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平成２２年３月美馬市議会定例会会議録（第１号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２２年２月２４日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   会   午前１０時００分 

                                         

◎ 出席議員 

   １番  近藤 俊文    ２番  郷司千亜紀    ３番  阪口 克己 

   ４番  藤田 元治    ５番  藤原 英雄    ６番  井川 英秋 

   ７番  西村 昌義    ８番  国見  一    ９番  久保田哲生 

  １０番  片岡 栄一   １１番  原  政義   １２番  前田 明美 

  １４番  小林 一郎   １５番  河野 正八   １６番  三宅  共 

  １７番  谷  明美   １８番  前田 良平   １９番  蔭山 泰章 

  ２０番  中山  繁   ２１番  三宅 仁平   ２２番  藤川  俊 

  ２３番  武田 保幸 

                                         

◎ 欠席議員 

  １３番  川西  仁 

                                         

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  市長                牧田  久 

  副市長               河野 尚二 

  政策監               木下 慎次 

  企画総務部長            新井榮之資 

  保険福祉部長            逢坂 章人 

  市民環境部長            小笠 博文 

  経済部長              大垣賢次郎 

  建設部長              中川 近敏 

  水道部長              藤見 治男 

  木屋平総合支所長          松家 安信 

  消防長               松浦 真勝 

  福祉事務所長            南後善二郎 

  経済部理事             原   強 

  会計管理者             猪口  正 

  企画総務部総務課長         佐藤 健二 
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  企画総務部秘書広報課長       加美 一成 

  企画総務部財政課長         緒方 利春 

  代表監査委員            松家 忠秀 

  教育長               青木 博美 

  教育次長              西前 清美 

                                         

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長            井上 淳一 

  議会事務局次長           藤岡 博子 

  議会事務局次長補佐         北原久美子 

                                         

◎ 議事日程 

  議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。 

                                         

◎ 会議録署名議員の氏名 

  議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。 

              １１番  原  政義 議員 

              １２番  前田 明美 議員 

              １４番  小林 一郎 議員 
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開会 午前１０時００分 

◎議長（河野正八議員） 

 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 平成２２年３月美馬市議会定例会を開催するに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 梅１輪に暖かさを感じるころとなりましたが、議員各位にはご健勝にて公私にわたりご

活躍の段、衷心よりお喜びを申し上げます。 

 さて、本日の議会には、傍聴席に小学生の皆様が多数ご出席をいただいております。議

会傍聴規定をよく守り、しっかり勉強され、２１世紀を担う皆様が今日の貴重な体験をも

とに美馬市議会や美馬市役所の仕事を十分理解していただき、明日の美馬市についての関

心を深められ、将来美馬市の発展のためにご協力いただきますようご期待を申し上げる次

第であります。 

 ただ今の出席議員は２２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２２年３月美馬市議会定例会を開会いたし

ます。 

 なお、牧田市長からのごあいさつにつきましては、提案理由の説明の際に併せてお願い

することにいたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 なお、川西仁議員より欠席の届けが出されておりますので、報告をいたします。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

 主なものについて報告いたします。 

 初めに、１２月２８日、徳島駅伝美馬市選手団の結団式が美馬庁舎で行われ、所管常任

委員長とともに出席いたしました。 

 次に、１月２４日、スポーツ少年団駅伝大会が吉野川河畔ふれあい広場で開かれ、出席

をいたしました。 

 次に、２月１日、一部事務組合議会が招集され、副議長並びに所管常任委員長とともに

出席をいたしました。会議には平成２２年度予算等が上程され、審議の結果、原案のとお

り可決をされました。 

 次に、２月８日、市議会議員共済会第９９回代議員会が東京都市センターホテルで開催

され、出席をいたしました。 

 次に、２月１５日、平成２２年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会が徳島県

国保会館で開催され、出席いたしました。 

 次に、２月１６日、第２７回徳島県市町村トップセミナーが徳島市で開催され、副議長

とともに出席しました。当日は、元大蔵大臣武村正義氏の「日本の政治の行方と地方自

治」について、また、志縁塾代表取締役大谷由里子氏による「元気を作る大谷流コーチン

グ」について、それぞれ講演がありました。 

 ほか、昨年４月から１２月末までに、全国各地より１都６県７議会が美馬市へ行政視察

に訪れております。また、今年に入りましても、１月２８日に滋賀県高島市議会、２月１
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５日には山梨県韮崎市議会、２月２２日には広島県神石高原町が、それぞれ訪れ対応をい

たしました。 

 次に、監査委員から平成２１年１１月、１２月、平成２２年１月、月例出納検査につい

ての報告書が提出されております。なお、報告いたしました関係資料につきましては、事

務局に保管をしておりますので、必要に応じご覧いただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 これより、本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程はお手元にご配付のとおりであります。 

 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、１１番 原政義君、１２番 前田

明美君、１４番 小林一郎君を指名いたします。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、２月１７日開催の議会運営委員会の決定のと

おり、本日より３月１５日までの２０日間とし、２５日から３月２日までの６日間と、３

月６日から１４日までの９日間は、各常任委員会の議案審査及び市の休日等のため休会と

し、また、会議日程についても、お手元にご配付のとおりと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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月１５日までの２０日間

とすることに決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第１号、美馬市オラレまちづくり基金条例の制定についてから議

案第８号、美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの条例案件

８件、議案第１０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第８号）及び議案第１５号、

平成２２年度美馬市一般会計予算から議案第３８号、物品購入契約の締結についてまでの

２５件、合わせて３３件を一括上程し議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、市長の所信表明及び提案理由の説明を求めます。 

 牧田市長。 

［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、平成２２年３月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、公私ともに大変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。 

 また、平素は市政の各般にわたりましてご指導、ご協力を賜っておりますことにつきま

しても、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 初めに、本日の新聞紙上で報道されましたように、本市の青少年育成センターに勤務す

る県非常勤職員の不祥事について、ご報告をさせていただきます。 
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 昨日、美馬市青少年育成センターに勤務する県非常勤職員が、強制わいせつと徳島県青

少年健全育成条例違反容疑で徳島西警察署に逮捕されました。事の詳細につきましては、

まだよくわかっておりませんが、県の条例に違反し逮捕されること自体、市民の皆様の市

政に対する信頼を裏切る行為であるとともに、公務員としてはあるまじき行為でございま

して、遺憾に存じております。被害に遭われた方、市民の皆様に対し、心から深くおわび

を申し上げる次第でございます。 

 今後は、職員一丸となりまして綱紀の粛正に努めてまいりますとともに、市民の皆様の

信頼の回復と不祥事の根絶に向けまして懸命に取り組んでまいりますので、何とぞよろし

くお願いを申し上げます。 

 さて、今定例会には平成２２年度美馬市一般会計予算を始め、条例等の議案を提出いた

しておりますが、提案理由のご説明の前に、市政の重要課題などにつきまして、報告と所

信の一端を申し述べさせていただき、議員各位を始め、市民の皆様方のご理解とご協力を

賜りたいと存ずる次第でございます。 

 まず最初に、緊急経済対策についてでございます。 

 国におきましては、１００年に一度と言われる現下の厳しい経済・雇用状況を踏まえ、

新たに経済対策「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を取りまとめ、去る１月２８

日には、総額７兆２,０００億円に上る平成２１年度第２次補正予算が成立したところで

ございます。 

 今回の経済対策では、地方支援として、きめ細かなインフラ整備のための地域活性化・

きめ細かな臨時交付金が創設をされました。 

 本市といたしましても、事業の前倒しや公共施設の修繕など、きめ細かな事業にこの交

付金を有効に活用し、地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、新年度の予算編成についてであります。 

 個人の所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化などに伴い、地方税の収入や国税の収

入が大幅に減少するというふうに見込まれておりまして、本市の一般財源収入の約６割を

占めます地方交付税の動向が大変気がかりとなっていたところでございますが、政府にお

きまして、地域主権改革の第一歩として、地方公共団体が地域のニーズに的確にこたえら

れるよう、地域活性化・雇用等臨時特例費を創設したことなどによりまして、地方交付税

の総額を対前年比で１兆７３３億円、率にいたしまして６.８％の増となりまして、まず

は安堵をしたところでございます。 

 こうした中で、本市の新年度の予算編成は、総合計画の着実な推進を基本としつつ、財

政健全化に向けての基本方針との整合性を図る中で、市民生活の安定と地域経済の活性化

に迅速かつ的確に対応するために、事務事業全般にわたる見直しを行いつつ、国の緊急経

済対策と予算等とを連動させながら、編成をしたものでございます。 

 次に、市政の主要な施策と課題等について申し述べたいと存じます。 

 まず最初に、「市民が大切にされるまちづくり」であります。 

 市民の健康づくりについてでございますが、本市では、糖尿病や肥満等の生活習慣病等
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の罹患率が高く、その予防は、市民生活を守る上で欠くことのできない重要な課題となっ

てきております。 

 このことから、市民の皆様に健康で充実した人生を送っていただくために、新年度も生

活習慣病予防に重点を置き、「市民の力で広げる健康の輪～見直そう生活習慣～」をスロ

ーガンに掲げまして、乳幼児期から高齢期まで、生涯を通じた健康づくりの推進に努めて

まいりたいと考えております。 

 また、生活習慣病を予防するためには、メタボリックシンドロームに着目した健康診査

の受診と生活習慣の改善が最も大切でございます。 

 このために、受診率の向上に向けまして、本年度に引き続き、国民健康保険の加入者が

受診した場合の自己負担の無料化を実施いたしますとともに、受診に向けての意識啓発に

重点を置いた広報活動なども行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、幼保一元化についてであります。 

 急激な少子化の進行に伴いまして、幼稚園・保育所の小規模化や、これに起因する教育

の効果あるいは保育の効果の低下が懸念をされておりますが、一方では、各施設の老朽化

に伴う施設の更新も課題となってきております。 

 このため、昨年７月に徳島大学の山本真由美教授を座長といたします美馬市就学前教

育・保育推進検討会議を設置いたしまして、将来を見据えたよりよい教育・保育環境の整

備等のあり方について検討をいただき、昨年の１２月に答申を得たところでございます。 

 答申では、本市の実態を踏まえ、教育・保育の質の維持と向上を図るために、幼保の一

体的な運営が行える「認定こども園」による整備が望ましいとのご意見をいただいたとこ

ろでございます。 

 市といたしましては、今後、各施設の再編整備等について検討し、長期的な展望も視野

に入れながら、本市の方向性を定めてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、第２点目は、「安心・安全・快適で便利なまちづくり」についてでありま

す。 

 まず、災害時要援護者に対する取り組みについてでございますが、災害からとうとい人

命を守るためには、自力で避難することが困難な要援護者の皆さんの安否確認や避難支援

などの活動が円滑に行えるような仕組みづくりが不可欠であります。 

 このために、本年度から災害時の要援護者台帳システムの導入に着手をいたしました。 

 現在、この制度を市民の皆様にお知らせをし、登録作業を進めておりますが、今後、登

録者情報の充実に努めてまいりますとともに、プライバシーの保護に配慮しつつ、防災関

係機関、自治会、福祉関係者などと連携を図りながら避難支援プランを策定し、要援護者

の皆さんが安心して生活できる環境づくりに努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、県営明連団地の譲り受けについてでございます。 

 この団地は、昭和５１年の豪雨災害で被災をされました方々の住居を確保するために、

徳島県と旧穴吹町との連携によりまして、穴吹町営明連団地とともに昭和５２年に建設を
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されたものでございます。 

 かねてより徳島県から、建設当時の経緯を踏まえ、本市に譲渡したい旨の申し入れがあ

ったところでございますが、本年４月１日をもって無償で市に譲渡されることとなりまし

た。 

 今後、市営の明連団地と併せまして、適切な運営管理を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、３点目は、「環境と調和するまちづくり」についてでございます。 

 まず、環境に優しい社会づくりの推進についてでありますが、地球温暖化防止対策の一

環として、一般住宅から排出されるＣＯ２を削減するために、自然エネルギーを活用し、

環境と調和するまちづくりを推進することが重要な課題となっております。 

 このために、新年度も引き続き、地域グリーン・ニューディール基金事業補助金を活用

いたしまして、一般住宅の太陽光発電システム及び高効率の給湯器設置に対する補助を行

ってまいりたいと考えております。 

 次に、汚水処理計画の見直しについてであります。 

 本市の汚水処理対策は、合併前に策定をされました処理計画を継承し、公共下水道、農

業集落排水、合併浄化槽整備事業の３つの施策をもって取り組んでまいりましたが、近年、

人口減少を始め、生活水準の高度化など、社会情勢が大きく変化をする中で見直しが必要

となっております。 

 このため、汚水処理の効率的かつ適正な整備を進めるために、経済比較をもとに汚水処

理計画を見直し、水環境の向上と自然に優しい定住環境づくりに取り組んでまいります。 

 次に、拝原最終処分場適正処理事業についてであります。 

 拝原最終処分場につきましては、昨年６月定例会におきまして事業実施の方針をお示し

し、予算の議決をいただいた生活環境影響調査及び埋蔵文化財の試掘調査を実施いたして

おります。 

 こうした中で、現在、吉野川下流域の団体から現計画についての質問や要望等の申し入

れをいただいておりますが、この点につきましても、今後専門家の先生方にも参加をいた

だく中で、できる限り丁寧に説明をし、計画の着実な推進に向けて全力を傾注してまいり

たいというふうに考えております。 

 続きまして、４点目は、「活力がみなぎるまちづくり」でございます。 

 まず、オラレ美馬の運営状況についてでございますが、開設以来、現在まで、入場者数、

売り上げともに好調な数字で推移をいたしております。 

 この運営に伴う協力金を美馬市オラレまちづくり基金として造成し、施設の運営協力に

関する事業や、周辺対策事業などに活用いたしますとともに、教育の活動支援など、幅広

く活用してまいりたいというふうに考えております。 

 また、オラレ美馬の運営につきましては、運営主体でございます鳴門市と協議を重ねな

がら、周辺住民の皆様にご迷惑のかかることのないよう、運営体制の確立を図ってまいり

たいというふうにも考えておるところでございます。 
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 次に、商店等の活性化についてでございます。 

 長引く不況によりまして、既存の商店街、個人商店の経営環境は非常に厳しいものとな

っております。 

 本年度は、緊急経済対策として、美馬市商工会が実施をいたしますプレミアム付き商品

券の発行事業に助成を行いましたが、その後の消費者や取扱店のアンケート結果を見てみ

ますと、消費者の購買意欲を高め、地域経済に及ぼした効果が大きい、また、地域の活性

化にもつながったということがうかがえた次第でございます。 

 そこで、新年度も引き続きまして、美馬市商工会が実施をいたしますプレミアムつき商

品券の発行事業に助成を行いまして、商店等の活性化を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

 続きまして、５点目は、「人が集い、交流が生まれる魅力あるまちづくり」であります。 

 まず、中国雲南省大理市との友好都市交流事業についてでありますが、これにつきまし

ては、昨年の１１月に取り交わしました意向書に基づき両市の間で調整を行っております

が、大理市の最高機関であります大理市人民代表大会におきまして、昨年１２月に本市と

の友好都市提携協定書を締結することが承認されるなど、順調に進んでおるところでござ

います。 

 また、先月２６日には、徳島大学と交流を進めております大理学院から劉薬学部長ほか

３名の皆さんが本市を訪れられまして、うだつの町並み等を視察していただきました。 

 大理学院の皆さんからは、「大理市と非常に似通った雰囲気を持った町であることが強

く印象に残った」という感想と、「本市と大理市との交流についても可能な限りの協力を

行う」との言葉を頂だいしたところでございます。 

 大理市との友好都市提携に向けての取り組みは、いよいよ協定書の調印という最終段階

に入ってまいります。今後、本市の受け入れ体制を整えてまいりますとともに、本市や市

民の皆様にとって効果的な交流事業が図られるように進めてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 次に、にし阿波アウトドアフェスタの開催についてでございます。 

 本年５月１日から５月９日にかけまして、第２回パラグライディングアジア選手権にし

阿波が四国三郎の郷を主会場といたしまして開催されます。 

 にし阿波観光圏の２市２町では、この国際大会に合わせまして、にし阿波アウトドアフ

ェスタを地域住民の協力のもとに開催し、県内外からのお客様を迎え、にぎわいを創出し

たいと考えております。本市といたしましても、吉野川河畔ふれあい広場や水辺の楽校を

活用いたしまして、地域活性化につなげるよう取り組んでまいりたいと考えておるところ

でございます。 

 最後に、６点目は、「市民と行政による共創・協働のまちづくり」についてであります。 

 本市では、情報通信ネットワーク施設を活用いたしまして、市民の皆様の生活の利便性

の向上や、安心・安全を実感できるように、「美馬市健康・安全・安心支援」の実証事業

に取り組んでおるところでございます。 
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 この事業は、ひとり暮らしの高齢者を対象とした高齢者見守りシステムに多機能テレビ

電話を追加いたしまして、利用者がより安心した生活が送れるよう新たなシステムを構築

しようとするものでありますが、更に、情報通信ネットワーク施設と血圧や体重などの測

定器を接続いたしまして、その測定データを医療関係者と共有する健康管理システムを構

築し、利用者に対し適切なアドバイスや生活指導を行い、生活習慣病の予防や治療などへ

の活用を図っていこうとするものでございます。 

 今後とも、情報通信ネットワーク施設を幅広く活用いたしまして、新たな行政情報の発

信や福祉の向上に役立ててまいりたいと考えております。 

 以上、共創と協働の基本理念のもとに、総合計画に基づきまして本市のまちづくりを着

実に進めていく中で、平成２２年度は、総合計画の前期基本計画の仕上げの年でもござい

ます。また、後期基本計画策定の年ともなります。 

 そこで、この機をとらえまして、今後重点的に取り組む事項といたしまして、五つの重

点目標を設定したところでございます。 

 まず第１番目に、高齢者の皆さんに地域で元気に活動をしていただくための仕組みづく

りなど、高齢化社会に対応する取り組みを強めていきたい。それから二つ目には、生活・

健康支援など、情報通信技術のさらなる活用を図ってまいりたい。三つ目には、地域と一

体となった教育環境の整備を図りたい。四つ目には、環境にやさしい社会づくりの推進を

進めてまいりたい。五つ目には、地域の観光振興と国際交流の推進を図っていきたいとい

うことでございます。 

 この五つの重点目標を柱としつつ、四国のまほろば美馬市の建設に向けまして、今後と

も効率的かつ効果的な行政運営を行ってまいりますので、なお一層のお力添えをお願い申

し上げる次第でございます。 

 それでは、引き続きまして、今回提出をいたしております議案の主なものについて、ご

説明を申し上げます。 

 最初に、議案第１５号、平成２２年度美馬市一般会計予算について、ご説明を申し上げ

ます。 

 一般会計の予算総額は１６７億４,０００万円でございまして、前年度当初予算と比較

して８.５％の増額となっております。 

 前年度と比較して大きな伸びとなっておりますのは、前年度予算が、市長選挙があった

関係で骨格予算として編成をいたしましたのに対し、平成２２年度は年間所要額を計上い

たした通年予算としたためでございます。 

 それでは、まず歳入の主なものからご説明を申し上げます。 

 市税につきましては、前年度実績見込み額を勘案いたしまして、前年度当初と比較いた

しまして２.５％減少の２６億６,１６５万２,０００円を計上いたしております。 

 地方交付税は、新たに地域活性化・雇用等臨時特例費が創設をされますことなどから、

国の出口ベースでは対前年度比６.８％の増となっておりますが、本市の当初予算といた

しましては、前年度とほぼ同額の７４億６,０００万円を計上いたしております。 
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 国庫支出金では、前年度比３５.７％増の１７億９,３８２万７,０００円を計上いたし

ておりますが、これは子ども手当負担金などの増額によるものでございます。 

 繰入金につきましては、財政調整基金及び減債基金のほか、住宅新築資金等貸付事業特

別会計、各種特定目的基金からの繰入金を計上いたしております。 

 市債は、前年度当初比４３.８％増の１８億１,４６０万円を計上いたしておりますが、

これは前年度当初予算が、先ほどもご説明いたしましたが、骨格予算であったことに伴い

まして、投資的経費がほとんど計上していなかったことによるものでございます。 

 続きまして、歳出予算の主なものについて、ご説明を申し上げます。 

 まず、総務費では、ケーブルテレビの専用チャンネルを活用した自主放送番組づくりを

始め、光ファイバー施設の運営保守費、各種の選挙費、国政調査費のほか、新規事業とい

たしまして、地域おこし協力隊事業、オラレ美馬周辺対策事業費などを計上いたしており

ます。 

 民生費では、ひとり暮らしの高齢者等の見守りサービスなどを拡充するほか、みまっこ

医療費助成制度、子育てマイスターやファミリーサポート事業費、国の新たな政策である

子ども手当関連経費などを、子育て支援事業費として計上いたしております。 

 衛生費では、「健康みま２１」に沿った市民の健康づくり意識の高揚と、糖尿病など生

活習慣病対策費や、環境に優しい社会づくりとして、民間施設省エネ・グリーン化推進事

業費などを計上いたしております。 

 農林水産業費のうち、農業関係では、中山間地域等直接支払交付金事業や基盤整備費と

いたしまして、中山間総合整備事業費などを計上いたしております。林業関係では、森林

整備地域活動支援交付金事業ほか、継続事業といたしまして実施をいたしております林道

の８線の開設及び舗装に係る事業費などを計上いたしております。 

 商工費では、美馬市商工会が実施をいたしますプレミアム付き商品券を発行する事業へ

の補助金、また、４月から脇町福祉センター内に開設を予定いたしております美馬市消費

生活センターの運営事業費などを計上いたしておるところでございます。 

 土木費では、道路橋梁費といたしまして市道の改良舗装事業費を始め、砂防費として市

内７地区での県単急傾斜地崩壊対策事業費などを計上いたしております。また、都市計画

費では、社会資本整備総合交付金事業として、うだつの町並みを中心とする脇町地区の観

光関連事業費などを計上いたしております。 

 消防費では、飲料水兼用の耐震性貯水槽の整備事業費、消防団詰所改築工事費などを計

上いたしております。 

 教育費では、子供たちが地域に誇りと愛着を持って豊かな人間性をはぐくむためのプラ

スワンスクールステップアップ推進事業補助金。なお、プラスワン推進事業については、

プラスワン事業の一つでございますけれども、その内容を評価していただきまして、近々

にその１事業について文部科学大臣表彰を受けるというふうな予定になっておるというふ

うにも聞いております。それから、みまっこ健全育成補助金のほか、新規事業といたしま

して、美馬市の先人や特徴的な文化などを題材とする美馬市民叢書を発行するための検討
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委員会設置費なども計上をいたしております。 

 続きまして、特別会計予算についての説明を申し上げます。 

 特別会計につきましては、議案第１６号から議案第２５号までの１１会計で、予算総額

として９１億２,７３９万６,０００円を計上いたしております。 

 前年度から３億６,５８９万８,０００円の増額となっておりますが、これは主に介護保

険特別会計の増額によるものでございまして、高齢化社会の進展が介護サービス給付費の

伸びに反映された形となってございます。 

 なお、企業会計につきましては、議案第２６号の水道事業会計の１会計で、予算額９億

７４６万７,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、議案第１０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第８号）について、

ご説明を申し上げます。 

 これにつきましては、最初にご説明を申し上げました緊急経済対策としての国の第２次

補正予算「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」に係る補正予算でございまして、予算額

３億９,０００万円を計上いたしております。 

 続きまして、議案第１号から議案第８号までの条例案件８件のうち、主なものについて

ご説明を申し上げます。 

 まず、議案第１号、美馬市オラレまちづくり基金条例の制定につきましては、昨年１０

月にオープンいたしました小規模場外発売場オラレ美馬の設置に係る運営協力費を活用い

たしまして、本市の活力あるまちづくり事業等を推進するために、基金条例を制定するも

のでございます。 

 次に、議案第２号、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正につきましては、３点の改正内容となっております。 

 １点目は、選挙の執行時における選挙長等の報酬及び費用弁償の支払い方法等を規則に

委任いたしますために行うものでございます。また、２点目は、小学校の外国語活動の全

面実施に向けまして、新しく外国語活動の支援講師を配置いたしますために条例を改正す

るものでございます。また、第３点目は、美馬市消費生活センターの設置に係る消費生活

相談員を配置いたしますために、それぞれ所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３号、美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例の一部改正につ

きましては、財政運営の適正化を考慮いたしまして、引き続き、私を含めまして、特別職

及び教育長の給料を減額して支給するために、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４号、美馬市職員の給与に関する条例等の一部改正につきましては、美馬

市職員の給与に関する条例を始め、３件の条例につきまして、財政運営の適正化を考慮し

て給与を減額、また、労働基準法の改正に伴うものなど、それぞれ所要の改正を行うもの

でございます。 

 続きまして、議案第２７号から議案第３８号までのその他案件１２件についてでござい

ますが、まず、議案第２７号、美馬西部共立火葬場組合規約の変更並びに議案第２８号、

西阿老人ホーム組合規約の変更につきましては、それぞれの一部事務組合の運営に係る分



－１４－ 

 

担金の分賦方法について平成２２年度から変更いたしますために、所要の規約変更を行う

ものでございます。 

 次に、議案第２９号から議案第３７号までの辺地に係る総合整備計画の変更につきまし

ては、平成１７年度、平成１８年度に策定をいたしました２０辺地のうち９辺地について、

美しい森林づくり基盤整備臨時交付金などの国の交付金制度を活用いたしまして、市道及

び林道の整備を充実させるために変更を行うものであります。 

 次に、議案第３８号、物品購入契約の締結につきましては、平成２１年度地域活性化・

公共投資事業：美馬市自主放送番組文字放送生成システム物品購入事業の物品購入に係る

契約を締結するために、地方自治法等の規定に基づきまして、議会の議決を求めるもので

あります。 

 そのほか、今定例会には、ただ今説明いたしました議案のほかに、日程第４の議案第９

号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７号）を始め、５件の補正予算、また、後

ほど説明をさせていただきます日程第５の人事案件２件に、合わせて４０件を提案させて

いただいておるところでございます。 

 なお、日程第４の平成２１年度に係る各会計の補正予算５件につきましては、迅速な対

応を図る必要がございますので、本日、議決をお願い申し上げたいと存じますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 以上のとおりでございますので、よろしくご審議を賜りまして、原案どおりご可決をい

ただきますようお願いを申し上げまして、定例会の所信表明と議案の説明に代えさせてい

ただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 次に、日程第４、議案第９号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７号）及び議

案第１１号、平成２１年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）から議案第１

４号、平成２１年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）までの４件、合わ

せて５件を一括上程し、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。 

［企画総務部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 それでは、私の方から、議案第９号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７号）

について、ご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、お手元の平成２１年度美馬市補正予算書、こういった横長のものにな

っておりますが、ご用意ただきまして、その１ページをお開きください。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７号）は、第１条、歳入歳出予算の補正のと

おり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９,０００万円を減額し、補正後の予算
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総額を歳入歳出それぞれ２１０億３,９２０万円とするものでございます。 

 第２条の繰越明許費の補正につきましては、７ページ及び８ページをお開きください。

繰越明許費につきましては、設計変更や関係住民との調整のほか、今回は特に国の経済対

策に伴います補正予算関係の繰り越しが多く、２０事業につきまして、現段階で見込まれ

ます限度額を計上したものでございます。ご理解を賜りたいと存じます。 

 次の９ページは、地方債補正でございます。各種事業の実績見込みによりまして、市債

の限度額を変更するもので、今回７,３３０万円を減額し、補正後の限度額を２５億１４

０万円とするものでございます。 

 今回の補正予算では、各種事業の実績見込みにより予算の減額や財源更正を行っている

費目が数多くございますが、主に増額補正を行った予算につきまして、以下、ご説明をさ

せていただきます。 

 それでは、まず歳出からご説明を申し上げますので、予算書の１９ページをお開きくだ

さい。 

 予算書の１９ページでは、まず、防犯対策費で市内に設置されております防犯灯の電気

使用量不足見込み額１００万円を計上いたしております。 

 次に、２３ページをお開きください。 

 社会福祉総務費では、国民健康保険特別会計への繰出金３,９０３万９,０００円を計上

いたしておりますが、これは実績見込みによるものでございます。 

 障害者福祉費では、事務処理安定化支援事業補助金１０２万円を計上いたしております

が、これは障害者自立支援法定着までの間、県の認定に基づきまして、事業所の事務職員

配置に対し補助を行うものでございます。 

 また、過年度の国庫負担金等返納金６２５万１,０００円を併せて計上いたしておりま

す。 

 介護保険費と後期高齢者医療費は、それぞれ実績に基づく各特別会計への繰出金でござ

います。 

 ２４ページをお開きください。 

 児童福祉総務費で４００万円を計上いたしておりますが、これは平成２２年度から支給

されます子ども手当のシステム導入の委託料でございます。 

 児童館費でございますが、障害児加配の精算に伴います臨時職員賃金の不足額１６万４,

０００円を計上いたしております。 

 生活保護費の扶助費は、母子加算が復活したことや入院中の新規保護者の増加などによ

り、支給見込みに不足する額２,１７５万２,０００円を計上いたしております。 

 ２５ページをお開きください。 

 畜産振興費は、事業の実績見込みによります事業費及び財源内訳の補正を行ったもので

ございます。 

 ２７ページをお開きください。 

 治山林道事業では、国の補正予算関連事業であります森林環境保全整備事業に事業費の
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追加が行われたほか、各事業の実績見込みによる補正として１２３万１,０００円を計上

いたしております。 

 ２８ページをお開きください。 

 消費生活対策費及び観光費は、説明欄のとおりでございます。 

 ２９ページ上段の道路新設改良費は、事業費の確定による財源等の補正でございます。 

 ３０ページの事務局費及び保健体育総務費は、説明欄のとおりでございます。 

 次に、財源となります歳入予算についてご説明を申し上げます。 

 予算書は、前に戻っていただきまして、１２ページをお開きください。 

 １２ページの地方交付税では、普通交付税を５４３万８,０００円、特別交付税を２,７

１７万１,０００円追加計上いたしております。 

 分担金及び負担金から１５ページ中段の県委託金までは、各種事業の実績見込みにより

財源の調整を行ったものとなっております。 

 １５ページ下段の利子及び配当金は、説明欄のとおりでございます。 

 １６ページをお開きください。 

 不動産売り払い収入は、法定外公共財産や立木の売り払い収入を計上したものでござい

ます。 

 指定寄附金は、まほろばサポーター寄附金を実績に基づき追加計上したものや、市内企

業等からの寄附金でございます。 

 次に、繰入金のうち減債基金繰入金につきましては、地方交付税の決定や歳出予算の減

額に伴い、今回１億円を減額いたしております。 

 次の延滞金は、実績の見込みにより計上したものでございます。 

 １７ページの雑入につきましては、説明欄のとおりでございます。 

 市債につきましては、各種事業の実績見込みにより調整を行ったものでございます。 

 歳入補正予算の主なものについては、以上のとおりとなっております。 

 これで、議案第９号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７号）の説明を終わら

せていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 保険福祉部長。 

［保険福祉部長 逢坂章人君 登壇］ 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 続きまして、議案第１１号、平成２１年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）につきましてのご説明を申し上げます。 

 お手元の予算書、４７ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、第１条のとおり、事業勘定におきましては、歳入歳出

それぞれ１億４,０７９万円を減額補正いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ４０億７６４万９,０００円とするものでございます。また、直営診療施設勘定に

おきましては、歳入歳出それぞれ１４５万３,０００円を減額補正し、補正後の歳入歳出
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予算の総額をそれぞれ２億６,０２２万６,０００円とするものでございます。 

 事業勘定の歳入歳出予算の款項ごとの補正額、また、補正後の予算の金額につきまして

は、次のページ、４９ページ、５０ページまでにございます第１表の歳入歳出予算補正の

とおりでございます。 

 また、５１ページにつきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書となってございます。 

 それでは、歳入予算についてのご説明を申し上げます。 

 予算書のページ、５２ページをお願い申し上げます。 

 歳入予算の主なものでございますが、１款、国民健康保険税では、一般被保険者分で１,

９０４万５,０００円を減額いたしまして、退職被保険者で１,６２８万９,０００円の追

加補正を行っております。これは、一般被保険者から退職被保険者への資格移動に伴い、

税額を変更するものでございます。 

 次に、１０款の国庫支出金では、療養給付費等負担金で３,４５８万９,０００円を減額、

また、高額医療共同事業負担金で４８０万７,０００円を減額いたしまして、次の予算書

５３ページ上段にございます財政調整交付金では、直営診療施設特別交付金３７３万９,

０００を追加補正いたしております。 

 次に、１５款、県支出金でございますが、高額医療費共同事業負担金で４８０万７,０

００円を減額いたしまして、２３款、前期高齢者交付金では３億１,１３７万１,０００円

の追加補正となっております。 

 また、２５款の共同事業交付金で９５０万２,０００円を補正いたしまして、保険財政

共同安定化事業交付金で７,７３５万２,０００円の減額の補正をいたしております。 

 これらはいずれも本年度の保険給付費の実績見込みや、また、拠出金額の確定等に伴い

まして、財源となる国・県支出金、また交付金等の補正を行ったものでございます。 

 予算書のページ、５４ページをお願い申し上げます。 

 繰越金では３,５９７万３,０００円、また、次の繰入金におきましては、一般会計繰入

金で２,０９５万９,０００円を補正いたしまして、また、財政調整基金繰入金では特定財

源等の確定によりまして３億９,８００万円の減額補正としております。 

 続いて、予算書の５５ページからは歳出予算でございます。 

 歳出の主な予算をご説明申し上げます。 

 ５５ページ中段の５款、保険給付費では、国・県支出金、また交付金の確定に伴いまし

て、財源内訳の補正を行ったものでございます。 

 次に、５６ページでございますが、５６ページ下段の２０款、共同事業拠出金につきま

しては、国保連合会への負担額の確定に伴いまして、高額医療費共同事業医療費拠出金で

１,９２７万７,０００円を、また、保険財政共同安定化事業拠出金で１億２,７３７万８,

０００円をそれぞれ減額補正いたすものでございます。 

 次の予算書のページ、５７ページでございますが、国民健康保険高齢者保健福祉支援セ

ンター管理費におきましては、おちあい荘デイサービスの特殊浴槽取りかえに係ります予

算支出の費目の組み替えを行っております。 



－１８－ 

 

 また、下段の直営診療施設繰出金３７３万９,０００円につきましては、直診交付金の

確定に伴いまして、繰出金の補正を行ったものでございます。 

 続きまして、予算書のページは５９ページをお願い申し上げます。 

 直診勘定でございます。直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項ごとの補正額につきま

しては、５９ページから次のページ、６０ページまでの第１表、歳入歳出予算補正のとお

りとなってございます。 

 また、次のページ、６１ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。 

 ６２ページをお願い申し上げます。 

 歳入でございますが、１款、診療収入及び介護収入で２,２１３万９,０００円の減額補

正を行っております。また、下段の繰入金におきましては、一般会計繰入金が１,８０８

万円、また、事業勘定繰入金といたしまして３７３万９,０００円の追加補正をするもの

でございます。 

 予算書のページ、６４ページをお願い申し上げます。 

 続いて、歳出でございますが、１款、総務費、施設管理費での１６２万５,０００円の

減額につきましては、備品購入費の減額など、説明欄記載のとおりとなっております。 

 また、６５ページの中段、歯科センター運営費１２１万円の減額につきましては、臨時

補助員の賃金の減額でございます。 

 続きまして、医療費の１５２万の補正につきましては、薬品購入費、また血液検査委託

料についての不足額を今回補正したものでございます。 

 以上で、美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１２号、平成２１年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）についてのご説明を申し上げます。 

 後になりましたが、予算書のページにつきましては６９ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ３５４万７,０００円を追加いたし

まして、補正後の歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ３億６,８６１万５,０００円とする

ものでございます。 

 歳入歳出予算の款項ごとの補正額につきましては、次のページ、７１ページから７２ペ

ージまでの第１表の歳入歳出予算補正の記載のとおりでございます。 

 また、次のページ、７３ページにつきましては、事項別明細書となってございます。 

 ７４ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、１５款、繰入金、保険基盤安定繰入金は、額の確定により

まして、３４７万７,０００円を今回追加補正するものでございます。 

 続いて、７５ページの歳出でございますが、５款、後期高齢者医療広域連合納付金３４

７万７,０００円の補正につきましては、保険基盤安定負担金の確定に伴い補正を行った

ものでございます。 

 １０款、保険料還付金につきましては、説明欄のとおりとなっております。 

 以上で、美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明を終わらせていただ
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きます。 

 続きまして、予算書のページ、７７ページをお開きいただきますようにお願いを申し上

げます。 

 議案第１３号、平成２１年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）についてのご

説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、第１条の保険事業勘定におきまして、歳入歳出それぞれ１億４,５

１２万９,０００円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４億

７４６万５,０００円とするものでございます。 

 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項ごとの補正額並びに補正後の金額につきましは、予

算書のページ、７９ページから８０ページにございます第１表、歳入歳出予算補正のとお

りとなっております。 

 また、８１ページにつきましては、事項別明細書となってございます。 

 それでは、予算書のページ、８２ページをお開きください。 

 まず、歳入でございますが、１款、保険料につきましては、当初予算計上額より現年調

定見込み額への補正を今回行ったものでございます。 

 また、１０款、国庫支出金、１５款、支払基金交付金、また、２０款、県支出金につき

ましては、歳出の介護サービスの給付実績見込みに伴いまして、財源となります国庫負担

金また調整交付金等、財源をそれぞれ補正いたしております。 

 予算書８３ページ下段にございます３０款の繰入金につきましては、介護給付費の増加

に伴いまして、介護給付費の繰入金、また介護給付費準備基金繰入金等、それぞれ所要の

繰り入れを行ったものでございます。 

 続きまして、８４ページでございます。 

 歳出でございますが、１款、総務費につきましては、認定調査費の件数増加に伴いまし

て、支出費目間の更正を行ったものでございます。 

 また、１０款、保険給付費の１目、介護サービス給付費１億４,５０６万１,０００円の

増額につきましては、施設介護、居宅介護、それぞれの給付費の増加に伴いまして補正を

行っております。補正の内容、給付費の内訳につきましては、説明欄記載のとおりとなっ

てございます。 

 以上で、美馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）の説明を終わらせていただきます。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 建設部長。 

［建設部長 中川近敏君 登壇］ 

◎建設部長（中川近敏君） 

 続きまして、議案第１４号、平成２１年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）について、ご説明申し上げます。 

 予算書の８７ページをお願いいたします。 
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 予算額の補正がございませんが、第１条の繰越明許費を地方自治法第２１３条第１項の

規定によりお願いするものでございます。 

 繰り越しをお願いする理由といたしまして、現在実施中の舞中島地区の管路埋設工事は

着工以来順調に進んでおり、１月末現在の進捗率は約９０％に達しております。しかしな

がら、関連工事として発注しております通信設備設置工事におきまして、下水道の通信線

を既設の四国電力やＮＴＴ施設の柱に共架の許可をいただき設置することとしておりまし

たが、場所によって、構造計算上、既設の柱の補強や新設などの工事が必要となりまして、

並行して施行を進めております本体の管路埋設工事の工程にも影響が出ており、年度内完

成が見込めなくなったことから、８９ページに記載しております１億６,３００万円の繰

り越しをお願いするものでございます。 

 なお、繰越事業となります主な工事は、路面の復旧工事でございまして、完成予定は４

月末でございます。 

 以上で、議案第１４号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第９号及び議案第１１号から議案第１４号までの４件、合わせ

て５件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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第９号及び議案第１１号から議案第１４号までの４

件、合わせて５件については委員会付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第９号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第７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） 



－２１－ 

 

◎議長（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第９号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第

７号）は可決されました。 

 次に、議案第１１号、平成２１年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）か

ら議案第１４号、平成２１年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）までの

４件について、採決いたします。 

 議案第１１号から議案第１４号までの４件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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第１１号から議案第１４号までの４件は可決されま

した。 

 次に、日程第５、議案第３９号及び議案第４０号、人権擁護委員候補者の推薦について

の２件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ただ今上程をいただきました議案第３９号並びに議案第４０号、人権擁護委員候補者の

推薦についての提案理由の説明を申し上げさせていただきます。 

 この２件は、法務大臣に人権擁護委員候補者として推薦するに当たり、人権擁護委員法

第６条第３項の規定によりまして、議会の意見を求めるものでございます。 

 まず、議案第３９号でございますが、美馬市木屋平字八幡２３０番地にお住まいの阿部

義則氏でございます。生年月日は昭和２１年６月６日でございます。阿部氏は、平成１９

年７月１日に人権擁護委員に委嘱をされまして、人権思想の普及高揚に努めてこられまし

たが、本年６月末をもって任期が満了となるために、再度推薦をいたすものでございます。 

 次に、議案第４０号でございますが、美馬市美馬町字中山１８番地２及び３３番地にお

住まいの都築稔氏でございます。生年月日は昭和２３年７月２５日でございます。都築氏

は、現在委嘱をされております方が体調不良によりまして辞任をいたしたい旨の申し出が

されておりますことから、その後任として推薦をしようとするものでございます。都築氏

は旧美馬町職員及び美馬市職員として長く勤務をされまして、教育次長、市民環境部長を

歴任されるなど、人権問題に深くかかわりを持ってこられております。 

 阿部義則氏並びに都築稔氏は、人格、識見ともに高く、広く社会事情に通じておられま

して、人権擁護委員候補者として適任であると認められますので、お二人の推薦について

ご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 



－２２－ 

 

 以上で、説明が終わりました。 

 お諮りをいたします。ただ今議題となっております議案は人事案件でありますので、質

疑、討論を省略し、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第３９号及び議案第４０号は質疑、討論を省略し、

直ちに採決することに決しました。 

 これより、順次採決をいたします。 

 初めに、議案第３９号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第３９号は原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、議案第４０号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第４０号は原案のとおり同意することに決しました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 なお、次回は３月３日、午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。 

 本日は、これをもって散会といたします。 

散会 午前１１時１６分 

 


