、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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１４６号について説明いたします。 

 改正点について説明いたしますので、参考資料の新旧対照表をお願いいたします。 

 第１２条及び第１３条の２条とも、中段あたりの「退職し」のあとの「若しくは地方公務

員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削除いたします。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年１２月１４日から施行いたします。 

 以上で、議案第１４６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。

（沈黙）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから討論を行います。討

論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がないようですから、討論を終わりま

す。 

これから、議案第１４６号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める

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） 

起立、全員です。よって、議案第１４６号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０、議案第１４７号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１０、議案第１４７号「上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例」を議題といたします。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１４７号「上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についての提案

理由の説明をいたします。 
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 提案理由といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の成立及び令和元年８月の人事院勧告に伴い関係規定を

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、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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１４７号について説明いたします。 

 条例の改正部分について説明いたしますので、新旧対照表をお願いいたします。 

 まず、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律に伴う規定の整備部分をまとめて説明いたします。これが、条例改正案の第１条

の関係となります。第１９条第１項、第１９条第４項の下線部を削除いたします。 

 次のページをお願いします。 

 第１９条の２第２号の下線部、第１９条の４第１項の下線部を削除いたします。 

 次のページをお願いします。 

 第１９条の４第２項第１号、第２１条第５項中、下線部を削除いたします。 

 ここまでが第１条の改正点となりまして、この第１条の改正は、令和元年１２月１４日か

ら施行いたします。 

 新旧対照表の 5/23 ページをお願いいたします。続きまして、人事院勧告による規定の整

備について説明いたします。これが条例改正案の第２条、第３条関係となります。 

第１９条の４第２項第１号中、「100分の 92.5」を「100分の 97.5」に改めます。この改

正は、令和元年１２月１日から適用いたします。 

 次のページをお願いいたします。給料表の改正となります。21/23ページまで、行政職・

医療職・海事職の給料表について、それぞれ、下線部の部分を改正いたします。下線部を見

ていただくと、初任給及び若年層を対象にしているのがお分かりかと思います。この給料表

の改正は、平成３１年４月１日から適用いたします。 

 続いて、第３条についてです。 

 22/23ページをお願いします。第１９条の４第２項第１号中「92.5／100」を「95／100」

に改めます。この改正は、令和２年４月１日から適用いたします。 

 次のページをお願いします。 

 条例改正案第４条の関係でございますが、これは、先ほどの議案第１４２号、１４３号の

会計年度任用職員制度に伴うもので、第２２条を下線のとおり改正いたします。この改正は、

令和２年４月１日から施行いたします。 

 条例案のほうへお戻りください。条例案の 20/21 ページから 21/21 ページにかけまして、

附則として、第１項から第４項まで、先ほど説明いたしました改正内容の施行日、適用日を、

第５項で、給与の内払とすることについて、第６項で成年被後見人関係の経過措置を、第７

項で規則への委任について、それぞれ定めております。 



62 

越智郡上島町議会会議録 令和元年１２月１１日 開催 

 

 以上、簡単ですが、議案第１４７号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（複数の「なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。これから

討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がないようですか

ら、討論を終わります。 

これから、議案第１４７号「上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採

決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

（賛成者、起立） 

起立、全員です。よって、議案第１４７号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１、議案第１４８号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１１、議案第１４８号「上島町斎場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１４８号「上島町斎場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、魚島火葬場の用途廃止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、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） 

議案第１４８号、「上島町斎場条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。 

魚島火葬場は、昭和６０年５月に完成し、築３４年が経過している施設です。 

施設の利用状況としましては、平成１５年９月以降、約１６年間利用実績がないこと、ま

た、維持管理費では、２年に１回の保守点検業務が必要で、昨年度の点検では約２３万円の

費用がかかっています。また、光熱水費等で毎年約１０万円程度の支出があります。 

今回の条例案上程に至る経緯としましては、平成２３年に、利用実績がなく維持管理経費

もかかっていることから、火葬場の存続について地区長等と協議しましたが、その時は存続

を求める意見が多かったことから、火葬炉の耐用年数約３０年が経過するまでに利用がない

場合、再度存続について協議を行うこととしました。 

そして、今年５月の魚島地区長会において、「魚島火葬場の廃止」について再度協議した

結果、特に反対意見はなかったことから、内部協議をし、今年度末で用途廃止することとし

て、今回条例改正案を提出させていただきました。 
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改正内容をご説明いたしますので、議案３枚目の参考資料の新旧対照表をご覧ください。 

別表第１の魚島火葬場の欄を削り、別表第２の見出しと備考から「及び魚島火葬場」を削

ります。 

なお、この条例は、令和２年４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。 

○（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） 

確認なんですが、いわゆる、もう用途変更、廃止という事なんで、解体もありという事な

んですね。解体予算が上がってくるんですね。 

○（河端 光法 生活環境課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 河端生活環境課長。 

○（河端 光法 生活環境課長） 

すぐには解体はしないで、解体予算の目途を立てたうえでの解体を行いたいと考えており

ます。 

○（池本 光章 議長） 

他に質疑はありませんか。（沈黙）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がないよ

うですから、討論を終わります。 

これから、議案第１４８号「上島町斎場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１４８号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２、議案第１４９号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１２、議案第１４９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１４９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



64 

越智郡上島町議会会議録 令和元年１２月１１日 開催 

 

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） 

それでは、議案第１４９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。 

まず、参考資料中段の第５条第１項の指定管理者の管理の期間において、条文中「３年間」

を「５年間」に改めます。これは、安定した経営維持を図るには５年間は必要と判断したも

のです。 

また、第２項として「指定期間の始期が４月１日以降であるときは、前項の規定にかかわ

らず、当該日の属する年度の３月３１日までを１年間とする。」を追加いたします。これは、

年度途中での指定となった場合に期間を明確に規定するためです。 

その他、第１条、第３条、第６条、第６条の２、第７条、第８条、第 10条、第 11条、第

12条、第 13条は、指定管理者制度において一般的な表現に改めるもの及び字句の訂正並び

に指定管理者が決定しない場合に直営若しくは管理委託とする場合等にも対応すべく改め

るものです。 

なお、この条例は、令和２年４月１日から施行します。 

以上で、議案第１４９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「ありません、なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わりま

す。これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がな

いようですから、討論を終わります。 

これから、議案第１４９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１４９号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３、議案第１５０号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１３、議案第１５０号「上島町駐車場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１５０号「上島町駐車場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。 
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 提案理由といたしましては、岩城小村駐車場舗装工事施工に伴い、上島町駐車場条例の一

部を改正する必要が生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

 なお、条例の改正内容等につきましては、中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）議長。 

○（池本 光章 議長） 中辻総務課長。 

○（中辻 洋 総務課長） 

それでは、議案第１５０号「上島町駐車場条例の一部を改正する条例」について説明いた

します。 

 小村駐車場につきましては、今まで未舗装の土の状態の駐車場でありましたが、今回、舗

装工事を施工いたしました。これにより、駐車場料金の見直しを行いましたので、この条例

案を提出するものでございます。 

 改正点について、説明いたしますので、参考資料の新旧対照表をお願いいたします。 

 別表第２の小村駐車場の料金を「１，１５０円」から「１，７１０円」に改めます。 

 なお、付則といたしまして、この条例は、令和２年１月１日から施行いたします。 

 以上で、議案第１５０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「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。（「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１５０号「上島町駐車場条例の一部を改正する条例」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１５０号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４、議案第１６４号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１４、議案第１６４号「上島町印鑑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１６４号「上島町印鑑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、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の成立に伴い、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。 
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 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） 

この条例につきましては、成年被後見人本人による申請は、意思能力を有するものとして、

印鑑登録の申請を受け付けられるようにするため改正いたします。 

それでは、主な改正点について説明いたします。 

参考資料の新旧対照表の１/2ページをご覧ください。第２条第２項中、「成年被後見人」

を「意思能力を有しない者」に改め、第７条から第６条に、法第６条第３項の規定文を移行

しております。 

なお、この条例は、公布の日から施行し、上位法の適用日に合わせて、令和元年１２月１

４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「ありません、なし」の声あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わりま

す。これから討論を行います。討論はありませんか。（複数の「なし」の声あり）討論がな

いようですから、討論を終わります。 

これから議案第１６４号「上島町印鑑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１６４号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５～２６、議案第１５１号～第１６２号 

（池本 光章 議長） 

続いて、日程第１５、議案第１５１号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）」

から日程第２６、議案第１６２号、「令和元年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号）」

までの補正予算案１２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１５、議案第１５１号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）」

から日程第２６、議案第１６２号、「令和元年度上島町上水道事業会計補正予算（第１号）」

までの補正予算案１２件を一括議題といたします。 

それでは、議案第１５１号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）」から順次

提案理由の説明を求めます。 

○（村上 和志 副町長）（挙手）はい、議長。 

○（池本 光章 議長） 村上副町長。 

○（村上 和志 副町長） 

議案第１５１号「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）」の説明をいたします。 
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 予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,３００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７６億４，０５２万３千円といたします。第２項の歳入歳出予算

補正につきましては、お手許の予算説明資料、「令和元年度１２月補正予算の概要」に基づ

いて説明いたします。 

 まず、全般的な事項ですが、補正予算の総額は一般会計が７，３００万円。特別会計は１

億４，０１０万円で、その内訳は、国民健康保険事業会計１億９１０万円。国民健康保険診

療所事業会計３５０万円。へき地出張診療所事業会計０円。公共下水道事業会計３０万円。

ＣＡＴＶ事業会計３０万円。介護保険事業会計１，５５０万円。介護サービス事業会計０円。

魚島船舶事業会計５５０万円。特別養護老人ホーム事業会計１４０万円。生名船舶事業会計

４５０万円となっております。企業会計である上水道事業会計は、９３万６千円の補正とな

っております。 

 次に、一般会計の補正予算編成は、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金、

繰入金、繰越金及び町債を財源として、既定の事務事業の見直しを行いました。  

財源といたしましては、まず、分担金及び負担金マイナス８万８千円。これは、養護老人 

ホーム入所措置費個人負担金です。 

国庫支出金３，０１９万９千円。これは、循環型社会形成推進交付金です。 

県支出金１３０万２千円。これは、母子保健情報連携システム改修負担金３５万２千円と

ため池豪雨災害緊急対策事業補助金９５万円です。 

寄附金３００万円。これは、ふるさと納税寄附金（NPO分）です。 

繰入金３，７００万円。これは、財政調整基金繰入金です。 

繰越金２８万７千円。これは、前年度繰越金です。 

町債１３０万円。これは、ため池豪雨災害緊急対策事業債です。 

以上、７，３００万円で補正予算を編成いたしました。 

 補正予算の概要、裏面の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番目といたしまして、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。 

ため池豪雨災害緊急対策事業の実施に伴い、農業施設整備事業を追加しております。 

以上により、限度額の総額を補正前１１億７，８６０万円から１１億８，０６０万円に変

更するものでございます。 

補正予算の概要の２ページへ戻ってください。 

２番目といたしまして、次の事務事業等が一部変更等を要するに至りました。 

（１）の職員人件費は、人事院勧告等による人件費の調整分に伴うもので、金額は９２３

万５千円です。 

（２）の最終処分場建設工事は、繰越国費額が減額変更となったため、令和元年度分とし

て実施するもので、金額は２，４６９万７千円です。 

（３）の介護保険事業会計繰出金は、歳出総額の増等に伴うもので、金額は６１０万円で

す。 
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３番目といたしまして、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１５１号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）」の説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○（今井 稔 住民課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 今井住民課長。 

○（今井 稔 住民課長） 

議案第１５２号、「令和元年度上島町国民健康保険事業会計補正予算（第１号）」の説明

をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 補正予算の総額は、第１条にございますように、歳入歳出それぞれ１億９１０万円増額し

予算の総額を１１億５，８３０万円といたします。  

 主なものにつきましては事項別明細書で説明いたします。 

 ７ページをご覧ください。歳入ですが、４款１項１目１節、普通交付金１億７３７万６千

円の増は、歳出の保険給付費の増によるものです。 

 ４款１項１目２節、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の６６万７千円は、社会

保障・税番号制度に係るシステム改修に伴う補助金です。 

 ６款１項１目１節、職員給与等繰入金１０１万４千円の増は人事異動によるものです。 

８ページをお願いたします。歳出ですが、１款１項１目、給与２０万２千円、職員手当７

２万１千円、共済費９万１千円の増は人事異動によるものです。委託料６６万７千円の増は、

歳入でも説明いたしました社会保障・税番号制度のレイアウト変更に伴うシステム改修費用

によるものです。 

 ２款１項１目、一般被保険者療養給付費９，４８９万８千円の増は悪性腫瘍、脳内出血等

の手術による医療費の増によるものです。 

 ２款１項２目、退職被保険者等療養給付費３００万円の減は、退職被保険者の減少により、

医療費実績が減ったため減額しております。 

２款１項３目、一般被保険者療養費４３万６千円の増は補装具の申請増加によるものです。 

１０ページをご覧ください。２款２項１目、一般被保険者高額医療費１，４０８万７千円

の増は悪性腫瘍、脳内出血等の手術による高額医療費の増加によるものです。 

２款２項２目、退職被保険者等高額医療費８０万円の減は、退職被保険者の減少により、

医療費実績が減ったため減額しております。 

１１ページから１３ページまでの国民健康保険事業費納付金の減は（愛媛県への）納付額

の確定によるものです。 

１４ページをご覧ください。７款１項３目、保険給付費等交付金償還金２５１万９千円の

増は、平成３０年度特定健診・保健指導国庫負担金と、普通交付金の実績による返還金です。 

以上で議案第１５２号の説明を終わります。 

○（今井 稔 住民課長）  

続きまして、議案第１５３号「令和元年度上島町国民健康保険診療所事業会計補正予算 

（第１号）」の説明をいたします。 
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予算書の１ページをご覧ください。 

補正予算の総額は、第２条にありますように、歳入歳出それぞれ３５０万円を増額し、予

算総額を５，６２０万円といたします。 

 主なものにつきましては事項別明細書で説明いたしますので、７ページをご覧ください。 

歳入ですが、４款１項１目、一般会計繰入金３５０万円の増は、人件費の増に伴う繰入金の

増額です。 

８ページをお願いいたします。歳出ですが、１款１項１目２節、給料１３６万７千円、３

節、職員手当等１７４万５千円の増、ええー４節、共済費３８万９千円の増は人事異動等に

よるものです。 

以上で、説明を終わります。 

○（今井 稔 住民課長） 

続きまして、議案第１５４号「令和元年度上島町へき地出張診療所事業会計補正予算（第 

１号）の説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いたいします。 

補正予算の総額は、歳出予算の中で組み換えを行い、増減なしとして、第２条にあります

ように、歳入歳出予算の総額は補正しておりません。 

 内容につきまして、事項別明細書で説明いたします。 

５ページをお願いいたします。歳出ですが、１款１項１目２節、給料１６万１千円の増は

人事異動等によるものです。 

 ６ページをお願いいたします。３款１項１目２９節、予備費１６万１千円の減で端数調整

をしております。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（河端 光法 生活環境課長）（挙手） 

○（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１５５号「上島町公共下水道事業会計補正予算（第１号）」について説明いたしま

す。 

 予算書の 1ページをお願いいたします。 

 補正予算の総額は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれ３０万円を追加し、総

額を４億２千２３０万円といたします。 

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

歳入ですが、前年度繰越金３０万円を補正し財源としております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 歳出ですが、人事院勧告等により、職員手当を２２万２千円、共済費 7万 8千円を増額し

ます。 

 以上で、議案第１５５号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
○（杉田 和房 企画情報課長）（挙手） 

○（池本 光章 議長） 杉田企画情報課長。 

○（杉田 和房 企画情報課長）  
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議案第１５６号「令和元年度上島町 CATV 事業会計補正予算（第１号）」の説明をいたし

ます。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

補正予算の総額は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれ、３０万円を追加し、

予算の総額を１億５８０万円といたします。 

内容につきましては、事項別明細書で説明いたしますので、７ページをお開きください。 

歳入です。３款１項１目、繰越金ですが、歳出総額の増により、前年度繰越金を３０万円

増額いたします。 

８ページをお願いいたします。 

歳出ですが、１款１項１目２節、給料から４節の共済費は、人事院勧告等に伴う人件費の

増額であります。 

９ページをお願いいたします。 

３款１項１目２９節の予備費によって総額の調整をしております。よろしくお願いいたし

ます。 

○（大本 一明 健康推進課長）（挙手）はい。 

○（池本 光章 議長） 大本健康推進課長。 

○（大本 一明 健康推進課長）  

それでは、議案第１５７号「令和元年度上島町介護保険事業会計補正予算（第１号）」に

ついて説明をいたします。  

予算書の１ページをお願いいたします。 

 補正予算の総額は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれ１，５５０万円を増額

し、総額９億２，２９０万円といたします。 

 予算の主なものにつきまして、事項別明細書で説明いたします。 

７ページをお願いたします。歳入になります。 

 ３款１項１目の国庫負担金、介護給付費負担金５１３万１千円の増、そして、３款２項１

目、国庫補助金の調整交付金２４万２千円の増、そして、４款１項１目１節の支払基金交付

金の介護給付費交付金現年度分１５１万２千円の増は、介護度の高い利用者が増えたことに

よるものです。 

２節の支払基金交付金の過年度分につきましては、２５０万円の増は、平成３０年度の精

算による追加分となります。 

５款１項１目の県負担金の介護給付費負担金３３１万 1千円の減は、掛け率の高い施設給

付費が減少しまして、かけ率の低いその他給付費が増加したことによって全体では減となっ

ております。 

7款１項１目の介護給付費繰入金７０万円の増は、ルール分の増額となっております。 

４目の一般会計繰入金５４０万円の増は、職員給与費の繰入金が３１８万９千円減額とな

ったものの、事務費等の繰入金が８５８万９千円の増となって、全体では増額となっており

ます。 

８ページをお願いします。 
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８款の繰越金３３２万２千円の増は確定によるもので、そして、１０款の雑入については、

端数調整となっております。 

９ページをお願いします。歳出になります。 

１款１項１目の委託料５５万円の増は、データの標準レイアウト変更に伴う改修費となり

ます。 

１３ページをお願いします。 

２款２項１目の居宅予防サービス給付費の負担金８０万円の増は福祉用具の利用件数の

増に伴うものです。 

２款２項３目の地域密着型介護予防サービス給付費の負担金２５０万円の増は介護度の

高い利用者が増えたことによります。 

１６ページをお願いします。 

２款５項１目の高額医療合算介護サービス費の負担金１９０万円の増は、個人の負担額が

高額になったことによるものです。 

１８ページをお願いします。 

４款１項１目の介護給付費準備基金積立金の１３２万６千円の減は、給付額が増加したこ

とにより、介護保険料の積立額が減少したことによるものです。 

２１ページをお願いします。 

７款１項３目の償還金１，０３７万円の増は、平成３０年度の確定に伴う国庫支出金の返

還金となります。 

その他につきましては、人件費の増額については、人事院勧告によるものです。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（大本 一明 健康推進課長）  

続いて、議案第１５８号「令和元年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第２号）」

について説明いたします。  

予算書の１ページをお願いします。 

 補正予算の総額は、第１条にございますように、変更はございません。 

続いて、歳入についても今回は補正はありません。 

 歳出につきましては、人事院勧告による人件費で増額２２万８千円となっております。そ

して、５款１項１目の予備費の減額によって調整を行っております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○（村上 和彦 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上公共交通課長。 

○（村上 和彦 公共交通課長）  

それでは、議案第１５９号「令和元年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号）」の

説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 補正予算の総額は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれに５５０万円を追加し、

総額を１億４，８５０万円といたします。 
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 予算の主なものにつきまして事項別明細書で説明しますので、７ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入についてですが、３款１項１目の離島航路補助金１３０万円は、愛媛県の離島

航路補助金額の確定により増額補正するものです。 

次に４款１項１目の一般会計繰入金４００万円及び５款 1項 1目、繰越金２０万円は、歳

出総額の増に伴い、その財源としてそれぞれ増額計上するものです。 

９ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものについて説明いたします。 

 １款２項１目、一般業務費の２節の給料１９万５千円、３節の職員手当等１０３万１千円、

４節の共済費１０万５千円は、人事院勧告等に伴う人件費関係の増額補正を行うものです。 

次に１４節、使用料及び賃借料は、ニューうおしま２の定期検査の日数が見込みよりも長

くなったことに伴い、その期間について代船による運航対応をしたため、船舶借上料７２万

円を増額補正するものです。 

続いて、１款２項３目、営繕費の１１節、需用費３６４万円は、５年に 1度行わなければ

ならない船舶の定期検査の際に、当初予定していなかった機関部の不具合等が見つかり、今

回の定期検査時に追加修繕する必要が生じたため、定期検査費用が見込みよりも増額となり、

今後の合い入渠分の修繕費を確保するために増額補正をするものです。 

１０ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目の予備費については、２７万７千円を減額し、歳出予算総額の端数調整を行

っております。 

 以上、簡単ですが、議案１５９号「令和元年度上島町魚島船舶事業会計補正予算（第１号）」

の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 雅則 海光園長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 池本海光園長。 

○（池本 雅則 海光園長）  

それでは、議案第１６０号「令和元年度上島町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第

１号）」について説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれ１４０万円を増額し、

総額を４億２，６１０万円としております。 

 補正予算の主な内容につきましては事項別明細書で説明しますので、７ページをお願いい

たします。 

 まず、歳入ですが、７款１項１目の一般会計繰入金１４０万円の増は、歳出予算総額の増

に伴い増額計上するものです。 

 続いて、歳出予算について説明しますので、８ページをお願いいたします。 

１款１項１目の一般管理費のうち９節、旅費は人事異動に伴い、新規講習が必要となった

ことから１０万円増額計上しております。 

１１節の需用費については、設置後８年経過し、耐用可能時間を超過しております空調機

の修繕料として１２１万円を増額計上しております。 

１９節の負担金補助及び交付金については、９節、旅費同様に、人件費、人事異動に伴い、
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新規講習が必要となったことから７万１千円増額計上しており、一般管理費合計では１３８

万１千円の増額補正となっております。 

続いて、９ページをお願いいたします。 

５款１項１目の予備費については、予算総額調整のために１万９千円増を、増額を計上し

ております。 

 以上、簡単ですが、議案第１６０号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（村上 和彦 公共交通課長）（挙手）議長。 

○（池本 光章 議長） 村上公共交通課長。 

○（村上 和彦 公共交通課長）  

それでは、議案第１６1号「令和元年度上島町生名船舶事業会計補正予算（第１号）」の

説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 補正予算の総額は、第２条にございますように、歳入歳出それぞれに４５０万円を追加し、

総額を 7億６，２５０万円とします。 

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

す。 

 まず、歳入についてですが、４款１項１目の繰越金は、歳出総額の増に伴い、その財源と

して、前年度繰越金４５０万円を増額計上するものです。 

 次に歳出について説明しますので、８ページをお願いいたします。 

 １款１項１目、一般管理費の１節、報酬３５万２千円は、港務所パート職員の報酬につい

て、勤務体制の変更等に伴い増額補正をするものです。 

３節、職員手当等、４節、共済費、７節、賃金は、人事院勧告及び職員異動等に伴いそれ

ぞれ増額するもので、合計で４６万５千円の補正となります。 

 次に２７節の公課費は、消費税の確定申告に伴い支払額が確定したことから、予算不足分

の消費税を４４４万４千円増額補正するものです。 

続いて、９ページをお願いいたします。 

３款１項１目の予備費は、歳出総額調整のため、７６万１千円を減額補正しております。 

 以上、簡単ですが、議案第１６１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１６２号「上島町上水道事業会計補正予算（第 1 号）」について説明いたします。 

 今回の補正は、４月の人事異動及び人事院勧告に伴い、人件費の増額について補正を行う

ものです。 

 1ページをお願いいたします。 

 まず、第３条で水道事業会計予算の第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正

するもので、 

第１款、水道事業費用の第１項、営業費用を９３万６千円増額し、水道事業費用の総額を

２億４，７６３万６千円といたします。 

 次に、第４条で水道事業会計予算の第５条に定めた「議会の議決を経なければ流用するこ
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とのできない経費」である職員給与費を９３万６千円増額し、１，６３７万２千円といたし

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次に、予算実施計画でありますが、これは一般会計の事項別明細書にあたるものでありま

して、収益的支出のうち１款１項３目の総係費につきまして、給料、手当、法定福利費の人

件費９３万６千円を増額するものであります。 

 なお、３ページ以降には、給与費明細書、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表

等を添付しておりますので、後ほどご参照ください。 

 以上で、議案第１６２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。ただ今議題となっております、議案第１５１号から議案第１６

２号までについては、予算決算委員会に付託して審議することにしたいと思いますが、

これにご異議はありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。

従って、議案第１５１号から議案第１６２号までの補正予算案１２件については、予

算決算委員会に付託して審議することに決定しました。よって、本日、ここでの質疑は

省略いたします。 

 

日程第２７、議案第１６３号 

○（池本 光章 議長） 

続いて、日程第２７、議案第１６３号、「篠塚漁港東防波堤機能保全工事請負契約の一部

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１６３号、「篠塚漁港東防波堤機能保全工事請負契約の一部変更について」、令和

元年９月２７日に議会の議決を得て、請負契約を締結した篠塚漁港東防波堤機能保全工事の

請負契約の一部を変更する契約を締結することについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

変更内容 

１ 契約金額 

  変更前  １７７，２２６，５００円 

  変更後  ２１１，５７０，０００円 

   変更増額  ３４，３４３，５００円 

提案理由といたしましては、事業の促進を図るため、設計図書の一部を変更する契約を締

結したいので、この案を提出するものでございます。 

なお、工事の変更内容等につきましては、越智農林水産課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（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。 
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○（越智 康浩 農林水産課長） 

それでは、議案第１６３号の工事概要について説明いたしますので、参考資料をお願いい

たします。 

参考資料の１、施工予定箇所でございます。工事箇所は、篠塚漁港東浮防波堤の赤着色部

分でございます。 

次のページの参考資料２の「係留配置図」をお開きください。 

当初は、赤色部分の沖側アンカーチェーン５本を施工することで実施していましたが、事

業の促進を図るため、青色部分のアンカーチェーン 1本を増工し、合計６本のアンカーチェ

ーンを設置し、沖側を完了いたします。 

令和２年度以降に残りの陸側を施工の予定としております。 

なお、今回の増工については、国費での補助事業であり、本年度の補助金額がほぼ確定し

ておりますので、当工事の入札減少金や他の漁港機能保全事業との調整により、増工するも

のでございます。 

以上で、工事概要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「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１６３号、「篠塚漁港東防波堤機能保全工事請負契約の一部変更につい

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１６３号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８～３５、報告第１１～１８号 

○（池本 光章 議長） 

お諮りいたします。 

日程第２８、報告第１１号から日程第３５、報告第１８号までの８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２８、報告第１１号から日程第３５、報告

第１８号までの８件の「議員派遣報告について」を一括議題といたします。本件につきまし

ては、お手許に配布のとおり報告書が提出されております。 

なお、報告第１４号から報告第１８号につきましては、会議規則第１２１条の規定に基づ

き、閉会中、議長において議員の派遣を決定したことを申し添えます。 

報告第１１号（上島町各地区敬老会）、報告第１２号（上島町各地区大運動会）、報告第

１３号（令和元年度第２回町議会議員研修会）、報告第１４号（上島町文化祭総合開会式）、 

報告第１５号（先進地行政視察等研修）、報告第１６号（かみじま福祉フェスタ2019）、報
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告第１７号（上島町防災教育セミナー）、報告第１８号（上島町議会活性化研修会）。 

以上で議員派遣報告を終わります。 

 

日程第３６～３８、議員派遣の件 

○（池本 光章 議長） 

次の日程第３６から日程第３８の「議員派遣の件」につきましても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３６から日程第３８の「議員派遣の件」については一括議題といたし

ます。 

本件につきましては、主催者から出席するよう案内がありましたので、議員を派遣するこ

とにしたいと思います。 

お諮りいたします。令和２年上島町成人式、令和２年上島町商工会年賀交歓会、令和２年 

上島町消防出初式に議員を派遣することにご異議ございませんか。（複数の「異議なし」の

声あり）ご異議なしと認めます。よって、令和２年上島町成人式、令和２年上島町商工会年

賀交歓会、令和２年上島町消防出初式に議員を派遣することに決定いたしました。 

 

◎ 散 会 

○（池本 光章 議長） 

以上をもちまして本日の日程は終了しました。 

次回は、１２月２３日の午前１０時から会議を開いて、本日、予算決算委員会に付託しま

した「令和元年度上島町一般会計補正予算（第４号）をはじめとする１２件の補正予算案」

の審議を行うこととし、議事日程は当日配布いたしたいと思います。 

お諮りいたします。本日はこれで散会とすることに、ご異議ございませんか。（複数の「異

議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。よって、本日はこれで散会いたします。 

 

  

 (起立、礼) 

 

（了） 

 

（令和元年１２月１１日 午後 ３時 ７分 閉会） 
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