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開議 午前１０時０１分 

◎副議長（中山 繁議員） 

 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のとおりでございますので、よろしくお願い

をいたします。 

 なお、河野議長より欠席届が出されておりますので、報告をいたしておきます。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

 日程第１、会議録の署名議員の指名を行います。 

 会議録の署名議員は、会議規則第８１条の規定によりまして、１６番 三宅共君、１７

番 谷明美君、１８番 前田良平君を指名いたします。 

 次に、日程第２、市政に対する代表質問を行います。 

 通告者は、お手元にご配付の代表質問一覧表のとおりでございます。通告の順序に従い

まして、順次発言を許可いたします。 

 まず初めに、相和会、久保田哲生君。 

［９番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎９番（久保田哲生議員） 

 おはようございます。議長から登壇のお許しをいただきましたので、相和会を代表し、

市政に関する重要課題について質問をいたします。 

 先の総選挙の結果、子ども手当の創出や農業の戸別所得補償、高速道路の無料化など多

額の財源を要する政策を掲げた民主党を中心とした連立政権が成立し、現在、国会におい

てマニフェスト実現に向けた平成２２年度当初予算の審議が行われております。国の平成

２２年度予算案ではコンクリートから人へという政権の理念のもと、公共事業関係費を前

年度に比べて１８.３％、大幅な削減をする一方で、社会保障関係費を９.８％増加させる

とともに地方重視の方針から地方交付税については対前年度比１兆７３３億円、率にして

６.８％の増額が図られており、厳しい地方財政への配慮も見受けられるところでありま

す。 

 一方、我が美馬市の予算を見ますと、補正予算では小中学校などの耐震化や太陽光発電

システムの導入、また今回は地域活性化きめ細かな事業などの国の経済対策に積極的に取

り組み、事業の前倒しなど、地域経済への活性化を進めている姿が認められます。当初予

算を見てみますと、限られた財源の中で高齢化社会に対応する取り組みや情報通信技術の

更なる活用、地域と一体となった教育環境の整備、環境に優しい社会づくりの推進、地域

の観光振興と国際交流の推進という五つの重点目標を掲げ、目標に向かって着実に取り組

むための予算を編成するという市長のご苦労を伺うことができるわけです。 

 美馬市は去る３月１日をもちまして、合併５周年を迎えましたが、合併により合併前の

すべての課題が解決したわけではありません。また、地域のことは地域で決めるという地

域主権を確立するためには地方の自主財源の確保が最も重要な課題でありますが、地方も

これまでの意識を変えなければなりません。国のメニューを見ながらという受け身の姿勢

ではなく主体的に政策を立案し、優先順位を決めて実行していかなければならないという
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自立に向けた地方の知恵も取り入れることになってきております。 

 こうしたことから、私は少子高齢化が進む美馬市においてはまずは持続可能な長期的視

点に立った行財政を運営するとともに安心で安全、そしてまた活力があるまちづくりに積

極的に取り組んでいかなければならないと思っておりますので、そのような視点により質

問をさせていただきます。 

 先日徳島新聞にも掲載されておりましたけれども、平成２７年度以降の美馬市財政運営

指針について、先般市の財政当局から説明がございました。これによりますと、合併特例

措置が終了する平成２７年度からは段階的に地方交付税が減少していき、平成３２年度に

は２１年度の交付税額より１０億円強の交付税が減少する見込みであると説明がございま

した。また、人口の減少により、減額、制度上の問題など多くの交付税減額予想があるこ

とも考慮しなければならないということでございました。更に、平成２７年度以降は合併

特例債を発行することができなくなるため、大幅に事業が抑制されるなど、非常に厳しい

状況になることが予想されるということでございました。 

 市税などの自主財源が少ない美馬市では地方交付税が歳入の大半を占めており、交付税

の動向によってこれまでも市の財政が大きな影響を受けてきたと認識しております。平成

１６年度から始まった小泉内閣の三位一体改革によって地方交付税が削減されたため、美

馬市は危機的な財政状況に陥りました。合併をしたとはいえ、想像を超えた危機的な財政

状況は多くの事業の見直しを余儀なくされ、合併後の期待感とは裏腹に、閉塞感とともに

もがき苦しむ新市の姿がそこにありました。こういった状況を打破するため、牧田市長の

もとでありとあらゆる行財政改革の取り組みが行われ、正に聖域なき見直しを継続して行

ってきた結果、何とか現在は改善の兆しが見えてきた状況になってきたと思っております。

しかし、考えてみますと、当時三位一体改革で削減された交付税影響額は６億円程度と伺

っております。それでも、財政が改善するまでには我慢しながら、４年、５年という年数

をかけてきました。これに対し、平成２７年度から減少していく金額は１５億円でありま

す。これはどういうことを意味するかというと、必要な事業はおろか、多くの行政サービ

スが実施できない事態になるのではないかと非常に不安を感じておるところでございます。

美馬市と同時期に合併した市町村はすべてそういう課題を負っているわけであります。そ

の中でいち早く来るべき課題を見据えながら今後の財政運営の指針を策定したことに対し

て大いに評価したいと思っておりますが、今回策定されております指針では平成２７年度

から段階的に減少していく交付税が完全になくなる平成３２年度以降、持続可能な財政運

営をしていくため三つの目標を掲げています。実質単年度収支の均衡、財政調整基金残高

の適正規模確保、体力に見合った実質公債比率の維持の３点であります。１５億円強の地

方交付税が減少していく中で、この指針に掲げた目標を達成していくためには身を削るよ

うな努力が必要かと思われますが、その姿勢を示すためには、こういった先を見据えた行

財政運営目標を定め、方向性を示すことは非常に重要であると思います。 

 そこで、お伺いをいたしますが、市長は今後この指針に掲げた目標を達成していくため

にどういった心構えで行財政運営を行っていくのかお考えをお聞かせいただきたいと思っ

ております。 
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 ２点目に災害時に際し、避難住民への備蓄食料、資器材について現状と、これからの取

り組みについてお伺いをいたします。 

 昨年の台風９号や異常気象による集中豪雨により、九州北部、中国地方で土砂災害など

が発生し、多くの犠牲者が出たことは記憶に新しいところでございます。本市でも大雨洪

水警報が出され、数カ所で自主避難があったと聞いております。特に、本市は大部分が山

間部を占め、その中で点在して集落を形成しています。水と緑に囲まれた自然豊かな環境

も自然災害においては警戒すべきところが多いのではないかと考えるところであります。

また、大きな災害をもたらす地震も近年国内外を問わず、頻繁に起こっております。先日

２７日は南米チリでマグニチュード８.８の大地震が発生し、日本にも津波警報が出され、

２０万世帯に避難を余儀なくされたのは２、３日前のことです。今年の年明け早々にはハ

イチ共和国大地震が発生し、未曾有の大災害となり、この地震による死者は政府集計で２

３万人にも上り、２００４年には死者行方不明２２万人以上を出したスマトラ沖地震によ

る大津波の被害は記憶に新しいところでございます。こういった大きな被害をもたらす大

地震はいつ起こるかわかりません。ご承知のとおり、徳島県を始め、美馬市でも今後３０

年以内に６０％の確率で発生すると言われています南海・東南海地震に備え、県民市民の

生命と財産を守ることを念頭に、いろんな対策を講じているかと思います。いつ何どき起

こるわからない地震災害に対しいち早く情報・状況を把握し、安全な場所へ避難をさすこ

とが肝要かと思います。 

 そういったことを想定し、訓練、あるいは備蓄資器材、非常食等々の点検がなされてい

ると思いますけれども、取り組みの現状をお伺いします。また、災害から被害を最小限に

食い止めるために行政の対応に加えて、住民一人ひとりが自らの生命と財産を守るべく現

在１００％に近い数字で自主防災組織が結成され、訓練に取り組んでいることと思います。

災害時において、市民の協力支援は不可欠で、冷静かつ迅速に指導のもと対応することが

被害を最小限に食い止めることと思います。そのためには日ごろの訓練と関係機関の連携

が肝要かと思います。市としてどのように訓練など取り組まれているのかお伺いをいたし

ます。 

 もう１点、台風などによる水害についてお伺いをいたします。近年日本全国の気温は地

球温暖化の影響により１９８０年後半から急速に上昇し、１９９０年以降は最高気温の記

録を相次いで更新し、多雨と小雨の年ごとの変動が激しくなり、異常気象が続いておりま

す。このような異常気象の中、雨期、台風期には局部的に集中豪雨が発生していまして、

低い土地にある市街地や農地では中小河川のはんらんが起こりやすくなるだけでなく、周

辺に降った雨水が低い場所へ集まり、下水などによる排水能力の限度を超えて洪水や浸水

の被害の起こることが多く、全国各地では甚大な豪雨災害が発生しております。また、全

国で平成１６年に上陸した台風が観測史上最多の１０個となり、これまでの記録だった６

個を大きく上回りました。そのうち６個が四国に上陸し、日本に接近した台風も１９個と

最多の記録となっております。美馬市におきましてもこの年の台風２３号の上陸による床

下床上浸水災害などが発生しております。特に、脇町拝原地区におきましては無堤地区が

あり、広範囲において浸水被害があったことは記憶に新しいところでございます。 
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 このような浸水被害を一日も早く解消いたし、市民の生命財産を守る観点からも脇町拝

原地区の無堤地区の早期着手が重要でなかろうかと思われます。また、同地区の築堤完成

のためには河川内にある廃棄物の除去の適正な処理が不可欠であり、拝原最終処分場適正

処理事業の推進につきましても築堤の早期完成、及び地域環境保全の観点からも極めて重

要な施策であると考えます。市長は行政の執行者として、今後拝原最終処分場適正処理事

業も含めた無堤地区の推進をどう考えるのか、お伺いをいたします。 

 ３点目に農業振興についてですけれども、先行き見えない第１産業の実態、昨年、政権

交代がなされ、民主党を中心とした連立政権のマニフェストに掲げた一つの大きな柱であ

る農業者を対象に戸別補償制度が来年度から始まります。それに加え、昨年末に改正農地

法が施行され、農地管理の地域主体として農業委員会や自治体の役割が格段に大きくなり

ました。言うまでもなく、農業は国民への食糧供給という国家的国民的役割を持つと同時

に多様な個性を持つ地域産業でもあり、地域環境保全や地域資源管理という重要な役割も

果たしている農業、美馬市におきましても基幹産業であることから、農業振興は必須であ

ります。現在、平成２１年度から平成２６年度までを計画期間として美馬市農業振興計画

が策定なされ、本年度中に見直しも含め実施計画を策定し、実行していくわけですけれど

も、何を重点施策として将来像を見据えた振興をどのように図っていくのかお伺いをいた

します。 

 もう１点、来年度から実施する戸別所得補償モデル事業と水田利活用自給率向上事業に

ついてお伺いをいたします。期待と不安の中でようやく始まった戸別補償制度ですけれど

も、今、国の方から説明会が終わった段階だろうと思います。ただ、既に農家では説明が

ないまま作付の準備をしつつある中、農家は現時点でどのように対応していくべきか迷っ

ているのが現状だろうと思います。すべての農家が制度を十分理解した上で、より多くの

農家に参加を促し、農業の再生、地域の再生に向けて、どのような趣旨説明を行っていく

のかお伺いをします。 

 以上、３点にわたり、明確な答弁をお願いいたしたいと思います。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ただ今、相和会の９番、久保田議員から代表質問がございました。私からは、順次お答

えをさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、平成２７年度以降の美馬市財政運営指針について、三つの目標を達成する

ためにどのような行財政運営に取り組んでいくのかというご質問でございます。 

 合併特例債がおおむね終了いたします平成２７年度以降、５年間で１５億円強の地方交

付税が段階的に減少するということはご指摘のように歳入の大半を地方交付税に頼ってい

る本市にとりましては大変大きな問題でございます。加えまして、合併特例債の発行がで

きなくなるという状況となりますので、平成２６年度までの財政運営とは全く異なった厳

しい状況が想定されるところでございます。しかしながら、交付税の減少、あるいは合併
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特例債の廃止などによりまして、市の財政状況が悪化をいたしまして、赤字を計上するよ

うな事態は市民の皆様に不安を与えることとなります。何としてもこの事態は避けてまい

らなければなりません。こういったことを踏まえまして、この期間を視野に入れた計画的

な取り組みを進め、持続可能で安定した財政運営を確保するために今回この指針を策定し

たところでございます。この指針では交付税の合併特例が完全になくなる平成３２年度の

目標といたしまして三つの目標を掲げてございます。この目標は財政健全化法の、もちろ

んこれは国が定めておるわけでございますけれども、財政健全化法の基準よりも厳しい自

主的な財政規律でございまして、あえてこれを目標といたしまして、自らに厳しい方針を

課したものでございます。市民生活を安心・安全に過ごしていただくためには市の財政の

安定は正に不可欠な要素でございまして、この均衡を確保していくことは市政を預かって

いる者の責務でもございます。 

 今後、この指針に掲げました目標の達成に向けましては、更なる行財政改革の継続的な

取り組みが必要でございます。また、事務事業の執行には一層の厳しい選択と創意工夫が

求められてまいりますので、市民の皆さんの参加をいただきまして徹底した事務事業の見

直しも行ってまいりたい。また、税金や使用料などの公平な負担の推進、そしてあらゆる

状況に対応できる職員の人材の育成、これらに努めまして、将来世代に過度の負担を残す

ことのない持続可能な財政運営の実現に向けまして全力で取り組んでまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 次に、拝原最終処分場の適正化及び適正処分場事業、及び無堤地区の解消についてとい

うご質問でございますけれども、拝原地区の無堤地区解消につきましては拝原最終処分場

のごみ処理が大きく関わるものでございます。この事業につきましては、議員ご指摘のよ

うに市議会における各議員からの早期築堤についての質問やごみ処理についての度重なる

要請、また平成１６年度の台風２３号による本市の消防署を始め、周辺民家の浸水被害、

更には地元住民からの要望も受けまして、私自身、その必要性を認識いたしておりまして、

事業推進に取り組んでまいったところでございます。平成１８年には拝原最終処分場適正

処理検討委員会を設置いたしまして、安全性、経済性等、さまざまな角度から検討を重ね

まして、現在の処理方針を決定いたしたところでございます。また、市議会におきまして

も拝原最終処分場特別委員会を設置していただきまして、いろいろな角度からご審議をい

ただき、計画案を実施する場合には十分調査をするとともに、内水対策等について、国・

県への要望すること等を趣旨とする最終報告書をいただいたところでございます。この事

業は災害から地域住民の生命と財産を守ることはもとよりでございますが、環境保全の観

点からも非常に重要な事業であるという認識のもと、行政の責任において将来に禍根や憂

いを残すことがないよう着実に進めていかなければならないと考えております。また、拝

原地区には処理計画にご理解を得られていない方々、また吉野川下流域におきましても処

理計画に説明を求める吉野川命の水の会も結成をされておりますが、今後詳しく、できる

だけ丁寧な説明も行う中で、ご理解が得られるよう努めてまいることといたしております。

また、吉野川の市内の無堤地区の解消につきましては国はもとよりでございますけれども、

関係機関に今後も積極的に働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。 
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 続きまして、農業振興についてでございます。農業振興の実施計画に基づき、どのよう

な振興を図っていくのかというご質問でございます。我が国の農業は高齢化や後継者の不

足をいたしておりまして、また農業所得の激減によりまして、今までに経験したことのな

い危機的な状況となってございます。同様に、美馬市におきましても例外ではございませ

ん。中山間を始め、農業を取り巻く状況は厳しい、非常に厳しいものとなっております。

このため、美馬市におきましては平成２１年３月に美馬市農業振興計画を策定いたしまし

た。六つの項目を掲げております。一つは農業生産基盤の整備、二つ目に多面的機能の維

持発展、三つ目に農業経営の改善、四つ目に環境保全型農業の支援、５番といたしまして、

畜産業の振興、６番目には畜産環境整備の推進、以上の６項目を掲げておりまして、農業

振興を図っていくことといたしております。現在、この実施計画の策定に向けまして、ワ

ークショップによる協議を重ねているところでございますが、現段階での状況についてを

ご説明を申し上げたいと思います。 

 １番目の農業生産基盤の整備につきましては、耕作放棄地調査によりまして、３６５ヘ

クタールの耕作放棄地が美馬市内にはございますが、農地として再生できない１９８ヘク

タールを除きまして、１６７ヘクタールにおきまして再生利用活動を行っておるところで

ございます。平成２３年度までの耕作放棄地の解消目標を２４ヘクタールといたしており

まして、関係機関と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。そのほか、

農地の利用集積の促進、有害鳥獣被害防止対策などのソフト事業の推進と用排水路・農

道・飲雑用水整備などのハード事業の合計１９の事業を実施することによりまして、農業

の生産基盤の確保と農地の有効利用を支援してまいりたいというふうに考えてございます。 

 ２番目の多面的機能の維持発展につきましては中山間地域と直接支払制度の第２期対策

が平成２１年度末をもって終了いたします。この対策によりまして集落協定を結んでおり

ます単位での中山間地域の農地の維持保全が図られてまいったものと考えてございますが、

平成２２年度から第３期対策の実施が予定をいたしております。協定面積ベースで第２期

対策並みの３９０ヘクタールを目標に設定いたしまして農地、水、環境保全向上対策など

の制度と合わせた集落ぐるみでの水源涵養、景観保全活動の支援のための八つの事業を実

施してまいりたいというふうに考えております。また、農業者だけではなく、消費者にも

農業の重要性を認識していただくために美馬市生活研究会や美馬市産直市連絡協議会と連

携をした食育出前講座の開催やイベント、食文化の伝承や地産地消・食育を推進してまい

ります。 

 ３番目の農業経営の改善につきましては、水田農業の推進のために美馬市での水稲作付

上限７５０.８ヘクタール以内に目標設定を行いまして、生産調整の達成のために米戸別

所得補償モデル事業、水田利活用自給率向上対策などの実施や各補助事業、１３事業を実

施してまいる考えでございます。 

 ４番目の環境保全型農業につきましては、現在食の安全・安心について消費者の関心が

大変高まってきております。市といたしましても減農薬、減化学肥料栽培を推進いたしま

して、エコファーマーの認定取得の目標人数を現状の２３０人から２５０人に設定し直し

まして、環境保全型農業の推進に取り組んでまいります。更に、地域資源である発酵鶏ふ
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んを有効活用できるように有機の里づくり事業や資源循環型農業の支援など、五つの事業

を実施してまいります。 

 ５番目の畜産業の振興、６番目の畜産環境整備についてでございますが、美馬市は県下

一のブロイラー産地となっております。家畜伝染病の発生予防につきましては、ウィルス

の侵入防止対策などの発生防止対策を実施してまいりたいと考えておりますし、また耕種

農家と畜産農家の連携強化を推進いたしまして、コントラクター事業等の事業を今後進め

てまいりまして、計七つの事業を推進してまいりたいというふうに考えてございます。 

 今後、実施計画を作成して、それに基づきまして、関係機関と十分に連携を図りながら

美馬市の農業振興を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、水田の利活用、自給力の向上事業、及び米の戸別所得補償モデル対象事業に

ついてのご質問かと思いますが、国の農業施策の大きな柱でございます食料自給率の目標

数値は５０％を目指すこととなっております。食料自給率の向上を図ることで農業と地域

を再生いたしまして、農山漁村に暮らす方々が将来に向けて明るい展望が持てるようにす

るために今年度は水稲栽培農家を対象にした戸別所得補償制度のうち次の二つの事業が実

施される予定となっております。水田利活用自給力向上事業につきましては、麦、大豆、

米粉用の米等の生産を行う農家に対しまして主食用の米並みの所得を確保し得る水準を直

接支払いにより交付する内容となってございます。これまで、需給の調整に参加をしてこ

られなかった販売農家が参加をしやすくなるように米の生産数量目標の達成、未達成にか

かわらず助成対象とするというふうになってございます。 

 次に、米の戸別所得補償モデル対象につきましては、平成２２年度４月からモデル対策

として導入をいたしまして、これまでの生産調整のやり方を見直して、自給率を向上させ

ることにより、意欲のある農家が水田農業を継続できる環境を整えることを目的といたし

まして、所得補償を国から直接の支払いによって実施されることとなってございます。こ

の対策では標準的な生産費を国が算出をいたしまして、農家の手取りの定額助成、１０ア

ール当たり、これ１万５,０００円でございますけれども、定額助成を行いまして、全国

平均を下回ったとしても変動部分についても国が補償することで効率的な運営を行うほど、

つまり能率を上げて農業を行って、経営を行っている農家ほど報われると、そういう仕組

みとなってございます。言いかえてみますと、これまでの米の生産調整は生産調整達成者

のみに麦や大豆等の助成金を交付するという手法で進められておりました。それだけでは

十分な効果が得られないということで、生産調整に参加をしていない方に対してもさまざ

まな形でペナルティー的な扱いが今まで行われてきたことの見直しがなされたということ

であろうと思います。今回の対策の導入に当たりまして、美馬市では３月２３日から２６

日にかけまして、自治会長さんを対象に事業説明会の実施を予定いたしております。また

４月から、各庁舎に申請の窓口を設置いたしまして、農業者の方々に申請書を提出してい

ただく段階で本対策の趣旨や手続きについてご理解がいただけるように説明をしてまいる

予定にいたしております。 

 今後はできる限り多くの農家の方々に新しい農政に参加をしていただき、農業の立て直

し、食と地域の再生を図りながら、新しい付加価値の創造を支援をするということで、美
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馬市から食の安全や安心につきましても積極的に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。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、新井企画総務部長。 

［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） 

 続いて、ご答弁申し上げます。 

 まず、備蓄資器材及び非常食の備蓄状況、及び点検についてどのようになっておるのか

ご質問でございますが、本市におきまして想定されます主な災害の要因を考えてみますと、

一つには台風や集中豪雨等の発生によるもの、二つ目には今後３０年以内に６０％の確率

で発生すると言われております南海・東南海地震等によるもの、三つ目には昨年世界中で

猛威を振るいました新型インフルエンザウィルスによる感染症がございます。 

 これらの災害に備えるため、本市の地域防災計画では資材、器材等の点検整備につきま

して災害応急対策に必要な資材、器材を充実整備し、災害発生時に使用できるよう点検整

備を行うものとすると、このように定められております。この計画に沿いまして、本市で

はまず台風や地震等、自然災害対策としての資器材や非常食につきましては地域性を考慮

しながら各庁舎４カ所と避難所として指定しております学校等に配備をいたしております。

配備いたしております資器材は風水害対策として全体で土のうが２,０００土のう袋１万

袋、ブルーシート２万枚、雨がっぱ１２０着、懐中電灯８５個、救急箱等でございます。 

 次に、地震対策でございますが、平成２１年度地域活性化・生活対策臨時交付金を活用

いたしまして避難所となります学校など、２７の公共施設に災害対策用資器材の充実を図

ることとして発電機、照明セット、簡易トイレ等を配備したところでございます。 

 また、昨年の新型インフルエンザ対策での教訓から感染症対策といたしましてマスク、

消毒液、防護服などを健康センターに配備いたしまして警戒時にはいつでも対応できるよ

うな体制を確立しているところでございます。 

 次に、備蓄食糧でございますが、非常食として全体でパンが４,６００個、ビスケット

が１,０００個、水が１.５リットル入りのボトルで３,５００本、各庁舎に備蓄いたして

おります。なお、非常食を補うものとして昨年市内の大型店との間に締結をいたしました

災害時における生活必需物資の調達に関する協定書に基づきまして、物資の調達や炊き出

しが行われるよう協力体制を整えたところでございます。また、配備いたしました物品の

点検につきましては、年度ごとに数量や保管状況を確認いたしますとともに、消耗品など

について必要に応じて補充をいたしております。 

 今後とも、発災時において必要となります資器材や非常食を、質量ともに拡充しながら

有効適切に使用できますよう点検整備を行い災害に対する備えとして万全を期したいと考

えております。 

 次に、自主防災組織の育成はどのように行っているのかとのご質問でございますが、地

域におきまして災害に際し、まずは身を守る自主防災組織の活動は災害対策の要であり、

日ごろの訓練は地域の方々の交流を活発化させると同時に、地域全体で災害に備えるとい
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う連帯感を向上させる上で重要であると考えております。現在、本市の自主防災組織の状

況についてでございますが、３３４地区のうち３２２地区で結成され、結成率は９６.４

１％となっております。今後も１００％達成を目指して、粘り強く働きかけたいと考えて

おります。 

 この自主防災組織が発災時に持てる力を十分に発揮するためには、いつ起こるかわから

ない災害に備えまして、日ごろから研修や訓練を重ねておくことが重要でございます。本

市では、消防署や社会福祉協議会、警察署等の協力を得ながら、美馬市民地域防災訓練を

始め、徳島県防災センターでの防災研修会や土砂災害全国統一防災訓練、徳島県総合防災

訓練等に取り組んでおりまして、多くの自主防災組織から参加をいただいておるところで

ございます。その訓練内容でございますが、２１年度実績で申し上げますと、消火訓練が

３４カ所、応急手当の訓練が４１カ所、炊き出し等の訓練が５カ所、避難訓練が３５カ所、

防災講座４４カ所などが主なものとなっております。特に最近では応急手当訓練の中でも

心肺蘇生法とＡＥＤ使用法の訓練が増加しておりますが、同時に住宅用火災警報機の普及

についても啓発を図っておるところでございます。 

 平成２１年度はこれまでに延べ１９２の組織、２,３２８人の参加をいただき、１６３

回の訓練を実施したところでございますが、活動状況や参加状況にばらつきも見られます

ので、今後各組織に対しまして、改めて訓練の重要性を周知するとともに、訓練参加の働

きかけを行い、自主防災組織全体の底上げを図ってまいりたいと考えておるところでござ

います。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、久保田哲生君。 

［９番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎９番（久保田哲生議員） 

 時間もちょっと足らないかと思いますので、まとめながら２、３点再問をさせていただ

きたいと思います。 

 平成２７年度以降の美馬市財政運営指針に掲げる目標の達成に向けて市長のお考えをお

伺いいたしました。非常に厳しい状況が想定される平成２７年度以降の財政運営を見据え

ながら、自ら厳しい三つの目標、自主規律を課したということでございまして、市民が安

心して暮らしていくためには財政安定化は必須条件でございますので、今後の取り組み、

厳しいと思いますけれども、是非とも目標が達成できるように着実に実施をしていただき

たいと思っております。 

 さて、市の財政は合併時に非常に厳しい状況であったものが、そのうち行財政改革の推

進や国の経済対策、地方財政支援という施策もあり、私自身は現在は危機的な状況に改善

の兆しが見えてきたという認識をしております。今のご答弁をお聞きしますと、長期的な

観点で財政運営を考えると、全く余裕はないという状況であり、引き続き行財政改革を推

進していかなければならないということでございました。そもそも国の財政状況が景気の

低迷によって税収が大幅に減少しており、赤字国債の増発に頼りながら予算を編成してい

る状況であり、２００９年１２月末時点で国債と借入金、政府短期証券を合わせた国の債



 １４ 

務残高が８７１兆円、国民１人当たりの借金は約６８３万円に上る中、今後地方交付税な

どの国の情勢によって大きく左右される収入は先行きが非常に不安でありますし、不透明

な状況かと思われます。そういったことも含めて、今回策定した指針を含め、市の財政状

況の現状などについて市民に説明をし、協力をしていただく必要があるのではないかと思

いますが、いかがお考えでしょうか。 

 ２点目の災害時における危機管理についてですけれども、災害はいつ何どき起こるかわ

からない自然災害に対して日ごろの訓練と備蓄資器材等々の備えに対しての点検、心構え

が肝要になってこようかと思います。答弁で訓練内容、今後の取り組みなど、地域防災計

画、及び整備計画等々に基づいて、計画的にまた関連機関等々の連携をしながら、そして

また自主防災組織、ともに進めていくというようなことに対して、少し安堵したところで

ございます。無堤地区の解消についても災害から地域住民の生命と財産を守ることにより

環境保全の観点からも行財政の責務において着実に進めていくとの答弁もいただきました。

更に、今後、事業に同意を得られていない方々に対して詳しい説明も行い、ご理解が得ら

れるように努めるということでございましたけれども、具体的にどういう対応していくの

かお聞かせをいただきたい。 

 もう１点、提言を兼ねての質問になるかと思いますけれども、災害時には県、市などの

関係機関、組織、外部団体、ボランティア等の総出での対応をしなければならないという

ことでございます。その中で、消防団の支援が大きな役割を果たすことになろうかと思い

ます。しかし、近年、地域住民の核家族化、高齢化などにより団員そのものの入団が難し

くなってきている現状を踏まえ、政府によって入団減少を酌み取るべくいろいろの事情に

対し、参加の機会を広げるため、特定の活動にのみ参加することとされる機能別消防団員

制度を設置すること、新たな団員の獲得に向けた施策として打ち出しております。今後、

美馬市としても、機能、類型等に応じ取り入れるべきでないかと考えますが、市長の所見

をお伺いをいたします。 

 ３点目に農業振興については、振興計画に基づき、６項目の柱を掲げ、３月末に自主計

画を策定した後、美馬市の農業振興を進めていくということでございます。多岐にわたり

すべてを同時に進めていくには膨大な予算と労力がかかりますが、厳しい財政状況の中で

魅力ある農業、持続的に発展する農業の確立には市長の方針でもある選択と集中の例のも

とに進めていくべきだろうと思っております。政権がかわり、新たな基本計画では農山漁

村の将来像、目標を明確にするため、農山漁村活性化ビジョンを策定し、中でも農山漁村

の独立産業化は最大の目玉として農業所得の低迷や兼業機会の減少を踏まえ、農産物の付

加価値化による農家の所得雇用増と新たなビジネスによる雇用創出をねらい、進めようと

しておりますけれども、美馬市としても情報事業に対し、遅れをとることなく、基本計画

に基づいて着実に推進していくことを期待をいたします。 

 ３点目の農業振興につきましては答弁は要りませんので、あと２点ほどよろしくお願い

をいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 
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［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ９番、久保田議員から再問をいただきましたので、順次ご答弁をさせていただきたいと

思います。 

 まず、財政状況を市民の皆様に説明する必要があるのではないかということでございま

すが、現在、市の財政状況につきましては、各年度の予算及び決算につきまして、市の広

報紙でお知らせをいたしておりますほか、美馬市財政状況の公表に関する条例に基づく財

政状況の公表については、年２回市の掲示場に掲示を行っております。また、財政健全化

法に基づく健全化判断比率などについても、広報紙、あるいはホームページにおきまして

公表を行っておるところでございます。更には、市のホームページ以外でも総務省、徳島

県のホームページにおきましても、本市の財政状況が他の地方団体と比較可能な形で公表

されておりまして、財政分析などに活用できるものと考えております。 

 しかしながら、それぞれ公表の根拠が異なることや、広報紙、ホームページ、掲示場な

どの公表の媒体につきましても表現の方法がまちまちであるというのが現状でございまし

て、市民の皆様にとってわかりやすい公表内容、あるいは公表の方法となっているかとい

うことで、いま一度検証する必要があると考えております。今後、今般策定いたしました

平成２７年度以降の財政運営指針を含めまして、市民の皆様に本市の財政状況をよりわか

りやすい方法でお伝えするために、平成２２年度から開始をいたしますケーブルテレビの

自主放送の活用など、新たな手法についても取り組んでまいりたいというふうに考えてご

ざいます。また、財政状況に限らず、市民の皆様にご理解をいただけなければならない重

要な施策、計画等につきましては、機を見て職員が地域の方に出向きまして、説明をさせ

ていただくなど、ご理解をいただきながら事業を進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 それから、拝原処分場の同意について具体的にどういうふうにしていくのかということ

でございますけれども、この事業の実施にあたりましては、拝原地区における最終処分場

建設にご理解を得られていない方々や、あるいは吉野川下流域の住民の有志で組織する吉

野川命の水の会から事業の経緯や事業計画の説明、あるいは専門家を交えた協議の場の設

定などの要望もございまして、この日曜日でございますけれども、３月７日に説明会を開

催する予定といたしております。説明会におきましては、拝原最終処分場適正化検討委員

会の嘉門先生を始め、専門家の先生方のご出席をいただきまして、適正処理計画について

専門的視点も踏まえまして、ご議論をいただくことといたしております。市といたしまし

ては、今後とも地域住民の方々を始め、吉野川下流域の皆様方に対しまして、当該ごみ処

理計画につきまして、できるだけ丁寧に説明をする中で、ご理解をいただき、早期に築堤

事業の推進が図られるように努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 最後に、機能別の消防団員制度について美馬市は何らかの形で考えてはどうかというご

提言も含めたご質問だと思いますけれども、機能別消防団員制度は時代とともに激減をい

たします消防団員を確保するとともに、さまざまな職業上の技術によって消防団活動に貢

献できる職種の新設によりまして、既存の消防団制度より臨機応変な対応力をつけるとい
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うことを目的に国の施策として、平成１７年に創設されたものでございます。具体例とい

たしましては、消防団のＯＢの方を対象に大規模な災害時に活動していただく。あるいは

また、退職した消防団幹部や消防職員の方に各種の訓練指導をお願いするなど、消防組織

全体の後方支援活動をするものでございます。県内では常備消防がないところや自主防災

組織の組織率の低いところで、機能別消防団員制度を導入しているところもあるようでご

ざいます。美馬市におきましては平成２２年３月１日現在、消防団員の定数に対する加入

率が９６.３％と非常に高いこと、及び婦人防火クラブ等が１３団体結成をしていただい

ておりますのを始め、自主防災組織の結成率も９６.４％と、徳島県内ではきわめて高い

水準となってございます。また消防団協力事業所表示制度によりまして、農協や建設業者

を始め、災害時に協力をしていただける事業所として２６の事業所に登録をいただいてお

りまして、市民の多くの方が何らかの形で消防組織に携わっていただいているものと考え

てございます。機能別消防団員制度につきましては、本市の消防体制の状況を踏まえなが

ら、また県下の動向も見ながら、今後検討を、研究をしてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 久保田議員、よろしいですか。 

（「結構です」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、次に、美馬政友会、藤原英雄君。 

 小休した方がよろしいですか。 

 １０分間休憩いたします。 

小休 午前１１時００分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

◎副議長（中山 繁議員） 

 それでは、小休前に引き続きまして、代表質問を再開いたします。 

 次に、美馬政友会、藤原英雄君。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 それでは、代表質問のお許しをいただきましたので、任期最後の質問になりますけれど

も、美馬政友会を代表いたしまして通告をしておりました２件について質問をさせていた

だきます。 

 まず最初に、美馬市の財政と予算ということで政権交代による美馬市予算への影響につ

いてお尋ねをいたします。 

 昨年８月に行われました衆議院議員総選挙において民主党が政権を獲得し、歴史的な政

権交代が行われました。民主党政権はまず前政権が編制をしておりました平成２１年度第

１次補正予算の未執行部分の凍結、見直しといった作業を行い、更には国の平成２２年度

予算の財産要求についても事業仕分けといった手法を導入し、大幅な見直しを行ったとい
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うことはご承知のとおりでございます。特に、地方にとって基幹財源となる地方交付税が

見直し対象となり、交付税の算定方法の改善など、抜本的な見直しが必要とされたことは

記憶に新しいところでございます。その後、現下の厳しい経済状況、直面する円高、デフ

レ状況を踏まえ、景気対策を目指すために鳩山政権の初めての経済対策、あしたの安心と

成長のための緊急経済対策を打ち出し、去る１月２８日に補正予算が成立を見ております。 

 このように、昨年８月の政権交代以降、矢継ぎ早に政策変更に伴う、さまざまな国の動

きがあり、美馬市においても６月議会には国の経済対策を受けた学校施設の耐震改修事業

など、大型補正を行っており、新政権による事業の凍結、見直しが進む中、不安を持ちな

がら国の動向を注視していたと思います。幸いにして、市長が１２月議会で報告されたよ

うに美馬市においては既に予算計上されている事業については一定の配慮がなされ、ほと

んどの事業が影響を受けることなく実施できることとなり、私自身も胸をなでおろしてい

るところでございます。しかしながら、国の平成２２年度予算ではコンクリートから人へ

という新政権の理念のもと、社会保障費を前年度比９.８％増とする一方で、公共事業費

を来年度比マイナス１８.３％と大きく激減されており、この結果は美馬市にとりまして

も少なからず影響を与えるものと考えております。 

 そこでお伺いをいたします。こういった政権交代による政策変更は美馬市の予算にどの

ように影響を与えたのかお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、美馬市における農業政策についてお尋ねをいたします。我が国の農業、農村は農

業者、後継者の減少、高齢化、農業所得の激減、農村の疲弊など、かつて経験したことの

ない危機的な状態にあると言われております。いつの時代においても安全な農産物を国民

に安定的に供給することは国の重要な責務であることから、国として食料自給率の向上を

図るとともに、農業と地域を再生させ、農山村に暮らす人々が将来に向けて明るい展望を

持てる環境をつくることが重要となっております。とりわけ、安定的な食糧確保を図るに

は自国の食料自給率を向上させなければなりませんが、日本以外の先進国では食料自給率

は軒並み高率であります。このことは偶然ではなく、国家戦略として積極的に農業を保護

し、優遇施策を講じてきた成果によるものであります。地球温暖化によると考えられる地

球規模での干ばつ、猛暑、豪雪などの異常気象による国際的な食糧不足が進行する中で、

日本のようにお金さえ払えば、何でもいつでも他国から買えるという楽観的な考えはこれ

からは通用しない時代を迎えていることを認識し、有効な施策が求められております。そ

こで、次の事柄に絞って美馬市における農業施策についてのお考えをお伺いいたします。 

 まず最初に、美馬市における食料自給率についてでありますが、我が国の食料自給率は

約４０％と、先進国では最も低くなっており、食や農業、農村のあり方が問われておりま

す。こういった危機状態の中で、我が美馬市の食料自給率はどれくらいあるのか。また、

その率についてどのようにお考えておられるのか、併せてお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、農地の荒廃地対策についてでありますが、先ほど、久保田議員の質問で、市長の

答弁の中に再生可能な農地は１６７ヘクタールというようなご答弁がございましたので、

私の質問も同じになるように思います。そこで、ちょっと違った観点からお尋ねをしたい

と思います。農地の荒廃地対策でありますが、農業者の高齢化や担い手不足、また農産物
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の価格の低迷など、農業を取り巻く情勢は日増しに厳しくなってきており、その結果とし

て遊休農地や耕作放棄地が増加をいたしております。農業立国である日本から、そして我

が美馬市から豊かな農地が害虫や鳥獣の巣と化している状況を目の当たりにし、何か対策

を講じなければならないと考え、お尋ねをいたします。美馬市では荒廃地に対して、これ

は中山間地を対象と言わせていただきますけれども、中山間地でそばを奨励品種と定め、

安定価格の維持と、そして再生に必要な助成をするお考えはないか、お聞かせを願いたい

と思います。 

 次に、美馬市の基幹産業でありますブロイラー産業についてであります。美馬市では県

下で有数のブロイラー産地であります。しかし、昨今における後継者不足や高齢化の波は

容赦なく押し寄せてきております。今後もブロイラー産業を発展させたい考えからお尋ね

をいたします。直面しております所得安定化対策と、鶏ふん処理対策についてどのような

対応を考えておられるのかお聞かせ願いたいと思います。 

 以上の点について、ご答弁をいただき、再問へ移らさせていただきます。よろしくお願

いをいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 美馬政友会、５番、藤原議員の代表質問に順次お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、政権交代による美馬市に対してどのような影響、美馬市の予算に対して、

どのような影響があるのかというご質問でございます。 

 昨年８月に、コンクリートから人へ、政治主導、あるいは地域主権などを掲げる民主党

を中心とする連立政権が誕生いたしました。本市にとりましては三位一体改革によりまし

て疲弊をした地方財政の回復への期待と同時に、公共事業の削減などによりまして必要な

事業ができなくなるのではないかとの不安もございました。まず、平成２１年度の補正予

算への影響でございますが、政権交代直後から国の第１次補正予算の見直しが検討されま

した。本市におきましては、議員の先ほどもご発言にもございましたが、国の補正予算を

活用いたしまして学校施設の耐震補強事業や各種の経済対策に積極的にこの予算を活用い

たしまして取り組んでまいりました矢先でございましたので、危機感を募らせていたとこ

ろでございますけれども、早期に着手をしようという方針が功を奏したのか結果としてほ

とんどの事業が予定どおり執行ができることとなりました。今後もこれらの事業を早く完

成させるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に、平成２２年度の予算への影響でございますが、国の概算要求の見直しが行われる

一方で１１月には事業仕分けの様子が連日報道機関によって報道されてまいりました。国

の予算編成の動向に不安を感じておりましたが、これも年内に予算案が閣議決定をされま

して平成２２年度の地方財政対策が示されましたことで、年明けに本格化する市の予算編

成におきまして一定の安心材料となってまいったところでございます。具体的には、市の

重要な財源でございます地方交付税につきまして総額９,８５０億円の地域活性化・雇用
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等臨時特例債が創設されるなど、前年度対比１兆７３３億円、率にいたしまして６.８％

の増額が図られてございます。厳しい地方財政に配慮されたものであるというふうに評価

をしておるところでございます。また、新政権が肝いりで行っております子ども手当につ

いてでございますが、財源の面では従来の児童手当の仕組みを残ったままになっておりま

すが、増額分につきましては国庫負担金等で全額を措置されることとなっておりまして、

従来の児童手当を上回る新たな負担が本市に生じるものとはなってないわけでございます。

子育てが家計の大きな負担になっている現状を考えれば、一定の効果が期待できるものと

考えております。 

 一方、昨年１２月１６日に、民主党から政府に提出をされました予算重点要望には新た

に創設をされます農業戸別所得補償制度の財源といたしまして、従来の土地改良予算を半

減することが盛り込まれました。その結果といたしまして、国の当初予算における土地改

良予算は大幅に削減をされ、本市におきましても農道などの整備について一部の影響が出

ているところでもございます。また、当初予算編成におきまして、事業採択や補助金配分

が不透明であるために当初計上を見送ったり、今後の動向を見きわめながら補正予算で対

応するということも必要でございます。予算編成上の影響も若干受けたというふうな状況

でございます。 

 それから、美馬市における農業の中で、特に食料自給率についてのご質問がございまし

た。農林水産省の平成２０年度の食料自給率をめぐる事情によりますと、日本でほぼ自給

しているのは米と鶏卵のみでございまして大豆の４％、小麦は１１％、著しく低いまま推

移をいたしております。また、野菜につきましては、昭和６０年の９５％から８６％へ低

下をいたしておりますし、同様に魚介類は９６％から７２％へ、肉類も８１％から５６％

へ大幅に下がっているというデータが報告をされております。カロリーベースで見てみま

すと、県別では自給率が１００％を超します地域は北海道、東北地方のみでございます。

徳島県におきましては国の平均値４１％を若干上回る４５％となっております。美馬市に

おきましては、主要産物がブロイラーやあるいは鶏卵等がございますので、カロリーベー

スで見てみますと県の平均を正に数倍上回るという数値となってございますが、畜産物を

除きます野菜等で見てみますと県と同様の４５％程度となってございます。国では自給率

を高めるために米の戸別所得補償モデル対策、中山間地域等直接支払制度、耕作放棄地対

策等の事業を今進めてございまして、美馬市といたしましてもこの事業を積極的に推進を

してまいりたいというふうに考えております。また出荷規格から外れました野菜等を県下

一多い産直市での販売促進を図りますなど、地産地消として学校給食などにも使っていく

ということを推進いたしまして、少しでも農家の所得の向上と自給率の向上に結びつけて

いきたいというふうに考えておるところでございます。更に、農業施策につきまして、特

にそばの作付について中山間地域で奨励作物にして奨励をしていったらどうかというご提

案でございますけれども、そばの作付推奨につきましては中山間地域やあるいは開墾初期

のやせた土地に比較的つくりやすく、換金作物として大変適しているというふうに言われ

ております。また、需要面におきましてもそば粉やあるいはそば米につきまして、アンテ

ナショップや産直市などで需要が大変多くて、好評もいただいておるというふうに聞いて
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おります。このようなことから、本来の適地と言われております中山間地域においても高

齢者や小規模営農に適しているそばの作付は耕作の放棄地対策面からも大変有効でござい

ますので、その推奨につきまして今後取り組んでまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 それから、本市の特産主要産業でございますブロイラーの生産についてでございます。

徳島県のブロイラー産業は飼育羽数で４３４万４,０００羽で、全国では第５位の地位に

ございます。美馬市におきましては県内のそのうち４０％を占めてございまして、農業産

出額の出荷額で５６.１％を占めるという、正に重要な基幹産業でございます。しかし、

その生産実態を見てみますと大規模生産を行っている農家はほとんどなく、大部分が零細

農家でございまして、生産農家の高齢化も進んでございます。また、後継者不足、経費の

増加などによりまして従事者が年々減少する傾向にございます。議員ご指摘のようにブロ

イラーの経営は所得の安定化と鶏ふんの処理が大変な対策でございますけれども、平成２

２年度から実施されます米の戸別所得補償モデル対策は自給率向上のポイントとなる麦や

大豆、あるいは米粉用米、飼料用米などについての取り組みとなってございまして、今後

はブロイラーを始めとする畜産農家に対して、戸別所得補償制度などの制度が対象として

拡大をされるように国に対しても要望していきたいと考えてございます。また、鶏ふん処

理につきましては平成６年度からミマコンポストによる堆肥化、また平成１８年度からは

美馬町重清地区の堆肥生産組合の焼却施設の処理などもいたしておりますが、この問題に

つきましてもいろいろと課題を含んでおるところでございます。今後とも耕種農家と畜産

農家の耕畜連携強化を図りまして、鶏ふんの堆肥化を、あるいは堆肥を重要な有機資源と

して有効活用推進する中で豊かな土づくりによる安心・安全な農産物づくりをこれからも

推進してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 ５番、藤原議員。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 市長の美馬市を思う気持ちでのご答弁でございますので、再問はしなくともいいんです

が、せっかくの機会でございますので、少し再問をさせていただきます。 

 新政権の政権交代により一部事業の補助金が減額されるなどの影響が出ているとのこと

でありましたが、今後はこういった政権の政策変更の影響で事業計画にも変更など、多少

影響が出てくることが予想されます。新政権の政策にいち早く対応しながら今後の事業展

開に結びつけていくことが重要と思われますが、今後の市の対応をお伺いいたしたいと思

います。 

 農業施策について再問させていただきます。先ほどの答弁では自給率については美馬市

の場合、養鶏業がございますので県の平均を数倍上回っておるとのことでございましたけ

れども、私がこの自給率をお聞きしたのは、現在養鶏農家に従事をされておる平均年齢が

私が聞いたところによりますと６８歳が平均。農業者全体で見てみますと、７０歳前後に

なろうかと思われます。そうしたことから、５年後、１０年後、この自給率、美馬市の自
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給率が横ばいにいくとは考えられないと思われます。そうしたことで、７０歳前後である

ということは、大体８０歳まで元気な方は仕事をされるかと思いますけれども、この原因

は何かと申しますと農産物の価格の低迷、ひいては所得の減少が従事者の高齢化に大きな

影響になっているものと思われます。 

 そこでお尋ねをいたします。農業と地域を再生させ、農山村に暮らす人々が将来に向け

て明るい展望を持って生きていける環境をつくり上げていく上で、５年後、１０年後を見

据えた全国に先駆けた思い切った施策が必要でなかろうかと思います。今後の市の対応に

ついてお伺いをいたします。 

 市長の明確なご答弁をいただき、質問を終わりたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ５番、藤原議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 新政権の政策に対する今後の市の対応ということでのご質問だったと思います。現段階

におきましては、新政権の政策が地方にどのように関係してくるのかと、あるいは具体的

な事業メニューや配分予算などはまだまだ不透明なところがあるという状況でございます

が、今後は国庫補助金の一括交付金化など、国の予算改革に伴いまして、本市の予算にも

大きな影響が出てくることが予想されております。このため、常に新政権の政策に関する

情報収集を行いながら、いち早く本市の予算に反映できるように、更に努めてまいります

とともに、本市の現状を踏まえた各種の政策提言につきましても、市長会等と連携をしな

がら積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。 

 また、事業実施に影響が若干出ております土地改良事業につきましても、事業完成に必

要な補助金の要望を引き続き行ってまいりますとともに、本市のきめ細かなインフラ整備

や安全・安心のまちづくりに必要な財源につきまして、現政権のとくしま地域戦略局ほか、

関係の各方面に要望をしてまいりたいと考えております。 

 今後は、民主党政権が目指す地域のことは地域で決めるという地域主権への転換が進ん

でくるものと想定をされております。これをチャンスととらえまして、本市の実情に合っ

た政策の展開によりまして、地域の持続的な発展に向けまして、鋭意取り組んでまいりた

いというふうに考えてございます。 

 それから、農業政策の中で、中山間地域の高齢化対策をどのようにするんかというご質

問でございますけれども、これにつきましては、今全国的にも大変、いわば進むべき方向

がなかなかわからないというふうな、大変難しい問題でもございます。高齢化と地域の農

業をいかに維持していくかということが、今、日本の社会で大きな中山間地域の課題とし

てなってきてございます。しかし、これは、今、やっぱりふるさとで農業をしたい、ある

いは新しく農業にも取り組みたいという若者等もいろんな形で増えてもきております。し

かし、何を申しましても農産物や、あるいは林産物の価格がこのように低迷をしておりま
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すと、生活ができていかない、いけないという状況にもございます。そういう意味では、

今後、美馬市だけの問題ではなくて、中山間地域でコミュニティを、あるいは生活をして

いく上で、最も大事なことはやはり林産物の価格の維持や、あるいは所得補償等も含めた

地域の環境保全や、あるいは農業が果たす、その多面的な機能を保全していくための、総

合的な施策が必要と思っております。そのためにも私たちも新しい施策は、あるいは考え

られる施策が何であるかということを関係機関とも十分協議を進めながら積極的に取り組

んでまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 よろしいですか。 

（「結構です」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 以上で、通告による代表質問を終わります。 

 続きまして、日程第３、市政に対する一般質問を行います。 

 通告者はお手元の一覧表のとおりでございます。通告の順序に従いまして、順次発言を

許可いたします。 

 初めに、１２番、前田明美君。 

［１２番 前田明美議員 登壇］ 

◎１２番（前田明美議員） 

 ただ今、議長さんの方から一般質問の許可をいただきましたので、最後の議会でござい

ます。私も、最後になるかわかりませんので、質問書をもって、２点を質問を通告してお

りました。ところが、日ごろの議員活動が悪いんか、代表質問のお二人に私が言おうとす

る質問を言われてしまいましたので、違った観点からこの二つの問題について質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 質問する項目はようけあったんですけれども、振り返ってみますと、理事者の中でも、

例えば穴吹地区でいえば、建設部長も消防長も私も長いこと穴吹町から苦労してきたので、

そんなところを避けてやろうと思っておりますが、また議員の各位にお願いしたいのは一

般質問で私が出したとき、これ一番先に出したんですね。代表質問が前へかぶってきてし

たから、全然、わからんわけですから、大きな会派は弱者のことも見てから考えていただ

くように今後の新しい議会では取り計らっていただかないと、例えば代表質問は早く、１

日前ぐらいに出していただいて、そのことを告知していただいて、一般質問がかぶらない

ような方向をして、お願いをしたいなと思っておりますので、また、４月１８日に改選さ

れましたら、議会運営の中でそういうことも考えていただかんと、通告しとんのにせんわ

けにもいかんし、かぶらさんような、私が日ごろ議員にこんだけ憎まれておるんだなとい

う、日ごろの反省も踏まえて考えておるわけでありますけれども、そういったことのない

ような方向で、私はそういうことがあって、対処しておるけん、例えば公共下水道につい

ても反対でありますのでしたいけれども、最後に同じ町で苦労してしてきとるから回避し

たいなとかいう思いやりのあるような議員も理事者にもそれぞれのことも配慮しながら、

議会運営なり、市民に対しての行動もとるべきでないかなと。私自身も反省をしながら、
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活動せなんだら、こんだけ議員に憎まれとんだなということをつくづく感じております。 

 そういったことは、前置きはおきまして、拝原ごみの処分場についてを代表質問で市長

が詳しく答弁をされました。その違う観点から私は申し上げますと、このことについては、

市単独でもいろいろ今はやりの言葉であります事業仕分け、例えば国から補助金がなくて

もこの事業については反対賛成の市民を巻き込んだ大きな問題でありますので、ほかの事

業を先回しにしてでも市民が納得する方向でやり遂げていただきたいというような方向で

質問をしたいと思っております。非常に反対派、賛成派の市民を巻き込んで、お互いに隣

近所のつき合いもやめたような状態を約３年間放置しております。これから、まだ何年か

そういった形で市民を、我々議員の１人としても賛成反対派で隣近所でものを言わん、親

戚づき合いまでも止まるような状態に追い込んどんのは、これは牧田市長がいいことをや

っていただいとんですけども、そういったことを一日も早く解消するために国の補助金が

なかろうとあろうと、非常に生命財産、また地域的に見ても大勢の人口が住んでおるとこ

ろに重点的な配分をして国の予算がつこうがつくまいが、３月７日に下流域の人とも対応

されるわけでありますけれども、そういった中でやれる方法を見つけていただいて、双方

が納得し、市民の生命財産はもちろん守ることは当然でありますけれども、このことにつ

いていいかげんな結末を迎えんような方向で是非地権者の人、反対派の人、それから我々

行政も、お互いに知恵を絞ってどういう形にしろ仕上げていくと、お互いに全部１００％

は納得はできませんけれども、それに近づくような方向の行政運営なり、また議員であり、

地域の市民の皆さんの安心・安全を守るためにもそういった角度での市長のまず答弁をお

願いしたいと思います。 

 次に、農業政策についても代表質問でるるありました。またその農業政策なんか、私、

今まで議員になって１５年になるんですけど、初めて質問をさせていただくけど、農業に

ついては非常にわからないんでございますけれども、農協とのあり方について、私はいつ

も疑問を持っとんですけれども、何ごとにするにつれても、この農協が生産者やこの質問

外項目になるかもわかりませんけれども、商工業に至るまで、諸悪の根源は私は農協と市

のあり方、また政府のあり方等をもう一遍再考すべきではないかいなと思っております。

今年の予算でも８００万の予算をとって農機具を購入します。そしたらまた農協の方に、

また予算をつけてアグリサポートのようなところに、農協に委託をします。そんなんでな

しに、例えば、市民参加で、応募をして、これから若者を、ＮＰＯ法人か何かというよう

な形を立ち上げて、本当に５人なり１０人なりの若者を募って、そしてまたそういうとこ

ろに年間に２,０００万、３,０００万を出してもいいですけどね、そういった方向性を、

商工業についてもシャッター通りになってしまうんは、冠婚葬祭から始まって何でも農協

がしとる。それでは、これから商工業についても農業についてもやる気がなくなってしま

うようなところ。事務方も農協に言うていって、農協に金を渡してそれでしたら楽かもわ

かりませんけれども、職員も自ら農家のところに、暇な人ばっかりなんじゃけん、農協の

人について１軒１軒回っていって、そういった若者の発掘もしながら、そういったことに

すべて、口ではもう市長は賢いからきれいな言葉ばかり並べて、確かに文句はないんです

けど、やっぱり現場は生きとんですから、生きた農業をしていくためには、毎年これから
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農機具を買ってでも、農協の方にいって、農協の方に渡して、ほんで農協が管理して、そ

れでは民間活力も何もならんと私は思うんですね。そういった角度で、本当にやる気があ

って農業や畜産業や林業を育てるには単独でやれるような状態、林業の方について１人だ

けでするんでなしに、本当にやる気の起こさせるような、本当に年間にそういうことにつ

けて、三つのことぐらいだったら３,０００万ずつぐらい出して、本当に雇用の拡大や事

業の進展にも向けてでもですね、農協ともうちょっとの考え方が私は市長がどう考えとん

かなと、農協に対して。おんぶにだっこというだけでは絶対にこれは衰退をしますので、

そういったことのないようにやってもらいたいなと。そして、補助金やそういうことにつ

いては農協に渡して、農協から資金を借ったら金利を取られると、こんなことではあきま

せんのでね。農協にはもうちょっとどういう考え方で美馬市は農協と折衝しとんのかお尋

ねをして、また再問させていただきます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １２番、前田明美議員の一般質問についてお答えをいたします。 

 拝原ごみ処分場の今後のやっていくための決意といいますか、その考え方についてとい

うことでございますが、この事業は当然先ほども申しましたように市議会の特別委員会を

始め、市議会からも推進をしていこうということで、議決も当然いただいておりますし、

予算も認めていただいておりますし、また地域住民の生命と財産を守るということは当然

私たちの責務でもございますし、それから環境保全の観点からも非常に重要な事業である

というふうな認識もいたしております。この事業につきましては行政の責任において全力

で仕上げてまいりたいと考えておるところでございます。 

 前田議員もひとつ今後とも一層のご協力を賜りますように私の方からもお願いを申し上

げましてお答えに代えさせていただきます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、大垣経済部長。 

［経済部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 失礼をいたします。１２番、前田議員さんのご質問で、農協との関係についてのご質問

でございますが、議員ご指摘のございました農業協同組合につきましては法律で農業協同

組合法に定められました枠内でさまざまな事業をされておるわけでございます。市といた

しましてはそれらの事業内容のうち、農業者のためにする農業の経営及び技術向上に関す

る指導事業、また農業の目的に供される土地を始め、共同利用施設の設置管理事業、更に

農家の生産する物資の運搬、加工、販売事業、また農村の生活及び文化の改善に関する施

設事業につきましては美馬市の農業施策を推進する上で密接な関係がございます。という

ことで、極めて重要な役割を果たしていいただいておるものと考えております。 

 このようなことから、農協に参加していただいております美馬市の中の組織といたしま
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して二つございます。美馬市地域水田農業推進協議会がございます。この協議会は美馬市

の特色ある水田農業の展開を図りながら米の生産調整の的確な実現を図るための協議会で

ございます。また、美馬市担い手育成総合支援協議会では農業の担い手育成関係事業や認

定農業者等のさまざまな農業経営改善に取り組む農業者を支援し、地域における望ましい

農業構造の確立等に資することを目的とした協議会でございます。これらの協議会の中で

は農協は中核的な役割を担っていただいておりまして、本市といたしましては各農業団体

で構成し、農業者の指導的な役割を果たしておりますこれらの協議会の適切な運営のもと

にこれから大きく変化する農政に対応できますよう引き続いて努力をしてまいりたいと考

えております。 

 また、ご質問の中で農協に対して８００万の補助というふうなこともございましたが、

これにつきましては今年度の事業、平成２１年度の事業といたしまして国費事業で耕作放

棄地再生利用緊急対策事業と同様に県の方の事業にございます解消実証モデル事業という

二つの事業を組み合わせまして事業主体については先ほど申しました美馬市担い手育成総

合支援会議におきまして事業主体となり耕作放棄地を解消するための資材等を購入する経

費として事業を実施しております。この事業につきましては議員ご指摘のアグリサポート

だけというふうなご指摘でございますが、それらの資材機械等につきましてはアグリサポ

ートに管理等を委託はいたしますが、貸し付け等につきましては条件はございますが、美

馬市農家の方々に貸し出しができるような制度といたしておりますので、ご理解を賜れば

と思います。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、１２番、前田議員。 

 はい、間もなく正午になりますが、質問を済ませて休憩することにいたしますので、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

［１２番 前田明美議員 登壇］ 

◎１２番（前田明美議員） 

 何か、発言は変なし、お昼になって、皆さんにも、議員の皆さんから理事者の人申しわ

けありませんけれども、今、市長、また部長から答弁いただきました。もう美辞麗句は要

りませんからね。やっぱり行動する。牧田市長はちょっと人がよ過ぎるんか、頭が利口な

んかわからんけどね。どっちの方向に市民をリードしていっきょんかっていう明確な、こ

ういうときはもう強いリーダーシップね、無投票で再選もされております。私もそのごみ

についても賛成の立場で頑張っております。そういった形でですね、こういう時期、市長

がどっち向っきょんかというふうなことが具体的にもっとどんどん副市長のように悪い人

間かええ人間か知らんけどですね、わかりやすくね、議員に接していただいて、市長はに

こにこ座られておるけん、話してもわからんような状態になりますので、牧田市長はとこ

とん、きちっとしているし、この大きな問題について、これからの任期の間ありますので、

とにかくもうやるんだと、そして、もう完璧ではないけれども、賛成反対派の人も納得が

できる処理をするということで、私も最後の議会ですので、そういったことをもっと明確

に進めていっていただきたいなと思っております。答弁は要りません。 
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 また、農協についても今いろいろ出ておりましたけれども、本当に農業について農協の

役割をもう一遍再認識をして、例えば今アグリサポートで市民に貸し出すと言いよります

けれども、建屋でも建てて、市民の農家がこれから退職されて、機械購入やできんでも健

康なからそういうところが使えるような機械を、何を市民に購入していってあげたらいい

んかなと思う。例えば過去、同対事業なんかでは取り入れとったら、今日はだれそれが使

って使用料何ぼ出してというような手づくりの農業をしていったら、これから退職される

人が沢山おりますけれども、その人が自分で耕作をしようとかしても機械まで買ってはで

きませんので、そういった細かい、きめ細かい本当に市民に役立つ方向をせんと、さっき

貸し出しますと言いよるけど、ほんなこと市民の農家は知らんでしょう。もっと情報伝達

についても各地の地域の職員がおるので、そういったことについて日常活動で家庭訪問を

して、税を取りに行くだけでなしに、そういったことも含めて職業相談もできるような方

向について、市民が職員や議員が一生懸命せえとかいろいろ言われるような状態ですので、

もっとぐるぐるぐるぐる職員も動いて市長はもっとやれと言う号令を出していただいて、

本当に活力のある美馬市になってくれるように指導を市長にお願いして答弁は要りません

けれども質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 前田議員答弁よろしいですか。 

（「結構です」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい。 

 それでは昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

小休 午後０時０２分 

                                         

再開 午後０時５９分 

◎副議長（中山 繁議員） 

 それでは、休憩前に引き続きまして、一般質問を再開いたします。 

 １１番、原政義君。 

［１１番 原 政義議員 登壇］ 

◎１１番（原 政義議員） 

 それでは、一般質問を４点ほどさせていただきます。 

 まず１点目は幼保一元化についてであります。平成２０年１２月議会において質問をさ

せていただいておりますが、市長所信にありましたように一定の進展があったようですの

で詳しくお聞かせ願います。保育所と幼稚園につきましては保護者の就労など、さまざま

な環境によりニーズの多様化、また少子化など多くの課題があり、保育所幼稚園の制度の

枠組みを超えた対応が求められていると感じております。美馬市においてももちろん例外

ではなく待ったなしの課題であります。まず、今年度設置されました美馬市就学前教育保

育推進検討会議についてであります。前回の質問において、この検討会議の意見を聞き、
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今後の美馬市の方向を見出していくとの市長答弁があったかと思います。この会議の意見

は今後の美馬市の方向を決める上で非常に重要ではないかと思われます。そこで、この検

討会議の答申内容について詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、来年度からの保育所幼稚園のあり方についてであります。先日の新聞報道により

ますと吉野川市の山川東保育所におきまして祝日に子供を預かる休日保育や平日保育の時

間延長を行うとのことであり、先ほどの検討会議のように専門家の意見も必要であります

が、やはり実際に利用する保護者の意見も考慮することが必要ではないでしょうか。前回

の質問時に次世代育成支援後期行動計画の策定においてニーズ調査を行うとのことであり

ましたが、保護者のニーズ調査の実施によりニーズを把握されていることと思いますが、

それに対しどのように計画をされているのかお聞かせ願います。特に、日曜祝日保育はで

きるのかどうかについてもお聞かせ願いたいと思います。 

 ２点目は子ども手当についてであります。民主党の目玉事業と位置づけておりまして、

現在国会におきまして議論されておりますが、来年度は中学校卒業までの児童１人に対し

１万３,０００円を養育される方に支給されるということはわかっているわけでございま

すけれども、どうも詳しい内容が我々国民に示されておりません。本当に支給されるのか、

次年度は満額支給されるのか、財源的には、また必要な財源はどうするのか、所得税の控

除を見直すのか、地方負担が発生するのかなど、不透明なことを挙げれば切りがありませ

ん。そこで今回は子ども手当の事業としての詳しい内容をお伺いしたいと思います。 

 まず、美馬市において想定されている事業規模、財源についてお聞かせ願います。次に、

子ども手当と児童手当との関係であります。児童手当と別に支給されるのか、また同じな

のかきちんとした説明が要ると思われます。支給対象となる子供を持つ保護者に詳しく説

明をしておかなければ混乱が起きると思われますので、その点も含めてお聞かせ願いたい

と思います。 

 ３点目はプレミアム付き商品券発行事業についてであります。今年度実施されましたプ

レミアム付き商品券事業につきましては、地域の企業は倒産や廃業に追い込まれ、商店街

の機能低下などは目に余るものがあり、市民生活も失業や収入減によって先行きに一層不

安を募らせ、生活防衛の様相を色濃くしており、国及び地方財政にも深刻な影響をもたら

しているという、このような負の状況を打破するため、これをきっかけに個人消費の拡大、

貨幣流通の起爆剤、にぎわいの創出といったさまざまな波及効果をねらい、消費拡大の誘

い水となるように実施されたと考えられますが、市長所信において一定の成果があったよ

うな発言がありました。まず、本年度の実施状況についてお聞かせ願いたいと思います。

また、この事業により美馬市において経済効果があったので来年度の事業につながったと

考えられますが、どのような経済効果があったのかお聞かせ願いたいと思います。具体的

に地域商店街の活性化、地元市民の、地元企業での購買意欲の向上につながったなど、多

方面において検証されていることと存じます。詳しいデータがあればご紹介いただきたい

と思います。前回の事業を検証し、次回につなげていくことは非常に重要なことでありま

す。消費者の具体的な消費動向を分析し、各商店の魅力づくりに生かせるのではないかと

考えられます。そして、また今回行う予定の事業内容につきましてもお聞かせ願いたいと
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思います。 

 ４点目は平成２２年度予算についてであります。１００年に一度とも、未曾有とも言わ

れる世界同時不況に陥っている現在、世界の金融市場では変化の兆しは見えているとは言

われても、国の財政はもちろんのこと、美馬市の財政も非常に苦しいというのが実情であ

ります。本市につきましては自主財源が乏しく、地方交付税や国・県の補助金に大きく依

存してしまっているのが実情でないかと思われます。そのような中で自主財源の確保、活

用は非常に重要であります。このことにつきましては今に始まったことではなく、明るい

希望の持てる美馬市に向け議論され、知恵を出し合っていくことが必要であります。そこ

で、平成２２年度の自主財源の確保、特に市税の収入見込み、見通しについてお聞かせ願

いたいと思います。また、市税確保のためにたゆまぬ努力をどのように行っていくのかお

聞かせ願います。また、そのような厳しい財政の中でも美馬市をよりよい方向に持ってい

くため、美馬市に住んでよかったと感じられる独自の政策が必要でないかと考えられます。

先ほど、幼保一元化、そして子ども手当、またプレミアム付き商品券事業などの取り組み

を質問させていただきましたが、美馬市独自の取り組みについてなお詳しくお聞かせ願い

ます。 

 以上、４点につきまして質問させていただき、答弁によりまして再問させていただきま

す。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １１番、原政義議員から質問をいただきました。そのうち私からは平成２２年度予算に

ついての美馬市独自の取り組みについてをご答弁させていただきます。 

 本市の財政構造は自主財源に乏しく、地方交付税や国・県の補助金などに依存するぜい

弱な構造となっておることはご承知のとおりでございます。こういった中で、メリハリを

きかせた予算とするために事務事業評価システムや、あるいはサマーレビューを活用いた

しまして、集中と選択による事業の精選を行い、毎年の予算の編成を行っておるところで

ございます。 

 平成２２年度は事務事業を厳しく選択しながら予算を編成する上で、本市をめぐる現在

の社会経済情勢を考慮いたしまして国の補正予算事業の活用とあわせまして、五つの重点

目標の設定を行いまして目標に向かって取り組んでいくことといたしております。 

 この五つの重点目標でございますけれども、まず最初は高齢化社会に対応する取り組み

でございます。光ファイバー網を活用した見守りサービスなどの推進を行いますとともに、

国の補正予算を活用いたしました世代間交流施設の整備などによりまして、高齢者の皆様

が安心して暮らせる地域づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 また、二つ目は情報通信技術の更なる活用でございます。ケーブルテレビの自主放送番

組の作成や、またＩＣＴ活用の美馬市健康・安全・安心支援事業の実証実験などを通じま

して、情報通信技術を日常生活を向上させるための道具として更なる活用を図ってまいり
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たいというふうに考えております。 

 三つ目は地域と一体となった教育環境の整備でございます。プラスワンスクールステッ

プアップ推進事業や外国語活動指導員の設置などのソフト事業とともに国の補正予算活用

により実施をいたしております学校施設の耐震補強事業など、美馬市版スクールニューデ

ィール事業の早期完成に取り組んでまいります。 

 四つ目は環境に優しい社会づくりの推進でございます。太陽光発電の推進やごみの再資

源化など、環境負荷の軽減を図るために民間施設省エネ・グリーン化推進事業補助金や環

境推進モデル事業などを実施してまいります。 

 五つ目は地域の観光振興と国際交流の推進でございます。中国雲南省大理市との友好都

市協定書の調印式を行い、両市の友好関係と協力を一層発展させていきたいと考えており

ます。また、本市の自然や観光資源を生かしたイベントの開催によりまして美馬市を広く

アピールしてまいりたいと考えております。 

 以上、申し上げました五つの重点目標の達成に向けまして、鋭意取り組んでまいります

とともに、現下の厳しい経済雇用状況に対応いたしまして、補正予算、当初予算を合わせ

ました切れ目のない予算執行によりまして地域経済の向上、市民生活の安定を図ってまい

りたいというふうに考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、新井企画総務部長。 

［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） 

 続いて、ご答弁申し上げます。 

 平成２２年度予算に関係いたしまして歳入の確保、特に市税の確保についてのご質問で

ございますが、本市の平成２２年度一般会計当初予算をご覧いただきますと、自主財源比

率は２３％となっておりまして、地方交付税や国・県の補助金に大きく依存した体質とな

っておりますが、このうち市税は財政調整基金等の繰入金を除きますと自主財源の８割を

占めておりまして、本市財政の重要な柱となっております。一方、税収は景気に左右され

やすく、１００年に一度とも言われます現在の経済状況のもとでは本市の税収も今後数年

大変厳しいものになると考えております。 

 このようなことを反映いたしまして、平成２２年度の市税収入見込み額は前年当初比で

２.５％の減、額にして６,８６６万５,０００円減額の２６億６,１６５万２,０００円を

計上したところでございます。そこで、市政の推進に必要な財源として市税をどのように

確保するかにつきまして、本市では課税と収納の両面から取り組みを進めております。ま

ず、課税の面からは固定資産税に例をとりますと、税務署を始め、県等関係機関との連携

をとるほか、市職員の通報による新築家屋の的確な把握や土地の現況調査など、課税客体

を確実に把捉することで税収の確保に努めております。一方、収納の面からは市税滞納削

減のための行動計画に基づきまして、滞納処分として累積滞納額の削減を図るとともに、

現年分の収納率を向上させることにより、新規滞納額の削減を図っておりまして、具体的

には納税相談や預貯金調査に基づきます差し押さえなどを行っております。 
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 また、今定例会に市税条例の一部改正案を提案させていただいておりますが、納期数を

増やすことによって期別ごとの税負担を減らす等、制度的にも納税しやすい環境の整備に

努めてまいります。税収の確保は市の財政運営及び負担の公平性の確保にとりまして極め

て重要な要素でございますので、今後とも市民の皆様の信頼が得られますよう公平かつ公

正な課税とあわせ、収納率の向上に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 逢坂保険福祉部長。 

［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、幼保一元化についてのご質問にお答え申し上げます。 

 まず、検討会議の答申内容についてのご質問でございますが、検討会議は昨年７月に徳

島大学の山本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のあり方についてご検討いただき、昨

年１２月に答申をいただいたところでございます。 

 答申では、急激な少子化の進行に伴う幼稚園保育所の小規模化により、これに起因いた

します教育効果、保育効果の低下が懸念されることや、また各施設の老朽化に伴います施

設の更新についても課題となることなど、本市の実態を踏まえ、市民ニーズにこたえられ

る地域の子育て拠点としての施設を目指すことが重要であるとされております。そこで、

就学前教育保育行政の推進におきましては地域に根差した教育保育の質の維持と向上を図

り、幼稚園、保育所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提言

をいただいております。 

 次に、来年度からの方向についてのご質問でございますが、本市の財政状況は引き続き

厳しいことが予想されまして、より一層の効率的、効果的な行政運営が求められておりま

すが、よりよい就学前の教育、また保育の実現のためには、あくまで子供の健全な成長を

中心にとらえまして、次世代を担う子供たちが健やかに育つ環境を整備する必要があると

考えております。今後の就学前教育保育推進につきましては検討会議の提言を踏まえまし

て、地域性や既存施設などの実情に応じた判断に基づきまして、実施計画を策定し、施設

の再編整備につきましての具体的な方向性を定めてまいりたいと考えております。 

 次に、日曜祝日保育についてのご質問でございます。 

 近年、保護者の就業形態や就業時間の変化に伴い、保育需要も多様化してきておりまし

て、その中で求められる保育ニーズを的確に把握し、これに対応する必要があると考えて

おります。現在進めております次世代育成支援後期行動計画の策定におきましても、ニー

ズ調査の実施によりまして、その把握に努めてまいりました。 

 平成２２年度からは、かねてからの懸案事項でもあり、ニーズ調査におきましても要望

の強い開所時間の延長を市内６保育所で実施することといたしております。これは、現在

の午前７時３０分から午後６時までの１０時間３０分の開所から、午前７時３０分から午

後６時３０分までの１１時間開所といたしまして、保護者の就労支援を図ろうというもの

でございます。 
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 ご質問の休日祝日におけます保育につきましても、利用要望をお尋ねいたしましたとこ

ろ、ほぼ毎週利用したいとお答えになった方は全体の５.８％でございました。また、利

用希望しないとお答えになった方は全体の７１.１％の結果となりまして、現時点ではそ

の利用希望は比較的低い状況でございました。しかしながら、休日祝日保育の希望がござ

いますことは認識するところでございまして、要望のある方に対しましてはファミリーサ

ポートセンター事業の周知や、またその活用を補足しますとともに、今後も保護者のご意

見、またニーズ動向について注視いたしまして、的確な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、南後福祉事務所長。 

［福祉事務所長 南後善二郎君 登壇］ 

◎福祉事務所長（南後善二郎君） 

 続きまして、子ども手当についてお答えを申し上げます。 

 子ども手当の対象規模、美馬市における財源、現行の児童手当との関係についてのご質

問でございますが、このたび創設されます子ども手当は次世代を担う、子供一人ひとりの

育ちを社会全体で応援する子育て支援として実施されるものでございます。中学校卒業す

るまでの子供を対象とするものでございまして、平成２２年度は対象者１人につき月額１

万３,０００円が児童などを養育している方に支給されるものでございます。本市におけ

る対象となる子供の数は約４,０００人と見込んでおります。その子ども手当の総額は約

５億２,０００万円と想定いたしております。 

 また、現行の児童手当との関係でございますが、現行の児童手当は新たに創設される子

ども手当の一部として支給される仕組みとなっております。その費用負担は児童手当分に

ついては児童手当法の規定に基づき、国、市町村、事業主がそれぞれ負担をし、それ以外

の費用は全額国より負担されることとなります。 

 本市の子ども手当の総額は５億２,０００万円を想定いたしておりますが、このうち現

行の児童手当分としては１億７,１９０万円、また子ども手当の新規対象分としては３億

４,８１０万円を予定しております。この子ども手当に関して、本市の負担額は４,７５０

万円と見込んでおります。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、大垣経済部長。 

［経済部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 引き続きまして、プレミアム付き商品券発行事業の今年度の実施状況についてのご質問

にお答えを申し上げます。 

 平成２１年度のプレミアム付き商品券発行事業につきましては国の経済対策として実施

されました定額給付金の支給に併せまして市独自の経済対策を組み入れることで消費者の

購買意欲の拡大と生活支援を図り、地域経済活性化の相乗効果を期待して実施したもので
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ございます。内容といたしましては１セット１万円に対して１０％のプレミアムを付加し、

１万１,０００円の商品券が市内で購入できるというもので３万セット、総額３億円の販

売により３億３,０００万の消費を促すものでございました。昨年４月末から５月１日の

間で、市内全戸に配布の予約申し込みにより第１回の商品券販売を実施し、その後、再度

５月中旬に周知してから、第２回の販売を行い、５月２４日には完売をいたしました。ま

た、商品券の使用状況につきましては、使用期限としておりました５月１日から９月１０

日まで、市内商品券取扱登録店２２６事業所において使用が完了されまして、３億３,０

００万が４カ月余りの短期間に美馬市内で流通したという結果となりました。 

 次に、この事業が地域経済に及ぼした影響についてのご質問でございますが、本年度の

事業では５月１日から商品券の使用開始を行いましたが、５月だけで１億７,０００万が

使われており、総額の半分、５０％以上が開始１カ月で流通したことから、いち早くその

経済効果が現れたものと思っております。また、店舗規模別によります商品券の売上高は

小規模小売店で総額の約８０％が流通されておるという結果が出ており、地元商店の活性

化が図られたと考えております。更に、今回の商品券では１,０００円未満の場合のおつ

りを取り扱わないということによりまして、総額３億３,０００万を上回って消費が拡大

されたものでないかと思っているところでございます。 

 今回の事業を検証するため、商工会が行いました消費者と商品券取扱店へのアンケート

調査でこの事業が景気回復、地域活性化に役立ったと回答した割合が双方とも７０％を超

えていたことから、初期の目的であります経済対策としての効果を上げることができたも

のと考えております。 

 次に、プレミアム付き商品券発行事業の平成２２年度事業内容についてのご質問でござ

いますが、平成２２年度のプレミアム付き商品券発行事業につきましては、総額１億円に

対し、１,０００万のプレミアムを付けるものでございまして、事業を実施します美馬市

商工会へプレミアム分１,０００万を補助金として交付するよう当初予算に計上いたして

おります。長引く不況における景気対策として、また本年度事業が消費拡大による地域の

活性化や小規模小売店での売り上げ向上等の成果が得られたことを受けまして実施するも

のでございます。 

 事業の詳細につきましては、本年度事業の検証におけるアンケートにもありましたが商

品券購入におけます予約申し込みの煩わしさや事業の浸透不足などの反省を踏まえ、実施

の時期、市民への周知、販売方法、利用方法等、今後、美馬市商工会と協議を重ねまして

よりよい事業となるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、１１番、原議員。 

［１１番 原 政義議員 登壇］ 

◎１１番（原 政義議員） 

 再問をさせていただきます。 

 まず、子ども手当に関し、更に詳細についてお聞かせ願いたいと思います。３点ほどで
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ございますけれども、手当の支給月についてであります。所得制限について行うのか、児

童手当と子ども手当との違い、そして今後の申請についてのスケジュール等についてお聞

かせ願いたいと思います。そもそも、児童手当、子ども手当には、子供を安心して産み育

てる環境を整えるために支給されるべき手当であると考えられます。税の仕組みを変えて、

手当を支給するといった目先だけの趣旨で支給されては全く意味のないお金になってしま

います。その点を踏まえ、保護者の視点に立った手当にしてほしいものだと考えられます。

その点も含めてお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、平成２２年度予算についてでありますが、美馬市独自の取り組みについてであり

ますが、各々、それぞれの取り組みには少ない財源で最大限の効果を生むように努力して

いかなければならないと思われます。国・県の動向をしっかりと見て補助を受けられるも

のがあれば美馬市にとって有益かどうか、しっかりと議論していただき事業を行っていた

だきたいと感じておるところでございます。そこで、先ほどの答弁にありましたメリハリ

を効かせた予算とするための選択と集中による事業の精選を行っているとありましたが、

精選のためにどのような議論がされているのか詳しくお聞きいたしたいと思います。 

 大変厳しい経済状況の中であっても、地域経済の向上、そして市民生活の安定は求めて

いく必要があると思われます。目的を持つ、目標を立てるということは大切なことであり

ます。そして、それに向かって懸命になる。懸命であればあるほどすばらしい結果が生ま

れます。市民生活の安全・安心、そして向上のためにどうすべきか、またどうあるべきか、

その点も含めてお聞かせ願い、一般質問を終えたいと思います。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、福祉事務所長。 

［福祉事務所長 南後善二郎君 登壇］ 

◎福祉事務所長（南後善二郎君） 

 再問、子ども手当に関する再問についてご答弁申し上げます。手当の支払い月、児童手

当の所得制限、今後の申請手続きについてのご質問にお答え申し上げます。 

 この手当の支払い月は現行の児童手当と同様に６月、１０月、２月の支払いとなります。

現行の児童手当につきましては、子ども手当の中に含まれることとなりますので別途支給

されるものではございません。また、これまでの児童手当には所得制限がございましたが、

今回の子ども手当については所得制限はございません。現在、小学校までの児童がいるも

のの、所得制限により児童手当が受給できていない家庭についても今回の子ども手当の支

給の対象となるものでございます。 

 次に、申請手続きにつきましては、現在、児童手当の支給を受けている世帯は原則とし

て申請は不要でございます。ただし、現在、児童手当を受給しておらず、平成２２年度に

中学生を養育している方、それから現在、児童手当を受給しているが、その対象児童のほ

かに中学生を養育されている方、ただし、その中で平成２２年３月末で小学校を修了する

児童を養育されている方、平成２２年度に新中学生になる方です。それを養育されている

方は子ども手当に認定が引き継がれるため除かれます。 

 それから、児童手当の現況届を提出していないことなどで支給が一時停止になっている
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方、それから所得制限により児童手当の支給対象になっていない方、以上のような方は申

請が必要でございます。なお、申請につきましては４月以降に予定をしておりまして、各

地域に出向きまして、各庁舎で一斉に受け付けを行っていきたいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、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） 

 予算編成における事業の精選をどのように行っているのかというご質問でございますが、

毎年８月に当初予算編成前に既存の事業の見直しを行いますとともに、新年度に向けての

重要懸案事項の洗い出しを行い、予算の重点配分を行うため、事務事業評価を踏まえまし

たサマーレビューを実施しているところでございます。 

 平成２１年度のサマーレビューの結果といたしましては、９１件の事業につきまして見

直しや検討を行ったところでございます。内容といたしましては、９件の既存事業を見直

し、新規事業は４８件の事業を検討し、そのうち３７件を予算計上するものといたしまし

た。また、３２件の重要懸案事項について、今後の進め方や方向性などの検討を行ったと

ころでございます。 

 基本的には、このサマーレビューの結果に基づきまして、平成２２年度予算を編成する

方針といたしておりましたが、ご承知のように、その後政権交代によります事業の見直し

や新たな経済対策が打ち出され、本市をめぐる社会情勢が大きく変化をしてまいりました。

そのため、予算編成時におきましては、国の補正予算をできるだけ活用する方針といたし

まして、事業の前倒しや公共施設の修繕などの補正予算を編成し、当初予算と合わせまし

た切れ目のない予算執行を目指したものでございます。 

 今後も厳しい財政事情の中で、事業の厳しい選択を迫られてまいりますが、特に事務事

業評価につきましては、現在、事務事業評価委員会でご検討をいただいているところでご

ざいますけれども、より客観性と透明性を高めるため、市民参加による事務事業の見直し

強化に努めてまいりたいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 原議員、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい。 

 次に、２２番、藤川俊君。 

［２２番 藤川 俊議員 登壇］ 

◎２２番（藤川 俊議員） 

 正に、時あたかも早春であります。一説に、早春賦に春は名のみの風の寒さよというの

がございますが、本当にこう３月弥生となってまいりました。それとともに、我々もいよ

いよ最後のご奉公と、こういうことになってまいったところであります。かく申す我々は

この議会を最後に、冷たい戦地へと赴いていくところであります。まず、理事者の皆さん
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には我々に対して一抹の哀れみをもって処していただければ大変ありがたいかと思ってお

ります。どうぞ、ご投票のほどをお願い申し上げたいと思うところであります。 

 さて、質問に、通告をいたしておりましたとおり入りたいと思います。質問の内容につ

きましてはお手元にお届けしてまいっておりますが、先ほど来から、それぞれ諸氏の財政

に対する、あるいは行政の困難に対することについては喋喋されましたから、よくそうい

う点ではその認識があるわけでございますが、その行財政を取り巻く客観的な情勢と、も

う一つは相反するようでございますが、実にノスタルジックな文化行政について質問を行

いたいと思います。 

 現下は、本当に大変な時代でございます。かつて経験したことのないような社会が進ん

でおるわけであります。人呼んで戦後最大の国難、１００年に一度と言われ、極度の不況

が止めどなく進んでおるところであります。だんだん、奈落の底へ、奈落の底へと引き込

んでいかれる、この状況に対して、今有効な手だてが打たれておらず、働けど、働けど、

我が暮らし楽にならずというのは石川啄木の言葉、詩でありますが、今、その働く場所さ

えないというのが、今の状況であります。前段でも申しましたが、２１世紀に入る前に

我々は来るべき世紀こそは、来るべき世紀はという大合唱のもとに、大いなる期待をもっ

て、新たなる世紀を迎えたわけでありますが、逆に、あに図らんや、反対に困難な状況が

どんどんと進んでまいり、あるいはマスコミなんかでは元禄の昭和に対して、天明の平成、

あるいは天保天明の平成というふうな酷評がされておるところが今の状況であります。 

 このときに当たり、国中が大変な暗雲が多い、不安と秋霜感がさらされておるわけで、

さいなまれておるわけであります。国民に大いなる秋霜感が募っておることはご承知のと

おりであります。先ほど申しましたように、昭和元禄と申し上げまして、かつては消費は

美徳である、あるいは使い捨ての時代といって浮かれ騒いだあの時代が、実は今となりま

しては本当にあったのであろうかと言われるような現下の状況であります。我々は二度と

あのような時代に返ることができないことを自覚いたさなければなりません。 

 そういう中で、先ほど来、それぞれの皆さんのところから、行財政、美馬市の行財政の

運営についてその困難性が言及されました。そういうことでございますので、私の方から

あえてこれをご質問申し上げることは許さないところでありますけれども、しかし、国・

県との関係、あるいは先ほど来市長から申されましたように、その大部分を国に頼ってお

るという行財政、その中で国と我々との間の状況というのは、これはあくまでも先ほど来

言われておりましたが、国と我々地方との関係がそのまましっかり続いての話であります。

今、国はご承知のように８００兆円の国債の残高を抱えてのたうち回っておるわけであり

ます。つまり、母屋から仕送りを受けておるのが我々とすれば、母屋は大きなひびが屋台

骨に入っておるといっても過言ではないのが今の状況であります。そういう中で、交付税

を、２６年からは合併の恩典が切れるわけでありますけれども、その将来に我々が依存し

ております交付税そのもの、あるいは補助金、国・県の補助金等がこれに依存して行財政

を考えておるわけでありますが、そういうものが将来も今の状況の国の状況からして、し

っかり担保されるかどうかということに大きな危惧を覚えるわけであります。そういうふ

うな状況がこれからはどういうふうに動いていくか保証されるのであるか、あるいは国は
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大丈夫か、こういうふうな点からご質問をいたしたいと思います。いろいろ質問を考えて

おりましたが、ほぼ久保田君や、それから原君の質問の中で答弁がありましたから、重複

するということで割愛をいたしたいと思います。 

 次に、一転して、先ほど言いましたように文化行政についてお伺いをいたしたいと思い

ます。一つの国に大いなる歴史と文化があるように、地方にもまたかけがえのない文化が

あるわけでありまして、人たちが営々と暮らし、そして残してきた文化、あるいはその文

化遺産というのは極めて貴重であります。我々美馬市にはご存じのように、旧美馬町の寺

町に見られるような遺産、それから旧脇町のあのうだつ、そして穴吹木屋平は林業をなり

わいとして営々として続いてきたその承継者の遺産、貴重な、いったん失われるとかけが

えのない、取り返しのつかない文化が市内のそこかしこに見られることは何も私１人では

ないと思うわけであります。これらを将来に保存し、つないでいくことはこれは今に生き

る我々の大いなる責務と思うところであります。そういう観点から、これらの保存につい

て思いをいたし、将来につないでいくような手だてを加えるべきだと思うところでありま

すが、その点についてお伺いをいたしたいと存じます。 

 更に、もう１点は、今申し上げますのは生活とともに暮らしてきた財であります。もう

一つは市内にいろいろと今内在する文化人とその作品、それから文化価値のあるもの、そ

ういうふうなものを大いに発揚してはどうかということであります。我々が市内を何げな

く回っておるときに、時として思いがけずすばらしいそういう市民の芸術文化に出くわす

ことがございます。そのときには、思わず感嘆の声を上げ、感動がよぎるわけでございま

す。こういうものを大いに礼賛をし、そしてそういうものを一堂に会しといいますか、展

示したり、あるいはそういうものを市民の皆さんとともに賞賛し、これを大いに将来に伝

えることは私は市民の、市民教育の一助になると考えるところであります。そういうこと

からいたしますと、それらの文化財、あるいは文化、市民文化の一つの大きな成果として

そういったものをしっかり、保存し、あるいは展示したりというようなことの伝道を対応

すべきだと思いますが、あえて提案をいたしたいと思います。 

 質問は、誠にとりとめのない質問でありますが、しっかりとご答弁をいただいて、再問

は答弁のいかんにかかわらず必ず再問はいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ２２番、藤川俊議員から一般質問をいただきました。質問の内容、大変ちょっと多岐に

こうわたっておるようでございますので、若干質問にずばりと答えられていない部分もあ

るかもわかりませんけども、またそういう部分がありましたら、再問でお願いをいたした

いと思います。 

 今、ご質問の内容の大半が国と地方の関係、あるいはそれに伴って、その状況に伴って、

美馬市は大丈夫か、財政的にも大丈夫かというふうなお話であったと思います。というこ

とでございますので、ちょっと幅広くお答えをさせていただきたいと思います。 
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 今、我が国が特に直面をしておりますのは、一つは財政的に世界の先進国の中で一番大

きな負債を抱えておる借金大国であるということであります。それから、もう一つ、国と

地方の行政を政権がかわった中で仕組みを変えていこうという動きがあるということでご

ざいます。そういう状況でございますので、そういう中で地方がどう対処し、どう生き延

びていくかということが今のご質問の趣旨であったと思います。政府が最近発表いたして

おります直近の月例経済報告を見てみますと景気は持ち直してきているが、自立性には乏

しい。しかも失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあるというふうにされて

おりまして、海外の経済の改善、あるいは経済対策の効果などを背景にいたしまして景気

の持ち直し傾向が続くことが何となくこう期待をされております。しかしながら、雇用情

勢の一層の悪化でありますとか、海外景気の下振れも懸念をされておりまして、しかも我

が国のデフレの影響など、その景気を下押しするリスクも大変大きいというふうに認識を

いたしております。こうした我が国経済の回復への道がなかなか見えないということで、

輸出やあるいは設備投資、あるいは公共投資などとともに、日本の経済を回復し、そして

元気をつけていくためには、個人消費をいかに持ち直すかということが先ほどお話があり

ましたようにバブルの経済期は正に夢の跡でございまして、そういう時期が再び来るのか

ということでございますけれども、個人消費を持ち直すことが大変重要なキーワードであ

るというふうに考えております。このために、現在、国と地方が一体的に取り組んでおり

ます切れ目のない経済雇用対策を着実に進めていくということに加えまして、先ほど来の、

平成２２年度から始まります子ども手当なども踏まえまして、国民の所得の再配分がなさ

れつつあるというふうにも受け取れるわけですけれども、しかしながら、この再配分は入

らないと出せないわけでございまして、そのためには確たる税収の確保が大変重要であり

ます。そのためには景気を回復するということが大変重要でございまして、個人消費の回

復を経済の回復の柱にしていかなければならないではないかというふうに私も考えており

ます。 

 そういう中で、昨年の１２月に発表されました新しい成長戦略の中では環境、健康、ア

ジア、あるいは観光、アジアというのはアジアとの重視をするということでありますし、

また交流をすることでありますが、それから観光、科学技術及び雇用人材と、六つの成長

分野が掲げられてございまして、内需と外需のバランスのとれた新たな経済成長を我が国

は目指していくというふうにされております。これらの成長戦略、国と地方が一体となっ

て取り組んでまいらなければできるもんでもございませんが、一方、バブル崩壊をいたし

ました後、今まで何度も日本の経済は落ち込みました。その中で、断続的に講じてこられ

たのが、財政支出、財政出動でございます。いわば、国の金を、税金を使うということで

ございまして、それが我が国の財政に正に膨大な債務をつくってきたわけでございます。

これが今、今後の先行きが大変だということで危惧をされておるのも事実でございますし、

これはもう大変世界じゅうからも危惧の目で見られております。もっと言えば、このまま

の状態でいくと日本は世界の金融資本から日本売りということがなされて、日本の価値は

だんだんだんだん下がっていくんではないかというふうなことが本当に懸念をされる深刻

な状態になってきております。 
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 そういう大局的な状況を踏まえまして地方のあり方について、国との関係につきまして

も権限の委譲でございますとか、あるいは財源委譲、またその仕組みとして道州制を導入

するとか、新たなそういう動きが大変活発になってきております。現在、地方も地域主権

という名のもとにその役割分担の見直しをこれから進めていくということで国と地方が協

議の場を持って検討を進めていくということになっておりまして、大変不安定性というか、

不確実性が増しておりますけれども、そういう中でも地方が主張すべきところはきちっと

主張していくと、こういうふうになっていかなければならないという理論的な根拠をきち

っと明確にして、そのために地方にはこうしてもらわなければならない、あるいは地方に

こうあるべきだという姿を我々も市長会などであらゆる機会をとらえましてこれからも主

張していきたいと思います。これは多分声が大きい方が勝つというふうな論理ではありま

せん。理論的にきちっと論理的な整理をして、それで国と地方と協議をする場で市長会と

してもきっちりした協議を進めていかなければ地方はなかなか生き残っていけないんでは

ないかというふうに思っております。我々もそういう意味で交付税のあり方も含めて補助

金も一括交付金ということで形も変わってまいります。それぞれの具体的な施策について

は今後、一つ一つ論理的に国との議論の中で勝てるように我々も十分にしっかりと勉強し

ていかなければならないというふうに考えております。そういう中で、いわば第一線の基

礎自治体として生き残っていける、あるいはあるべき姿をしっかりと地方自治法、法律も

含めて論理をきちっと組み立てていく必要があると思っております。そういう意味で、私

は今の藤川議員の質問に答えられたかどうかわかりませんけれども、全体的にはそういう

ことで対応していかなければならないというふうに感じております。 

 それから、文化行政につきましては、ご指摘のとおりでございまして、２１世紀は正に

文化の世紀でもあります。我々が歩んできた足跡を再検証しながら自分たちを育ててもら

ったそれぞれの地域の、例えば、西洋は西洋、ヨーロッパの文化を、東洋は東洋の文化を

大変精神性を大事にする東洋の文化を大事にしていかなければならない時代でございます。

そういう中で、文化、本当に幅広い各方面にわたるわけですけれども、これを大切にしか

も我々の実生活に生かしていくということは大変貴重なご提言でもございますので、我々

としても文化行政、いろんな面でこれから取り組んでいきたいと思っております。人間が

人間らしく生きるという、その精神的に豊かに生きるというその糧は多分文化が第一番で

あろうと思います。それはもちろん、衣食住の必要最小限度の人間が生きるための供給は

必要ですけども、心を本当に幸せな気持ちで生きられるためには文化が大事だと思います

ので、その点も今後各方面の文化について精査をしながら自分たちの身の丈にあったやれ

る文化振興を図っていきたいと思っております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、藤川議員。 

（「もう一つ」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、青木教育長。 

［教育長 青木博美君 登壇］ 
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◎教育長（青木博美君） 

 ２２番、藤川議員のご質問にお答えをいたします。 

 歴史文化会館をつくれないかとのご質問でございますが、美馬市にはいにしえより県西

部の文化、経済の中心地として栄え、貴重な歴史的、文化的遺産が数多く現存しておりま

す。本市では、市民の宝ともいえるこのような文化遺産が散逸することのないよう美馬郷

土博物館、美馬市観光文化資料館、三木家資料館、中尾山高原民族資料館、この四つの施

設において史跡からの発掘物、歴史的古文書、民具などを展示保存しております。このよ

うに貴重な文化遺産の保存も大切なことでございますが、現代の物質至上主義的な状況の

中ではややもすると心の豊かさが置き去りにされる傾向が見受けられます。非常に残念な

思いをいたすことでございます。経済的な成長のみならず、美馬市の文化や芸術について

語り合える場所づくりも行政の重要な文化政策の一つではないかと考えております。 

 このため、来年度におきまして脇町図書館のギャラリースペース及び館内の未使用スペ

ースの改修を行いまして、文化芸術作品の展示を行うとともに、文化活動を行っている市

民の皆様にも作品展示のご協力をお願いし、脇町図書館が文化意識の向上と市民の触れ合

いの場の拠点となるよう努力いたす所存でございます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、２２番、藤川議員。 

［２２番 藤川 俊議員 登壇］ 

◎２２番（藤川 俊議員） 

 前進的なご答弁をいただいて本当にありがとうございます。国・県の状況は大丈夫か、

あるいは国と地方との状況は大丈夫か、いずれもいろいろと言われておりますけれども、

緊急対策、あるいは子育て支援にしてもともすれば一過性に終わりがちでありますし、言

葉が悪いですけれども麻薬効果にしかすぎないというふうなところも見られます。先ほど

本を持ってきておりましたら市長が警戒しておりますけれども、この本についてお話を申

し上げたいと思いますが、これはもうご承知のように、「日本の論点」という本でありま

す。この中に、日本の国も結論的からいえばそろそろ危ないというようなコメントが載っ

ております。それは今持っておる国の債務というのは８００兆円でありますが、債務負担

も入れれば１,０００兆円をはるかに超すのじゃないかと、こういうふうに言われておる

わけであります。この対応のために国は９９年くらいだったと思いますが、ゼロ金利政策

をとりました。これによって膨れ、利子が債務に加算されて膨れ上がるということだけが

辛うじて抑えたところでありますけれども、しかしそれ以来公共投資が景気対策の底入れ

になるというふうなことで毎年、毎年それらを金科玉条のように言って、いわゆる国債を

発行してつないでまいりました。その、いわゆる国家破綻の一つの、何ていいますか、想

定されたものがここに載っておりますが、ＩＭＦ基金に対して要請するだろうと、こうい

うことであります。これは通貨基金であります。で、ＩＭＦは日本のまだまだ経済が疲弊

したといいながら、日本の持っておる経済力は非常に世界に対して大きく影響を持ってお

る。そういうふうなことから、引きずられて金融恐慌になったら大変だということで融資

を決定するということに書かれております、シナリオが書かれております。しかし、政府
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はそれを拒否したと、いろいろ検討したけれども拒否したと。それはなぜかと言いますと、

国民の持っておる金融資産は１,４００兆円を超えるというのが、これが根拠であります。

それから、外貨の準備高が６５兆円あると。つまり、これによってその借金といいますか、

国債をちゃらにしようと。更に、その上に個人向け国債を多量に増発してということであ

りますが、ご存じのように、今、日本の国債はここにありますけれど、パンフレットがあ

りますけれども、大幅に売れ残っております。大幅に売れ残っております、日本の国債は。

ということは、国民の間にそろそろこの国債も危ないのではなかろうかというきな臭い臭

覚をかぎつけておるという、かぎつけておるというのが今の状況であります。そういうこ

とになりますと、この結果としてなるのが、インフレの度のきついことであります。ハイ

パーインフレというインフレがあります。これになりますと、もう知ってのとおり、皆さ

んの抱えておる借金は全部ちゃらになります。ローンも、個人の借金もみんなちゃらにな

るわけであります。そして、持っておる借財が全部消えていくわけですが、非常にこれは

いい状況だなと思うが、あに図らんや、皆さんの持っておる資産とお金は全部紙切れに変

わるわけであります。今、アルゼンチンがそれでのたうち回っているのはご承知のとおり

であります。こういう大きな危険性をはらんでおるというのが、この論点であります。 

 私は、これ何も脅迫をしたり、不幸をあおって皆さんに不安を募っておるということで

はありません。そういうもう入り口まで来ておる、もう国債が売れ残っておるというふう

なことからすると、既にそういうふうな兆候が見えておるんではなかろうか。そういう中

で、地方と我々が依存しておる国と、それと国の地方との関係というのが、この後ノーマ

ルにずっと続いていくとは決して考えられません。非常に、その点の転機、経済的な転機

をしっかり読んでおかなければ、一地方の運営というのは難しいのじゃなかろうか。ある

いは破綻をするのじゃなかろうかというふうに思われるわけであります。かつて、２１世

紀に入る前に、政治がこういうことを言いました。この不確実と言われる中に、確実なこ

とが三つあると。それは省資源時代が来る、少子高齢化が来る、食糧危機が来るというこ

とを言われました。しかし、それだけ声高に言ったのにもかかわらず何の手だても打って

ないからこのような状況になったと私は思うわけであります。これはひとえに、今に、

我々がいろいろ担当しておりますように、そのときの担当しておった、政治の担当者がこ

れらに備え、あるいは起こりうることに対して備えておらなかったという、怠慢と言われ

ますか、そういうことではなかろうかというふうに責任を感じるわけでありますので、こ

れから地方といえども、先ほど市長がいみじくも言われましたが、やはり国の言われるこ

とを唯々諾々として聞くのじゃなくして、本当に地方の困っておること、窮状、例えば交

付税もそうでありますが、交付税っていったって、市長、これは大体、国税の間接税の補

税であります。つまり、形を変えた地方税であります。そいうことも言えると思うんです。

そう答弁した大蔵大臣もおられるわけでありますから、これは何も地方の持っておる、自

前のこの枠の一つの財源ということで、言葉が悪いですけども、役人のお金ではありませ

ん。これは地方のお金であります。いかに、安定的に地方を運営していけるか、行政を運

営していけるかということに対して交付される税であります。それは財源は間接税であり

ますから、形を変えた地方税だと私は思うところであります。ですから、あまりもらうた
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めに唯々諾々として、へいへいといいますか、そんな状況のもとで、私はこれからはいけ

ないと思います。市長が言われましたように、地方の言うべきことはしっかり言って、そ

して本当にこれからの運営というものを自ら考えていくということの処方せんを考えてい

かなければならないと思うところでありますので、その点もいかがでございましょうか。

ここでご提案申し上げるわけであります。 

 文化行政については大変上回るご答弁をいただきましてありがとうございます。現下は

言われておりますように物から心への時代であります。そして、豊かな物を手に入れ、

我々民族は豊かな物を手に入れたけれども、そのかけがえのない豊かな心を忘れたために

社会不安が募って、ついにはこの前申し上げましたような子供までむしばまれた、時代の

創造者たる子供まで変になってきた。これでは、外にいろんな矛盾を抱え、中に病理現象

を抱えたこんな国家が長く続くはずがありません。財政的にも破綻が見込まれれば、一番

大事な、かけがえのない人間がだめになってしまう。これぐらい危険なことはないわけで

あります。そして、そういうふうな、今、言われましたような一つの処方せんとして先人

の遺徳をしのぶ、そして先人がいろいろ苦労したことに対して思いをいたす、心をそうい

うふうに砕く、そういうことが私は市長の言われるまほろばの美馬市づくりの一助になる

と信じて疑わないからであります。どうか文化行政というのはそういう点から大きな、大

きな幅の広いようなレパートリーの広いような感じもいたしますが、大変大事なことであ

ります。世の中には大事なことには有形と無形とありますが、文化はともすれば無形の財

産であります。これらを大切にすることは先ほど言いましたように今に生きる我々の将来

に対する大きな責務であります。どうかそのような点から文化行政についてもひとつ精力

的に進めていただきますようにお願いを申し上げたいと思うわけであります。 

 さて、冒頭に申しましたように我々はこの４年間の任期が切れるわけでありますが、こ

こでかく申して、今日も申しておりますけれども、にぎやかに申しまして、いろいろと皆

さんにわめき散らしたといいますか、そういうふうな反問もあるようなないわけでありま

すが、そのときも終始ご熱心に、しかも紳士的に我々に答弁をいただき、本当に感謝にた

えません。これから、我々は先ほど言いましたように、生き残りをかけなければいけない

わけでありますが、物の本によりますと、一つの昆虫、セミがありますが、これはその生

命の大半を土の中で過ごすらしいでございます。出てきてにぎやかに言うのは１週間か１

０日ぐらいだと思います。我々がやかましい言うのは命が短いからやかましい言うのだと

いうふうにご理解をいただき、ひとつこれからも先ほど言いましたように哀れみをもって、

処していただければ大変ありがたいと思います。 

 皆さん、大変４年間ありがとうございました。以上をもちまして、私のつたない一般質

問を終わりたいと思いますが、後、よろしくご答弁をいただきますようにお願い申し上げ

ます。以上です。 

（不規則発言あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 お静かに傍聴するなり、お聞きいただきたいと思います。 

 では、牧田市長。 
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［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ２２番、藤川議員の一般質問の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 このように、国、地方とも膨大な債務を抱える中で、本当にこれ国の行政は維持できる

んかというご質問で、再問であろうというふうに思います。 

 地方の、地方だけではなくても、個人も一緒ですけれども、地方の財政運営の基本的な

考え方といたしましては入りをはかりて出るを制するということが基本の考え方でござい

ます。しかし、今の我が国の財政を体現する言葉といたしまして、もしこれを使うとする

ならば、出るをはかりて、入りを制するというふうに言いかえてもあまり間違いではない

んではないかというふうに思います。このように、いろいろ、本当にこう大きい国債を、

国債大国になっておるわけでございますけれども、その中で、平成７年度以降にも何度と

なく、行政の構造改革や、あるいは行財政の歳出の削減を言われておりました。しかし、

またまたアメリカ発のリーマンショックで景気の回復がままならないと、大きく落ち込ん

で、やむなく財政出動をしていったというふうなことで、本当に厳しい経済情勢になって

おります。 

 こういう中で、我が国の国家財政につきましては正にそのとおりでございますが、近い

将来、破綻する恐れがあるということで、大変懸念が広がっておりますが、これが破綻し

ていない、信用を何とか回復、何とか保っているのは、正に今藤川議員ご指摘の日本人の

個人の所有の資産が約１,４００兆から１,５００兆あるということでございまして、借金

を、国の借金がまだ上回っていないということで、何とか世界の信頼を得ているというこ

とで、日本の通貨も円も何とかしっかりとやっている、動いているというふうな状況でご

ざいます。しかし、こんなもんが長くは続くわけでもございませんので、今後の財政健全

化への本当にこう道筋を明らかにしていく、政府がしていくことを期待をしておりますし、

私も先ほどから、市長会などでの席ではきちっと意見を申し上げる中で、地方の立場もき

ちっと要望してまいりたいと考えております。交付税につきましては、当然、国税５税の

３０数％が法律によって定められておりまして、地方がもらえるお金でございます。これ

は法律で定められておりますので、私も藤川議員のおっしゃるように堂々ともらうべきと

ころはもらいにまいりたいと思っております。これは法律で定められておるわけでござい

ますので、何も霞ヶ関の役人が全部差配ができるわけでもございません。その国税５税の

地方がもらえる分については堂々と主張を引き続きしていきたいと思っております。 

 ご理解をお願いをいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 藤川議員、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 それでは２時半まで小休いたします。 

小休 午後２時１８分 
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再開 午後２時２９分 

◎副議長（中山 繁議員） 

 それでは小休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 

 ２１番、三宅仁平君。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 ただ今、一般質問許可をいただきましたから、ちょっと何ていうんだろうこれ、今、通

告で出しておるとおり、順番に質問をさせていただきますから、よろしくお願いします。 

 新庁舎について、どのような考えでいるか。これ、中身をいうたら切りがないんですけ

ども、私もかねがねずっと言いよんですけど、この前も阿波市のもん見よったら一応市長

はんの答弁はやるということで、土地まではまだ決まっとらんけんど、したいという希望

でございますけん、是非、市長はんの考えを聞かせていただきたいと思います。 

 それと、２番目の岩倉地区の児童館についてでございます。この件についても私が最近

岩倉地区の方で若い人と一緒に対話したときに、今、子育て支援とかいろいろ言うとる件

で、夫婦で勤めなんだら厳しいと、生活がね。給料も全体が下がってきとるから。そやか

ら、是非、児童館をつくってほしいと。例をいうたら、美馬町にも二つあると。そしたら、

脇町には一つもないけんね、是非、岩倉地区には児童クラブもないけんね、あそこやって、

今現在、行きよんが三島とか、またよその、同じ美馬市の中で地区外の方へ行っきょると

いうこと。そやから、その間が交通も危ないし、また人口も多い、岩倉の小学校は特に、

人口も多いとするけん、是非、早くつくってほしいという声がありましたから、あえてこ

こで、どういう考えかを聞かせていただきたいなと思っております。 

 それと、この３番目の美馬環境整備組合、春日地区のごみの処分場についての、順番に

こっち、右側へ出しております。ごみの処分場の地区説明会について、これは先も前田議

員さんが言いよった、３月の７日にあるというて、今、聞いたんですけど、この地区で、

今、私が聞いとんでは、この５０ヘクタールの水が浸かる地区、美馬市の一部地区まで、

それと共進、共進もいろいろ今までの工程表を聞いたりしたら、ガス抜きという煙突やい

ろんなものが建つと、そういうようなことを聞いてますから、そうなると、飛躍はするん

ですけど、うちやでも、今の美馬環境の新町に建っとるごみ焼き場でも、あれ、６０メー

トルで６キロ行くと。そうなると、ガス抜きが約１０メートルの物が建っても１キロ周囲

行くんでないかなと。そうなると、そういう地区は前提に説明するんが当然でないんかな

と思いますけん、是非、そういう方向で。そうせんとじゃ、全員が来てくれといってても、

地区の人が言いたくても、オブザーバーで説明を聞っきょる様な、気持ちやから質問がで

きにくいというようなこともあるし、また、建ってから、わーわーまた言うんと一緒では

いかんというんで、できるんだったら、是非したいと。それと、今、市会議員さんに言う

んでないけど、特に、せめてこの脇地区の人ぐらいには、こういうことがあるからといっ

てね、同じだったら知らせてほしいなということでございますけん、そこら、お願いした

いなと。 

 それと、この事業全般について出しとるんです。これは、今、内容を細かく言うとらん
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のやけど、ちょっと朝言うたんですけど、私がこの特別委員会にも入っとるし、また、こ

の絶えず一般質問もしよるけど、まず、不信感を私やら特に持っとんは無計画でないんか

なと。部落で説明会、私も３回行ったんですけど、それと特別委員会でも何回か説明聞き

ました。その中で、まず、土地がじゃ、最初は２町と言いよった。次の部落で説明会する

ときは３町５反。ほうなると、その上、またこの前は４町９反やいうて、こんな無計画の

無責任な市長はんの考えでじゃ、これ説明会をしてもじゃ、これは税金も使うし、周囲の

土地の人やもどれぐらいっちゅうんも把握せないかんけん。説明するたび違うんだったら、

事業の違う分が出るんだったら、また、それと併せてするんだったら、それも説明を願い

たいなと。何と何としますと。そうせなんだら、この１１万立米のごみは大体２町ないし

２町５反で完成するとなっとたんで、上下、下へ３メートル、上へ３メートルってね。６

メートルでそれでおさまるのにじゃ、これ、あれからいたら５倍になるんかね。４町９反

って今発表しとるけどね。これ何に使うんかね、また違う計画を含めてしとんか、そこら

も尋ねたいと思います。 

 それと、金額にしても、私やらも特別委員会に出てた。ほたら、一番最初、４０億、そ

れでよっていろんなことんなってＢ案やというて出したときには４７億と。それと、次の

Ｃ案で一番高いときは６７億というて説明を聞いてます。ほたら、民間に持っていったら

じゃ、２５億でできるといって、それも議会が現場に行ったらそういう発言も聞きました

けんね、これ、考えてみたら、今、皆、いろいろ１番議員、藤原さんやらも説明しよった

ように、この仕分けとか言いよって、今、民主党が言いよる。ほうなると、日本全体で考

えたら一番安い方向でとらなんだらじゃ、６７億とか、ほれ言いよったら、これ説明を聞

いとんですけど、最終は入札になるけん、４０億になるか、もっと下がるかわからんけん

どじゃ、しかし、民間が２５億でいけると言いよんじゃから、これ、今の政権を取っとる

閣僚はきちっと損をせんように見きわめして、始末をして国の全体でおさめないかんとい

うような、私は解釈しとんです。ほうなると、この努力をしてみて、民間とか県の向こう

の横の大きなドームがあると。そこへ行けるように努力をしてじゃ、行けんのだったら、

再度これ埋める方向でするんとね、したらええんでないかなと。 

 それともう１点は、今も皆、市長はんも、市民も皆一緒の願い、まず堤防せないかんと

言いよるけんね。これは賛成派も反対派も一緒じゃと。ほんならね、是非、私がそれも議

会に説明を聞いとんは、今現在、国土交通省が買い上げとる中には一つもごみが入っとら

んのです、下にね。ほじゃから、当然、予算を組んで、国土交通省がよっしゃと言うたら

いつでも工事にかかれるでね。こんだけおまはん、苦労しよんじゃから、国土交通省へじ

ゃ、私も一緒に行っても、陳情に行くとか、交渉にね、これ陳情超してますわ、もうして

くれやというん。ほじゃけん、是非、これ市長はんが中心に、私やらもこれ洗礼を受けな

いかんけど、まだ任期があるけん、よかったら一緒に行ってじゃ、所長ないし国土交通省

の大臣にでもじゃ、交渉をしてあげたいなと。恐らくやしてくれると思います。ほれで、

３分の１、かかっとるというんは、今、国土交通省が買い上げとる堤防の中の分で入っと

るで、で、地図でこれを示しておるけんね。そじゃけん、何ら、国土交通省の堤防の５０

メートルぐらいの幅のやつは何ら負からんけんね、是非、そういう方向で、いけるかいけ
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んか、市長はんの考えも聞きたいなと。それと、一応、これ美馬環境整備がこれで今言う

た点を是非お答え願いたいと思います。 

 それと美馬青少年育成センター、この不祥事件についてでございますけど、これも私も

いろいろしちょったけど、市長はん、また教育長はんも、テレビでとか、ここでも謝って

ますから、しかし、今後しっかりと皆心配しとるけん、職員に対してはこれは前清水部長

はんかな、知らんが、全職員に対して飲酒運転したら懲罰にかけますとか、また辞めても

らいますやいう誓約書を書かせておると。しかし、こういう事件が起きた場合の対策が練

れとらんけん、こういうミスがあったんでないかなという感じがします。そじゃけど、こ

れもどういうような方向で指導するんかを今これ政策監ってなっとんかな。今来とる、木

下さんは。そやけん、そこらもしっかりと指導してほしいと。 

 それと、２番目に出しとる一般市民の、私もうちの孫やら行ってます。ほたらそんな人

やもね、青い車を見たらちょっと、あらまた今日もあるんかなという不安感を持つけん。

それのケアをどういうように学校とか幼稚園のしたらええんで、指導したら、こういうふ

うにしてますよというようなんを、きちっとパンフレットとかいろんなもので知らせたら

どうかなというんで、あえてここへ出しとんです。 

 それと、こんで終わりじゃな。どうも一応こんだけでございますけん、再問、都合で、

答弁によっては再問に立たせていただきますから、よろしくお願いします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、河野副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 ２１番、三宅仁平議員の庁舎の質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 新庁舎につきましては平成１９年１２月定例会におきまして市長が所信表明で述べてお

りますように、まずは財政の健全化、財政再建に努めるということと、新庁舎の建設につ

いては当面着手を見合わせると。それで合併特例債を活用できる適切な時期、遅くとも２

２年度末、２３年の３月までに再検討を行った上で最終方針を決定するというふうなこと

で表明をさせていただいておるところでございます。合併協議会の協定事項につきまして

は尊重をいたしたいと考えておりますが、これまでも申し上げてまいりましたとおり、庁

舎の建設につきましては必要となる財源について中長期的な財政展望の中で見きわめる必

要があるわけでございます。このほど本市の中期財政計画、これは今議会の全員協議会で

ご説明をさせていただきましたが、平成１９年の１０月時点と比較をいたしますと、幾分

の改善ができているものの、まだまだ十分なものとはなっていないというのが現状でござ

います。そして、また先ほど市長の方から国の財政状況等についてご説明がございました

ように、８００兆になんなんとするような起債残があるというふうなことでございまして、

来年以降、来年度は交付税については１兆円少々の増額となっておりますが、その次の年

以降どういうふうになるかっていうふうな見通しもまだ立ってないような状況でございま

して、現時点では結論を見出すに至っていないというのが現状でございます。 

 今後は議会の方でも特別委員会をつくっていただいておりますので、そういった特別委
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員会でのご意見も伺いながら、先ほども申し上げましたように遅くとも平成２３年の３月

までに最終的な方針を決定してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、青木教育長。 

［教育長 青木博美君 登壇］ 

◎教育長（青木博美君） 

 ２１番、三宅仁平議員さんのご質問にお答えをいたします。 

 まず初めに、今後教職員に対する各種事故防止についての方策のご質問でございますが、

２月２３日に、美馬市青少年育成センターに勤務する非常勤職員の徳島県青少年健全育成

推進員が強制わいせつと県青少年健全育成条例違反の容疑で徳島西警察署に逮捕されまし

た。詳細についてはまだよくわかっておりませんが、職員が逮捕されること自体、公務員

としてあるまじき行為であり遺憾に存じておるところでございます。 

 これまで、美馬市教育委員会におきましても、全職員に対してあらゆる機会を通じて服

務規律の確保と綱紀粛正を図ってまいりましたが、このような事態が起こり市民の信頼を

損なうことに至ったことは大変申しわけなく思っております。教育委員会といたしまして

は、非常勤職員が逮捕されました２月２３日の夜、緊急の教育委員会を開催いたしまして

この事件への対処や今後の方針について協議を行いました。そして、２月２４日には、市

内の幼小中学校長に文書で職員が一丸となって綱紀粛正に努め、市民の信頼回復と不祥事

の防止に向けて取り組むとともに、子供たちが被害に遭うことのないよう指示をいたしま

した。２月２５日には園長会及び校長会におきまして、重ねて信頼回復への取り組みと子

供たちの安全確保について指示をしたところでございます。 

 教育委員会といたしましては、今回の事態を重く受け止め、教職員一丸となって不祥事

の再発防止に努め、公務員としての原点に立ち返り、自らの職責の重さを認識し、幼児、

児童、生徒、保護者を始めとした市民の皆様の信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいり

ます。 

 続いて、一般市民及び幼小中学校関係者に対するケアについてのご質問でございますが、

今回の事件により幼稚園、小学校、中学校の幼児児童生徒はもちろん、保護者を始め市民

の皆様には心に大変大きな衝撃を与えることになってしまいました。特に、青少年の健全

な育成を職務とする者がこのようなことを引き起こし、今まで信用して、安心して生活を

していたのが、裏切られた思いや、不安、不信の感を抱かせる結果となりました。青色パ

トロール車を見るたびに不安に思うという方がいらっしゃるということでございますが、

子供たちの補導や健全育成は継続的に行う必要があることから、これからも続けてまいり

たいと考えております。また、このような事態を不安に思い、深く傷つき、カウンセリン

グが必要と認められる子供にはスクールカウンセラーを活用することも考えております。

しかし、重要なことは先ほども申し上げましたが、私たち教育に携わる職員一人ひとりが

自己の行動を律し、服務規律の確保と綱紀の保持に努め、身をもって市民の皆様から信頼

を得られるようになることであると思います。 
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 教育は市民全体の信頼を基礎として成り立つものであることから、このような事態を再

び招くことのないよう、職員一丸となり、幼児、児童、生徒、保護者を始めとした市民の

皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、逢坂保険福祉部長。 

［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、岩倉地区の児童館設置についてのご質問にお答え申し上げます。 

 まず児童館でございますが、児童福祉法第４０条に規定されております児童厚生施設の

一つでございまして、児童に健全な遊びを与え、またその健康を増進し、情操と創造性を

豊かにすることを目的といたしまして設置されております。児童館の設置でございますが、

これまで厚生労働省で昭和３８年から児童館の整備運営について国庫補助で整備等がなさ

れておりましたけれども、平成２年に要綱が改定されまして、児童館の整備補助につきま

しては廃止されておる状況でございます。現在は、これにかわるものといたしまして放課

後児童の対策事業や子育て支援などの事業運営に対する補助などに変更されております。 

 本市の児童館設置状況につきましては、旧美馬町に２カ所の児童館を設置しております。

美馬第１児童館では定員４５人、美馬第２児童館では定員５５人で月曜日から金曜日の午

前９時から午後５時３０分の間、運営がなされております。また、その他の放課後児童対

策事業といたしましては、現在放課後児童クラブを脇町に２カ所、また穴吹に１カ所設置

されておりまして、また放課後子ども教室を市内小学校１７校に開設いたしております。

ご質問の岩倉地区におきましても、岩倉小学校に放課後子ども教室が開設されておるとこ

ろでございます。 

 今後、岩倉地区におけます放課後児童対策につきましては、厳しい財政状況の中でござ

いますが、現在の放課後子ども教室の一層の充実や公共施設等の有効利用を考慮した放課

後児童クラブの検討等も行っていきたいというふうに考えております。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、小笠環境部長。 

［市民環境部長 小笠博文君 登壇］ 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 続きまして、拝原最終処分場につきましてのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず初めに、拝原最終処分場の地区説明会の開催についてのご質問でございますが、今

回説明会につきましては、昨年１２月、地元拝原地区の方々を始め、吉野川下流域住民有

志で結成をされました吉野川命の水の会の方々からの申し入れによりまして、３月７日、

ザ・ディスティーノ、旧の脇町祥雲閣で開催することといたしております。 

 ご質問のご説明のご案内につきましては、直接関係する拝東地区３自治会を始め、市民

の皆様に対しましても音声告知放送で広く周知をしたいと考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 
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 次に、事業全般について、２点ほどのご質問でございますが、まず１点目の最終処分場

計画区域がなぜそんなに変更されたのかについてでございますが、最終処分場の計画区域

につきましては広報みま、平成１９年１０月号に記載をいたしておりますが、現処分場に

ごみが埋め立てられている面積が２ヘクタールでございまして、新設最終処分場につきま

しては計画は約３.０から３.５ヘクを予定しておるとお知らせいたしております。現時点

における計画予定面積につきましては地下水の水位の変動を想定し、既設地盤の掘り下げ

をできるだけ少なくし、より安全性の高い計画とするために、あと２点目は周辺住民に対

する景観に配慮した計画とするため、３点目が管理用の周回道路の設置が必要なため、４

点目に未同意の地権者が地域内にあるため、以上によりまして計画区画を４.９ヘクに変

更するものでございます。 

 次の、２点目のご質問でございますが、特別委員会に提示された資料につきまして積算

根拠の説明について１案から３案があるというご質問でございますが、特別委員会におき

ましてはお示しをしております資料につきましては１案から３案がございました。１案に

つきましては、管理処理費を１立方メートル当たり３万円とした場合、処理費が４５億円、

廃棄物運搬費が７億円、積み込み経費を含む現場の経費が１０億円を加算いたしまして、

総工事費が６２億円となります。以下、２案が処理費を１立方メートルにしますと工事費

が４７億円、３案の処理費を１立方メートル当たり１万５,０００円とした場合には総事

業費が４０億円となる計算でございます。この試算をするのは県内の管理型の最終処分場

に搬出処理可能としての試算でございまして、これまでもご説明を申し上げてきましたと

おりでございます。 

 以上でございます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 三宅仁平議員の方から拝原最終処分場の関係で、３点あと質問があったかと思います。

４０億と２５億の違いということでございますが、本市の方の事業４０億につきましては

これまで合併特例債なり、あるいは国の補助制度が使えるというふうなことで、実質は９

億円でできるんだと。つるぎ町が２億円で、一般財源としては１１億円が必要になってく

ると。ですから、１１億と、これ２５億を比較した場合に１４億の差になりますよという

ふうなことを委員会でこれまでもずっと説明してきて、今の計画の方が、市が進めとる計

画が安いんだと。経費が安く上がるというふうなことをずっと説明してきたと思います。 

 それからあと、空港への処理という話がございましたが、空港に処理できるごみという

のは、これ生ごみはだめなんですね。それで、空港をつくるときに、あそこで空港の最終

処理するというのは、ちょっとこれ正確でないかもわかりませんが、多分１５カ町村が協

議会をつくっとんですね。県と１５カ町村が。それで、産業廃棄物なり、市町村の一般廃

棄物をあそこへ最終処分しとんですよね。ですから、焼却灰、あるいはばいじん、それか

ら不燃物、こういったものをあそこへ処理していっとんですね。ですから、その協議会の
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中へ入るためには周辺対策で、皆関係者が約５０億ぐらいのお金を出して、周辺対策でね。

地元の松茂町に周辺対策で沢山のお金を出しとんで、負担しとんですね。ですから、今、

この協議会に入るということ自身が非常に難しいという問題と、うちのごみが生ごみであ

るだけに、それをほなけん、今の空港の処理場で処理するということが非常に難しいとい

うふうな状況でございます。 

 それから、国土交通省の方に陳情したらということでございますが、国土交通省に対し

ましては今のこの現状のままで堤防ができないかというふなことをこれまでも何度も陳情

してまいりました。しかしながら、国土交通省の考え方というのは全量撤去しないと堤防

はつくれないと、築堤できないというふうな結論でございます。三宅議員がどうしてもと

いうのであれば私がまたお供をして確認できたらというふうに思っておりますのでよろし

くお願い申し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、２１番、三宅仁平君。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 この今の新庁舎の考えやったらじゃ、特例債の間には計画をしたいというんですけど、

これ、私が考えとんのに、美馬市も人口が減んじょると。ほしたら減ったら、一番多いと

きに、最初合併当時からだったら、今、２,０００人ぐらい減っとんかな、この美馬市が

ここ５年の間でね。そういう記録があるんですけどね。そしたら、自治省の方には合併特

例債だったら９５％までは、向こうの人口で割ったら、面積だったら９５％の投資してや

んなさいという、補助金がつくっていうて聞いとんですけどね。これ事実かうそか聞きた

い。もしできるんだったら、もうこもうてもええけんね、早く、それでしたら、何ら、今

言う国の銭でするんじゃから、地元の負担は要らんでね。ほなけん、こもうてもええけん

してほしいなという、私ら、いろいろ世間をまいよったら、そういうような声が多いんで

す。そじゃけん、是非、再度、市長はんか、副市長さんでも結構ですけん、お願いを、答

弁をしてほしいなと。 

 それと、この岩倉地区の児童館については、今も、あるけんど、だぶついて、よその町

まで行かないかんけんね、是非、あの地区も開発が、分譲がようけでけてね、人口がぐん

ぐん、若い子や、過疎からおりてきて生活しよると。ほうなると、増えてきよるけん、是

非、この美馬町にある立派なようなもんも一丁してほしいなと。もし、ほれがでけんのだ

ったら、またそれに応じた対策を練ってくれたらありがたいなと。もし、ほらぁ市じゃけ

ん、三島行ったらいかんのでないけんど、もし交通事故とか、横断、あの汽車の何ていう

んかなあれ、踏切渡って行かないかんけん、親たちは心配ならしいわ。ほんじゃけん、で

きるんであったら、今いっぱいでよそへまで行かないかんけん早くしてほしいなと。 

 それと、この美馬市のこれについてはもう一生懸命、教育長はんも取り組んどるけん、

結構でございますけん。 

 あと、この上の最初の分だけちょっと答弁願いたいと。そたら、このごみについても、

これ、言い合いしても過ぎんのですけどね、これ、うそは言わんようにね。ちゃんと、最
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初からきちっと計画を立ててじゃ説明せなんだら、ころころ、私も行くたび変わるけんね、

これはおかしいなと。それと、専門家を連れてきとんか何か知らんけどね。それやって親

身のある説明は、私は胸が動くほどの安全性じゃいうようなことは一つも聞かんけんね。

ほら、近江市で、僕らが投資して視察に行かせてもろうた、勉強会で。あっこじゃったら、

もう周囲は何ちゃないしじゃ、砂漠の真ん中で建てとると。そしたら、土質も聞いとんで

すけど、粘土層が下に張っとると。ほたら、今、おたくやがしようとしとる拝原のんは下

は水でつながっとるでね、吉野川と。そやけん、全然土質が違うけんね。そじゃけん、そ

こらも市長はんもじゃ、将来、２０年絞って管理せないかん、熱かけてね、普通の真水に

せないかんという。そういうんがふさわしいんか、ふさわしないか、よく設計の専門に聞

くんもじゃけど、本人もおたくやが、市長はん辞めた後でも言われんようなきちっとした

ものをしたらええんでないかなと。場所もそういう場所を選んでね。私はそういう考えを

持っております。というんが、今も言うように、今、私やらがいろいろ土質の専門の人に

聞いたら、あれは１３メートル掘ったら５メートル水があるんでよと。ほしたら、吉野川

のとこも掘ったら同じようにあると。ちゅうことは、５０メートルぐらいのじゃ、土砂を

盛って、現実にはかっちりした堤防ですけど、下の水は行き来できるけんね。そやけん、

それはふさわしないんでないかなと。ほたら、近江市の勉強に私やら行かせてくれたんは

土質は、もう下粘土層ですからね。そやけん、がっちりと固まった層の上ですけん、こら

浮いてくるとか、そういう下から押し上げてくるやいうんは、まずまだ、大きな台風や地

震が来ん限り、８.８以上が来なんだら安全なっていうとりました。しかし、今の皆議員

さんも聞いとってほしいんが、下は続いとる。うちやでも、吉野川の水まで、掘ったらう

ちの庭ででも水が出るというような状態じゃけん。ほたら、川は水が続いとるけん、片一

方がたまったら、今度押し上げて、ばっと大きな公共施設置いとったら、皆持ち上げる恐

れあるで。そこらも、技術屋はんによく検討するというか、勉強、我がなりにしてもろて

じゃ。そりゃ確かなというんでやらんことにはいかんのでないかなと。それと、この面積

にしても、私らも不思議でおれん。ほた、またこの３月にはもうちょっとまた１町ぐらい

増えるんかいなと。ねっ、不安でおりまへんわだ。確かに、３回行くたび違とるけんね。

最初、２町と言うて、次３町、次４町台とね。これがもう５町に近い。次は、ほんだら５

町５反とかなるような気がしてね。やっぱりきちっとね、当初したとおりにせなんだらあ

かんの違うで。再度、お願いしたいなと。 

 都合によってはもう１回させていただきますけん。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 三宅仁平議員の再問にお答え申し上げたいと思います。 

 まず、庁舎でございますが、合併特例債はもう市の負担が要らんというふうに言われま

したが、合併特例債というたらあくまで借金でございますんで、市の負担は必ず交付税で

見られる以外の分については市が負担せざるを得なくなるというふうなことでございます。



 ５１ 

それで、庁舎については先ほどご答弁申し上げましたように本市の財政の中期計画、ある

いはまた国の財政状況なり、あるいは今後の経済情勢、そしてまた議会でもいろいろ議論

をしていただいておりますので、そういった議論等も総合的に踏まえまして、それで２２

年度中に結論を出していきたいというふうに考えております。 

 それとあと心配の拝原の地下水のことでいろいろ質疑等ございましたが、これにつきま

しては３月７日の日に反対されている方も専門家の先生がお見えになるし、検討委員会、

市の検討委員会の嘉門先生等もご出席いただけますので、専門家で議論をしていただいて

結論を見出していただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、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） 

 岩倉地区の児童館の設置についての再問でございます。ご答弁申し上げましたように児

童館の整備補助につきましては現在配置されておる状況で、それにかわりまして、放課後

児童クラブ等の放課後児童対策事業として、それの運用に係ります補助が国・県でなされ

ておるところでございます。 

 新しく児童クラブの設置に当たりましては１０人以上の利用希望者があること、また場

所の確保、また運営スタッフの確保といったような一定の条件を満たす必要がございます

けども、また地元運営委員会の組織の立ち上げといったような準備も必要でございますけ

れども、今回の次世代育成支援行動計画の中でも子育ての支援施策の重要な施策として掲

げております。立ち上げます場合には、市といたしましても地元運営委員会、あるいは関

係機関の調整連絡をとりまして支援させていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、２１番、三宅仁平君。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 この庁舎について今も聞いたら２２年度３月末までに決めますと言いよるけんな、是非、

建てれるように、是非検討して決めてほしいと思いますけん、よろしく頼みます。 

 それと今の学童、幼児保育ですけど、これ１０人以上あったら、もし、今言うような方

向で全部でけるんだったらじゃけど、一応は児童保育がこれ予算がつく、補助金がカット

されとるというて聞いたんですけど、もう一遍、２年度やけど、大分、２年からいったら

２０年近うなるけんね、再度、検討してもろうて、流れも変わっとるけんね。もしできる

んであったら、このしてほしいと。ほんじゃけん、でけんのだったら、またこういう危険

性も含んどるけん、安全なところで預けていただけるような方向で検討してほしいけん、

頼みます。 

 簡単でございますけど、答えてほしいなと。 
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◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、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） 

 地元のご意見も十分お伺いしながら検討させていただきたいと思います。また、設立の

際にはご支援をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい。以上で三宅仁平君の一般質問を終わります。 

 次に、議席番号１番、近藤俊文君。 

［１番 近藤俊文議員 登壇］ 

◎１番（近藤俊文議員） 

 失礼いたします。ただ今、議長から質問の許可をいただきましたので、１番の近藤でご

ざいます。どうぞよろしくお願いをいたします。今までかたい話で、今度はちょっとやわ

らかく話をさせていただきます。 

 さて、梅の花が新町の奧の方にはようけ咲き乱れております。また、春の日を前にぬく

かったり寒かったり、気候の変動が、季節感が、今の政治と一緒でぐるぐる目まぐるしい

毎日でございます。先般、マグニチュード８を超すような南米のチリにおいて大きな地震

が起きました。津波が日本に１日かけて来るというふうなテレビでも見たんですが、すー

っと水位が上がるようなところも見ましたけども、危機管理の再徹底をお願いしたいなと

思っております。また、私も市民の皆さんに選ばれて１年間議員活動を、勉強もさせてい

ただきました。振り返れば、昨日のように思われますが、日本の国が大きく変化をして政

権の交代が実現され、地方自治体の行政改革に市長市政方針の取り組みを期待し、私の質

問に入らせていただきます。 

 私が出しております安心・安全まちづくりについてでありますが、これは身近な問題で

ございますので、できるだけ明確なご回答をお願いいたしたいと思います。 

 最初の質問につきましては市内の市道改良、また舗装、補修など、要望に対する処置の

方法等についてでございます。私も今回市内をくまなくというんですか、歩いて、道路の

状況などを把握しております。また各路線で数カ所の穴があいたりとか、箇所が相当見ら

れました。その都度連絡をして修繕を行っていただきました。いま現在、市道はどのぐら

いあるんでしょうか。また各自治会からの要望は、直してくださいとかいうんがあるのか

どうか、それから改良、工事等についてはどのような方法で行っているのか、また小さな

工事につきましてはどのようにしているのか、また財政の厳しいことは十分確認を、認識

をしていますが、子供、高齢者など、弱者のことを考えると要望に対し、すぐできるもの

は対処してほしいなと思っております。 

 次の質問は、市道、脇町２０号線、進捗についてでございます。これは次の阪口さんと

重複しますけど、私が先の議会において質問をさせていただきました。その後の進捗につ

いて再度お伺いするものでございます。どのぐらいの進捗率か、またいつごろの完成なの

か、できれば具体的な回答をお願いするつもりでございます。 
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 さて、ここからは教育委員会の質問に入らせていただきます。学校施設の老朽化整備に

ついてご質問をいたします。要点のみ申し上げますので、わかりやすくお答えください。 

 まず最初は、施設の老朽化した整備対象物はどのような施設があるのかお尋ねをいたし

ます。次に、その施設をどのように整備を図るのかお尋ねをいたします。その施設の今後

の活用方法はどうするのかお尋ねをいたします。この三つの点について、質問について明

解なお答え、回答をお願いするものでございます。 

 少し余談がありますが、学校の古い施設につきましては、よその例とは何ですが、アー

ティストが来て、何か使うとか、そういう一つの方法もあると思いますので、そういうと

ころも考えながら、一つの案として聞いておいてください。 

 最後になりますけども、議員として協力が必要であればいつでも協力を、あまり期間は

ないんですが協力をさせていただきます。また、この春には議員の改選がございます。厳

しい選挙になると思いますが、またこの壇上に立ち、市民の声を伝えられることを頑張り

ながら、質問を終わりたいと思います。 

 再問はいたしません。答えだけお願いをいたします。どうかよろしく。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、建設部長。 

［建設部長 中川近敏君 登壇］ 

◎建設部長（中川近敏君） 

 １番、近藤議員さんの市内の市道改良、また舗装、補修などの要望に対する処置方法等

についてのご質問に答弁申し上げます。 

 現在、市道として１,９７２路線の実延長として１,２２５キロメートルを道路認定して

おります。市道の多くは高度成長期に開設されており、幅員が狭く、線形や勾配などの悪

い道路が多くございます。これらの市道につきましては各自治会などから改良や路面の補

修、安全施設の設置などについて数多くの要望がございます。要望の中で、主要幹線道路

で比較的大規模計画の要望に対しましては、実施計画に基づき、国の補助事業や市単独の

起債事業により継続的に実施しているところでございます。また、小規模な側溝整備や局

部改良、路面補修など、比較的用地が伴わない簡単な工事につきましては緊急性や必要性

を考慮し、作業班による修繕や業者による補修工事で対処しているところでございますが、

まだ十分な対応ができていないのが現状でございます。 

 今後も自治会を中心に地域の方などのご意見をいただきながら、緊急性や必要性、財政

状況などを十分考慮し、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 続きまして、市道脇町２０号線の推進についてのご質問に答弁申し上げます。この路線

は主要地方道鳴門池田線と一般県道脇曽江線を結ぶ重要な道路として国の補助事業を活用

し、全体計画延長７６０メートル、車道幅員６メートル、片側歩道つき道路として事業を

進めている路線でございます。 

 過去に地権者の理解が得られず休止をしておりましたが、地域からの強い要望と市にと

りましても開発可能地が多くあり、重要な路線であることから平成２０年度国の補助制度
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により事業を再開しております。平成２０年度までに完成しておりますのはおおむね５０

０メートルでございまして、進捗率といたしまして６６％となっております。 

 本年度の取り組みにつきましては未施行区間２６０メートルの地権者８名の方に対し、

ご理解を得るために関係者のご支援もいただきながら粘り強く用地交渉を行ってきたとこ

ろでございます。現在までの用地取得に関する状況につきましては地権者６名の承諾をい

ただきまして、用地買収や残地及び物件補償などの契約を完了することができました。残

り２名の地権者のうち、１名につきましては年度内にご理解が得られるよう交渉中でござ

います。 

 平成２２年度につきましては、残り１名の地権者との用地交渉と残工事を並行して進め、

平成２３年度をめどに全線の開通ができますよう努めてまいりたいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、教育次長。 

［教育次長 西前清美君 登壇］ 

◎教育次長（西前清美君） 

 続きまして、１番、近藤議員さんの質問に答弁させていただきます。 

 学校施設の老朽化整備についてのご質問でございますが、本市の学校施設は現在小学校

が１７校、中学校が７校であり、このうち基幹的な学校につきましてはご承知のように国

の経済対策によります耐震補強工事の実施にあわせまして関連工事として雨漏りなど、老

朽部分の改修も同時に行うことといたしております。また、その他の学校につきましても

計画的に老朽部分の改修を行うことといたしております。 

 一方、休校中の学校につきましては、来年度より休校する３校を含めまして、平成２２

年度には小学校が１３校、中学校が２校となります。これらの施設につきましては、一部

地域の集会機能を果たしているものもございますが、多くは老朽化が進行しており、雨漏

りなどが見受けられるものもございます。休校施設につきましては、地域の要望や財政的

な問題もあり、廃校措置や老朽部分の改修、取り壊しなどにつきましては難しいのが現状

であり、施設の管理につきましては各地域の方にお願いをしている状況でございます。 

 ご質問の主旨であります休校施設の今後の活用方法についてでございますが、現在休廃

校施設のうち、有効活用が行われている事例につきましては、口山中学校におけるグラン

ドゴルフ場の設置、切久保小学校における美馬市適応指導教室、その他、集会機能として

利用しているのが５校、災害時の避難場所として指定しておりますのが１４校ございます。

ご承知のように休校施設につきましては、山間へき地に存在するものがほとんどでありま

して、民間の企業や作業所などの誘致は極めて難しいのが現状であります。しかしながら、

本年度に１校が老人憩いの家として利用目的が確定しております。このように市といたし

ましては、地域の活性化を第一に考え、地域の方々との協議を行い、活用方法が確定した

施設につきましては、あらゆる制度を活用しながら、休校施設の有効活用を図ってまいり

たいと考えております。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 近藤議員、再問はよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 以上で、近藤議員の一般質問を終わります。 

 次に、議席番号３番、阪口克己君。 

［３番 阪口克己議員 登壇］ 

◎３番（阪口克己議員） 

 議長の許可を得ましたので、私の質問をさせていただきます。 

 １番目に市道の橋梁点検についてであります。これにつきましては災害があったときに

孤立化することも考えられますので、そこら辺も含めて質問の内容をさせてもらいます。 

 美馬市内には多数の橋梁を、強度等、全般的に点検調査をしていると、調査するように

なってしていると思いますが、今現在、結果はどうなっているのか、それを詳しく教えて

ほしいと思います。 

 それと２番目の市道脇町２０号線の改良についてですけども、これはいったん休止しと

ったものを地域の住民の要望等がありまして、地権者にも協力をお願いしながら、再度改

良にスタートしたといういきさつ上、私の方から出しとったんですけども、先の議員の方

で出ましたので、これについては今後、横につながる、この取り合いですね、ここら辺も

改良して、住民に利便性を図れるような形でお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 建設部長。 

［建設部長 中川近敏君 登壇］ 

◎建設部長（中川近敏君） 

 ３番、阪口議員さんの美馬市内多数の橋梁を、強度など全般的に点検調査をしていると

思うが、結果はどうなっているのかとのご質問に答弁申し上げます。 

 美馬市が管理する道路橋は５７４橋ございます。このうち、建設後５０年を経過する高

齢化橋梁の占める割合は現在６％でございますが、２０年後には３０％、急速に高齢化橋

梁が増加することが想定されます。これらの橋梁が今後一斉に更新時期を迎えた場合、大

きな財政負担が生じることとなります。このような背景から、道路交通の安全性、信頼性

を確保するため、これまでの傷んでから修繕する事後保全的な対応から計画的かつ予防的

な対応に転換し、橋梁の長寿命化及び計画的な修繕、架け替えを実施することで予算の平

準化、コスト縮減を図ることが不可欠でございます。 

 このため、本市では国において創設されております橋梁長寿命化修繕計画策定補助制度

を活用した修繕計画を策定すべく、補助対象となる１５メートル以上の重要橋梁１１４橋

について、本年度、専門機関による橋梁の点検を実施中でございます。残りの橋長１５メ

ートル以下の橋梁につきましても、引き続き計画的点検を実施していく予定でございます。 

 来年度以降、これらの点検結果を踏まえ、交通量が多く、日常の生活に必要不可欠であ

る橋梁とか、もし落橋すれば集落が孤立するなどの重要橋梁から財政負担の軽減と市民の

安全性を考慮した長寿命化修繕計画を策定し、計画的な修繕架け替えを行い、安心・安全
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なまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２０号線の改良につきましては、議員ご指摘のとおり、本線がつながりましたら横の連

絡等を考えて、アクセス道路として使うよう考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 ３番、阪口克己君。 

［３番 阪口克己議員 登壇］ 

◎３番（阪口克己議員） 

 再問させていただきます。 

 先ほど答弁いただきましたこのやり方ですると、費用もかかるということ、わかります。

点検結果を踏まえて、計画的な修繕、架け替えを行うと言ってるんですけれども、橋が落

ちたりしたら困りますので、大きく傷んでからは修理費用も多大な費用がかかると思いま

す。また、日常生活にも影響が出ると思いますので、財政、安全性、両面から考慮しつつ、

早く取り組んでいただきたいという要望、また、場所によっては、幅員や取りつけ部の改

良ができるよう要望して、再問を終わります。 

 ありがとうございました。 

◎副議長（中山 繁議員） 

 阪口議員、答弁よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 以上で、通告によります一般質問は終わりました。 

 これをもって、一般質問を終結いたします。 

 続きまして、日程第４、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２４件、あわせて３３件を一括して議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告はございませんが、質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 はい、質疑なし。終結いたします。 

 ただ今議題となっております、議案第１号から第８号までの８件、議案第１０号及び議

案第１５号からの議案第３８号までの２４件、あわせて３３件につきましては会議規則第

３７条第１項の規定により、お手元にご配付の議案付託表のとおり各常任委員会に付託い

たしたいと存じます。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎副議長（中山 繁議員） 



 ５７ 

 異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第８号までの８件、議案第１０号及

び議案第１５号から議案第３８号までの２４件、あわせて３３件は付託表のとおり付託す

ることに決定いたしました。 

 なお、陳情１件につきましては所管の委員会に付託いたしましたので、報告いたしてお

きます。 

 以上、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日、明後日と予定いたしておりました一般質問等は本日終了いたしましたので、明日

と明後日は休会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） 

◎副議長（中山 繁議員） 

 異議なしと認めます。よって、明日と明後日は休会日といたします。 

 なお、来週８日からの各常任委員会におきましては付託案件等につきましてご審議いた

だきますので、よろしくお願いをいたします。 

 次回は３月１５日、午前１０時から再開し、委員長報告に引き続きまして、質疑、討論、

採決であります。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 これをもって本日は散会といたします。 

 ご協力誠にありがとうございました。 

散会 午後３時３３分 

 


