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繁 議員
俊 議員

開議 午前１０時００分
◎議長（小林一郎議員）
おはようございます。
ただ今の出席議員は全員でございます。
ただ今より本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元にご配付の日程表のとおりでありますので、よろしくお願い
をいたします。
それでは、本日の日程に入ってまいります。
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８１条の
規定により、１９番、中山繁君、２０番、三宅仁平君、２１番、藤川俊君を指名いたしま
す。
日程第２、議案第１号、美馬市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてから、
議案第２０号、美馬市社会教育指導員設置条例の廃止についてまでの２０議案、議案第２
９号、平成１９年度美馬市一般会計予算から、議案第５３号、市道路線の認定及び変更に
ついてまでの２５議案、以上４５議案を一括議題といたします。
この件につきましては、所管の常任委員会に付託しておりましたので、各委員長の報告
を求めます。
開催順にお願いをいたします。
初めに、産業常任委員会委員長、藤川俊君。
［２１番 藤川 俊議員 登壇］
◎２１番（藤川 俊議員）
命により、産業常任委員会の報告を申し上げます。
去る９日、本会議より付託された審査のために委員会を開きました。付託されました案
件につきましては、全案件、原案どおり決すべきものといたし、本日の本会議送りといた
したところであります。
なお、請願・陳情等が出ておりました。このことにつきましては、後で。特に１件は、
森林の公益性についての意見書が出ておりました。これは、委員会としては、早速これを
取り上げ、後刻、発議といたして、私、委員会連署の上で発議として報告し、皆さんのご
決議をいただくような運びと相成っておるわけであります。
それで、報告をいたしましたが、後先になりましたけれども、委員会の中の概要等につ
きましては、審議の中で出されましたことにつきまして、少し触れておきたいと思うとこ
ろであります。
一つには、旧脇町の町並みが出されております借り上げ料についてが議題となりました。
これについては、あまりにも高額であるということで、法的にこれは契約がなされており
ますけれども、少し法律の専門化等に相談をいたし、これを少し期間が短くならないか、
あるいは額について軽くならないかというようなことについての審議がなされました。
あと、中尾山の森林伐採事業についてと、シルバー人材センターの補助金などについて
のことが論議の対象となったわけであります。あと、道路整備に伴う用地費のことについ
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て、あるいは改良区等が旧町のまま市の中に、補助金が移管されておるわけでございます
が、これを同じように一元化してはどうかと、こういうふうなことが意見の対象でありま
したけれども、やはり理事者側の方から満足すべき回答をいただき、これを了としたとこ
ろであります。
前後いたしましたが、以上、報告申し上げまして、産業常任委員会の報告といたします。
◎議長（小林一郎議員）
はい、ご苦労でございました。
次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀君。
［１番 郷司千亜紀議員 登壇］
◎１番（郷司千亜紀議員）
福祉文教常任委員長よりご報告を申し上げます。
本委員会は、今期定例会において付託されました議案第９号、議案第１０号、１１号、
１２号、１３号、１９号、議案第２０号、議案第２９号、平成１９年度美馬市一般会計予
算のうち当委員会に付託された部分、議案第３１号、３２号、３３号、議案第４８号、４
９号、議案第５０号、５１号、以上合計１５件の議案審査のため、去る３月１２日午前１
０時から、議会委員室において委員会を開催いたしました。
出席の委員は、私を含めて７名であります。
付託されました議案の審査に当たり、当局より詳細なる説明を受け、各議案について慎
重に審査を行いました。
当委員会において行われた審議の一例をご報告いたしますと、議案第９号、美馬市立幼
稚園条例の一部改正についてでは、保育料引き上げ、入園料廃止を実施することになった
根拠及び県内の市町村における状況等について、議案第１０号、美馬市立幼稚園預かり保
育実施条例の一部改正についてでは、旧美馬町における実施園が重清東幼稚園に集約され
ることとなった根拠について。議案第２９号、平成１９年度美馬市一般会計予算のうち当
委員会に付託された部分についてでは、予算計上の背景、目的及び効果、市としての今後
の方針などについて。議案第３１号、美馬市国民健康保険特別会計予算についてでは、伸
び続ける医療費の抑制に対する市としての対応などについての質疑が行われ、理事者より
詳細な答弁がありました。
そのほか、付託されました各議案についても長時間にわたり慎重に審査を行った結果、
福祉文教常任委員会に付託されておりました計１５件については、採決の結果原案のとお
り可決すべきものと決しました。
次に、前定例会からの継続審査となっておりました陳情２件については、今後の参考と
することといたしました。
また、本委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出
書を提出いたしました。
以上で、福祉文教常任委員会の報告を終わります。
◎議長（小林一郎議員）
はい、ありがとうございました。
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次に、総務常任委員会委員長、前田明美君。
［１１番 前田明美議員 登壇］
◎１１番（前田明美議員）
総務常任委員長報告をいたします。
本委員会は、今期定例会に付託をされました議案第１号から議案第８号までの条例関係
８議案、議案第２９号、平成１９年度美馬市一般会計補正予算のうち本委員会関係分、議
案第３０号、特別会計予算、議案第４０号から議案第４７号までの組合規約の変更８議案、
議案第５２号、美馬市基本構想策定について、以上１９議案の審査のため、３月１４日開
催をいたしました。
出席委員は、私を含めて８名全員であります。
付託されました議案審査に当たり、慎重審査の結果、１９議案とも原案のとおり可決す
べきものと決しました。
なお、審査の概要について一部を報告をいたします。
一般会計予算のうち、ふるさと振興費の自治会長報酬及び自治会振興費交付金の算出方
法についての質疑に対し、詳細なる答弁がありました。
また、電子計算費の加入系光ファイバー網施設整備工事請負費と音声告知放送システム
整備工事請負費について、実数がつかめていない見込み予算でいくのか等々の質疑に対し、
穴吹・木屋平地区の加入意志の確認の調査を入札までに早急にやりたいとの答弁がありま
した。
次に、陳情書について継続審査とし、審査未了の事件として、閉会中に継続調査を決定
し、それぞれ申出書を議長まで提出をいたしております。
以上で、総務常任委員長報告を終わります。
◎議長（小林一郎議員）
はい、ありがとうございました。
以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。
これより、ただ今の各委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
はい、１９番、中山繁君。
［１９番 中山 繁議員 登壇］
◎１９番（中山 繁議員）
委員会質疑を１点。総務委員会の分でございますが、ただ今、委員長から、光ファイバ
ー系の音声告知放送についての内容一部ありましたが、イントラネット網を引こうかとい
うことで、今年の分で穴吹町・木屋平村を光ファイバーを引くという工事の予算が出てお
りましたが、その内容につきまして、総務委員会では十分議論がなされたとは存じますが、
ちょっとわかりませんので。いろいろと問題点、加入者の問題、今、ありましたけれども、
ケーブルテレビの配信の問題とか料金の問題、いろいろ問題点があろうかと思うんですけ
れども、そういう部分についてどのように議論なされたのか。問題なしということで予算
は通っておりますが、その内容をご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いい
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たします。
◎議長（小林一郎議員）
総務委員長。
［１１番 前田明美議員 登壇］
◎１１番（前田明美議員）
ただ今、中山議員さんの方から、その中身についてもう少し詳しくということでござい
ますので、答弁をさせていただきたいと思います。
いろいろちょっと議事も紛糾したりして、いろいろ中身はありました。その中で、一つ
は、全議員が知っておるべきやから、これはまた間違うとったら議長の方から報告しても
らいたいんですけども、全員協議会で研究もせないかんじゃないかとか、予算だけ先取り
して８０％でやるのもおかしいんじゃないかとか、いろんなたくさんの意見が出てまいり
ました。そして、採決までせないかんということで何回も小休を繰り返して、予算につい
てはいいんだろうけども、執行状態について、できれば入札までに穴吹町・木屋平地区で
は３,２００戸の世帯があると。その中で、入札に８０％という概算でなしに、大体の戸
数も把握をして、加入者にも理解を得ると。そしてから予算を執行するというような方向
づけで、委員もそういうことができるんならいいのではないかということで、一応けんけ
んがくがく議論もしました結果、予算を承認したというような経緯でございますので。私
が思っとるのではそのような感覚で、決してこう中身は少なかった、報告は少なかったわ
けでありますけれども、一番時間を割いてこの問題について審議をいたしました。
また、答弁漏れがありましたら、再度質問にお答えしたいと思います。
よろしくお願いします。
◎議長（小林一郎議員）
はい、中山繁君。
［１９番 中山 繁議員 登壇］
◎１９番（中山 繁議員）
ただ今、委員長さんの方から総務委員会でも、るる議論されて出てきたということでご
ざいますが。この問題、穴吹町と木屋平、本年ですが、脇町・美馬町という、また来年も
せないかんということで、美馬市にとりましても金額がはりますし、住民にとりましては
切実なテレビという問題もございますんで。議会としてもこれ十分議論をして入札するま
でに憂いなくしておきたいということも含めまして、総務委員会で十分議論がなされたん
だと思っておりましたが、まだ問題点は、私、残っておるし、それぞれの部分で入札まで
に解決しておいて、できることはそういう部分をスムーズに事業ができるようにしておい
たらと思うんですけれども。全員協議会でも開いて皆さんに報告もしたりということでご
ざいますが、議会としても、これ、もう少し問題点を解決しておいてすべきではないかと
思うんで、議長、それ、全員協議会を開くなり、ほんまはもっと早い時期に特別委員会な
りを開いて、十分協議しておくべきことではなかったかと思うんですけれども。予算が出
てきてからのことでございますので、入札までにきちっとそういうものは整理していただ
いた方がスムーズにできると思うんですけれども、市長の方がどのようになさるか、また
－
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そして、理事者の方もそこら辺はもうそれで予算が通ったらよしということなんでしょう
か。委員長ではなく、そこら辺のところでお答えいただけたらと思いますので、よろしく
お願いいたします。
◎議長（小林一郎議員）
ちょっと中山議員、今、理事者側からの答弁と言いましたけれども、これ、委員長報告
でありますので、理事者側からの答弁というのはないと思います。
［１９番 中山 繁議員 登壇］
◎１９番（中山 繁議員）
はい、失礼いたしました。
委員長の方からそういうことでございまして、議長、そんならお答えいただきたいと思
いますが、全員協議会を開いたりとかということについて、どういうふうになさるかお答
えいただきたいと思います。
（不規則発言あり）
◎議長（小林一郎議員）
はい、総務委員長。
［１１番 前田明美議員 登壇］
◎１１番（前田明美議員）
再度、中山議員さんの方からありました。私は総務委員長として、先ほど中山議員が提
案されましたように、本来特別委員会等で立ち上げて、庁舎とか、光ファイバー、また、
ごみの問題については特別委員会を開くべきということは、私も持論は持っておりました
けど、現在そういう特別委員会はございませんので。私は、この議会の中でも４月２０日
の週ぐらいに本当に木屋平・穴吹地区のそういう加入者に対しての行政側の行動があるの
か、ないのかを見きわめて、４月中には開いてやりたいと。
また、許されるなら、今、いろいろこれから経営のことも問題になりますので、共聴の
関係者や、コンサルや、一部の業者がされようとしておることについても、総務委員会が
リードしていかないかんということでございますので、４月中にそのことについての総務
委員会を開きたいと。
全員協議会の分については、議長の判断で開いていただきたいと思っておりますので、
これが後から議会のチェックが甘いと言われるようなことのないように、お互いにそれぞ
れの立場で議長にも申し出ていただいて、一日も早くに全員協議会も開いていただくと。
総務委員会は総務委員会として、毎月でも開いてでも調査を継続的に見守っていきたいな
と。市民から「議員は何しとんだ」と言われんような方向づけを頑張っていきたいと思い
ますので、ご理解をお願いしたいと思います。
◎議長（小林一郎議員）
はい。ほかに質疑はございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
質疑なしと認めます。
－
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（
「全協はどないするんだ」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
はい、それでは私の方からお答えいたします。
全員協議会につきましては、議員からの申し出があり、また理事者側からの報告内容が
こういうふうな時点について、議員の皆様方にお知らせをしたいということができました
ら、その都度全員協議会の中で説明も求め議論をしていきたいと思っております。
以上です。
はい、それではもうほかに質疑はございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
はい、質疑なしと認めます。よって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
討論なしと認め、討論を終わります。
これより、採決をいたします。
初めに、議案第１号、美馬市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてから、
議案第２０号、美馬市社会教育指導員設置条例の廃止についてまでの２０議案を一括採決
いたします。
議案第１号から議案第２０号までについて、各委員長の報告はいずれも原案可決であり
ます。
お諮りします。
議案第１号から議案第２０号までの２０議案について、各委員長の報告のとおり決する
ことにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第２０号までの２０議案については、
原案のとおり可決されました。
次に、議案第２９号、平成１９年度美馬市一般会計予算を採決いたします。
議案第２９号について、委員長の報告はいずれも原案可決であります。
お諮りいたします。
議案第２９号について、各委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、議案第２９号については原案のとおり可決されました。
次に、議案第３０号、平成１９年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から、
議案第３９号、平成１９年度美馬市水道事業会計予算までの１０議案について、一括採決
－
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いたします。
議案第３０号から議案第３９号までの１０議案について、各委員長の報告はいずれも原
案可決であります。
お諮りします。
議案第３０号から議案第３９号までの１０議案について、各委員長報告のとおり決する
ことにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、議案第３０号から議案第３９号までの１０議案について
は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第４０号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更についてから、議案第５１
号、美馬西部学校給食センター組合規約の変更についてまでの１２議案について、一括採
決いたします。
議案第４０号から議案第５１号までの１２議案について、各委員長の報告はいずれも原
案可決であります。
お諮りします。
議案第４０号から議案第５１号までの１２議案について、委員長報告のとおり決するこ
とにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、議案第４０号から議案第５１号までの１２議案について
は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第５２号、美馬市基本構想の策定について、議案第５３号、市道路線の認定
及び変更についての２議案について一括採決いたします。
議案第５２号及び議案第５３号について、委員長の報告はいずれも原案可決であります。
お諮りします。
議案第５２号及び議案第５３号について、委員長報告のとおり決することにご異議ござ
いませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、議案第５２号及び議案第５３号については原案のとおり
可決されました。
次に、日程第３、発議第１号、美馬市議会委員会条例の一部改正について、発議第２号、
美馬市議会会議規則の一部改正について、以上２件を一括議題とし、提案理由の説明を求
めます。
はい、谷明美君。
［１６番 谷 明美議員 登壇］
◎１６番（谷 明美議員）
－
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ただ今、上程いただきました発議第１号、美馬市議会委員会条例の一部改正について、
発議第２号、美馬市議会会議規則の一部改正についての発議２件につき、本文の朗読を省
略し、提案理由の説明をいたします。
初めに、発議第１号、美馬市議会委員会条例の一部改正については、地方自治法の一部
を改正する法律の施行に伴い、閉会中及び会期中に議長権限により常任委員が選任できる
こととなったこと、また、議会の会議録が電磁的記録で作成することができることとなっ
たことにより、本条例の所要の改正を行うものです。
次に、発議第２号、美馬市議会会議規則の一部改正についてでありますが、地方自治法
の一部を改正する法律の施行に伴い、常任委員会の議案提出権が認められたこと、また、
議会の会議録が電磁的記録で作成することができることとなったことにより、本規則の所
要の改正を行うものです。
なお、詳細につきましては、各議案書をごらんいただきたいと思います。
以上、発議２件の説明を終わります。
ご審議いただき、ご決議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
◎議長（小林一郎議員）
はい、ありがとうございました。
これより、質疑を行います。
質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
はい、討論なしと認め、これで討論を終わります。
これより、採決いたします。
発議第１号及び発議第２号は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、発議第１号及び発議第２号は原案のとおり可決されまし
た。
日程第４、発議第３号、森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求め
る意見書についてを議題といたし、提案理由の説明を求めます。
藤川俊君。
［２１番 藤川 俊議員 登壇］
◎２１番（藤川 俊議員）
発議３号について、趣旨をご説明申し上げます。
－
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これにつきましては、私が委員全員の連署にて上程をいたしております。
趣旨につきましては、最近の客観的な森林に対する状況等をご賢察をいただいておられ
ると思うわけでありますけれども、大変森林の公益性がだんだんと失われまして、人間社
会に対して大いなる危惧が呈されておるところであります。
ここにおいて、趣旨の中にございますように、森林整備計画の１０カ年計画をしっかり
実施することによって、これらの森林の多面的、公益的な機能を十分発揮をして、人間の
生活、あるいは国土の保全等について供するべきであるというふうな趣旨でございます。
なお、詳細の趣旨につきましては、ご高覧のとおり、お手元にご配付をしてあるとおり
でありますので、ご賢察をいただいて、趣旨どおりご採択いただきますようにお願い申し
上げるわけであります。
以上、説明を終わります。
◎議長（小林一郎議員）
はい、ありがとうございました。
以上で、発議の趣旨説明は終わりました。
発議第３号、その趣旨はお手元にご配付のとおりであり趣旨簡明であります。よって、
正規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、採決いたします。
お諮りします。
発議第３号について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。
ただ今、決議されました意見書につきましては、直ちに関係機関へ送付いたします。
日程第５、閉会中の継続審査及び継続調査についてを議題といたします。
お手元にご配付しておりますとおり、閉会中の継続審査及び継続調査について申出書が
提出されました。
お諮りします。
継続審査及び継続調査については、各委員長の申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続
審査及び継続調査に付することにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（小林一郎議員）
異議なしと認めます。よって、継続審査及び継続調査については各委員長の申し出のと
おり、それぞれ閉会中の継続審査及び継続調査に付することに決定いたしました。
以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は、閉会中の継続審査及び継続調査
に付されたものを除き、すべて議了いたしました。
－
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閉会に当たり、市長よりごあいさつがあります。
市長、よろしく。
［市長 牧田 久君 登壇］
◎市長（牧田 久君）
閉会に当たりまして、一言、御礼とごあいさつを申し上げます。
本定例会は、去る３月２日に開会をされまして、本日まで１５日間、議員各位におかれ
ましては大変お忙しい中、連日にわたりまして活発なご審議を賜り、提出をいたしました
平成１９年度美馬市一般会計予算などの５５の議案につきまして、原案のとおりご可決、
またご同意をいただきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
本定例会におきましてご可決をいただきました各議案の執行に当たりましては、万全を
期してまいりたいと思っております。また、本会議、委員会等におきまして議員各位から
賜りました貴重なご意見、ご提言等につきましては、今後の市政運営に反映させていくよ
うに努めてまいりたいと考えております。引き続きまして、議員の皆様方のご支援、ご協
力を賜りますよう心からお願いを申し上げる次第でございます。
結びとなりますが、桜の開花も間近となりました。しかし、まだ花冷えがいたしており
ます。議員各位におかれましては、健康に十分ご留意をいただきまして、美馬市発展のた
めにますますご活躍していただきますようご祈念を申し上げまして、閉会に当たりまして
のごあいさつにかえさせていただきます。
大変どうもお世話になりました。ありがとうございました。
◎議長（小林一郎議員）
平成１９年度３月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ
たいと思います。
議員各位には、それぞれ去る３月２日より本日までの１５日間にわたり、多くの案件に
つきまして、終始ご熱心にご審議を賜り、すべての案件を議了することができました。誠
に厚く御礼を申し上げます。また、議案審議に当たりまして、常に真摯な態度を持って協
力いただきました理事者各位に対しましても、深く敬意を表するものであります。
なお、市長を始め理事者各位におかれましては、審査過程におきまして議員各位からい
ろいろと表明されました意見や要望を今後の市政運営に十分反映されますよう、お願いを
いたしておきます。
閉会中におきまして、各委員会の継続審査及び継続調査が予定されておりますが、皆様
方には市政発展のためますますご活躍を賜りますようご祈念を申し上げ、閉会のごあいさ
つといたします。
これをもちまして、平成１９年３月美馬市議会定例会を閉会といたします。
大変ご苦労でございました。
閉会 午前１０時４０分

－
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