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            午前９時30分 開会 

○議長（三好勝利） 総務課長の金子さんから欠席の届けが出ております。代理で伊達総

務課長補佐が出席をしております。よろしくお願い申し上げます。 

 ただいまから平成26年松前町議会第４回定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をい

たします。 

 ６番藤岡緑議員、７番村井慶太郎議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（三好勝利） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から12月19日までの12日間といたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から12月19日までの

12日間と決定をしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 町長あいさつ並びに諸般の報告 

○議長（三好勝利） 日程第３、町長あいさつ並びに諸般の報告を行います。 

 白石勝也町長。 

○町長（白石勝也） 御挨拶を申し上げる前に、一言だけ私ごとでございますけれども、

10月の１カ月間、腰の治療のために入院をし、議会の皆さん初め、住民の皆さんにも大変

御迷惑やら御心配をおかけしましたことを心から申しわけなく思います。退院をして今リ

ハビリをやっておりまして、順調に回復をしておりますので、御安心いただければと思い

ます。今後とも健康に留意しながら町政を進めてまいりますので、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 それでは、議長の御指名によりまして御挨拶を申し上げます。 

 師走に入り、何かと慌ただしい年の瀬となりました。愛媛県内では、先月下旬に早くも

インフルエンザによる学級閉鎖が報告されておりまして、今後の流行が心配されるところ

であります。町民の皆様には、手洗いあるいはうがいなどを励行され、予防に努めていた
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だきたいと思います。 

 本日、平成26年松前町議会第４回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には御

出席をいただきありがとうございます。 

 先月16日投票が行われました愛媛県知事選挙で、中村知事が再選をされ、２期目の県政

をスタートさせました。中村知事は、厳しい財政状況の中でも、効果的かつ効率的に施策

を展開し、県・市町の連携のもと「チーム愛媛」として愛媛の力を総結集した県政の推進

に取り組んでこられました。今後も「愛顔あふれる愛媛県」の実現に向けて、一層の御活

躍を期待したいと思います。 

 また、21日には衆議院が開催され、今国内は一気に総選挙ムードとなり、自民党が政権

に復帰してからの２年間を評価する投票日まで、残すところあとわずかとなりました。今

回の選挙では、アベノミクス継続の是非や原発の再稼働のほか、集団的自衛権の行使容認

や特定秘密保護法の成立、あるいはＴＰＰなどを争点に、各党が政権公約やマニフェスト

を掲げて選挙戦を繰り広げているところであります。私ども住民に一番身近な基礎自治体

としましては、新しい政府が実施する施策を十分に注視をするとともに、自主・自立に向

けたまちづくりのために、引き続き地方分権の推進を求めてまいります。いずれの党が政

権をとろうとも、住民生活に混乱を招くことのないよう、確実な施策の実施を望みます。

町民の皆さんは投票に出かけられ、日本の将来に向けた貴重な一票を投じていただきたい

と存じます。 

 それでは、平成26年第３回定例会以降の諸般の報告を申し上げます。 

 初めに、防災対策について申し上げます。 

 10月21日、愛媛県の原子力防災訓練が県内各所で実施をされました。松前町では、緊急

時の通信連絡訓練のほか、松前公園での伊方町からの避難住民の受け入れや緊急被曝医療

訓練を県や関係機関と連携して実施をしました。今後も引き続き関係機関と連携を図りな

がら、より実践的かつ効果的な訓練を実施してまいります。 

 次に、国民体育大会について申し上げます。 

 平成29年に開催をされます「愛顔つなぐえひめ国体」に向けて、松前町実行委員会設立

総会と第１回総会を先月14日に開催をいたしました。総会には、町議会を初め、町内外の

関係団体や各界の方々に御出席をいただき、会則の決定や役員の選任を行い、開催方針や

平成26年度の事業計画などを承認されました。本町では、ホッケーの少年男女、ボクシン

グ全種目、ライフル射撃センターファイアピストル成年男子の３つの競技が開催をされま

す。町民の皆さんのスポーツへの関心を高め、スポーツ活動の普及・発展に寄与するとと

もに、松前町を全国に紹介する絶好の機会となり、今後のまちづくりに大変有意義なもの

になると確信をしております。今後は、全国から訪れる選手や役員、また応援や観戦に来

られる方々を温かくお迎えすることができるように万全の態勢をつくるため、町民の皆さ
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んの御理解、御協力や関係各位の御支援をいただきながら、円滑な準備・運営を進め、大

会の成功に向けて全力で取り組んでまいります。 

 また、ホッケー場の整備につきましては、グラウンド拡張のための造成工事を実施して

おり、来年度の完成に向けて今後も計画的な整備を進めてまいります。 

 次に、産業振興について申し上げます。 

 先月の29、30日の２日間、第２回松前町産業まつり「たわわ祭」を開催いたしました。

ことしもエミフルＭＡＳＡＫＩの協力をいただき、会場となったまさき村前の駐車場に

は、町内産業を支える事業者や関係団体など43の団体が集まり、町内外に松前の産業力を

ＰＲしました。「めぐみ」、「まごころ」、「ふれあい」、「うまいもの」の４つのブー

スに分かれ、新鮮な農水産物や加工品などの販売、松前のたくみの技から生まれる工業製

品の紹介などを行いました。特設ステージでは、農業アイドルユニット「愛（え）の葉ガ

ールズ」のライブやジュニアダンスステージのほか、四国内の御当地アイドルのライブな

どが行われ会場を盛り上げました。日曜日の午後からは、あいにくの雨になりましたが、

約１万9,000人が来場した会場は熱気にあふれ、身も心もたわわに実る、豊かでにぎわい

のある２日間となりました。 

 次に、水道事業について申し上げます。 

 平成20年度から整備を進めてまいりました北伊予浄水場が完成し、10月23日に落成式を

行いました。敷地面積は4,853平方メートル、約6,500人に対し、日量3,330トンの配水能

力を備えるとともに、信頼性・安全性の高い最新の膜ろ過装置により、今まで以上に品質

のよい水を供給することができるようになりました。 

 また、災害時においては、応急給水の拠点として大きな役割を果たしてくれるものと思

います。今後も安心・安全な水道水を安定して供給するために、計画的な整備を進めてま

いります。 

 以上が諸般の報告であります。 

 なお、本定例会には、専決処分の承認１件、条例案件16件、予算案件６件の合わせて

23件の議案を提出しております。各議案の詳細につきましては、提案理由の中で御説明申

し上げたいと思います。何とぞ慎重に御審議の上、適切な議決を賜りますようにお願い申

し上げまして、私の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（三好勝利） 町長あいさつ並びに諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 請願第７号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書を求めること 

             について（上程、委員会付託（文教厚生）） 

○議長（三好勝利） 日程第４、請願第７号手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見

書を求めることについてを議題とします。 
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 請願につきましては、お手元にお配りをしております請願書の写しのとおりでございま

す。 

 お諮りします。 

 請願第７号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託をしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度松前 

              町一般会計補正予算（第３号））（上程、提案理由説明、 

              質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第５、議案第45号専決処分の承認を求めることについて平成

26年度松前町一般会計補正予算第３号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第45号専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上

げます。 

 平成26年11月21日の衆議院の解散に伴い、平成26年12月14日投開票の衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査を執行する経費が早急に必要となったことから、地方自治

法第179条第１項の規定により専決処分をしましたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し承認を求めるものであります。 

 専決第３号平成26年11月21日専決。 

 平成26年度松前町一般会計補正予算第３号は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,239万6,000円を追加し、総額を96億8,055万2,000円とするものであります。 

 内容につきましては、升田財政課長に説明をさせますので、御審議の上、御承認を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（三好勝利） 升田財政課長。 

○財政課長（升田年紀） それでは、専決第３号について補足して御説明をいたします。 

 まず、歳出予算につきましては、補正予算書の13ページをお開きください。 

 ２款４項８目衆議院議員選挙費、補正額1,239万6,000円は、投開票事務に要する経費の

ほか、委託料としてポスター掲示場設置・撤去及び開票所設営等に係る経費を、また備品

購入費として、投票用紙自動交付機４台の購入経費を計上しております。 

 続いて、歳入については、12ページをごらんください。 

 14款３項１目４節選挙費委託金、補正額1,239万6,000円は、衆議院議員選挙に係る県か
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らの委託金です。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第45号を承認することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は承認することに決定され

ました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４６号 松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

              （上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（総務産業建 

              設）） 

  日程第７ 議案第４７号 松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

              条例（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（総務産業 

              建設）） 

  日程第８ 議案第４８号 松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正 

              する条例（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（総務 

              産業建設）） 

  日程第９ 議案第４９号 松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一 

              部を改正する条例（上程、提案理由説明、質疑、委員会付 

              託（総務産業建設）） 

○議長（三好勝利） 日程第６、議案第46号松前町職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例、日程第７、議案第47号松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、日程第８、議案第48号松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改

正する条例及び日程第９、議案第49号松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 



- 11 - 

○町長（白石勝也） 議案第46号から議案第49号までについて一括して提案理由を申し上

げます。 

 人事院勧告及び愛媛県人事委員会の勧告に伴い、松前町職員の給与の改定を行うととも

に、特別職等の期末手当の支給割合の改定を行うものであります。 

 内容につきましては、総務部長事務取扱中矢副町長に説明させますので、御審議のほど

をよろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 中矢副町長。 

○副町長（防災担当）（中矢博史） 議案第46号から議案第49号までについて補足して説

明をいたします。 

 議案第46号の参考資料１ページをごらんください。 

 公務員の給与等に関する人事院勧告及び愛媛県人事委員会の勧告に伴い、国及び愛媛県

の取り扱いに準じて本町職員の給与、特別職と教育長の給与並びに議員報酬等に関する条

例を改正するものであります。 

 民間では、本年の春の賃金改定において、ベースアップを実施した事業所の割合が昨年

より増加するなど、賃金の引き上げを図る動きが見られました。こうした動きを反映し

て、本年４月の月例給については、民間給与が公務員給与を上回る結果となりました。そ

のため給料表の引き上げ改定を行うものです。 

 また、特別給についても、民間が公務を上回ったことから引き上げを行います。 

 まず、議案第46号に係る一般職員の給与の改定です。 

 月例給について、民間給与との格差を埋めるため、世代間の給与配分の観点から、若年

層に重点を置いて給料表の引き上げ改定を行うものです。 

 次の(2)の通勤手当につきましては、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応

じ、100円から7,100円までの幅で引き上げを行うものです。 

 ２ページの(3)の勤勉手当につきましては、特別給の引き上げ0.15月分について、勤務

実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分するものです。 

 ア、平成26年12月に支給される勤勉手当の支給割合を0.825月分とし、再任用職員にあ

っては0.375月分とするものです。 

 また、イ、平成27年度以降については、６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合

をそれぞれ0.75月分とし、再任用職員にあってはそれぞれ0.35月分とするものです。 

 これに加えまして、３ページをお願いいたします。 

 本年の勧告に基づき、来年度以降における給与制度の総合的な見直しを行うものであり

ます。これは、50歳代後半層の給与水準が、民間給与を上回る状況にあること等から、給

与カーブの見直しを行うため給料表を改定するものであります。経過措置として、平成

30年３月31日までの間、新旧給料月額の差額を支給するとともに、40歳代や50歳代前半層
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の勤務成績に応じた昇給機会の確保の観点から５級と６級に号給を増設いたします。 

 次に、(2)の住居手当につきましては、愛媛県と同様に、自宅に係る住居手当を廃止い

たします。 

 (3)の単身赴任手当につきましては、基礎額を月額３万円とするとともに、加算するこ

ととされている額の限度を月額７万円とするものであります。 

 (4)の管理職員特別勤務手当につきましては、週休日または休日等以外の日の午前０時

から午前５時までの間に勤務した場合にも支給することができるようにするものでありま

す。 

 ４ページは、単純な労務に雇用される職員及び企業職員につきましても、住居手当と単

身赴任手当につき一般職員と同様の改正を行うものです。 

 続きまして、議案第47号から第49号に係る参考資料をごらんください。 

 町長、副町長、教育長及び町議会議員につきましては、人事院勧告等に準じて、平成

26年度12月期に支給される期末手当の割合を1.55月から1.70月とし、前年度に比べ0.15月

分の引き上げとなります。 

 平成27年度以降は、ごらんのとおりであります。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第46号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第46号を所管の総務産業建設常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の総務産業建設常任

委員会へ付託をしました。 

 議案第47号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第47号を所管の総務産業建設常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の総務産業建設常任

委員会へ付託をしました。 
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 議案第48号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第48号を所管の総務産業建設常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の総務産業建設常任

委員会へ付託をしました。 

 議案第49号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第49号を所管の総務産業建設常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の総務産業建設常任

委員会へ付託をしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第５０号 松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項 

               並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに 

               指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支 

               援の方法に関する基準を定める条例（上程、提案理由説 

               明、質疑、委員会付託（文教厚生）） 

  日程第１１ 議案第５１号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

               設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

               係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

               等を定める条例の一部を改正する条例（上程、提案理由 

               説明、質疑、委員会付託（文教厚生）） 

  日程第１２ 議案第５２号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

               運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

               （上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（文教厚 

               生）） 

○議長（三好勝利） 日程第10、議案第50号松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、日程第11、議案第
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51号松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例及び日程第12、議案第52号松前町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を一括議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第50号から議案第52号までについて一括して提案理由を申し上

げます。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第３次一括法の施行に伴い、介護保険法が改正されたことにより新たに

条例の制定もしくは改正が必要になったものであります。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明をさせますので、御審議のほどをよろし

くお願いします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） まず、議案第50号について補足して説明いたします。 

 参考資料の４ページをお開きください。 

 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、従来厚生労働省令で定め

られていた介護予防支援に関する基準について、市町村の条例で定めることとされたこと

から新たに制定をするものです。 

 この条例には、事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定めております。条例制定に当たっては、基本的には国の基準に準じることになっ

ておりますが、一部については地域の実情に応じた規定を定めることが可能となっている

ことから、一部独自の基準を設けております。 

 ５ページの４をごらんください。 

 町独自の基準は、記録の保存年限の延長で、地方自治法の金銭債権の消滅時効と合わせ

るため、介護記録の保存年限を５年としております。 

 なお、この条例は平成27年４月１日から施行することとしております。 

 続きまして、議案第51号について補足して御説明いたします。 

 参考資料の１ページから３ページをごらんください。 

 この条例も地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、従来厚生労働省令で定め

られていた介護予防支援に関する基準について市町村の条例で定めることとされたことか
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ら、４ページから５ページの新旧対照表にありますように、第17条及び第68条中に、厚生

労働省令の基準を引用している部分について、先ほど議案第50号で説明いたしました新規

条例を引用するように改正をするものであります。 

 なお、この条例は平成27年４月１日から施行することとしております。 

 次に、議案第52号について補足して御説明いたします。 

 参考資料の１ページ、２ページをごらんください。 

 この条例も地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

が都道府県の条例に委任されました。この改正を受けて、愛媛県が制定している最低基準

を盛り込んだ愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例に委任されることから、資料の３ページから５ページの新旧対照表にありますよ

うに、本条例中の県条例を引用している部分について所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は平成27年４月１日から施行することとしております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第50号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第50号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託をしました。 

○議長（三好勝利） 議案第51号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第51号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第52号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 
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○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第52号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託をしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５３号 松前町母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例 

               （上程、提案理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第13、議案第53号松前町母子家庭医療費助成条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第53号について提案理由を申し上げます。 

 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明をさせますので、御審議のほどをよろし

くお願いします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、議案第53号について補足して御説明いたしま

す。 

 今回の改正は、条例の関係法令である母子及び寡婦福祉法が、母子及び父子並びに寡婦

福祉法に名称変更され、関係条文も変更されたことにより所要の改正を行うものです。 

 参考資料の１ページをごらんください。 

 条例第２条第２号中の母子及び寡婦福祉法を母子及び父子並びに寡婦福祉法とし、第５

条第１項を第６条第１項に改め、条例第３条第４号中の母子及び寡婦福祉法を母子及び父

子並びに寡婦福祉法に改めるものです。 

 なお、この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第53号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５４号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例（上程、 

               提案理由説明、質疑、委員会付託（文教厚生）） 

○議長（三好勝利） 日程第14、議案第54号松前町国民健康保険条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第54号について提案理由を申し上げます。 

 健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） 議案第54号について補足して御説明いたします。 

 参考資料の２ページをごらんください。 

 今回の改正は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、本条例の第５条の２、出産育児一

時金について、本体部分について40万4,000円とし、産科医補償分については１万6,000円

とするものです。支給総額には変更がありません。 

 なお、この条例は平成27年１月１日から施行することとしております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第54号を文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員
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会へ付託しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第５５号 松前町手数料条例の一部を改正する条例（上程、提案理 

               由説明、質疑、委員会付託（文教厚生）） 

  日程第１６ 議案第５６号 松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正 

               する条例（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（文 

               教厚生）） 

○議長（三好勝利） 日程第15、議案第55号松前町手数料条例の一部を改正する条例及び

日程第16、議案第56号松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第55号及び議案第56号について提案理由を申し上げます。 

 事務経費の増加に伴う手数料の改正及び法律の一部改正に伴う所要の改正を行うもので

あります。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いいたします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） まず、議案第55号について補足して説明いたします。 

 参考資料の１ページをごらんください。 

 松前町手数料条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。 

 第２条第12号の印鑑登録手数料及び第13号の身分、身元に関する証明手数料を１件につ

き200円から300円に改正いたします。 

 これは、各種手数料について見直しを行ったところ、この２つの手数料について近隣の

自治体と比べ下回っていることや交付に係る事務経費が増加していることなどにより改正

するものです。 

 また、同条第25号については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく手数

料について規定しておりますが、この法律名が改正されたため、引用している部分につい

て改正するものです。 

 なお、この条例は平成27年４月１日から施行することとしております。ただし、第２条

第25号については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施

行日、これは平成27年５月29日となりますが、この日から施行することとしております。 

 次に、議案第56号松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて補足して説明いたします。 
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 参考資料の２ページの新旧対照表をごらんください。 

 第12条第２項第１号の一般廃棄物処理業の許可手数料2,800円を4,000円に、第２号の浄

化槽清掃業の許可手数料2,800円を4,000円に、第３号の許可証の再交付手数料750円を

1,500円に、第４号の従業員鑑札を一般廃棄物処理業従業員証とし、交付手数料300円を

900円に、第５号の従業員鑑札を一般廃棄物処理業従業員証とし、再交付手数料200円を

400円に改正いたします。 

 これは、各手数料において見直しを行ったところ、これらの手数料が近隣市町より下回

っていることや交付に係る事務経費が増加していることなどにより改正するものです。 

 なお、この条例は平成27年４月１日から施行することとしております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第55号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第55号を文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第56号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第56号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第５７号 松前町税条例の一部を改正する条例（上程、提案理由説 

               明、質疑、討論、採決） 

  日程第１８ 議案第５８号 松前町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条 

               例（上程、提案理由説明、質疑、討論、採決） 

  日程第１９ 議案第５９号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例（上程、提案 
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               理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第17、議案第57号松前町税条例の一部を改正する条例、日程第

18、議案第58号松前町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例及び日程第19、

議案第59号松前町介護保険条例の一部を改正する条例を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第57号から議案第59号までについて一括して提案理由を申し上

げます。 

 事務経費の増加に伴い、督促手数料の改正を行うものであります。 

 内容につきましては、総務部長事務取扱中矢副町長に説明させますので、御審議のほど

をよろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 中矢副町長。 

○副町長（防災担当）（中矢博史） 議案第57号から議案第59号までについて補足して説

明をいたします。 

 参考資料をごらんください。 

 町税及び後期高齢者医療と介護保険の保険料の督促手数料につきましては、昭和51年度

に改定して以降、据え置いたままとなっております。近隣市町の督促手数料を下回るもの

となっているとともに、事務経費も増加しています。そのため１通について50円から

100円に引き上げるものであります。 

 施行日は平成27年４月１日からとなっております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第57号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第57号を原案どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第58号について質疑を行います。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第58号を原案どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

 議案第59号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第59号を原案どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２０ 議案第６０号 松前町下水道条例の一部を改正する条例（上程、提案理 

               由説明、質疑、討論、採決） 

  日程第２１ 議案第６１号 松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を 

               改正する条例（上程、提案理由説明、質疑、討論、採 

               決） 

○議長（三好勝利） 日程第20、議案第60号松前町下水道条例の一部を改正する条例及び

日程第21、議案第61号松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条

例を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第60号及び議案第61号について提案理由を申し上げます。 
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 松前町水道事業給水条例及び改正後の下水道条例との整合性を図るために改正をするも

のであります。 

 内容につきましては、伊賀上産業建設部長に説明させますので、御審議のほどをよろし

くお願いします。 

○議長（三好勝利） 伊賀上産業建設部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 議案第60号及び議案第61号について補足説明いたしま

す。 

 今回の改正は、督促及び督促手数料の取り扱いに関して改正するものです。 

 なお、参考資料の１ページ及び２ページをごらんください。 

 上下水道事業では、２つの使用料と１つの負担金がございます。下水道使用料は、水道

料金とあわせて一緒に収納事務を行っております。そういう関係から、松前町水道給水条

例を基本として整合性を図るため改正を行うことといたしました。 

 あわせて、公共下水道事業受益者負担金についても、同様の扱いとなるよう改正を行う

ものです。 

 改正の趣旨は、松前町水道事業給水条例にあわせ、松前町税条例の例によるものとする

ものです。 

 なお、施行期日は平成27年４月１日としております。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第60号について質疑を行います。 

 村井議員。 

○７番（村井慶太郎議員） ちょっとお聞かせ願いたいんですけど、今回は下水道条例の

一部を改正するということで、上水道事業給水条例と整合性を図るためとこのようにあり

ますけど、どうして整合性を図らないかんのか、ちょっと理由をお聞かせ願えませんか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 今現在、水道料金及び下水道使用料については、同様に

水道の検針の結果に基づき、２つの料金を同時に取っております。ですから、仮に滞納と

なりまして督促するとなると、同様に同じように水道事業者のほうで督促の行為を行って

おります。ですから、同じ考え方で同じような扱いになるように整合性を図ることといた

しております。 

○議長（三好勝利） 村井議員。 

○７番（村井慶太郎議員） ということは、下水道条例と水道事業給水条例との整合性を

図って、どっちの条例も同じような形でやるっちゅうことで、そういうような認識で構ん

ですか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 
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○産業建設部長（伊賀上 晃） 議員のおっしゃるとおりでございます。現在は運用の中

でございまして、現在は私債権ということで督促及び督促手数料については徴収しており

ません。 

○議長（三好勝利） よろしいですか。 

            （７番村井慶太郎議員「はい」の声あり） 

 質疑ほかにございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第60号を原案どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第61号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第61号を原案どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２２ 議案第６２号 平成２６年度松前町一般会計補正予算（第４号）につい 

               て（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（予算決 

               算）） 

  日程第２３ 議案第６３号 平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 
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               ３号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員会付 

               託（予算決算）） 

  日程第２４ 議案第６４号 平成２６年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第２号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員 

               会付託（予算決算）） 

  日程第２５ 議案第６５号 平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

               （予算決算）） 

  日程第２６ 議案第６６号 平成２６年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第２号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員 

               会付託（予算決算）） 

  日程第２７ 議案第６７号 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（予算 

               決算）） 

○議長（三好勝利） 日程第22、議案第62号平成26年度松前町一般会計補正予算第４号に

ついて、日程第23、議案第63号平成26年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第３号に

ついて、日程第24、議案第64号平成26年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号

について、日程第25、議案第65号平成26年度松前町介護保険特別会計補正予算第３号につ

いて、日程第26、議案第66号平成26年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第２号に

ついて及び日程第27、議案第67号平成26年度松前町水道事業会計補正予算第１号について

を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第62号平成26年度松前町一般会計補正予算第４号は、既定の予

算に歳入歳出それぞれ5,113万6,000円を追加し、総額を97億3,168万8,000円とするもので

あります。 

 以下、補正予算の主要事項について御説明をいたします。 

 廃棄物処理の充実については、伊予地区ごみ処理施設管理組合の負担金について、交付

税算入に伴う減額と施設の耐震化のために必要な経費を計上しております。 

 上下水道の整備につきましては、町管理排水施設について土川水門・排水機場の老朽化

に伴い、施設改修のための設計を行います。 

 子育て支援の充実につきましては、松前小学校放課後児童クラブの待機児童の受け入れ

に係る経費を計上しております。 

 商工業の振興につきましては、生産者及び関係団体と町が連携し、町内の地場産業の発
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展や振興を図るために、県外において特産品販売を行います。 

 道路交通網の充実につきましては、古泉駅周辺の道路について、安全かつ快適に通行で

きるよう町道186号線の改良を行います。 

 なお、一般会計12月補正予算の財源としましては、国県支出金等の特定財源が4,095万

円、一般財源が1,018万6,000円となっております。 

 議案第63号平成26年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第３号は、既定の予算に歳

入歳出それぞれ2,666万6,000円を追加し、総額を35億1,527万2,000円とするものでありま

す。 

 議案第64号平成26年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号は、既定の予算に

歳入歳出それぞれ15万5,000円を追加し、総額を３億9,163万6,000円とするものでありま

す。 

 議案第65号平成26年度松前町介護保険特別会計補正予算第３号は、既定の保険事業勘定

に歳入歳出それぞれ997万2,000円を追加し、総額を26億9,233万8,000円とし、既定の介護

サービス事業勘定に歳入歳出それぞれ39万円を追加し、総額を2,231万1,000円とするもの

であります。 

 議案第66号平成26年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第２号は、既定の予算か

ら歳入歳出それぞれ130万4,000円を減額し、総額を５億7,286万5,000円とするものであり

ます。 

 議案第67号平成26年度松前町水道事業会計補正予算第１号は、既定の予算に収益的支出

において1,292万9,000円を追加し、資本的支出において27万9,000円を追加し、職員給与

費において108万3,000円を追加するものであります。 

 以上が各会計の補正予算の概要であります。御審議のほどをよろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第62号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第62号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第63号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 議案第63号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第64号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第64号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第65号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第65号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第66号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第66号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第67号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第67号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 
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            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了をしました。 

 これにて散会をいたします。 

            午前10時31分 散会 
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            午前９時30分 開議 

○議長（三好勝利） ただいまから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をい

たします。 

 ８番早瀬武臣議員、９番松本一二美議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 一般質問 

○議長（三好勝利） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問者の順位は、通告書の提出順位により決定をします。 

 ６番藤岡緑議員。 

○６番（藤岡 緑議員） ただいま議長から発言のお許しをいただきました６番藤岡緑で

ございます。 

 通告書に従い、質問をさせていただきたいと思います。また、必要と感じたときは再質

問させていただく場合があるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いいたします。 

 それではまず最初に、子育て支援という観点から、保育所の土曜日の保育時間の延長に

ついてお伺いしたいと思います。 

 消費税導入が来年10月からさらに１年半延期になったことから、当初の子育て支援の大

きな財源として見込んでいた分、本格的な子ども・子育て支援新制度が始まる来年度に向

けて若干の不安を残すところですが、少子化対策の目玉として待ったなしの施策だと考え

られます。もちろん、従来型の保育所による子育て支援の中身についての充実がさらに求

められてくるでしょう。 

 松前町の現在の６カ所の町立保育所も今後統廃合されていくでしょうが、共働きの家族

がふえる中でますますいろんな子育て支援の方策が必要になってくるのではないでしょう

か。当然、土日以外の休日や土曜終日出勤の家庭などで、核家族、母子または父子家庭な

ど家庭内保育のできにくい家庭などでは、土曜日の午後保育もこれからのニーズが多くな

ってくるのではないでしょうか。中予地区での動きを見ると、松山市は全市内的に、東温

市、西条市などでも実践されているようですし、近隣では伊予市などが始める予定だと聞

いております。保育士の人員配置や労働環境なども考慮しつつ、町としてできることから

始めてみてはいかがでしょうか。町の考えをお伺いいたします。 

 次に、農業振興について、耕作放棄地の取り扱いについて、耕作者の高齢化や継続でき

ない場合の解決方法についてお伺いします。 
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 最近、町の各所に耕作放棄地が目につくようになりました。所有者の高齢化、また借地

人による耕作もできない状態で長年放置され、契約解除もできずに荒れた雑草地となって

いるところが多いようです。このため景観の問題だけでなく、周辺の住民に、例えばセイ

タカアワダチソウなどのような花粉などで健康被害まで出てきている状況など、快適な暮

らしを脅かすようなことにもなっています。このような状況下で農業委員会さんとしても

いろいろ苦慮されているとは思いますが、町としてもますます関係者が高齢化していく中

で、相続などで権利関係が複雑になり問題解決が難しくなる前に、何らかの方策を考えて

いくべきではないでしょうか。町の考えを伺います。 

 次に、防災教育についてお伺いいたします。小・中学生に対する防災教育は、地域防災

と連動したものになっているのか、お伺いしたいと思います。 

 日ごろから避難訓練や消火活動など実践的な防災活動は、継続的に小・中学校などでも

行われていると思いますが、最近の全国的、特徴的な災害の大型化や気候変動などによる

大雨、洪水、地震、台風、竜巻、津波などに対応した学習教育が現場においてできている

のでしょうか。もちろん児童や生徒の成長に応じた段階的な指導にはなると思いますが、

そのメカニズムやいざというときに自分の命は自分で守るという自助の考えについて学ん

でほしいと思います。自分たちの住んでいるこの町や地域を理解し、時には自主防災組織

との連携による防災教育なども今後考えていくべきではないでしょうか。特に小・中学校

は、指定避難場所にもなっていますし、その主役である児童・生徒、教員、保護者と地域

が一体となって防災教育を実施する仕組みづくりが必要なのではないでしょうか。町の考

えをお伺いしたいと思います。 

 以上、最初の質問とさせていただきます。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 藤岡議員の御質問にお答えをいたします。 

 農業の振興についてのお尋ねがございましたが、耕作放棄地は食料の確保あるいは自給

率の向上はもとより国土の保全、水源涵養等農業の持つ多面的な機能を生かすためにも放

っておけない問題でありまして、その解消を図ることは全国的に大きな課題となっており

ます。 

 2010年の農林業センサスによりますと、松前町の耕作放棄地面積は17ヘクタール、農地

面積全体に占める割合としては2.33％でございまして、県平均が21.95％ですので、県内

の中でも一番耕作放棄の土地の率としては一番低くなっております。ただ、就業農業者の

平均年齢を見てみますと、県平均が66.9歳でありまして、それを2.3歳上回る69.2歳とい

うことで、農業従事者の高齢化は進んでおります。 

 このため松前町では、高齢化や後継者がいないといったような理由で今後農業を継続す
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ることができない農業者に対しましては、農業委員さんを通じて地域の担い手を探し、耕

作を依頼してできるだけ耕作放棄地にならないように努めています。また、農業委員さん

が年に１回、農地の現況を確認するために一筆ごとの農地パトロールを実施しておりまし

て、農地再生への改善を図っているところであります。 

 また、住民からの通報があって耕作放棄地が判明した場合には、農業委員会が所有者ま

たは耕作者に対しまして指導文書を送り、適正な管理をお願いしております。そして、そ

れでも対応していただけない場合には、実際にお尋ねをして問題の解決を図っておりま

す。その結果、25年度１年間見ましても11件、面積にして1.7ヘクタールの農地が適正に

管理されるようになりました。 

 また、24年度から始まった地域が抱える人と農地の問題を解決するためのいわゆる人・

農地プランを活用しまして、農地の集積を図るほか、持続可能な力強い農業を実現するた

めに、農地集積及び意欲のある新規の就農者の育成に努めて、できるだけ耕作放棄地が発

生しないようにしていきたいというふうに考えております。 

 あとの質問につきましては、教育長並びに担当部長からお答えをいたします。 

○議長（三好勝利） 永見教育長。 

○教育長（永見修一） それでは、子供たちへの防災教育についてお答えをいたします。 

 文部科学省は、東日本大震災を契機として防災教育を見直すため、平成24年４月、防災

を含む学校における安全に関する取り組みを効果的に推進するための学校安全の推進に関

する計画を策定いたしました。この計画によって本町におきましても、さまざまな危険か

ら児童・生徒の安全を確保するためには、災害に対する知識や的確な判断力と行動力を養

うことが必要であり、そのため共通する教科、総合的な学習の時間、特別活動など、学校

教育活動全体を通した防災教育に取り組んでおります。 

 具体的には、各教科に防災教育の視点を取り入れ、中学校１年の社会で各種の災害の原

因やそれへの対策について学習したり、３年生の理科で地震や火災における被害や水害に

ついて学んだり、そのほか消防署の見学や地域の自主防災組織の活動への参加などを行っ

ております。 

 子供たちへの防災教育は、発達段階に応じた内容の指導が必要であります。幼稚園で

は、地震が起きたとき、先生の指導に従い落ちついて行動できるように、小学校では、い

ろいろな災害の怖さを知り、安全な行動ができるようにするとともにほかの人の安全にも

気配りができるように、また中学校では、日常の備えや生徒自身の判断でみずから行動す

るとともに、地域の防災活動や災害が起きたときの助け合い、いわゆる自助、共助の大切

さを理解し進んで行動できるようになど、それぞれの年齢や学年に応じた、さらにきめ細

かい防災教育を行いたいと考えております。 

 また、松前町では学校の防災担当者で組織します防災教育推進連絡協議会を設置し、今



- 35 - 

年度も県から学校防災アドバイザーを講師に迎え、学校の防災マニュアルの見直し、町の

防災担当者との意見交換など、防災対策の研修を実施いたしました。学校は地域の避難場

所となることから、学校と地域との連携は重要であります。地域の自主防災組織や防災担

当職員と連携を図りながら、実践的な防災教育をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、子育て支援についてお答えいたします。 

 国が進めております子ども・子育て支援新制度は、教育、保育の受け皿をふやしたり、

多様な支援を用意するなど、支援の量を拡充するとともに支援の質も向上させようという

ものです。 

 この制度に基づいて、松前町では現在平成27年度から５年間の具体的な施策等を盛り込

んだ子ども・子育て支援事業計画を、子ども・子育て会議の意見を聞きながら策定をして

いるところです。この中で、保育所等が行う延長保育や乳児保育、一時預かり事業などの

保育サービスの必要量を見込み、その確保の方策について協議をしております。 

 例えば、延長保育を実施する保育所やその時間をどうするのか、また乳児保育では実施

する保育所や生後何カ月から受け入れるのか、さらには土曜日の午後や休日の保育など今

後の保育サービスのあり方やこれらのサービスを実施するための保育所をどう確保するの

か、財源はどうするのかなど住民ニーズも勘案して総合的に検討しているところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） 今、それぞれについて回答いただきまして、その中でもう少し

聞いておきたいなということがございましたので、お伺いをしたいと思います。 

 まず、耕作放棄地のことで、人・農地プランのことについてお答えいただいたんですけ

れども、今、この人・農地プランで地域が抱えているそういったことで、実践例として何

件ぐらいそういったことで回復をしたとか、そういうことがわかるようでしたら、件数ま

でわからなくてもこういった例がございましたというようなことがあれば教えていただき

たいのですが。 

○議長（三好勝利） 産業課長。 

○産業課長（徳居芳之） 今現在、松前町内では８地区で人・農地プランを作成しており

まして、それに伴います新規就農者が松前町内に今現在お二人おられます。地域の問題は

地域として解決していくということで、現在取り組んでおりますし、今後も人・農地プラ

ンの作成地区をふやしていくよう周知に努めております。 



- 36 - 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） さらにこういったことで、今まで抱えてきたことで、後継者の

問題とか、高齢になることによって、県内では非常に低い耕作放棄地の割合だということ

なんですが、これから減っていくことは大事なんですけれども、ふえていく可能性のほう

が多いと思いますので、こういったいろんな方法によって改善していき、そして私が知り

得たところではそういった周辺の住民の方にまで健康被害があったというようなこともご

ざいましたので、その件については皆さんの御努力でそれは解消されたわけなんですけれ

ども、そういったことがこれからも出てくるという可能性は十分ありますので、またこれ

からもそういういろんな施策でもって解消していただけるようにお願いしていきたいと思

います。 

 それから、防災教育のことなんですけれども、先ほど教育長のほうからるる回答いただ

きましたけれども、それぞれの段階的な形でその成長に従って指導の方法なども検討さ

れ、そして適正に行われているということは掌握いたしました。ただその中で、中学校の

ほうで自主的な行動ということで、地域との連携ということも含めた教育をされていると

いうことだったんですけれども、実践的な取り組みとして、具体例的にはお聞きできなか

ったんですけど、例えば自主防災組織とかそれぞれの地区にあると思うんですけど、そこ

との連携とかということだったのでしょうか。そういったことについて、実践的な取り組

みというのはどんなものだったのか、教えていただけたらと思います。 

○議長（三好勝利） 教育長。 

○教育長（永見修一） 中学校における防災教育の実践といいますか、具体的な活動でご

ざいますけどが、小学校もそうなんですけどが、年に２回、３回いわゆる避難訓練、それ

と避難訓練においては消防署との連携をいただいてやっておりますし、また安全教室、例

えば松前町の消防署から救急救命士を招聘して安全教室、心臓マッサージとか、人命救助

のためのいろんな方法とか、時期を捉えてそういった実践的な活動を行っております。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） そういう救急救命に関することとか、自助に対する考え方とし

て消防署の方とか、そういうことで実際のいろいろな指導を受けておられるという実践例

はお聞きしたんですけれども、例えば新居浜のほうなんかで、実際に地域の自主防とかそ

ういったところと一緒に連携して、学校と地域と完全に一緒になった形での地域巡回をし

てみたりとか、一緒に避難訓練をされたりとか、そういうような活動の実践例も見えてき

ている部分もあるんですが、今後は実際に自分たちの学校から一歩出て、地域と一緒にな

って教育というか実践的なものになるんですけれども、そういったことはお考えになって

いるんでしょうか。 
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○議長（三好勝利） 永見教育長。 

○教育長（永見修一） 地域との連携でございますけどが、それぞれ地域で行事を行って

おりますが、例えば文化祭の折に、また運動会の折に地域で自主防災組織の役員の方々が

中心になって、時には消防署からも要請をして避難訓練等、防災に関する活動をしており

ます。そういった場において、小・中学校の子供たちにも家族で参加していただいて、共

助ということでお互いに助け合いながら避難し、またお互いにいろいろと災害に対するこ

とをどう対応したらいいかというようなことを学ぶためにも、そういった地域への参加を

含めて要請をしているところでもございます。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） 今後さらにエリアを広げて、そういうふうに地域とさらに密着

して、そうすることによって地域をまた知ることができると思いますし、共助の考えもか

なり中学生ぐらいでしたら十分把握できるんではないかと思いますので、その辺あたりの

従来型のものはもちろんのこと、今後はそういったことにも発展的に防災教育を広げてい

ただけたらというふうに私は期待しております。 

 そして、３番目の保育のことで、子ども・子育て支援法の中で、会議でいろんなことを

決めていくということで、平成27年から実際的にいろいろと動いていかれるということを

お聞きいたしました。その中で、いろいろな私が質問しました土曜日の延長保育だけでな

く、中身について乳児保育とかそういったもの、それから時間とか実際の必要量とか利用

者がどれぐらいいるのかということで、緻密な調査をしてさらにニーズにもっと合ったも

のにしていくということで、非常に前向きに考えておられるということを理解いたしまし

た。 

 私がなぜそのような子ども・子育て支援の中でこういう土曜日の午後保育ということを

申し上げたかと申しますと、松前町で仕事をされてる方で松山市にお住まいの方などが、

松前町でお住まいの方が、自分の住んでいるところから職場へ行き、そして職場の近くに

午後からの保育があればずっとそこで保育ができて、自分の自宅へ帰れるということで、

松前町にはそれがなかったので、結局やむなく松山市の午後保育のあるところということ

になると、松山市は待機児童もまだまだ多くて順番がいろいろあって遠いところになって

しまうと。これが松前町でそういう土曜日の午後保育がないということを知ってとても残

念だったという話を聞きまして、子ども・子育て支援という意味で非常に松前町は力を入

れてるということだからこそ、私がこういったところにも十分これから力を入れていって

いけたら、松前町も仕事をしながら、また子育ても十分対応できる町になっていくんでは

ないかということを感じましたので、ぜひ、ハードルは幾つもあると思うんですけれど

も、そういったところを一つ一つ超えながらぜひ、土曜日の午後保育を。今は共働きの方

で、しかも土曜日の午後からも仕事をしてらっしゃる方も結構多いんですね。そして、家
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庭で見たり、前、昔の話でしたら、おじいちゃん、おばあちゃんが見るとかそういうよう

なこともあったんですけれども、なかなか核家族とかそういった家庭のいろんな事情で、

そういうようなことのニーズが今ふえているというような背景があると思います。そうい

うことで、これからもそれらに向けてなるべく早く実践できるようにお願いしたいところ

でございます。 

 それでは、私のほうからの質問は以上とさせていただきます。 

○議長（三好勝利） 藤岡緑議員の一般質問を終わります。 

 ９番松本一二美議員。 

○９番（松本一二美議員） ９番、公明党の松本一二美でございます。議長の許可をいた

だきましたので、質問をさせていただきます。 

 小さな声、一人の声を議会に届け形にできる議員として、またヒマワリの町松前町が笑

顔いっぱいになるように一生懸命質問させていただきます。 

 初めに、学校の教育環境について質問をさせていただきます。授業の教育環境について

お伺いをいたします。 

 子供たちの教育環境の最たるものは、教師だと思っております。行政として取り組める

ことはたくさんあります。安全・安心の環境は耐震化を初め、当町でも大きく進展をして

おります。校区の学校を子供たちは利用していますが、子供たちは教育環境を選べませ

ん。近年のＳＮＳ、ネットの利用は低年齢化し、大人顔負けで子供たちは簡単に使いこな

しています。 

 以前にも質問をさせていただきましたが、授業で使用する電子黒板の導入の現状につい

てお伺いをいたします。 

 全国他市町では普及が進んでおります。日本教育情報化振興会はことしの６月、第９回

教育用コンピューター等に関するアンケート調査報告書を公表しておりますが、その中で

は大型提示装置が学校に１台以上ある割合はプロジェクターが90.6％、電子黒板は75.3％

であることが明らかになっております。授業が視覚、聴覚を生かした興味深い内容になる

と好評のようです。授業がわかりやすく児童・生徒の理解度の向上につながるのであれ

ば、電子黒板は必要と考えます。前回も質問をさせていただきましたが、前回の質疑の中

ではパソコンが苦手の教師がいるからということも電子黒板を導入しない理由だと記憶し

ております。電子黒板導入についての現状と見解及び教育環境の格差について御所見をお

伺いいたします。 

 教育環境としての観点から、もう一点、デイジー教科書についてお伺いをいたします。 

 読み書きに困難を伴う学習障害、ＬＤなどがある児童・生徒は１クラスに2.5人程度い

ると推計されております。こうした子供たちは意欲があっても教科書が読めないことで、

授業についていくことができない、どんどん勉強がおくれていくので、学校に行きたくて
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も行けなくなってしまう場合が多いようです。学習障害などのある児童・生徒のためのデ

ジタル教科書、いわゆるデイジー教科書についてお伺いをいたします。 

 教科書をそのまま使用することが困難な児童・生徒に役立つデジタル教科書として、デ

イジー教科書は注目されています。これまで本が読めないと思われていた子供たちに読書

の可能性が広がっています。デジタル教科書は、このような児童・生徒のために教科書を

パソコンでテキスト文書、音声、画像を同時に再生し、さらにテキスト文書は読んでいる

部分の色が反転します。また、文字の大きさや読むスピードなどの調整も可能で、一人一

人の状態に合った本を提供することができるものであります。このデジタル教科書をデイ

ジー教科書と申します。 

 平成20年９月には、障がいのある児童及び生徒のための教科書用特定図書等の普及の促

進に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法が施行されました。教科書バリアフリー

法の施行を機に、通常の教科書の内容をパソコンなどを活用し音声や文字で同時に再生す

る、今説明したデイジー教科書の作成が可能になりました。さらに、著作権法の改正によ

りこれまでの制約が大幅に緩和され、特別支援教育の現場や保護者の間で利用が広がるよ

うになりました。文部科学省の調査においても、印刷物だけでは情報を得ることのできな

かった人への支援ツールとして活用することで、学習障害、発達障害のある児童・生徒の

保護者などから学習理解が向上したとの効果が表明されるなど、デイジー教科書の普及促

進への期待が高まっています。 

 当町においては、学習障害や発達障害の疑いのある児童・生徒、読み書きに困難がある

方はどのぐらいおられますでしょうか。デイジー教科書の各学校及び発達障害のある児

童・生徒の保護者への普及啓発及び利用状況はどのようになっているのかをお伺いいたし

ます。 

 ２点目として、障がいのある子供たちにとって、デイジー教科書などデジタル教科書は

あったほうがいいというものではなくて、ほかの子供たちと同じように教科書を読めるよ

うになるためにはなくてはならないものと考えます。発達障害のある児童・生徒の学習を

支援するツールとして、今後積極的な活用の推進を図ってはどうかと思いますが、あわせ

て御所見をお伺いいたします。 

 ２番目に、高齢者対策としてこんにちはおじいちゃん・おばあちゃん事業の考えについ

て質問をさせていただきます。 

 包括支援の取り組みについて、前回の議会でも質問をさせていただきましたが、今後各

自治体での地域性を重視した独自な取り組みが必要ですし、高齢者お一人お一人が住みな

れた地域で生活し、健康で長生きしていただくための施策を行政と一体になって考えてい

くことが大事です。こんにちは赤ちゃん事業は、当町でも力を入れて実施しており、子育

て支援の一つとして初めての子育てを経験する新米ママの応援に大いに役立っています。
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困ったことを気軽に相談できるきっかけになっていますし、行政としても赤ちゃんの発育

の確認にもなっています。 

 そこで、こんにちはおじいちゃん・おばあちゃん事業を提案します。これは私がつけた

んですが、高齢者の健康維持のための施策は当町もいろいろ取り組んでいます。今月募集

しているにこにこ笑みステップ運動、水中楽々運動など、健康講座は受講に制限がかかる

ほど人気があります。また、サロン事業は地域の方々の御協力もあり、現在は町内全域に

普及しています。サロン事業は開始より10年以上になるところもあり、また多種多様な中

身を取り入れながら実施していただいていますし、参加者も生き生きと集っています。 

 問題は、地域行事に参加されないひきこもりの高齢者です。認知症が進むと生活してい

くための支援が必要になるにもかかわらず、本人にかかわる身の回りの問題が大きくなっ

てしまう現状があります。行政支援として、お悩み相談があるまで待っているという受け

身ではなく、積極的に出かけて把握する支援も必要ではないかと考えます。 

 こんにちはおじいちゃん・おばあちゃん事業は、老老介護などの高齢者宅を訪問し元気

と安心と情報を提供し、お困り事を聞いて帰る、ひきこもりをなくし安心や健康維持につ

なげる橋渡しなどのような心温まる事業になれば、もっと住みやすいまちづくりができる

のではないでしょうか。包括支援の取り組みは、受け身ではなく積極的に行動しましょ

う。高齢者支援としてこんにちはおじいちゃん・おばあちゃん事業の取り組みの考えをお

伺いいたします。 

 次に、空き家対策について質問します。 

 先月19日、国会におきまして空き家対策の特別措置法が成立しました。空き家問題は、

都会に限らず地方でも問題になっています。現在空き家は全国で約820万戸、住宅全体の

13.5％、20年前に比べますと約370万戸も増加し、今後さらに高齢化、人口減少により進

むことが予想されています。 

 当町においては、これまで先進的に空き家対策に力を入れています。老朽放置建物除去

事業として、老朽化し安全に問題が生じている老朽放置建物取り壊しに補助金をつけて推

進し、一定の地域においては住環境の安全対策に貢献しております。空き家のままで放置

され老朽化が進むと、景観だけでなく不審者の侵入など事件、事故につながりかねませ

ん。 

 今回空き家対策の特別措置法の成立により、より一層松前町内の住環境と安心・安全が

図られることに期待をするところです。空き家対策の特別措置法は、税情報の活用で負担

を軽減する、市町村による立入調査権限を定める、倒壊のおそれがあり衛生面で有害、著

しく景観を損なっているなどに該当する特定空き家に関して、市町村が所有者に撤去や修

繕を命じることができると明記しています。所有権がわからない場合でも倒壊のおそれな

どがある空き家に立ち入り、危険などを調査できることが盛り込まれています。さらに、



- 41 - 

市町村が必要と判断した場合、空き家の除去や修繕を所有者に命令できるほか、命令に従

わなかった場合は市町村が強制的に除去できるとしています。また、特定空き家は空き家

でも住宅が建っていれば、住宅用地の固定資産税が更地の６分の１に軽減される現行の特

別措置も見直すことになっていることから、町の税収もふえることが予想され、自治体に

多くのメリットがあると考えます。しかし、空き家になっている理由の多くは、空き家の

管理者や所有者が遠隔地に住んでいることから、対応に配慮も必要です。当町としての空

き家対策の特別措置法の取り組みをお伺いいたします。 

 また、空き家対策に関連してですが、空き家になることが予想される時点で、老朽化や

放置対策として、業者による管理の紹介、提案が有効と考えます。通風、通水で老朽化は

一定防げます。遠隔地において所有者が管理できない場合、通風、通水を業者に依頼する

のも効果があります。あっせん等は問題が生じると懸念をされるところですが、現在耐震

化無料相談を当町では積極的、持続的に実施をしています。安全・安心の観点から空き家

対策の補助的役割として、管理ができずに空き家になっている、またなりそうな所有者に

対して業者による管理を紹介することも一案と考えますが、町の見解をお伺いいたしま

す。 

 ４番目として、期日前投票に関して、投票所入場券の裏に宣誓書欄について質問をしま

す。 

 期日前投票制度が実施されて10年以上経過します。期日前投票も国民の間で認識され、

多くの方が利用されておられますが、期日前投票を体験された方からの苦情を耳にしま

す。宣誓書を記入する際に説明はあるが、周りの人がじっと見ているので緊張した。上が

ってしまい手が震え、投票するときに頭の中が真っ白になった。特に高齢者の方はプレッ

シャーが大きいようです。有権者が期日前投票をするときに、投票日当日指定投票所に行

けない理由を書く宣誓書について、投票所入場券の裏に宣誓書欄を印刷しておくことで、

期日前投票所で宣誓書記入に時間がかからず、また有権者の利便性を高める手段になると

考えます。 

            （７番村井慶太郎議員「きじつまえ」の声あり） 

 インターネットで調べましたら「きじつぜん」とありました。「きじつまえ」とも言う

ということで、「きじつぜん」とありましたので、きのう再確認をさせていただきました

ので。村井議員。「きじつぜん」と書いてありました。 

 有権者が期日前投票するときに本当に役に立つと考えており、質問させていただいてお

ります。有権者の利便性の向上のために、投票所入場券の裏面に宣誓書欄の作成を提案し

ますが、当町の見解をお伺いいたします。 

 最後に、子育て支援について質問します。 

 松前町ホームページの充実で子育て支援をについてお伺いをいたします。 
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 現代の子育て世代は、即スマホ世代です。スマホといわれる多機能携帯電話はインター

ネットが接続していて、いつでもどこでも見られる便利さがあります。子育て世代の多く

の方が利用している多機能携帯電話を活用した情報発信は有効と考えます。子育て情報を

よりわかりやすく取得するために、松前町ホームページに子育て情報サイトの設置を提案

いたします。町発行の広報紙はありますが、身近にあるスマホから町のサイトを開くだけ

で、今欲しい情報がすぐわかり子育ての応援になれるような取り組みを提案いたします。 

 例えば、保健センターからの乳幼児健診のお知らせ、夜間休日診療所の案内、子育て相

談の案内、イベント案内などはどうでしょうか。ごみカレンダーの情報やごみ分別のお知

らせなども子育てに役立つ情報になりますし、ホームページの充実にもつながります。松

前町ホームページですから、誰でも見ることができますし、子育て支援の優しい心遣いと

応援になると考えますが、御見解をお伺いいたします。 

 これで１回目の質問といたします。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 松本議員の御質問にお答えをいたします。 

 空き家対策についての御質問でございますけれども、おっしゃるように全国的にも空き

家の数は相当ふえておりまして、大きな問題になっております。松前町におきましても旧

の新立・本村地区を中心に住宅密集地では空き家がかなりふえてきております。このよう

な空き家につきましては、防災あるいは防犯、衛生面、そういった生活環境に深刻な影響

を及ぼしておりますので、各自治体においてさまざまな対策が検討されているところであ

ります。 

 松前町では、全国に先駆けて平成20年度から人口の密集している地域内の空き家を除却

する、つまり取り壊す方に対して補助金を交付する事業、これを始めるとともに平成23年

度からは空き家が多く存在している新立・本村地区を対象に土地を寄附してもらうことを

前提に、町が空き家を除却する事業を開始しております。これまでに10件の空き家が補助

金を利用して取り壊されておりますし、19件の空き家を町が取り除いております。また、

空き家の相続人などと交渉を続けた結果、現時点でも10件の相続人などから除却事業を実

施する旨の同意を得ております。ただ、このように空き家を除却するに当たりましては大

半の方が相続人が確定をし全員の同意を得なきゃなりませんので、長い場合は１年以上か

かるといって、除却するのに大変苦労をしているところであります。 

 このような松前町の取り組みは、実はことしの９月に松前町で全国町村会の政務調査会

を開催しまして、各県の町村会長にも実際に空き家対策の事例を説明し、また現地の視察

もしてもらいました。各県、各自治体とも大変苦労しておりますので、この松前町の取り

組みについては非常に参考になると評価をいただいております。この補助事業あるいは除
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却事業につきましては、地域内の住環境の改善、あるいは火災などの災害を未然に防ぐた

めにも、今後も推進をしていきたいというふうに考えております。 

 議員おっしゃったように、先月空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されまし

て、市町村が空き家等対策計画を定めることができ、特に放置をすれば倒壊もしくは保安

上危険になるおそれがある特定空き家等に対しましては、所有者などに除却や修繕などの

措置をとるよう助言、勧告、命令、場合によっては行政代執行できるようになっておりま

す。実際、実施に要する補助、あるいは地方交付税制度の措置並びに国や都道府県が税制

上の措置をどうしてくれるのか、こういった、あるいは地方公共団体がどういったことで

そういった措置をとることができるのか、その辺のところが明示をされておりますが、た

だこの法律はまだ施行されておりませんので、基本的な指針、あるいは今述べましたよう

な税制上の措置などが具体的に示された時点で、どのように取り組んでいくかを判断した

いというふうに考えております。 

 それから、御質問いただいた空き家になることが予想される時点の取り組みというふう

に御質問いただきましたけれども、なかなか予想するというのはこちらでは難しいんで

す。だから、もし住んでらっしゃる方が、いついつ退去してあとが空き家になりますよと

いうような相談があれば、例えば不動産業者に御相談をしたらどうですかといった助言を

することは可能だと。ただ、特定の不動産業者を紹介することはできませんが、そういっ

た相談に応じることはできますので、もし申し出があれば積極的に対応していきたいとい

うふうに考えております。 

 他の質問につきましては、教育長並びに担当課長からお答えをいたします。 

○議長（三好勝利） 永見教育長。 

○教育長（永見修一） それでは、学校の教育環境についてお答えをいたします。 

 ＩＣＴ（情報通信技術）が大きく進展する中、パソコンや電子黒板などを使って情報化

社会の変化に対応できる力を身につけることは、大変重要だと思っております。そのた

め、本町におきましては、過去に電子黒板を使った学習について、現場の先生の意見を聞

きながら検討を行ってきましたが、要望も少なく、また価格が高額であるなどで、電子黒

板の導入は見送ってきました。しかし最近、学校現場から電子黒板を含めたＩＣＴの導入

の要望が出てきており、また国におきましても、第２期教育振興基本計画の中で教育のＩ

ＣＴ化への積極的な取り組みを表明していることから、今後学校現場の意見を聞きなが

ら、電子黒板やデジタルテレビなどの導入による学習環境を整え、格差のない教育環境の

整備に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、デイジー教科書についてでございますが、今年度、教育支援委員会において、ふ

だんは通常の学級で学習しながら、言葉などの指導で個別、専門的な支援が必要な児童・

生徒は72名となっております。デイジー教科書とは、音声を聞きながらハイライトされた
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テキストを読み、同時に画面上で絵を見ることができるものでございます。平成20年施行

の教科用特定図書普及促進法、いわゆる教科書バリアフリー法と著作権法の改正によりま

して、発達障害や弱視等の視覚障害、その他の障がいのある児童・生徒のための拡大教科

書やデジタル化されたマルチメディアデイジー教科書が製作できるようになり、現在全国

で約2,000人の児童・生徒に提供されております。ただ、松前町内の小・中学校でデイジ

ー教科書の利用が必要な状況の子供がいないため、現在利用しておりません。今後有用性

や効果を検証し、児童・生徒の実態に合わせた活用法を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 山本健康課長。 

○健康課長（山本有三） 高齢者支援についてお答えをいたします。 

 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていくためには、介護サービスを初め、さま

ざまなサービスが高齢者のニーズや状態の変化に応じて切れ目なく提供され、円滑に利用

できる環境を整えることが重要であると考えております。 

 松前町では５カ所の在宅介護支援センターに委託して、65歳以上の支援が必要と思われ

る高齢者宅を月に１回訪問をして介護予防や介護サービスなど、高齢者の生活支援につい

て相談に応じており、平成25年度の延べ訪問件数は1,168件となっております。そこで出

された相談は、その内容に応じて定期的に地域ケア会議などで検討し、それぞれの高齢者

に最適な支援ができるように生かしております。また、各地域で実施しているふれあい・

いきいきサロンは、ひとり暮らしや家に閉じこもりがちな高齢者が気軽に出かけてレクリ

エーションやゲームなどを行い、お互いに交流し楽しく過ごすというもので、寝たきりや

認知症にならないよう予防するという効果もございます。町といたしましてもサロンにで

きるだけ多くの方が参加していただけるよう、民生・児童委員や見守り推進員に閉じこも

りがちとなっている高齢者の皆さんに呼びかけをお願いするとともに、地域の実情に応じ

たサロン活動ができるように町社会福祉協議会と連携しながら、さらなる支援の充実を図

ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 金子選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（金子知芳） 私のほうからは、期日前投票についてお答えいた

します。 

 期日前投票制度は、投票日当日に仕事、旅行、入院等で投票できない方のために平成

15年に導入されました。この制度が導入され10年がたち、制度は確実に定着をしておりま

す。期日前投票をするためには、選挙当日投票をすることができない理由などの必要事項

を記入した宣誓書を提出しなければなりません。現在当町では期日前投票所受付において
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宣誓書の記入をお願いしているところでございます。 

 投票場入場券につきましては、表に投票日、時間、場所を、裏に期日前投票に関する注

意事項を記載して有権者に送付しています。御指摘のように、現在松前町の入場券ははが

きサイズでございますが、この入場券の裏面にさらに宣誓書の欄を設ければ、記載してあ

る文字が小さくなり、読みにくいものになるというふうに考えております。しかしなが

ら、宣誓書を自宅であらかじめ記入しておき期日前投票所に持参することは、投票者の期

日前投票所での時間短縮など効率化につながることが考えられることから、町のホームペ

ージから、期日前投票所に置いてある宣誓書と同じ宣誓書をダウンロードして使用できる

よう取り組んでみたいというふうに考えております。ただ、パソコン等の利用ができない

方や、高齢者、障害者等で記入の仕方がわからない方は、これまでどおり期日前投票所で

書いていただくことにはなりますが、記入方法等について一人一人丁寧に対応しておりま

して、そういった方にとりましても利用しやすい状況というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 大政福祉課長。 

○福祉課長（大政哲志） 私のほうからは、子育て支援についてお答えをいたします。 

 子育て支援に関する情報は、保健サービス、福祉サービス、各種相談事業、医療サービ

ス等多岐にわたっております。現在はそれぞれの所管において、広報まさきや町のホーム

ページなどにより住民に情報提供を行っております。来年度から新しい子ども・子育て支

援新制度がスタートすることになっております。この支援制度の周知も含めて今後情報の

集約と充実を図り、町民にわかりやすく伝えていくことが必要であると考えております。

現在、子育て支援センターを中心に子育てに関する情報の集約を行っております。周知の

方法の一つとして、ホームページの活用を考えておりますので、他市町村のものを参考に

しながらできるだけ利用しやすいものにしたいと考えております。 

 なお、今年度開催した笑顔の種まきリレー講座の内容や、子ども・子育て支援新制度の

概要を含めた子育て情報を取りまとめた子育てサポートマップ、サポートブックを作成中

ですので、これが完成したときには、子育て世帯を中心に配布をしたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 再質問をさせていただきます。通告の順番で行います。 

 初めに、学校教育の環境でございます。本当に子供は選べません。この質問でございま

すが、何年か前にもさせていただきましたが、周りが変わったということで当町も今、教

育長のほうから前向きに考えるということで答弁をいただいたかと認識をしました。 

 他校から転任された先生方は、電子黒板がある環境で授業を行っておられた先生方もお
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られるということでこういう声もあるということで、早急にお金はかかるかもしれません

が町長、ぜひ取り組んでいただいたらと思っております。 

 また、デイジー教科書について、当町には72名の該当する子供さんがおられるというこ

とで、教育長のほうからお話ししていただきましたが、この中で必要ないと認識をしたと

いうことなんですが、72名もおられたら本当に必要がないということはないんではないか

と。ぜひ、現場の声に耳を傾けていただき、また保護者等々にも連携をとりながら対応し

ていただきたいと、これは要望しておきますので、よろしくお願いをします。 

 ２番目の高齢者対策のこんにちはおじいちゃん・おばあちゃん事業ですが、これは確認

をさせていただきますが、65歳以上の月１回訪問してますということで、山本課長のほう

から答弁いただきましたが、前回９月の議会のほうで高齢者世帯の現状と推計のこと、ま

た独居高齢者の人数を教えていただいたんですが、65歳以上月１回訪問っていうのはどう

いう対象、これをもう一回確認をいたします。 

○議長（三好勝利） 山本健康課長。 

○健康課長（山本有三） 65歳以上の月１回訪問というのは、松前町に在住する方で支援

が必要と思われる高齢者の方でございます。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 高齢者、老老介護の方もたくさん町内にふえました。そうい

う方々は、例えば奥様はお元気でも御主人がひきこもりがちとか、訪問させていただいて

もなかなか御主人の顔を見ないとか、家庭の中に入ればさまざまな問題等とはございます

が、そういうひきこもりがちの方をいかに健康でいていただくかということの事業の提案

をさせていただきました。 

 再度になりますが、町内では、ことしの８月現在で65歳以上の高齢者のみの世帯が

3,879世帯いると。また、見守りが必要な独居高齢者数は現在８月末で610人おられるとい

うことで、当町としての郵便屋さんとかいろんな方を巻き込みながら応援をいただきなが

ら、事故なく過ごしていただくためにいろんな工夫をされておりますが、例えば認知症に

対してのキャラバンメイトは当町には26名おられると、６月の議会だったと思うんですが

答弁していただきましたが、そういういろんなことを巻き込みながら訪問するというのも

一つの方法ではないかと思っております。 

 声が上がってから動くというんではなくて、事前にこういう町の応援体制がありますよ

というそういう事前の訪問事業というのが、ひいてはそういう方の支援につながるのでは

ないかと思っておりますが、山本課長が言われた現在支援が必要な方に対しての訪問、確

認ではなくって、事前にいろんなことを想定しての事業の考えというのを提案をさせてい

ただいたんですが、そういう私の思いは事業側としては難しいんでしょうか。 

○議長（三好勝利） 山本健康課長。 
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○健康課長（山本有三） ひきこもりがちの方をいかに出てきてもらうかというふうなこ

とは、大切なことだろうと思います。 

 今現在、民生委員さんそれから見守り推進員さん等、独居高齢者宅を訪ねておりまし

て、そういったことでこちらからもできるだけ出向いて、こちらからのほうからも出向い

ていっておりますので、そういった方向で閉じこもりがちの高齢者宅へ出向いていって、

できるだけ多くの方が相談できるような方向にしたいというふうには考えております。 

 先ほど、サロン活動を今現在各地域のほうで行っておりますので、そういったものに積

極的に参加していただけるような方向でさらなる支援を図っていきたいというふうには考

えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 包括支援の取り組みはこれから始まるところであります。例

えば問題があるとこに訪問したときに、何で来たんで、誰から聞いたんでみたいな松前町

弁で言われて物おじするようなことも想像されますので、名前はともかくとしてこういう

訪問事業をしてるという、そういうのがあれば大手を振っていけるというか、こういう事

業をしてるので寄せていただきましたということでできるのではないかと考えますので、

またこれから担当課としてもいろんな方法を考えていただきたいと、それは思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 ３番目に、空き家対策について再質問をさせていただきます。 

 町長のほうからも、９月に町村会のほうで皆さんに松前はすごいなと言っていただいた

ということでお聞きしました。私も議員としていろんな市、町の議員からすごいなという

ことを前から言ってくれておりますし、鼻高々な事業の一つであります。 

 また、全国的に空き家対策が問題になってるということで、法改正も、法律は施行され

るということで来年の６月と聞いておりますが、またこれから町としてもいろんなことが

前向きに取り組んでいけれると期待しております。 

 今、町長のほうから現在10件が進行中ということで、今までにも19件できてということ

で、１件するのにもいろんな相続の問題等々裁判が係ったり、またお金が絡んだりという

ことで難しいというのは、現場の担当課のとこに行っても１件がこのぐらいあるというこ

とで、ファイルが並んでるのを見たんですが、１年以上かかるということでありますが、

すごい事業を町がしてるということで、ぜひこの10件に関しても早急にできるように、ま

た多少補正予算等々が要ったとしても他市、全国に自慢ができる事業を前からやってると

いうことなので、ぜひ取り組んでいただきたいと念願をするところであります。 

 新立・本村の一定地域に係りますが、またこれからは町全体に及ぶかという明るいのも

ありますが、期待をしておりますので。答弁はどうでしょう、町長、前向きの答弁をお願

いしたらと思います。 
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○議長（三好勝利） 白石町長。 

○町長（白石勝也） 今御指摘にありましたように、これからも恐らく先ほどの高齢者の

問題じゃありませんけれども、ひとり暮らしの方がふえていって、亡くなっても誰もわか

らないといったようなケースも出てきますので、そういったことについては十分注視をし

ながらやっていきます。 

 ただ、先ほど御質問の中にはございませんでしたけれども、除却するまでに１年以上は

かかるという苦労はあると同時に、実は19件、町のほうで除却をして町の土地にはなって

るんです。ところが、全部面積は小さいわけです。なかなか町の土地になったからといっ

て、それを売却して何かするということはできないんですよね。そうすると、これからこ

ういう土地をどういうふうに活用といいますか維持をしていくかというのは、今担当課の

ほうで今検討させておりますけれども、できれば防犯、防災、特に防災の問題があります

ので、地域の方々と話をして、ただ防災倉庫のようなものを、たとえ１カ所、２カ所でも

いいから、そういったことも考えればということで、これから除却した土地をどういう形

で維持をしまた活用していくか、この辺のところはまた地域の方々と相談をしながら対応

していきたいというふうに考えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 私も新立・本村地域を歩いて回らせていただいたときに、風

が通るというか光が差し込むというか、ほっとする憩いの場所的なところが、１つふえ２

つふえってことで、期待をしております。防災関係に関しても、大きな前進になるかと思

いますし、またそこを例えば周りの方が野菜を植えるとか椅子を置くとか、それは今町長

おっしゃったように、地域を巻き込んで進めていっていただけたらと思います。 

 ４番目です、期日前投票に関して。金子課長のほうから。 

 以前にも同じような質問を私はさせていただいたんですが、同じ答弁でございました。

松前町のホームページからインターネットを利用してダウンロードできるというのは知っ

ておりますし、またそれは一定の方しかできないというのも担当課長のほうから述べてい

ただいたとおりなんですが、そういうことをできない方が、期日前投票場に足を運んでし

てはいただいてると思うんですが、それでもプレッシャーがかかるということなので、ま

たこれは、例えば私調べたら、那覇市とか鳥羽市とかいろんなところでいろんな工夫をさ

れながらしてる状況もあります。はがきが小さいということですが、それにかかわらずい

ろんな工夫をされておられますので、またそれは検討していただきたいと思います。 

 最後に、子育て支援の件のホームページです。 

 担当課長のほうから、来年度から充実をさせていこうという、そういう答弁と受け取ら

せていただきました。 

 子育てされておられる新米ママさんは、不安もいっぱいありますが情報は大好きですの
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で。私が大好きと言ってもあれですけど、情報を受けるのは得意ですのでスマホから、そ

ういうのでいろんな情報を小まめに発信をしていただいて、ホームページが見やすくなる

ように期待をしております。なかなか私もホームページを見て情報を受けようとするとき

に、どこに入っていったらいいかというのがなかなか難しいので、松前町のホームページ

を開けたらそこに子育てサイトがあるというぐらい頑張っていただきたいと念願をしま

す。 

 住みやすい町、ヒマワリのように。これを持ってきたんですけど、町長、ヒマワリがい

っぱい咲くように、皆さんの笑顔がふえるように、しっかり皆さんの声を代弁する議員と

しても頑張らせていただきたいと思っております。前向きな答弁をいっぱいありがとうご

ざいました。またしっかり頑張ります。ありがとうございました。 

 終わります。 

○議長（三好勝利） 松本一二美議員の一般質問を終わります。 

 ここで11時まで暫時休憩をいたします。 

            午前10時43分 休憩 

            午前11時０分 再開 

○議長（三好勝利） 休憩前に引き続き再開をいたします。 

 ３番加藤博德議員。 

○３番（加藤博德議員） 議席番号３番加藤博德が議長の許可をいただきましたので、通

告書に従い一般質問をいたします。 

 まず初めに、ＪＲ貨物車両基地移転に伴い、松前町に該当する環境アセスメントについ

てお尋ねをいたします。 

 愛媛県では、松山駅貨物・車両基地を鶴吉地区へ移転するに伴い、事前に周辺環境の影

響を調べ、その結果を平成19年11月に環境影響評価表を作成し、729ページにも及ぶ形で

発表し公開しています。 

 その内容は、町民へ地区単位で周知することになっていますが、ことし９月の議会での

理事者の答弁では、各地区への説明は実施していないとのことが明らかになりました。こ

れは明らかに町民への周知が不足していると思われます。そのことについてお尋ねをいた

します。 

 この環境影響評価表は、どこが責任を持って地域に説明することになっておったのです

か。また、明らかに説明不足と思いますが、今後どうされるのでしょうか。 

 迷惑施設が来る見返り事業との発言がありますが、松前町における迷惑はどのようなも

のがあるのか、具体的な数値で説明してください。 

 環境影響評価表の中に、北伊予地区に関係する項目で評価値がない項目があります。県

の環境影響評価事業でありますが、松前町としてどのように対応していくのですか。 
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 地域との調整は誰がどのようにするのかお尋ねします。 

 環境影響評価表を公告、縦覧及び住民説明会の後、周辺住民の意見書の中に、工事完成

後予測が違い重大な影響が出たときは誰が責任をとるのですかという項目がありますが、

この件についてはいかがでしょうか。 

 例えば、松前町内の各踏切遮断時間の具体的な表示がなく、現在松山地区は具体的な数

字があるが、松山駅と重信川では高架橋になるから実質的に何ら遮断の時間は問題ありま

せん。その影響は全て松前町、特に北伊予駅間に多大の遮断の影響があると思います。平

成24年12月の理事者答弁では、増加分は夜間に移動するから昼間に影響がないと答弁があ

り、ことしの９月の議会でもほぼ同様の答弁がありましたが本当でしょうか、具体的にお

答えください。 

 北伊予住民の方が県に問い合わせをしますと、松前町の答えと違うと言われましたそう

です。どうすれば納得のいく説明が聞けるのか、見解をお聞かせください。 

 騒音やその他についても北伊予地区での影響評価表がないと思いますが、今後どうされ

るのでしょうか。 

 次に、認定についてお尋ねをいたします。 

 町道認定の基本的な考え方は、地域要望で町道をつくる場合、道路用地の一部は地権者

の提供が原則となっていると認識しています。申請時には関係地権者の承諾書も添えての

申請方法に変わりはありませんか、お尋ねをいたします。 

 次に、まことに残念な質問をしなくてはなりません。職員の接客態度についてお尋ねを

いたします。 

 ことし10月の朝、役場駐車場で役場から出てきた友人に久しぶりにばったり会いまし

た。ある会社の専務さんで、社員採用時には必ず応募者と面接をしている方だそうです。

挨拶もほどほどに私と会うや否や、どうなってんの、この役場の職員の態度、悪過ぎる。

私がこの会社の社長ならすぐさま首、あしたから来んでいいよと指導するという捨てぜり

ふ。よほど腹が立ったのだと思い、まあまあと言いながら話を聞き、説明はいたしまし

た。本人はそのつもりではないと思いますが、受け手のとり方で大きく変わります。全員

ではないとは思いますが、自分自身にも水を浴びせかけられたような気持ちで、大変情け

なく思いました。町民に対し奉仕の立場であろうと思いますが、役場内でのコンプライア

ンス含め倫理規定での日ごろのどのような指導をされているのでしようか、お尋ねをいた

します。 

 次に、愛媛県車両基地・貨物駅等周辺整備事業対策事業の対象範囲についてお尋ねいた

します。 

 愛媛県の話では、広い意味での整備事業として実施しますとのことでしたが、そのため

平成22年４月１日に、愛媛県車両基地・貨物駅等周辺整備対策事業補助金交付要領を制定
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し、事業費のうち国が半分、残りを県と松前町が折半ですが、愛媛県車両基地・貨物駅等

周辺整備対策事業に該当するのであれば、実施しようとする事業の事業費は全て県が出す

べきだと思います。愛媛県車両基地・貨物駅等周辺整備対策事業に該当する事業項目と総

事業費、また松前町が負担する総金額を示してください。特に、鶴吉地区についても詳細

にお答えください。 

 次に、議会の議決についてお尋ねをいたします。 

 北伊予駅自由通路事業の議会議決日は、昨年の９月の議会の中で町道認定したことがこ

の事業の議会議決であると理事者から答弁をいただきました。しかし、ＪＲから提出され

た書類にはその議決以前の25年７月５日に協議締結しています。26年９月の理事者答弁の

中で、この事業の議会議決は協議締結のため議会の議決は必要ないと言われました。協議

締結のみならず、協議書の中には表記金額のない、松前町が費用の全てを負担しますと書

いてあります。金額がおおむね5,000万円を超えるとすれば、議会の金額議決が必要であ

ると思いますが、いかがですか。誰が決裁いたしましたか。その押印決裁記録はあります

か。 

 次に、町の財産処分及び財産取得する場合についてお尋ねをいたします。 

 誰がどのように協議して決定するのか、議会すなわち町民の意向は考慮する仕組みはな

いのでしょうか。 

 松前町が財産を購入や処分する場合、地域などへの要望を最大限配慮できないのか。ち

なみに若葉保育所跡地については、地元３地区より跡地利用の要望があると聞いておりま

す。この件についてどのようにお考えなのでしょうか。 

 また、９月議会の一般質問締め切り当日に、全員協議会の場で説明がありました庁舎北

側駐車場の処理については、松前町が購入しないことになりましたの説明だけでは、町民

にとって突然な話で終わってしまいました。現状の利便性から考えても、町民の意向と大

きくかけ離れていると思います。また、地域の方からも同様の意見をたくさんいただきま

した。町民及び議会に対し周知、説明の期間が短く、議会としての検討の余地が全くなか

ったのは議会軽視ではないんでしょうか。今回どうしてそのようになったのでしょうか。 

 購入金額が5,000万円を超える場合は、当然議会の議決が必要ですから、当初から説明

が必要ではなかったかと思いますので、お尋ねをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 栗田副町長。 

○副町長（栗田哲志） 私のほうからは、職員の接客態度についてお答えをいたします。 

 今加藤議員さんが職員の態度についての質問がありましたが、このことについて私も残

念には思っております。 
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 本町におきましては、職員個々のレベルアップと社会環境に柔軟に対応できるように、

さまざまな研修を受講させております。その一つとして、隔年でありますが新規採用職員

を対象とした接遇研修を実施いたしております。その中では、組織の一員としての自覚、

コミュニケーションのとり方、報告の重要性、窓口対応などを学んでおります。 

 また、職員として最低限守らなければならないことについてまとめた職員必携を、毎年

年度初めに全職員に配付をいたしております。その中では、挨拶、厳格な時間管理、電話

対応、服装などについて掲載し、それを常に身近に置き読み返し、そして実行するように

と指導はしております。管理職はさらに率先して実行するとともに、しっかり部下を指導

するように言っております。 

 今後も、接遇研修や課内会による指導などを通して、住民の皆さんへの接遇応対の向上

に努めてまいりたいと、このように考えております。 

 後の問題の質問につきましては、中矢副町長と担当部長のほうからお答えをいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 中矢副町長。 

○副町長（防災担当）（中矢博史） 私のほうからは、町の財産処分と取得についてお答

えをいたします。 

 御質問の若葉保育所につきましては、現在建物の解体撤去の設計を行っているところで

あります。その跡地の利用についてはまだ決めておりませんが、西高柳と北川原、そして

塩屋の３つの地区から、消防団第９分団の詰所用地としての利用を求める要望書が提出さ

れていることから、建物撤去後こうした要望を踏まえまして今後の方針を検討してまいり

ます。 

 次に、庁舎北側の駐車場は平成７年より松前公園、文化センターなどの駐車場として利

用してきました。この駐車場は、土地所有者と賃貸借契約を結び借り入れていたものであ

ります。その代理人より、所有者が土地の処分を考えており、買い取りについての打診が

あったため交渉を重ねてきました。しかし、金額面で合意に至らず、本年９月末日をもっ

て返還いたしました。 

 駐車場の閉鎖に際しましては、入り口に看板を設置したり、広報まさきや町のホームペ

ージで事前にお知らせを行いました。 

 なお、土地の購入及び売却についてですが、予定価格が1,000万円以上かつ面積が

5,000平方メートル以上になる場合は、議会の議決を得るよう条例で規定されておりま

す。 

 私のほうからは以上であります。 

○議長（三好勝利） 伊賀上産業建設部長。 
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○産業建設部長（伊賀上 晃） それでは、環境アセスメントについてから順次お答えし

ます。 

 愛媛県では、ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業について条例に基づき環境影響評価を行

いました。この環境影響評価の説明会は、事業主体である愛媛県が説明会を開催しまし

た。その内容や関係住民への周知、説明が不足しているかについては、松前町は判断する

立場にありません。 

 迷惑施設については、人それぞれ捉え方や感じる度合いが異なりますので、数値であら

わすことはできません。 

 車両基地、貨物基地の整備に伴い、愛媛県は愛媛県車両基地・貨物駅等周辺整備対策事

業補助金交付要綱を制定し、周辺の生活環境を改善し、地域の活性及び周辺住民の利便性

の向上を図る目的で道路や水路の整備事業に補助しています。車両基地、貨物基地が移転

した以後、通過する列車の本数については新たに回送列車が基地に出入りしますので、昼

間に通過する列車は増加することになります。 

 移転後のダイヤ編成については未定で細かいことはわかっておりませんが、朝のラッシ

ュ時や夕方のラッシュ時の回送を極力行わないように努めるとＪＲ四国から聞いておりま

す。 

 次に、町道認定について基本的な考え方をお答えします。 

 松前町で町道認定する場合は、一般的には起終点が国道、県道、町道のいずれかに連絡

しているものや公共施設に通じる道路などで、議会の議決を経て認定をしています。 

 事業対象については、愛媛県では平成22年４月１日に愛媛県車両基地・貨物駅等周辺整

備対策事業補助金交付要綱を制定し、事業種目として市町道整備対策事業、用排水路整備

対策事業、地域分断解消施設整備対策事業などがあります。 

 現時点で想定される総事業費は８億6,000万円で、そのうち松前町の一般財源分は

7,600万円となっております。しかし、事業が進捗していく中で変更が生じることがござ

いますので、御了承ください。 

 このうち鶴吉地区での事業は、田中川、南部排水路、三軒家水路の改修、それに町道東

44号線の道路整備、鶴吉水路、これは９号幹線でございますけども、それの改修の５カ所

がございます。そのうち３カ所の水路改修は完了しております。事業費といたしましては

２億7,500万円となっています。 

 議会の議決については、松前町が計画している北伊予駅自由通路整備事業については、

平成25年７月５日付で事業計画をＪＲ四国に提出し、平成25年７月24日付でＪＲ四国から

町の計画について基本了承するとの回答を得ております。 

 地方自治法第96条には議会が議決する項目がありますが、その第１項第５号には、その

種類及び金額について政令で定める基準に従い、条例で定める契約を締結することがござ
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います。 

 御質問の協議書の取り交わしについては、地方自治法に定める契約行為ではございませ

んので、議会の議決は必要ありません。 

 協議に係る決裁については、松前町事務決裁規程に基づき決裁処理をしています。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） ちょっとかけ離れた答弁で唖然としておりますが、１点ずつ再

質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１番に、迷惑施設の見返りという迷惑ということについての数値で説明してくださ

いというのがあったのですが、数値であらわせないというふうにお答えをいただきました

が、数値であわらせないものの代表として、何でそれの見返りという工事が出てきとるん

ですか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 今の御質問については、松前町といたしましてはあくま

で先ほど申し上げましたように、周辺の生活環境を改善して地域の活性及び周辺住民の利

便性を向上するという目的で事業を行っておりますので、必ずしも迷惑施設が来るからと

いう見返り事業という捉え方はしておりません。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） そうしましたら、今までの答弁の中で迷惑施設が来る見返り事

業という言葉での表現があったと思うんですが、そのあたりはどういうふうな取り扱いに

なるんでしょうか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） この事業につきましては、ＪＲ松山駅付近連続立体交差

事業の中で、愛媛県が説明会をした折に地域からの要望等がございました中で、最終的に

愛媛県がこの事業については地域の生活環境に寄与するだろうから、これについては事業

としては取り上げますということで、その中で以前もお答えしたと思いますけども、この

基地に直接タッチするものについては愛媛県が整備いたします、直接タッチしないものに

ついては松前町のほうで整備してください、ただそれについては、県として応分の負担は

いたしますという中で愛媛県のほうで採択されたものだというふうに認識しております。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） あちこち飛んでるようでありますが、それであれば当初説明不

足で、環境影響評価については各地区へ説明するのは県の責任で、松前町は一切関係ない

と、こういう解釈でよろしいんですか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 
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○産業建設部長（伊賀上 晃） 先ほど最初に述べましたように、これはあくまで事業主

体である愛媛県の事業でございますので、その説明については当然事業主体の愛媛県がす

るものと理解しております。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） そうしましたら、ほとんどの地区では説明していないので、先

ほども申し上げましたが、市坪から松山駅までは高架橋になります。信号遮断機が８カ所

ありますが、全てなくなります。しかし、そこを通過する列車と北伊予まで車両基地まで

通過する車両の数というのは全く一緒なんです。にもかかわらず、そこの環境影響評価が

ないというのは、この場で話してもしょうがないと、松前町が窓口になってくれないと、

こういう解釈でよろしいんですか、住民の方は。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 再度同じ答弁になると思いますけど、あくまで事業主体

である愛媛県が考えることであって、それは地域の要望がございますれば愛媛県にそのよ

うなことがあったということをお伝えすることは可能ですけども、見解と回答については

愛媛県がするものだと思います。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） そうしますと、今私がずっとこの関連の質問をしたことについ

ては、愛媛県に聞かなければならないと、全ての意図は愛媛県に尋ねなければならないと

いう解釈なんでしょうか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） どのような事業でございましても、どういった影響があ

るか、またそれによってどういうことが起こり得るかというのは事業主体が考えていくこ

とであると思います。 

○議長（三好勝利） 加藤議員、これ水かけ論みたいになっとるような状態で、結局は、

部長が答えるんは愛媛県の県に打診をせえということのように聞こえるんだけど、これは

これで一旦おさめて、次に回したらどうでやろうか。 

            （３番加藤博德議員「そうしましたら、議長いいですか」の声

あり） 

 はい。 

○３番（加藤博德議員） １件だけ、鶴吉地区のことについてですが、鶴吉地区の排水路

については、これも県の環境影響評価の中で当初は排水先が大谷川から変わってると思う

んですが、その認識はございますか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 申しわけございませんけど、私はそういう認識はござい
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ませんでした。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） 当初から、ダンダラ水系の南部排水溝に変更になってるんです

よね。これに伴って工事の方法もいろいろ変わってると思うんですが、それも合わせて県

のほうへ尋ねということであれば、そういうふうな形にしたいと思いますし、そういう県

の中での松前町の税金の使われ方についてはもう一度考え直してみたいというふうに、私

自身が勉強のし直しをしてみたいというふうに思います。 

 それでは、車両基地については、そういう答弁でありましたらこれ以上、今議長も言わ

れましたので質問は避けますが、あと一点、町道認定等についてですが、町道認定は町道

から町道をつなぐものと、こういうふうに認識してるのですけども、それは変わりありま

せんか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 議員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） それでは、昨年の９月に認定した北伊予高架橋については、公

道と公道をつなぐというところに反している、またそれについては、借地という形でとい

う答弁があったんですけれども、そういうふうなことは聞いたことがないのですが、今後

もそういうふうな形でやっていくつもりなんですか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 自由通路につきましては西側は町道に接しております

し、東側についてはＪＲの土地を借地しながらそのすぐ東まで県道が接しておりますの

で、ですから町道及び県道に接しているというふうに認識しております。 

○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） 私が先ほど質問の中でしたと思うんですけれども、町道の場合

には、どちらも公道に接してないといかんという話があったと思うんですけども、そうい

う答弁もあったと思うんですが、借地するというふうなんであれば借地してますよと、

100年間相手が借地させてあげますよという証文があって、初めて成り立つんじゃないか

と思うんですが、物をつくってから借地にしますという考えはおかしいんじゃないかと思

うんですけれども、いかがですか。 

○議長（三好勝利） 伊賀上部長。 

○産業建設部長（伊賀上 晃） 先ほど申し上げましたように、昨年の７月の協議におき

まして、ＪＲからについては、この土地は借地でお貸しするということについて協議が調

っておりますが、事業そのものが進んでおりませんので、具体的な締結等については至っ

ておりません。 
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○議長（三好勝利） 加藤議員。 

○３番（加藤博德議員） 質問の仕方が悪いのか聞き方が悪いのかわかりませんが、論議

が前に行きません。まことに残念ですが。 

 それから、先ほどの財産購入の場合ですが、若葉保育所跡につきましてはぜひとも地元

要望等を最大限に考慮していただいて対応していただきたいというふうに思います。 

○議長（三好勝利） 若葉保育所の答弁は要らんのですか。 

○３番（加藤博德議員） 今、検討していただくというふうなことでありましたので、地

元の要望を最大限配慮していただいて、配慮をお願いしたいということの答弁があったと

思うんですが、よろしくお願いするというのもおかしいんですが。 

 それから、先ほど庁舎北側の駐車場の話がありましたが、これはいろんな方からいろん

なことを言われています。まして、先ほどの答弁の中で、平成７年よりお借りしてる土地

にもかかわらず、金額が合わないからというふうなるる細かいところも知っております

が、町民の意向というのは非常に大事なものがあると思うんです。あれがなくなって、非

常に今いろんな催しのときに混乱しております。金銭的なもの、よく町長が言われます

が、投資効率、効果と言われますが、これは非常に今後の町行政に、私は残念なことだな

というふうに思いますし、議会にもっと事前に教えていただくというのがお互いが歩み寄

る、町民に歩み寄るというふうなことではないかと思うんで、非常に残念であります。 

 あとるるあるんですが、先ほどの県の対応ということで、私も頭の中が混乱しておりま

す。これ以上質問をやめます。また改めてそのあたりは聞きに行きたいと思いますので、

これで私の質問は終わります。議長ありがとうございました。 

○議長（三好勝利） 加藤博德議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了をいたしました。 

 これにて散会をいたします。 

            午前11時38分 散会 
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平成２６年松前町議会第４回定例会会議録 

 

平成２６年１２月１９日第４回定例会は、松前町役場議場に招集された。 
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平成２６年松前町議会第４回定例会 

                議 事 日 程 表    №３ 

 

   平成２６年１２月１９日（金）    午前１０時３０分     開議 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  請願第 ７号  手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書を求めるこ

とについて 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

日程第３  議案第４６号  松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  上程  委員長報告（総務産業建設） 質疑   討論   採決 

日程第４  議案第４７号  松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例 

  上程  委員長報告（総務産業建設） 質疑   討論   採決 

日程第５  議案第４８号  松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

  上程  委員長報告（総務産業建設） 質疑   討論   採決 

日程第６  議案第４９号  松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

  上程  委員長報告（総務産業建設） 質疑   討論   採決 

日程第７  議案第５０号  松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並

びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

日程第８  議案第５１号  松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

日程第９  議案第５２号  松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

日程第10  議案第５４号  松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 
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日程第11  議案第５５号  松前町手数料条例の一部を改正する条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

日程第12  議案第５６号  松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例 

  上程  委員長報告（文教厚生） 質疑   討論   採決 

追加日程第１  議員提出議案第４号 「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見

書の提出について 

  上程  提案理由説明      質疑   討論   採決 

日程第13  議案第６２号  平成２６年度松前町一般会計補正予算（第４号）について 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

日程第14  議案第６３号  平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

日程第15  議案第６４号  平成２６年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

日程第16  議案第６５号  平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

日程第17  議案第６６号  平成２６年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）について 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

日程第18  議案第６７号  平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

  上程  委員長報告（予算決算） 質疑   討論   採決 

 

 

 



- 63 - 

            午前10時30分 開議 

○議長（三好勝利） ただいまから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をい

たします。 

 10番澤田登代一議員、11番岡井馨一郎議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第７号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書を求めること 

             について（上程、委員長報告（文教厚生）、質疑、討論、採 

             決） 

○議長（三好勝利） 日程第２、請願第７号手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見

書を求めることについてを議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 去る12月８日の本会議において、当文教厚生常

任委員会に付託されました請願第７号について審査の内容とその結果について御報告いた

します。 

 本請願は、手話を音声言語の日本語と対等な言語とするための法律の早期制定を求める

ものであります。 

 審査においては、手話が法的に言語として認められていないため、学ぶ機会がなくなっ

ている。聞こえない子供のコミュニケーション能力を育てるために自由に手話を学べる環

境が必要である。聴覚や音声、言語機能の障がいのある方の未来を考え、松前町も前向き

に取り組むべきであるなどの意見がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致により採択すべきものと決しましたの

で、御報告いたします。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 質疑を行います。 

 村井議員。 

○７番（村井慶太郎議員） 今委員長から報告がありましたが、ちょっとお聞きしたいの

は、紹介議員にお伺いしたいんですけど、いいですかね、紹介議員に質問というんは。 

○議長（三好勝利） 村井議員さん、その件に関しては、委員長に質疑を行っていただき

たい。答弁は委員長がするようになっております。 
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            （７番村井慶太郎議員「ほうですか、はい、わかりました。そ

れではやめときます」の声あり） 

 よろしいですか。 

            （７番村井慶太郎議員「はい」の声あり） 

 質疑ございません。 

            （７番村井慶太郎議員「はい」の声あり） 

 ほかに質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 採決を行います。 

 請願第７号を委員長の報告どおり採択することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本請願は委員長の報告どおり採

択することに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４６号 松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

              （上程、委員長報告（総務産業建設）、質疑、討論、採 

              決） 

  日程第４ 議案第４７号 松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

              条例（上程、委員長報告（総務産業建設）、質疑、討論、 

              採決） 

  日程第５ 議案第４８号 松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正 

              する条例（上程、委員長報告（総務産業建設）、質疑、討 

              論、採決） 

  日程第６ 議案第４９号 松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一 

              部を改正する条例（上程、委員長報告（総務産業建設）、 

              質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第３、議案第46号松前町職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例、日程第４、議案第47号松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、日程第５、議案第48号松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改

正する条例及び日程第６、議案第49号松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を一括議題といたします。 

 総務産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 寺下武議員。 
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○総務産業建設常任委員長（寺下 武議員） 去る12月８日の本会議において、当総務産

業建設常任委員会に付託されました議案第46号から議案第49号までについて審査の内容と

その結果を御報告いたします。 

 最初に、議案第46号については、人事院勧告及び愛媛県人事委員会の勧告に伴い改定す

るものです。 

 審査の過程において、民間企業との比較により給与の改定を行うが、比較対象となる企

業の規模についての質疑があり、愛媛県人事委員会では、県内の従業員50人以上の事業所

のうち144カ所を無作為に抽出し、職種が公務と類似する22職種について調査を行った結

果である。また、県内の各市町においても同様の改定を行うとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御

報告いたします。 

 次に、議案第47号から議案第49号については、改正理由は同じで、職員の給与改定等に

伴い、特別職等の期末手当の支給割合の改定を行うものです。 

 審査においては、特に質疑はなく、採決の結果、３件全て全員一致で原案のとおり可決

しましたので、御報告いたします。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 議案第46号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第46号を委員長の報告どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第47号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 
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 議案第47号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第48号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第48号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第49号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第49号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５０号 松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並 

              びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

              介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方 

              法に関する基準を定める条例（上程、委員長報告（文教厚 

              生）、質疑、討論、採決） 

  日程第８ 議案第５１号 松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

              備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 
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              介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定 

              める条例の一部を改正する条例（上程、委員長報告（文教 

              厚生）、質疑、討論、採決） 

  日程第９ 議案第５２号 松前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

              営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（上 

              程、委員長報告（文教厚生）、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第７、議案第50号松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、日程第８、議案第

51号松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例及び日程第９、議案第52号松前町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を一括議

題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 去る12月８日の本会議において、当文教厚生常

任委員会に付託されました議案第50号から議案第52号までについて審査の内容とその結果

を御報告いたします。 

 最初に、議案第50号については、介護保険法の改正に伴い、従来厚生労働省令で定めら

れていた介護予防支援の基準を市町村の条例で定めることとされたため、新規に条例を制

定するものです。 

 審査の過程において、基準ついては、厚生労働省令に従うべき基準と参酌すべき基準と

２つがあり、記録の保存については、介護報酬の請求過誤があった場合に対応するため、

省令の２年を５年に延長した。これ以外は地域の実情を踏まえ省令のとおりとしたとの答

弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いたしましたので、

御報告いたします。 

 次に、議案第51号については、介護保険法の改正に伴い、従来厚生労働省令で定められ

ていた介護予防支援の基準を条例で定めることとなったため、この条例中「省令」と規定

している箇所を「条例」に改正するものです。 

 審査の過程においては、特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決い

たしましたので、御報告いたします。 

 次に、議案第52号については、介護保険法の改正に伴い、従来厚生労働省令で定められ
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ていた基準が県の条例で定めることになったため、現在の条例中「省令」と規定している

箇所を「県条例」に改正するものです。 

 審査の過程においては、特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いた

しましたので、御報告いたします。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 議案第50号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第50号を委員長の報告どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第51号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第51号を委員長の報告どおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第52号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 
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 採決を行います。 

 議案第52号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第５４号 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例（上程、 

               委員長報告（文教厚生）、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第10、議案第54号松前町国民健康保険条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 去る12月８日の本会議において、当文教厚生常

任委員会に付託されました議案第54号について審査の内容とその結果を御報告いたしま

す。 

 今回の条例改正は、健康保険法施行令の一部の改正に伴い、出産育児一時金の額を改め

るものです。 

 審査の過程において、出産時に事故が起こった場合の補償の掛金が３万円から１万

6,000円に引き下げられたことによる補償を懸念する意見に対し、これは国が想定したほ

ど事故がなかったため余剰金が出ており、今後万が一事故があった場合には、この余剰金

を充当するものであり、補償が下がるものではないとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いたしましたので、

御報告いたします。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第54号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし
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た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第５５号 松前町手数料条例の一部を改正する条例（上程、委員長 

               報告（文教厚生）、質疑、討論、採決） 

  日程第１２ 議案第５６号 松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正 

               する条例（上程、委員長報告（文教厚生）、質疑、討 

               論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第11、議案第55号松前町手数料条例の一部を改正する条例及び

日程第12、議案第56号松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を

一括議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 去る12月８日の本会議において、当文教厚生常

任委員会に付託されました議案第55号及び議案第56号について審査の内容とその結果を御

報告いたします。 

 初めに、議案第55号については、交付・証明手数料の見直し等を行うものです。 

 審査の過程において、２つ手数料を200円から300円に改正するが、近隣市町の状況はど

うかとの質疑に対し、中予管内では印鑑登録証交付手数料が、松前町、久万高原町以外は

300円、身分、身元に関する証明手数料は、松前町以外は300円であるとの答弁がありまし

た。 

 手数料改正による増収に対する質疑に対し、過去３年間の平均より印鑑登録証の交付手

数料が21万1,800円から31万7,700円に、身元、身分に関する証明手数料が５万円から７万

5,000円になるとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いたしましたので、

御報告いたします。 

 次に、議案第56号については、一般廃棄物処理業等の許可に係る手数料の見直しをする

ものです。 

 審査の過程において、近隣市町との比較に対する質疑に対し、従業員７名規模の事業所

の場合、伊予市と同程度になるが、事業所の規模が大きくなると松前町のほうが高くな

る。また、手数料の改正については、関係業者に交付事務の負担が大きいことを説明し、

理解を求めたいとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いたしましたので、

御報告いたします。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 
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 議案第55号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第55号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第56号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第56号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 この場にて暫時休憩をしたいと思います。 

            午前10時56分 休憩 

            午前10時57分 再開 

○議長（三好勝利） 本会議を再開いたします。 

 休憩中に加藤博德議員から「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 議員提出議案第４号「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出について

を本日の日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに

御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 
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○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第４号を日程に追

加し、追加日程第１として議題とすることに決定をしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議員提出議案第４号 「手話言語法（仮称）」の早期制定を求める意 

                   見書の提出について（上程、提案理由説明、質 

                   疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 追加日程第１、議員提出議案第４号「手話言語法（仮称）」の早期

制定を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 加藤博德議員。 

○３番（加藤博德議員） 議員提出議案第４号「手話言語法（仮称）」の早期制定を求め

る意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり松前町議会会議規則第14条の規定に

より提出する。 

 平成26年12月19日。 

 松前町議会議長三好勝利様。 

 提出者、松前町議会議員加藤博德、賛成者、同岡井馨一郎、同松本一二美、同早瀬武

臣、同藤岡緑、同八束正。 

 提案理由。 

 手話を音声言語としての日本語と対等な言語とするためには、国において「手話言語法

（仮称）」の早期制定が必要である。よって、地方自治法第99条の規定により意見書を提

出するものである。 

 なお、提出する意見書及び提出先は、お手元に配付したとおりであります。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 村井慶太郎議員。 

○７番（村井慶太郎議員） 先ほどは紹介議員にちょっとお聞きしたかったんですけど、

委員長に質問じゃないとだめということで紹介議員に質問はやめますが、この意見書の提

出はかなりこういうふうなことはいいことやと思うんですけど、この中の文字ですよね、

今障害者の害という「がい」は平仮名にせいということで、漢字にかなりなってますが、

一番最初の提出のときは、もう障害者の害はもう全部漢字なんです。もう何年も前からこ

れ言われとんで、これ平仮名にするんはもう常識やと思うんですけど、ここらもうちょっ

と精査して提出してもらうと、このまま出すとちょっと松前町議会、ちょっと恥ずかしい

んかなというとこで、委員長どう思いますか。 
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○議長（三好勝利） 加藤博德議員。 

○３番（加藤博德議員） お答えします。 

 今村井議員の言われたとおりでありまして、元来「害」については平仮名で表示すると

いうふうなことになっておりますが、ちょっとチェック不足で、提出する分については変

更したいと思いますが、失礼いたしました。それでよろしいですか。 

○議長（三好勝利） 加藤議員、請願書を精査して提出をしてください。 

 ほかに質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑を終わります。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議員提出議案第４号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第６２号 平成２６年度松前町一般会計補正予算（第４号）につい 

               て（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討論、採 

               決） 

  日程第１４ 議案第６３号 平成２６年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ３号）について（上程、委員長報告（予算決算）、質 

               疑、討論、採決） 

  日程第１５ 議案第６４号 平成２６年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第２号）について（上程、委員長報告（予算決算）、 

               質疑、討論、採決） 

  日程第１６ 議案第６５号 平成２６年度松前町介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、 

               討論、採決） 

  日程第１７ 議案第６６号 平成２６年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第２号）について（上程、委員長報告（予算決算）、 

               質疑、討論、採決） 

  日程第１８ 議案第６７号 平成２６年度松前町水道事業会計補正予算（第１号）に 
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               ついて（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討論、 

               採決） 

○議長（三好勝利） 日程第13、議案第62号平成26年度松前町一般会計補正予算第４号に

ついて、日程第14、議案第63号平成26年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第３号に

ついて、日程第15、議案第64号平成26年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号

について、日程第16、議案第65号平成26年度松前町介護保険特別会計補正予算第３号につ

いて、日程第17、議案第66号平成26年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第２号に

ついて及び日程第18、議案第67号平成26年度松前町水道事業会計補正予算第１号について

を一括議題とします。 

 予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 岡井馨一郎議員。 

○予算決算常任委員長（岡井馨一郎議員） 去る12月８日の本会議において、当予算決算

常任委員会に付託されました議案第62号から議案第67号までについて審査の内容とその結

果を御報告いたします。 

 最初に、議案第62号は、歳入歳出予算に5,113万6,000円を追加し、総額を97億3,168万

8,000円とするものです。 

 審査の過程におきましては、総務部所管については質疑はなく、続いて保健福祉部所管

について審査を行いました。 

 障害児通所給付事業の児童発達支援では、１人当たりの利用回数が増加している。放課

後等デイサービスでは利用人数が３名ほどふえ、利用回数についても増加しているとのこ

とでした。 

 放課後児童クラブにおける賃金の増額については、松前小学校において待機児童と定員

超過の解消を行うため、教室を２カ所にしたことにより補助員の増加が必要になったもの

です。 

 次に、産業建設部所管については、地場産業推進事業の愛媛フェアは、名古屋で２年間

の実績のある松前町に県から打診があり、実施することになったものです。今後について

は、株式会社フジと協力し、広島県で実施していきたいとのことでありました。 

 夏祭りの補助金について、ことしは中止となったため、かかった経費を商工会と町で案

分し、実行委員会で承認を得て精算を行ったものです。 

 土川水門排水機場改修事業は、水中ポンプ、制御盤、鋼製スライドゲートの改修を行う

もので、改修期間は平成27年度から平成29年度、工事費を１億円程度と見込んでいるとの

ことでありました。 

 県営事業負担金は、松前港の岸壁改良に係る費用の３分の１を負担するものであり、設

計の完成により今後の計画等が県から示されるとのことでありました。 
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 町道西186号線道路改良事業について、伊予鉄道古泉駅の東側の踏切からエミフルのバ

ス待機場までの区間を車道５メートル、歩道２メートルに改良するもので、事業期間を３

年程度、全体事業費を8,000万円程度見込んでいるとのことでありました。 

 なお、事業予算を計上する場合には、全体計画を示して説明してもらわなければ理解が

できにくい。次回からは説明資料を工夫するように委員会で決定し、担当部課も了承しま

したので、以降よろしくお願いいたします。 

 教育委員会所管については、教育振興費における扶助費については、当初見込んでいた

児童数より11名増加したことによるものです。 

 私立幼稚園就園奨励費補助金について、補助の対象者は松前町に住所がある園児であ

り、当初見込みより園児数が増加したものであります。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決しましたので、御報

告いたします。 

 次に、議案第63号について主なものは、人事院勧告による人件費と保険給付費の決算見

込みによる不足分の補正であり、審査においては特に質疑はなく、採決の結果、全員一致

で原案どおり可決しましたので、御報告いたします。 

 続きまして、議案第64号について主なものは、人事院勧告による人件費と広域連合負担

金の前年度の精算及び今年度の決算見込みによる補正であり、審査においては特に質疑は

なく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御報告いたします。 

 続きまして、議案第65号について審査の内容とその結果を御報告いたします。 

 審査の過程において、介護保険法の改正による介護保険システムの改修委託料839万

2,000円の財源内容について質疑があり、国庫支出金が153万円で、残りは一般会計繰入金

であるとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御

報告いたします。 

 続きまして、議案第66号について主なものは、人事院勧告による人件費の補正であり、

審査においては特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたの

で、御報告いたします。 

 最後に、議案第67号について主なものについては、人事院勧告による人件費と制度改正

に伴う賞与引当金の補正であり、審査においては特に質疑はなく、採決の結果、全員一致

で原案のとおり可決しましたので、御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 議案第62号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第62号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第63号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第63号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第64号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第64号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第65号について質疑を行います。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第65号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第66号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第66号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第67号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第67号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 お諮りします。 
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 議会広報常任委員会が、所管事項のため閉会中に調査研究を実施することに御異議はご

ざいませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会においては、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の

諮問に関する事項について閉会中の審査とすることに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 以上をもちまして本日の日程全て終了をしました。 

 これにて平成26年松前町議会第４回定例会を閉会いたします。 

            午前11時16分 閉会 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。 

  平成  年  月  日 

            松前町議会議長   三  好  勝  利 

 

 

 

            松前町議会議員   澤  田  登 代 一 

 

 

 

            松前町議会議員   岡  井  馨 一 郎 
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