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平成２２年第１回美馬市議会臨時会会議録 

                                         

◎ 招集年月日   平成２２年５月１２日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   会   午前９時５８分 

                                         

◎ 出席議員 

   １番  中川 重文    ２番  林   茂    ３番  武田 喜善 

   ４番  上田  治    ５番  郷司千亜紀    ６番  藤田 元治 

   ７番  藤原 英雄    ８番  井川 英秋    ９番  西村 昌義 

  １０番  国見  一   １１番  久保田哲生   １２番  片岡 栄一 

  １３番  原  政義   １４番  川西  仁   １５番  三宅  共 

  １６番  谷  明美   １７番  前田 良平   １８番  三宅 仁平 

  １９番  藤川  俊   ２０番  武田 保幸 

                                         

◎ 欠席議員 

  なし 

                                         

◎ 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              武田 季三 

  水道部長              藤見 治男 

  消防長               大久保利幸 

  福祉事務所長            西前 清美 

  木屋平総合支所長          藤本 高次 

  企画総務部総務課長         加美 一成 

  企画総務部秘書広聴課長       吉田ますみ 

  企画総務部財政課長         緒方 利春 

  会計管理者             岡  建樹 

  代表監査委員            松家 忠秀 
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  教育長               青木 博美 

  教育次長              佐藤 健二 

                                         

◎ 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         小野 洋介 

  議会事務局次長補佐         宮内 聡美 

                                         

◎ 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。 

               １番  中川 重文 議員 

               ２番  林   茂 議員 

               ３番  武田 喜善 議員 
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開会 午前 ９時５８分 

◎議会事務局長（井上淳一君） 

 本臨時会は、一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙されますまでの間、地

方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議員の中で年長議員が臨時に議長の職務を

行うこととなっております。従いまして、年長者であります武田保幸議員さんに臨時議長

をお願いし、ご紹介を申し上げます。武田保幸議員さん、議長席へお願いをいたします。 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 ただ今ご紹介をいただきました武田保幸でございます。今、事務局長の方から申されま

したように、地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時議長の職務を行わさせてい

ただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 ただ今の出席議員は２０名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成

２２年第１回美馬市議会臨時会を開会いたします。 

 ここで、牧田市長にごあいさつをお願い申し上げます。 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は、平成２２年第１回美馬市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には

公私何かとご多忙の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、去る４

月１８日に執行されました、美馬市議会一般選挙におきまして激戦を勝ち抜かれ、めでた

くご当選されました皆様方に、改めて心からお祝いとお喜びを申し上げる次第でございま

す。 

 初めに、大変遺憾なことではございますが、本市職員が引き起こしました不祥事につき

まして、市議会を始め、市民の皆様におわびを申し上げる次第でございます。交通ルール

の遵守を始め、服務規律の確保につきましては、日ごろから強く指導を行ってまいったと

ころでございますが、このたびの不祥事は酒気帯び運転の上に交通事故を起こすなど、公

務員としてあってはならない行為でございます。今後決してこうした事態を起こさないよ

うに職員のモラル向上や法令遵守意識の高揚、綱紀粛正に努めまして市政の信頼回復のた

めに、一丸となって取り組んでまいる所存でございます。なお、この問題につきましては

事実関係が明らかになり次第、改めて記者会見等を行い、市民の皆様にご報告をさせてい

ただくとともに、当該職員の処分を含め、厳正な対応を行ってまいりたいというふうに考

えております。 

 また、今月２日から８日までの間、第２回パラグライディングアジア選手権にし阿波の

競技がアジア各国から選手を迎え、県西部２市２町をまたぐ吉野川沿いのコースで実施を

されました。この間、特に初日、２日目は想定外の強風や気流の変化などの影響で、目的

地にゴールすることができず、近隣の田畑や山林を始め、阿波市など区域外に不時着する

選手が相次ぎまして、周辺住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。パラグライ

ダーは、風向きなどの天候に大きな影響を受けるスポーツではございますが、今大会の開
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催要領等について、にし阿波圏域以外の皆様に十分な周知ができておらず、県民の皆様に

不安を与える結果となったことに対しまして、開催地の市長といたしまして、関係者の皆

様におわびを申し上げる次第でございます。 

 さて、日本経済は、景気が再び落ち込む二番底の懸念は和らいだというふうに言われて

おりますが、世界の金融状況は不安定感から脱却できず、高い失業率や下落傾向にある物

価水準など、依然として厳しい情勢であり、少子高齢化の進行と併せて将来への不安はま

すます大きくなってきております。このような中で、議員各位の選挙公報を拝見いたしま

すと、高齢者に優しいまちづくりや子育て支援の充実、生活環境の整備など、市民生活に

直結した行政課題を始め、農業を中心とした産業の振興や交流によるまちづくりなどの公

約が数多く見受けられました。本市といたしましても総合計画を始め、本年定めておりま

す五つの重点目標を柱としつつ、こうした課題に積極的に取り組んでまいりますとともに、

四国のまほろば美馬市の実現に向けまして、今後とも効率的かつ効果的な行政運営に努め

てまいる所存でございますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 ここで、本年の重点目標の一つとして取り組んでおります、本市と中国大理市との友好

都市交流事業の進捗状況等につきまして、ご報告をさせていただきます。 

 両市の友好都市提携に向けた動きでございますが、大理市側では、先月、上部機関であ

る雲南省人民政府から、本市との友好都市協定締結につきまして承認が得られておりまし

て、あとは中国政府の承認を待つばかりとなっておるところでございます。また、本市で

も大理市との交流活動の拠点組織となる美馬市日本中国友好協会の設立に向けまして最終

的な調整を行っておりまして、両市の友好都市協定書締結に向けての手続きは、順調に進

んでおるところでございます。しかしながら、大理市を始め、中国西南地域では現在１０

０年に一度と言われる大干ばつに見舞われておりまして、雲南省では約６００万人の飲料

水が不足をいたしておりまして、農作物にも大きな被害が出ていると報じられております。

大理市は耳海という中国でも有数の広大な淡水湖を有していることから、その被害は比較

的軽微であると伺っておりますが、雲南省内の政府、また行政機関は、今回の大干ばつが

解消するまでの間は、海外への出張が制限をされている状況でございます。これまで大理

市との友好都市協定書の調印式につきましては、５月末をめどに調整をしてまいったとこ

ろでございますが、こうした事情によりまして、調印式の日程は今後の状況を見ながら、

大理市と協議を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 本日はこれから議長を始め、市議会の新たな組織構成の協議が行われることになろうか

と思いますが、議員各位におかれましては、市政に対しまして適切なご指導やご助言を賜

りますとともに、美馬市発展のために更なる格段のお力添えをいただきますことをお願い

を申し上げまして、開会のごあいさつ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。 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 



－８－ 

 日程第１、仮議席の指定をいたします。 

 仮議席は、ただ今ご着席の議席といたします。 

 日程第２、これより議長の選挙を行います。 

 選挙の方法は投票か指名推選か、いずれかの方法にいたしたいと思います。 

（「議長、指名推選でお願いいたします」の声あり） 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 指名推選との発言がありました。これによりまして、選挙の方法についてお諮りいたし

ます。 

 地方自治法第１１８条第２項の規定によりまして指名推選によりたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。臨時議長において指名することに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） 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することに決しました。 

 議長に藤川 俊君を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただ今、議長において指名いたしました藤川 俊君を議長の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました藤川 俊君が議長に当選されま

した。 

 会議規則第３２条第２項の規定によりまして、当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました藤川 俊君からごあいさつをいただきます。 

 藤川 俊君。 

［１９番 藤川 俊議員 登壇］ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ごあいさつを申し上げます。 

 ただ今は満場の皆さん方のご指名によりまして、このはえある美馬市の議長にご推薦を

いただきましたことは、誠にもって身に余る光栄と思うところであります。それと同時に、

本当に全身に重い重い荷を背負わされたというような実感も併せ持つものであります。今、

地方と国との関係というのは極めて困難な状況にあるところであります。なかんずく美馬

市においても同じ、財政の状況があまり良好でなく、大変難渋いたしておるわけでありま

すし、我々のところも例外でないところであります。この時期に我々議会も、皆様、新し

く当選をされたわけでありますが、そして私も議長にご推選をいただいたわけであります
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が、私も８期を数えることと旧町から相成ってまいりました。その経験を十分生かし、全

知全能をかけて、そしてこの一時期をしっかり将来につないでまいりたい、そういう所存

でございます。とは申しましても、私自身が幾ら力んでもそれはなし得ることではないわ

けでございますので、ひとつ議員諸氏のご協力、お知恵を拝借しながら、誤りのない確か

な明日の美馬市のためにまい進をしていきたい、議会活動を続けてまいりたい、そのよう

な所存でございますので、どうぞ諸氏のご協力をお願い申し上げまして、就任のごあいさ

つといたすものであります。 

 ありがとうございました。 

◎臨時議長（武田保幸議員） 

 ありがとうございました。 

 以上で、臨時議長の職務を終了いたしました。 

 議員各位のご協力に感謝申し上げまして、議長席を交替いたします。 

 議長さん、どうぞ。 

（議長交替） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは、早速でございますが、議長の職務を遂行させていただきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 打ち合わせを少し、局長といたしますので、暫時休憩いたします。 

小休 午前１０時１３分 

                                         

再開 午前１０時１６分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 追加議事日程は、お手元にご配付のとおりでございます。 

 追加日程第１、議席の指定についてを議題といたします。 

 議席は会議規則第４条第１項の規定により、お手元へ配付いたしました議席表のとおり

指定をいたします。 

 次に、追加日程第２、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、１番 中川重文君、２番 林  茂君、３番 武田喜善君を指名

いたします。 

 次に、追加日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りといたしたいと存じますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定をいたしました。 

 追加日程第４、副議長の選挙についてを議題といたします。 

 選挙の方法はいかようにいたしましょうか。 
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◎１１番（久保田哲生議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田君。 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 指名推選でお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ただ今、指名推選とのお声がございましたので、そのように取り計らいたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは指名推選ということに決定をいたしました。 

 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと存じますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、議長の方より指名をいたします。副議長に原 政義君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今、議長において指名をしました原 政義君を副議長の当選人

と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしであります。従いまして、副議長が原 政義君と決定をいたしました。 

 副議長に当選されました原 政義君、会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知

をいたします。 

 当選されました原 政義君からごあいさつをいただきたいと存じます。 

［１３番 原 政義議員 登壇］ 

◎副議長（原 政義議員） 

 それでは、一言ごあいさつを申し述べさせていただきます。 

 ただ今は議員皆様方のご推挙によりまして、美馬市議会の副議長という大役を仰せつか

ったわけでございまして、この上もない光栄と思いますと同時に、この責任の重さをひし

ひしと感じておるところでございます。もとより、浅学非才ではございますけれども、藤

川議長の驥尾につきまして議会の公平・公正のために、そしてまた円満な議会運営を目指

しまして誠心誠意、精いっぱい努力する決意でございます。議員皆様方におかれましては

変わらぬご指示、ご支援、ご協力、そしてまたご指導を賜りますよう、心よりお願い申し

上げまして就任に当たりましてのごあいさつに代えさせていただきます。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。 

小休 午前１０時２０分 

                                         

再開 午後 １時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 小休前に引き続き、会議を開きます。 

 追加日程第５、発議第３号、美馬市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたし

ます。提出者から提案理由の説明を求めます。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １４番 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 ただ今上程いただきました発議第３号、美馬市議会委員会条例の一部改正について、本

文の朗読を省略し、提案理由の説明をいたします。 

 先般執行されました美馬市議会議員一般選挙から、議員定数が２３人から２０人に削減

されました。これに伴いまして、各常任委員会並びに議会運営委員会の委員定数について

所要の改正を行うものであります。なお、詳細につきましては、議案書をご覧いただきた

いと思います。 

 以上で、発議第３号について提案理由の説明を終わります。ご審議いただき、ご賛同を

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で説明は終わりました。ただ今の発議第３号、美馬市議会委員会条例の一部改正に

ついてを審議いたしたいと存じます。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしであります。討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。 

 発議第３号については、原案どおり決することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。従って、発議第３号、美馬市議会委員会条例の一部改正について
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は、原案のとおり可決されました。 

 次に、追加日程第６、美馬市議会常任委員会委員の選任について、及び追加日程第７、

美馬市議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 美馬市議会常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において手元に配付の委員会名簿のとおり指名をいたします。

各委員会から正・副委員長の互選ができましたので議長から報告をいたします。 

 総務常任委員会委員長、井川英秋君、副委員長、前田良平君、福祉文教常任委員会委員

長、郷司千亜紀君、副委員長、谷 明美君、産業常任委員会委員長、片岡栄一君、副委員

長、三宅仁平君、議会運営委員会委員長、川西 仁君、副委員長、西村昌義君、以上が互

選されましたので報告いたします。 

 次に、追加日程第８、議案第４１号、美馬市教育委員会委員の任命についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 議案第４１号につきまして、提案理由のご説明をさせていただきます。 

 まず、その前に、一言お喜びを申し上げたいと存じます。先ほどは、議長、副議長を始

め、各委員会委員の選任が行われ、市議会の構成が滞りなく決定をされました。議長には

藤川 俊氏、副議長には原 政義氏がご就任をされたところでございますが、はえある重

責を担われます皆様方に衷心よりお喜びを申し上げますとともに、その卓越した手腕を十

二分に発揮をされ、円滑な議会運営と市政の推進にご尽力を賜りますようお願いを申し上

げます。私どもといたしましても、市民福祉の向上と美馬市の更なる発展という共通の目

標の実現に向けまして最大限の努力を傾注してまいる所存でございます。どうか、議員各

位には市政に対しまして、なお一層のご理解と絶大なるご協力を賜りますようお願いを申

し上げる次第でございます。 

 それでは、議案第４１号、美馬市教育委員会委員の任命につきまして提案理由の説明を

させていただきます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によりまして議会の同意

を求めるものでございます。同意をお願いする者は議案書のとおり、住所は美馬市脇町字

拝原１２６９番地、氏名は光山利幸、生年月日は昭和２４年７月２２日でございます。任

期は、本年５月２４日から平成２６年５月２３日までの４年間でございます。同氏につき

ましては、青木博美教育委員会委員の任期が本年５月２３日をもって満了することに伴い

まして、新たに任命をいたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。同氏は昭

和４７年に香川大学を卒業後、教員としての道を歩まれ、本年３月に脇町中学校校長を最



－１３－ 

後に退職をされ、現在に至っておられます。長年にわたりまして教育現場で勤められた経

験から豊富な教育行政の知識を持ち、その人格は衆目の認めるところでございます。教育

委員会委員として最適任者であると認めたために、任命について同意をお願いするもので

ございます。原案どおり、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いたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。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

討論を省略したいと存じますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしであります。 

 お諮りいたします。ただ今上程された案件は原案どおり認めることにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしであります。従いまして、原案どおり決することといたします。 

 議事の進行上、暫時休憩いたします。 

小休 午後１時０９分 

                                         

再開 午後１時０９分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 小休前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど教育委員に選任同意されました光山利幸さんより、ごあいさつの申し出がありま

すので、議長はこれを許可いたします。 

[教育委員 光山利幸君 登壇] 

◎教育委員（光山利幸君） 

 光山利幸でございます。ただ今、議長様からお許しが得られましたので、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 ただ今、美馬市教育委員会委員の任命にご同意をいただき、誠にありがとうございます。

３８年間の教員生活の経験を生かし、美馬市教育の振興、発展のために微力ながら力いっ

ぱい尽くしたいと思いますので、議員の皆様方のご指導、ご鞭撻をどうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

 簡単ではございますが、ごあいさつに代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ありがとうございました。 

 光山利幸さんは退場されて結構です。 
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（教育委員 退場） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 続きまして、追加日程第９、議案第４２号、美馬市監査委員の選任についてを議題とい

たします。なお、本件につきましては、藤原英雄議員は地方自治法第１１７条の規定に該

当し、除斥されますので退場を求めます。 

 ７番 藤原英雄議員、退場してください。 

（７番 藤原英雄議員 退場） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 提案理由の説明を求めます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 議案第４２号、美馬市監査委員の選任についてをご説明申し上げます。 

 地方自治法第１９６条第１項の規定によりまして、議員のうちから選任する監査委員の

選任につきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 同意をお願いする者は議案書のとおり、住所は美馬市美馬町字丈寄１３８番地、氏名は

藤原英雄、生年月日は昭和２５年１２月３日でございます。同氏は長年にわたり議会議員

として豊富な経験があり、また地方自治にも精通をしておられ、市行政全般に適切なご指

導、ご助言がいただけるものと確信をいたしております。 

 監査委員といたしまして、正に適任者であると考えておりますので、議会の同意をいた

だきますようお願いを申し上げる次第でございます。原案どおり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します。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 お諮りいたします。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） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、質疑討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 

 議案第４２号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（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、議案第４２号、美馬市監査委員の選任については、原案どおり同意す

ることに決しました。 

 藤原英雄議員の入室を許可いたします。入場してください。 
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（７番 藤原英雄議員 入場） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 先ほど監査委員の選任に同意しました、藤原英雄君よりごあいさつをお願い申し上げた

いと思います。 

 藤原英雄君、ごあいさつをしてください。 

◎７番（藤原英雄議員） 

 議長、７番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤原英雄君、７番。 

［７番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎７番（藤原英雄議員） 

 ただ今ご指名をいただきました藤原英雄でございます。監査委員という重責ではござい

ますけれども、私、微力ながら、皆様方のご理解あるご支援をいただきながら、一生懸命

任期期間中務めてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、追加日程第１０、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（訴えの提

起について）から承認第２２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２１年度美

馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号））までの２２件を一括議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 

◎建設部長（武田季三君） 

 議長、建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 ただ今一括上程をいただきました承認事項のうち、承認第１号から承認第９号までにつ

いて、一括してご説明申し上げます。議案書の４ページをお開きください。 

 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、訴

えの提起について４ページから２１ページに記載いたしております９件を専決処分書のと

おり、去る３月２６日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会へ報

告し、承認を求めるものでございます。 

 この専決処分は、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明け渡し等、請求の訴えの提起

でございます。承認第１号から承認第６号までの６件につきましては長期滞納者、また承

認第７号から承認第９号までの３件につきましては、長期滞納及び長期不在者でございま

す。 

 本件につきましては、滞納者に対しまして再三、支払い請求を行ったにもかかわらず、

返答もなくいまだ滞納したままでございます。長期滞納者９名及びこの９名の連帯保証人

に対し、住宅の明け渡し請求と滞納家賃を完納するよう最終催告を行い、期限までに納付
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しない場合には、公営住宅法及び美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づ

き、市営住宅の使用を取り消し、直ちに住宅の明け渡し請求と家賃の請求を求める訴訟の

提起の手続きを取ることを通知したものでございます。現在、徳島地方裁判所美馬支部へ

訴訟提起の段階でございます。 

 なお、今回提訴した９人分の滞納状況についてでございますが、滞納月数４５カ月から

１１３カ月で、滞納合計金額１,４８９万６,８００円となっております。 

 以上で、承認第１号から承認第９号までの説明を終わらせていただきます。ご承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 新井君。 

[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、承認第１０号から承認第１３号までの４件につきまして、ご説明をさせてい

ただきます。恐れ入りますが、議案書の方は２３ページ及び２４ページをお開きください。 

 承認第１０号、専決処分の承認を求めることについては、労働基準法の一部を改正する

法律が本年４月１日に施行されたため、去る３月３１日、職員団体のための職員の行為の

制限の特例に関する条例の一部改正について、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござい

ます。 

 この条例には給与を受けながら職員団体のための業務を行い、または活動することがで

きる場合を列挙いたしておりますが、月に６０時間を超えて時間外勤務をした場合に、時

間外勤務手当の支給に代えて、勤務を要しない時間を任命権者が指定する時間外勤務代休

時間を加え、字句の整理を行うものでございます。 

 続きまして、２５ページ及び２６ページをお開きください。 

 承認第１１号、専決処分の承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する

法律が４月１日に施行されたため、去る３月３１日、美馬市税条例の一部改正について、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものでございます。 

 主な改正点でございますが、１点目は所得税法の規定により扶養控除に係ります申告書

等を提出する者について、その扶養親族の詳細事項を記載した申告書を新たに提出するよ

う改めるものでございます。 

 ２点目は市町村たばこ税の税率を改めるもので、１,０００本につき現行３,９２８円を

４,６１８円に改めるものでございます。このほか、地方税法等の改正により所要の改正

を行ったものでございます。 

 続きまして、３３ページ及び３４ページをお開きください。 

 承認第１２号、専決処分の承認を求めることについては、同じく地方税法等の一部を改
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正する法律が４月１日に施行されたため、去る３月３１日、美馬市国民健康保険税条例の

一部改正について地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分いたしましたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 主な改正点でございますが、１点目は基礎課税額の限度額を現行４７万円から５０万円

に改め、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１２万円から１３万円に改めるものでござ

います。 

 ２点目は、近年厳しい雇用情勢に配慮して、新たに創設されたものでございまして、倒

産や解雇など、非自発的失業者の前年給与については、１００分の３０に相当する額をも

って所得割を算定するよう特例措置を定めたものでございます。このほか、地方税法等の

改正により所要の改正を行ったものでございます。 

 次に、承認第１３号、専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。恐れ入

りますが、お手元に配付の平成２１年度美馬市補正予算書をご用意いただければと思いま

す。恐れ入ります。１ページをお開きください。 

 承認第１３号は、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第９号）を地方自治法第１７

９条第１項の規定により、平成２２年３月３１日、専決処分をいたしましたので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 ３ページをお開きください。補正予算第９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３億円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を

それぞれ２１１億２,９２０万円としたものでございます。第２条の地方債の補正は、各

種事業の実績見込みにより変更となります地方債の限度額を補正したものとなっておりま

す。 

 ５ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございますが、このページか

ら１０ページまでは歳入歳出補正額を款及び項ごとに区分し、掲載したものでございます。

歳入では主に各種交付金の確定や事業の実績見込みにより、地方交付税や国・県支出金、

また市債などの調整を行ったもので、歳出におきましては主に不用額の調整を行ったもの

となっております。 

 次に、１１ページをお開き願います。第２表、地方債補正でございます。それぞれの事

業の実績見込みにより２億４,３２０万円を減額し、平成２１年度の地方債の限度額を２

３億４,１９０万円としたものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主な内容につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、歳入予算でございますが、１４ページをお開き願います。このページから１６ペ

ージの上段、交通安全対策特別交付金までは地方譲与税、利子割交付金、地方交付税など

の交付額の確定により予算額を調整したものでございます。１６ページ中段に記載いたし

ております農林水産業費分担金から２２ページ上段の教育費県委託金までは、各種事業の

実績により、それぞれ予算額を調整したものとなっております。２２ページ下段の繰入金

でございますが、地方交付税等の歳入の増額、及び各種事業の実績と歳出の減額などによ

りまして所要の財源が確保できる見込みとなりましたので、財政調整基金を始め、特定目

的基金からの繰り入れを減額し、それぞれの基金に積み戻すものでございます。２３ペー
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ジ上段の諸収入につきましては説明欄のとおりでございます。また、２３ページ下段から

２４ページにかけて記載いたしております市債につきましては、各種事業の実績見込みに

より全体で２億４,３２０万円の減額補正を行っております。 

 以上、簡単でございますが、歳入補正予算の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出予算についてご説明を申し上げます。２５ページからでございます。

議会費からとなっておりますが、最終の５６ページまで、ほぼすべての費目が各種事業の

実績見込みにより、不用額の調整を行ったことによる減額予算となっております。内容に

つきましては、それぞれの説明欄をご覧いただきたいと存じます。 

 この中で増額をした費目でございますが、恐れ入ります、５５ページをお開きください。

一番下の段、基金費でありますが、特別交付税の増額や歳出不用額の調整、また平成２１

年度の収支を見込んだ上で、財政調整基金に２億８,２９０万４,０００円、減債基金に３,

９００万円をそれぞれ積み立てております。これにより、平成２１年度末の財政調整基金

残高は１２億円、減債基金残高は３億７,０４８万８,０００円となっております。また、

次のページのオラレまちづくり基金費につきましては、３月末までの収益の確定に伴い、

２３７万２,０００円を追加し、積立金の総額を２,７１２万２,０００円としたものでご

ざいます。 

 以上、簡単ではございますが、専決処分をいたしました平成２１年度美馬市一般会計補

正予算（第９号）の説明とさせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願いを

申し上げます。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 小笠君。 

[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、平成２１年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）

についてご説明を申し上げます。６１ページをお開きいただきたいと思います。 

 承認第１４号、専決処分の承認を求めることについて、平成２１年度美馬市住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

平成２２年３月３１日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算（第２号）につきましては、財源更正のみでございます。予算書の６３

ページをお開きいただきたいと思います。平成２１年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１条）は次のとおりとなってございます。 

 次に６５ページをお開きください。第１表、歳入歳出でございまして、款、項ごとの金

額は表記載のとおりとなってございます。 

 それでは、歳入歳出についてご説明を申し上げます。 

 まず最初に、歳入予算でございますが、６８ページをお開きいただきたいと思います。
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財源となります歳入予算につきましては、県支出金の償還推進助成事業補助金４３９万３,

０００円と貸付金元利収入３３０万円の増額によりまして、一般会計繰入金７６９万３,

０００円を減額するものでございます。 

 続きまして、６９ページをお願いいたします。歳出予算についてでございますが、公債

費につきましては一般財源７６９万３,０００円を減額いたしまして、特定財源をそれぞ

れ増額するものでございます。 

 以上で、承認第１４号の説明を終わらせていただきます。ご承認を賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 逢坂君。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 それでは、引き続きまして承認第１５号から第１８号につきましてのご説明をさせてい

ただきます。予算書ページでございますが、７１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、承認第１５号についてでございます。平成２１年度美馬市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月

３１日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるも

のでございます。 

 ７３ページをお願い申し上げます。専決処分をいたしました事業勘定の補正予算の減額

は歳入歳出それぞれ１億５,４４８万４,０００円であり、補正後の歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３８億５,３１６万５,０００円としたものでございます。また、直営診

療施設勘定の補正予算の減額は歳入歳出それぞれ１５５万円であり、補正後の歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億５,８６７万６,０００円といたしております。 

 ８０ページをお開きください。まず、歳入予算でございますが、主な補正といたしまし

て８１ページ中段の国庫支出金では療養給付費負担金として１億９,３９６万７,０００円

の減額を行っております。また、下段財政調整交付金では特別調整交付金の増額によりま

して４,００７万９,０００円の補正といたしております。 

 続いて、８２ページでございます。県支出金では、下段にございますが、財政調整交付

金におきまして６,４２９万８,０００円の減額を行っております。これらの補正はいずれ

も療養給付費や拠出金など、歳出でご説明申し上げますが、事業費の確定に伴い必要な補

正を行うものでございます。 

 次に、８３ページでございますが、療養給付費交付金５,６３５万９,０００円の補正に

つきましては、主に退職被保険者等療養給付費交付金の増額に伴うものでございます。ま

た、８３ページ中段にございます前期高齢者交付金６５５万６,０００円の補正につきま

しても交付金額等の確定により所要の補正を行っております。 
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 ８４ページ、歳出をお願いいたします。歳出の主な内容といたしましては、中段にござ

いますが、保険給付費のうち、１目の一般被保険者療養給付費では１億円を減額いたしま

して、また２目の退職被保険者等療養給付費では３,１０６万４,０００円の減額を行って

おります。 

 また８５ページでございますが、同じく５款保険給付費のうち、１目でございます一般

被保険者高額療養費で７５０万円を補正、また８５ページ下段となりますが、３０項出産

育児諸費では５０３万円を減額いたしております。これらの補正につきましては、給付実

績により必要な補正を行ったものといたしております。 

 次に、８６ページ下段でございますが、１０款老人保健拠出金の１,２４４万円の減額

につきましては拠出金納付額の確定に伴う減額でございます。 

 続きまして、８７ページ中段にございます２５款保健事業費のうち、５項の特定健康診

査等事業費の減額につきましては、特定検診事業の実施確定に伴う減額でございます。 

 続いて、直診勘定についてでございます。９２ページをお願い申し上げます。９２ペー

ジ直診勘定でございますが、歳入につきましては１款診療収入の減額のほか、長寿社会づ

くりソフト事業費交付金の減額など、事業の確定により補正を行っております。 

 ９４ページをお開きいただきますようお願いいたします。直診勘定歳出でございますが、

１款総務費では施設の管理費の精算による不用額の減額、また５款医業費につきましては、

医薬材料費等の使用実績による所要の補正を行っております。 

 以上が承認第１５号についてでございます。 

 続いて、９５ページをお願い申し上げます。承認第１６号についてでございます。平成

２１年度美馬市老人保健特別会計補正予算（第２号）につきまして地方自治法第１７９条

第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規

定により議会の承認を求めるものでございます。 

 予算書９７ページをお願い申し上げます。専決処分をいたしました補正予算の額は歳入

歳出それぞれ２,６００万６,０００円を減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１,６０１万５,０００円とするものでございます。老人保健特別会計

でございますが、現在、長寿医療制度の創設に伴いまして、制度移行のための調整・整備

期間となってございまして、所要の予算措置を行っております。 

 １０２ページをお願いいたします。１０２ページの歳入の主な補正でございますが、医

療費交付金で１,３８７万３,０００円減額いたしまして、また国庫負担金では１,０３１

万円の減額など、歳出の減額に伴いました予算補正を行ったものでございます。 

 次に、１０４ページの歳出でございます。歳出では過年度精算請求による医療給付費な

どの予算を計上いたしております。給付費などの実績によりまして２,６００万６,０００

円の減額をいたしております。 

 以上が、承認第１６号についてでございます。 

 続きまして、１０５ページをお願い申し上げます。承認第１７号についてでございます。

平成２１年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）につきまして、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分をいたしましたので、同
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条第３項の規定により議会の承認を求めるものでございます。 

 予算書の方、１０７ページをお願い申し上げます。専決処分をいたしました補正予算の

額は歳入歳出それぞれ３,７０１万４,０００円の減額を行いまして、補正後の歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,１６０万１,０００円としたものでございます。 

 １１２ページをお願い申し上げます。この会計での予算でございますが、保険者となっ

ております徳島県後期高齢者医療広域連合への保険料納付が主要なものとなってございま

す。歳入でございますが、１１２ページ上段の後期高齢者医療保険料のうち、特別徴収保

険料では５,４７３万９,０００円の減額をいたしております。また、普通徴収保険料では

２,０１２万円の増額を行うなど、それぞれの必要な補正を行っております。 

 また、１１４ページ、歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金の減額につ

きましては、納付額の確定により所要の補正を行ったものでございます。 

 以上が承認第１７号でございます。 

 続きまして、承認第１８号、１１７ページをお願い申し上げます。平成２１年度美馬市

介護保険特別会計補正予算（第５号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、去る３月３１日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりご報告

し、承認を求めるものでございます。 

 予算書１１９ページをお開きいただきますようお願いします。専決処分をいたしました

補正予算の額は、第１条の保険事業勘定におきましては歳入歳出それぞれ１,６６１万９,

０００円を減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億９,０８４

万６,０００円としたものでございます。 

 それでは、１２４ページ、歳入をお願いいたします。歳入でございますが、第１項保険

料におきましては平成２１年度納付実績によりまして１,８１３万８,０００円の補正をい

たしております。１０款国庫支出金、１５款支払基金交付金、２０款県支出金につきまし

ては、それぞれ介護サービス給付費の確定によります補正を行ったものでございます。ま

た、３０款繰入金につきましても同様に実績に伴い補正を行っております。 

 歳出、１２６ページをお願いいたします。第５款保険給付費につきましては介護サービ

ス給付費で１,６７０万円の減額というふうなことでございまして、施設介護、居宅介護

の実績によりまして給付費の減額を行っております。 

 以上で、承認第１５号から第１８号までの４件についての説明を終わらせていただきま

す。ご承認を賜りますように、どうかよろしくお願い申し上げます。 

◎建設部長（武田季三君） 

 議長、建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 それでは、承認第１９号、第２０号について、順次ご説明申し上げます。 

 予算書の１２７ページをお開きください。承認第１９号、専決処分の承認を求めること
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について、平成２１年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）を地方自治法

第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日、専決処分をしましたので、同条第３項

の規定により議会へ報告し、承認を求めるものでございます。 

 次に、１２９ページをお開きください。専決処分をいたしました補正予算は第１条のと

おり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８４２万４,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ３億８,３６３万８,０００円としたものでございます。 

 次に、１３６ページをお開きください。歳入の主なものについてご説明いたします。分

担金及び負担金では公共下水道事業負担金を１０５万円減額いたしております。これは７

カ所分の加入が減となったものによるものでございます。使用料及び手数料では公共下水

道施設使用料を２８６万２,０００円追加いたしております。これは市営住宅並びに元県

営住宅１０１カ所分の接続に伴うものが主な要因でございます。また、事業実績によりま

して、一般会計からの繰入金９８７万７,０００円を減額し、市債につきましても１００

万円減額いたしております。 

 続きまして、１３８ページをお開きください。歳出の主なものについてご説明いたしま

す。中段の事業費のうち、施設管理費で５５６万３,０００円を減額いたしております。

主な要因といたしましては、２１年度より始めております下水道事業における経営健全化

に向けた取り組みの中で、維持管理費の大半を占めます委託業務の業務内容及び契約料の

見直し等を行ったことによるものでございます。 

 続きまして、承認第２０号の説明をいたします。恐れ入りますが、１４１ページをお開

きください。 

 承認第２０号、専決処分の承認を求めることについて、平成２１年度美馬市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る

３月３１日、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会へ報告し、承認

を求めるものでございます。 

 次に、１４３ページをお開きください。専決処分いたしました補正予算は第１条のとお

り、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,２３３万５,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１億２,３７９万８,０００円としたものでございます。 

 次、１４８ページをお開きください。初めに、歳入の主なものについてご説明いたしま

す。分担金及び負担金では農業集落排水事業分担金を６３万７,０００円追加いたしてお

りますが、これは５カ所分の加入が増となったことによるものでございます。使用料及び

手数料では施設使用料として４０２万４,０００円を追加いたしております。これは１０

月からの使用料改正によるものが主な要因でございます。また、事業実績によりまして一

般会計からの繰入金を３,０６３万５,０００円減額いたしております。諸収入では雑入と

いたしまして１,３６２万５,０００円を追加いたしております。 

 続きまして、１５０ページをお開きください。歳出の主なものについてご説明いたしま

す。中段の事業費のうち、施設管理費で９７４万１,０００円を減額いたしております。

この主な要因は２１年度に始めております農業集落排水事業における経営健全化に向けた

取り組みの中で、維持管理費の大半を占めております委託業務の業務内容及び契約料の見
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直し等を行ったことによるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、承認第１９号、承認第２０号の説明を終わります。ご承認

賜りますようよろしくお願いいたします。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 大垣君。 

[経済部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 続きまして、承認第２１号についてご説明をいたします。１５３ページをお願いいたし

ます。 

 平成２１年度美馬市美馬温泉保養センター事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分を行いまし

たので、同条第３項の規定により、報告して承認を求めるものでございます。 

 １５５ページをお願いいたします。専決処分をいたしました補正予算第２号は、第１条

歳入歳出予算の補正のとおり、予算の総額から歳入歳出それぞれ５３５万４,０００円を

減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ４,８１７万９,０００円とし

たものでございます。 

 １６０ページをお願いいたします。今回の補正の主な内容は、歳入面では入場者や宿泊

者の減によりましての食料費等の利用収入１２２万５,０００円の減額、また一般会計か

らの繰入金４０２万７,０００円の減額でございます。 

 次のページの歳出面では、臨時職員賃金の節減２２８万７,０００円のほか、燃料費、

料理材料費など、管理に関する経費３０６万７,０００円の減額でございます。 

 以上、専決をいたしました承認第２１号についてのご説明とさせていただきます。ご承

認を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

◎水道部長（藤見治男君） 

 水道部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤見君。 

[水道部長 藤見治男君 登壇] 

◎水道部長（藤見治男君） 

 続きまして、承認第２２号のご説明をいたします。予算書の１６３ページをお開きくだ

さい。 

 承認第２２号は、平成２１年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を地方

自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分をいたしましたので、

同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでございます。 

 １６５ページをお願いいたします。専決処分をいたしました補正予算は、第１条のとお

り、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,６９９万２,０００円を減額し、歳入歳
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出予算の総額をそれぞれ２億６,３２２万円としたものであります。 

 １７０ページをお願いいたします。歳入の主なものについてご説明いたします。負担金

では受託工事などの減に伴いまして３９２万円１,０００円の減額、使用料では２１５万

４,０００円の減額。１７１ページの中段の繰入金では１,８２０万５,０００円の減額で

あります。下段の雑入では国・県からの補償金の実績がなかったため２６７万８,０００

円の減額をいたしております。 

 １７２ページをお願いいたします。歳出の主なものについてご説明いたします。下段の

水道事業費では７１５万４,０００円の減額。これは動力費、施設修繕などの減によるも

のでございます。１７３ページ中段の受託工事費では２７５万４,０００円の減額であり

ます。下段の建設事業費では１,５７３万７,０００円の減額。これにつきましては工事の

工法変更などによりまして減額をいたします。 

 以上で、承認第２２号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 新井君。 

[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） 

 失礼をいたしました。先ほどの美馬市税条例の一部改正の説明のうちで、市町村たばこ

税の税率、１０００本につきまして、現行３,９２８円と申しましたが、正しくは３,２９

８円でございます。現行３,９２８円と申しましたが、正しくは３,２９８円でございます。

おわびして、訂正をいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 

 お諮りします。ただ今議題となっております承認第１号から承認第２２号までの２２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存じ

ますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、承認第１号より承認第２２号については、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。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。 

 承認第１号から承認第２２号までについて、原案のとおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、承認第１号から承認第２２号については原案どおり承認されました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。１０分程度休憩いたします。 

小休 午後１時５８分 

                                         

再開 午後２時０８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは、１０分と申しておりましたが、前言を訂正し、早速議会を開きます。 

 追加日程第１１、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めて、選挙の方法は指名推選で行うことと決定をいたしました。 

 指名方法については、いかがいたしましょうか。 

（「議長、動議があります」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ９番 西村昌義君。 

［９番 西村昌義議員 登壇］ 

◎９番（西村昌義議員） 

 動議を提出いたします。指名の方法につきましては、議会運営委員会、川西 仁 委員

長が指名者となることを提案させていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ただ今、西村昌義君から議会運営委員会、川西君の指名がありました。この動議が提出

されましたが、賛成者はございますか。 

（「賛成」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ただ今、賛成者の声がございましたので、所定の賛成者がありますので、動議は成立い

たしました。 

 お諮りいたします。この動議のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、議会運営委員会、川西 仁君を指名することに決定いたしました。 

 それでは、議会運営委員会、川西 仁君、ご指名をお願いいたします。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 議長、１４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １４番 川西 仁君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 追加日程の分で、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の推選につきまして、藤川議長を

推選いたしたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

小休 午後２時１１分 

                                         

再開 午後２時１２分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 議事の都合により休憩でありましたが、再開をいたします。 

 お諮りいたします。ただ今、議会運営委員会、川西君より指名のありました小生、藤川

俊を徳島県後期高齢者医療広域連合議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、徳島県後期高齢者医療広域連合議員に私、藤川 俊が当選をいたしま

した。 

 以上で、本臨時議会に付議されました事件はすべて議了いたしました。 

 ここで、５月２３日をもって任期満了となられる青木教育長よりごあいさつの申し出が

ありますので、議長はこれを許可いたします。 

◎教育長（青木博美君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 青木教育長。 

[教育長 青木博美君 登壇] 

◎教育長（青木博美君） 

 ただ今、議長さんから発言の機会を得ましたので、一言お礼のごあいさつをさせていた

だきます。 

 私、この５月２３日をもちまして、教育委員の任期が満了になります。それに伴いまし

て、教育長の任期も満了となります。教育委員長４年間、教育長１年間、計５年間、議員

の皆様方のご指導ご鞭撻をいただきまして、任期を無事全うすることができました。大変
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お世話になり、ありがとうございました。今後は一市民として、また頑張っていきたいと

思っております。 

 最後になりましたが、議員の皆様方の今後ますますのご活躍とご健康をお祈りしますと

ともに、美馬市議会、美馬市のますますの発展をご祈念申し上げまして、簡単ではござい

ますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 青木教育長には永年にわたり、大変ご苦労でございました。 

 次に、牧田市長よりごあいさつをいただきたいと存じます。 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 平成２２年第１回美馬市議会臨時会の閉会に当たって、一言ごあいさつを申し述べさせ

ていただきたいと存じます。 

 議員各位におかれましては、本日は大変ご多忙のところ、第１回美馬市議会臨時会にご

参集を賜り、また提出をさせていただきました議案、承認案件につきましても原案どおり

ご可決、ご承認を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げます。 

 また、本日は正副議長を始め、各委員会の委員が決定をされまして、美馬市議会として

新しい組織の構成がなされたわけでございますが、本市といたしましては、今後とも常に

議会と連携を図りながら、市政の発展と市民生活の向上のために、取り組んでまいる所存

でございます。 

 これから梅雨の季節を迎えますが、議員各位におかれましてはお身体に十分ご自愛をい

ただきまして、ふるさと美馬市のまちづくりのために、一層のご活躍を賜りますことをお

願い申し上げまして、閉会に当たってのお礼のごあいさつとさせていただきます。 

 本日は大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ありがとうございました。 

 それでは、本臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 本臨時会は、議会の構成並びに議案の審議をいただきまして、提案どおり決することに

なり、誠にありがとうございました。つつがなく閉会の運びとなりまして、各議員のご協

力に対して厚く御礼を申し上げる次第であります。今後とも、ご指導・ご鞭撻をいただき

ながら会議を進めてまいりたいと思います。理事者各位にもご協力をいただき、誠にあり

がとうございました。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、平成２２年第１回美馬市議会臨時会を閉会いたしたいと存じます。 

 大変ご苦労でございました。 

 本日、これにて散会といたします。 

閉会 午後２時１７分 



－２８－ 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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