平成２３年第１回美馬市議会臨時会議事日程
平成２３年７月１５日（金）午前１０時開議
日程第 １ 会議録署名議員の指名について
日程第 ２ 会期の決定について
日程第 ３ 美馬市農業委員会委員の推薦について
日程第 ４ 承認第２１号 専決処分の承認を求めることについて
（美馬市税条例の一部改正について）
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一 議員

開会 午前１０時０７分
◎議長（藤川 俊君）
おはようございます。
大変な酷暑が今、続いておるわけであります。厳暑といいますか、酷暑といいますか、
脂ぎるといいますか、いずれの表現も正に当を得ておるという暑さでございます。
本日は臨時議会でございます。ご承知のように、議会推薦の農業委員の選任をするとい
うことで、お集まりをいただいたわけであります。この中にもかかわりませず、こうして
全員の皆さんのおそろいをいただき、本当に慶賀にたえないわけであります。どうか、本
日の議事進行につきましても、よろしくご協力をいただきますようにお願いを申し上げま
して、開会のあいさつといたします。
ただ今の出席議員は全員であります。従って、定足数に達しておりますので、これより
平成２３年第１回美馬市議会臨時会を開会いたします。
この際に、牧田市長よりごあいさつをいただきます。
◎市長（牧田 久君）
市長。
◎議長（藤川 俊君）
市長。
［市長 牧田 久君 登壇］
◎市長（牧田 久君）
皆さん、おはようございます。本日は、平成２３年第１回美馬市議会臨時会を招集いた
しましたところ、議員各位には公私とも何かとお忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にあ
りがとうございます。
さて、本日の臨時会は、美馬市農業委員会委員の推薦について及び専決処分の承認を求
めることについての２件を付議事件として提出をさせていただいております。
この中で、美馬市農業委員会委員の推薦については、農業委員会等に関する法律の規定
によりまして、学識経験を有する農業委員会委員について、議会の推薦をするものでござ
います。
また、承認案件につきましては、今国会において、税制改正修正法が成立をいたしまし
て、去る６月３０日に公布をされたことに伴い、同日付で美馬市税条例の一部改正につい
てを専決処分いたしましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものでございます。
市税条例の主な改正点等につきましては、この後、企画総務部長に説明をさせますので、
よろしくお願いを申し上げます。
この機会に美馬市災害ボランティアの派遣につきまして、ご報告なり、お願いをさせて
いただきたいと存じます。
東日本大震災復興支援に向けましての本市の新たな取り組みとして、市民の皆様にご参
加をいただき、総勢２４名の美馬市災害ボランティアチーム・まほろば応援隊を本日、宮
城県石巻市へ派遣をいたします。市町村の編成による災害ボランティアチームの派遣は、
県内初の取り組みでございますが、石巻市までの長時間の移動や、バス車中２泊という非
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常に厳しい行程にもかかわりませず、ご参加をいただきました皆様に心から感謝を申し上
げる次第でございます。まほろば応援隊の日程や活動内容につきましては、明日と明後日、
石巻市において、主に避難所等から仮設住宅への引っ越し支援などのボランティア活動を
行い、１８日の朝、美馬市に帰ってくる予定でございます。本日、正午から穴吹庁舎玄関
前において、ボランティア活動に出向かれる隊員の皆様の出発式を行うことといたしてお
りますので、議員各位、また市民の皆様におかれましても、ご参加をいただき、お見送り
をいただければ幸いに存ずる次第でございます。東日本大震災の復興支援につきましては、
今後とも美馬市としてでき得る限りの応援協力を行ってまいりたいと考えておりますので、
引き続き、ご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たってのごあいさつ
とさせていただきます。
◎議長（藤川 俊君）
以上で、市長のごあいさつを終わります。
続きまして、これより本日の日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元にご配付の日程表のとおりでありますので、よ
ろしくお願い申し上げます。
最初に、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、８番 井川英秋君、９番 西村昌義君、１０番 国見 一君を指名
いたします。
日程第２、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りといたしたいと存じますが、これに
ご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
異議なしでありますので、さように決定いたしたいと思います。
日程第３、美馬市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。推薦第１号から推薦第４号までは質疑、討論を省略し、採決を行い
たいと存じますが、これにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
異議なしでありますので、さように決定をいたしたいと存じます。
この推薦第１号から推薦第４号までにつきましては、農業委員会等に関する法律第１２
条第２号の規定によるものであります。
まず最初に、推薦第１号、美馬市農業委員会委員の推薦についてを採決をいたします。
美馬市美馬町字入倉５５番地にお住まいの藤島ケイ子氏、生年月日は昭和２１年４月８日
生まれでございます。この方を推薦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（藤川 俊君）
異議なしと認めます。よって、藤島ケイ子氏を推薦することに決定をいたしました。
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次に、推薦第２号、美馬市農業委員会委員の推薦についてを採決いたします。美馬市脇
町字井口４３４番地１にお住まいの松田孝久氏、生年月日は昭和２７年１月８日生まれで
ございます。この方をご推薦申し上げるのに異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
異議なしと認めます。よって、松田孝久氏を推薦することに決定をいたしました。
続いて、推薦第３号、美馬市農業委員会委員の推薦についてを採決をいたしたいと存じ
ます。美馬市穴吹町三島字三谷８５５番地にお住まいの塩田友子氏、生年月日は昭和３０
年１月２５日生まれでございます。この方を推薦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（藤川 俊君）
異議なしと認めます。よって、塩田友子氏を推薦することに決定をいたしました。
次に、推薦第４号、美馬市農業委員会委員の推薦についてを採決いたしたいと存じます。
美馬市木屋平字櫟木３１９番地にお住まいの廣瀬雄一氏、生年月日は昭和２１年１２月１
日生まれでございます。推薦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（藤川 俊君）
異議なしと認めます。よって、廣瀬雄一氏を推薦することに決定をいたしました。
次に、日程第４、承認第２１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条例
の一部改正について）を議題といたします。提案理由の説明を求めます。
◎企画総務部長（岡田芳宏君）
企画総務部長。
◎議長（藤川 俊君）
企画総務部長、岡田君。
［企画総務部長 岡田芳宏君 登壇］
◎企画総務部長（岡田芳宏君）
それでは、お手元の議案書の表紙をお開きいただいた、１ページをご覧いただければと思
います。
承認第２１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条例の一部改正につい
て）説明をさせていただきます。
承認第２１号、専決処分の承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法
律が去る６月３０日に公布、施行されたのを受けまして、同日付で、美馬市税条例の一部改
正について、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、専決処分をいたしましたの
で、同条第３項の規定によりまして、報告し、承認を求めるものでございます。
主な改正点についてでございますが、市民税や固定資産税、軽自動車税などの市税の不申
告に関する過料については、従前３万円以下であったものを１０万円以下に引き上げる内容
となってございます。
また、寄附金税制に関しましては、個人住民税の寄附金控除の適用下限を所得税に合わせ
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まして、５,０００円から２,０００円に引き下げ、寄附を行いやすい環境の整備を図ったも
のでございます。更に、国が定めます認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人の寄附金であっても、
市の条例におきまして、個別に指定しましたＮＰＯ法人であれば、個人住民税の控除の対象
とすることができる規定を新たに追加したものでございます。このほか、地方税法等の改正
によりまして、所要の改正を行ったものでございます。
ご承認を賜りますようよろしくお願いをいたします。
◎議長（藤川 俊君）
以上で、説明が終わりました。
これより、承認案件に対する質疑を行います。
質疑はございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
なしであります。
ただ今議題となっております承認第２１号については、会議規則第３７条第３項の規定に
より、委員会付託を省略したいと存じますが、これにご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
異議なしと認めます。よって、承認第２１号については、委員会付託を省略することに決
定をいたしました。
これより、討論に入りたいと存じますが、討論はございませんか。
（
「なし」の声あり）
◎議長（藤川 俊君）
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより、採決をいたします。
承認第２１号については、原案のとおり承認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（藤川 俊君）
異議なしと認めます。承認第２１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条
例の一部改正について）は、原案のとおり承認されました。
以上で、本臨時会に付議されました事件は議了いたしました。
閉会に当たりまして、牧田市長よりごあいさつが求められておりますので、これを許可い
たします。
牧田市長。
［市長 牧田 久君 登壇］
◎市長（牧田 久君）
閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。
本臨時会におきまして、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜り、学
識経験を有する農業委員会委員のご推薦をいただき、また、専決処分につきましても、ご承
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認をいただきまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。
さて、徳島県地方も梅雨明けをいたしまして、これから夏本番を迎えますが、本市におき
ましては、今年の夏もさまざまなイベントを予定いたしております。まず、美馬市の夏の風
物詩でございます、第２５回穴吹川筏下り大会が８月７日に開催をされます。四国一の清流
を舞台に工夫を凝らした手づくりいかだによる、川下りレースが例年のように繰り広げられ
ます。また、８月１１日の夜には美馬市花火大会が、また１３日の夜には阿波おどり大会が
それぞれ、脇町、稲田橋周辺の吉野川河川敷で開催をされることとなっており、１５日には
木屋平地区の緑とふれあい夏祭りが、木屋平小学校を主会場として開催をされることとなっ
ております。このほかにも７月３０日の夜には、美馬町の水辺の楽校一帯において、夏祭り
が開催をされるなど、各地域におきまして、活気にあふれたさまざまなイベントが予定をさ
れております。市内外からの多くの方々にお越しをいただき、本市の活性化にもつなげてま
いりたいと考えておりますので、議員各位、また市民の皆様におかれましても、是非ご参加
を賜りますよう、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、暑さ厳しい折柄でございます。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、ますますご活躍をされますようご祈念を申し上げまして、閉会
に当たってのあいさつとさせていただきます。
本日は大変ありがとうございました。
◎議長（藤川 俊君）
閉会に当たり、議長の方から一言申し上げたいと存じます。
本日は大変酷暑の中、お集まりをいただき、そして議会推薦の農業委員の承認も滞りなく
進めていただきましたことを、本当にご苦労に存ずるところであります。ご承知のように、
我が国の農業は大きな曲がり角に来ておるわけでありまして、そして、その自給率、そのあ
り方等が非常に大きくクローズアップされております。また、近年はＴＰＰを始めとして、
これからの農業のあり方について、それから農業の振興についてが大きく問題視されておる
ところであります。我が国の農業とともに美馬市の農業についても、大いなる焦燥感が漂っ
ておるところでございます。本日、議会から推薦をいたしました、農業委員の皆さんにはし
っかりその問題をとらえていただいて、我が市の農業のあり方、あるいは前途に大いなる展
望を開いていただければ、大変ありがたいかと思うわけであります。一言、激励を申し上げ
まして、推薦をされました方々に対しての推薦と激励の言葉といたします。
本日、これをもちまして、平成２３年第１回美馬市議会臨時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２５分
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