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  代表監査委員            松家 忠秀 

  教育長               光山 利幸 

  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 
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◎ 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 
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              ４番  上田  治 議員 

              ５番  郷司千亜紀 議員 

              ６番  藤田 元治 議員 
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開会 午前１０時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 おはようございます。 

 開会に当たりまして、議長の方から一言ごあいさつを申し上げます。 

 今日は大変天候が不順でございまして、今夏は大変な空梅雨ではなかろうかという観測

が流れておったところでございますが、自然というのは大変帳じりを合わすもので、本日

より梅雨入りということがこの間宣言されまして、うっとうしい天気がこれから続くかと

思うわけでありますが、十分、議員の諸君、あるいは理事者等、健康に留意されて一層精

励されることを切望いたすところであります。 

 今日は、過般の選挙から初めての定例会でございます。そして、この激戦を勝ち抜かれ、

今回は新人の４名の方が登場されておるわけでございます。どうか新しい風、つまり新風

を吹き込んで、そして一層議会活動に精励されますように切望いたすところであります。

そして今申し上げたとおり、現下は大変困難な時代に遭遇いたしておるわけでございます。

この時期に当たり、中央の政界は大変な混乱をいたしております。その上、間もなく参議

院の選挙と相成るわけであります。また、しばらくは政局は安定しないということからい

たしまして、この時期にこのようなことになることは地方にとっても大変な痛手でありま

す。しかし、先ほど言いましたように、我々理事者、議会を問わず、お互いに切磋琢磨の

もと、そしてこの美馬市のための、この難局を将来にしっかりつないでいくための努力を

怠らないようにということをお願い申し上げまして、開会に際しましての私のごあいさつ

といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 この際に、この間選任されました教育長の光山さんからごあいさつの申し出がなされて

おります。議長はこれを許可いたします。 

［教育長 光山利幸君 登壇］ 

◎教育長（光山利幸君） 

 ただ今、議長さんの方から許可をいただきましたので、就任のごあいさつを申し上げま

す。 

 去る５月２４日の定例教育委員会で教育長に選任されました光山利幸です。どうぞよろ

しくお願いをいたします。微力ながら美馬市教育の充実と発展のために、力いっぱい努力

したいと考えておりますので、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

いたします。 

 簡単でございますが、就任のあいさつ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） 

 ありがとうございました。 

 ただ今の出席議員は１９名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２２年６月美馬市議会定例会を開会いたし

ます。 
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 本定例会に提出されます案件は、条例関係及び補正予算、その他物品購入契約の締結な

ど、いずれも大変重要な案件ばかりでございます。議員各位には、慎重審議の上円満な議

会運営ができますよう格段のご協力をお願い申し上げます。 

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

お願いすることにいたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 なお、三宅仁平議員より遅延の届けが出されておりますので、報告いたしておきます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。まず、議長の報告をいたします。 

 まず、５月１８日、滋賀県東近江市議会議員１１人が美馬市へ行政視察に訪れ、これに

対応いたしました。 

 次に、５月１０日、四国市議会議長会定期総会が高松市で開催され、席上、８年以上で

國見一議員、西村昌義議員が表彰されました。 

 次に、５月２６日、全国市議会議長会定期総会が東京で開催され出席をいたしました。

席上、１０年以上で、本美馬市議会の三宅共議員が表彰されました。受賞されました方々、

誠におめでとうございます。この会議で東京へ参りました際に、私議長は皇居の豊明殿に

て陛下にご拝謁いたしました。しっかり地方の行政・政治を守って、国民の民生の安定の

ために努力するようにというお言葉がございました。 

 次に、監査委員から平成２２年２月分、３月分、４月分の例月出納検査及び定期監査に

ついての報告が提出されております。 

 次に、要望書及び陳情書について報告いたします。６月８日の議会運営委員会までに提

出のあった要望・陳情は２件であり、必要なものについては所管の委員会に付託すること

にいたしております。 

 なお、報告いたしました関係資料につきましては事務局に保管いたしておりますので、

必要に応じてご高覧いただきたいと思います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元にご配付の日程表のとおりであります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則第８１条の規定により、４番 上田治君、５

番 郷司千亜紀君、６番、藤田元治君を指名いたします。お三方ともよろしくお願い申し

上げます。 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、６月８日の議会運営委員会の決定のとおり、本日から７月２日まで

の１８日間とし、１６日から２１日までの６日間と、２５日から７月１日までの７日間は、

各常任委員会の議案審査及び市の休日のため休会とし、また、会議日程についても、お手

元にご配付のとおりといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、本定例会の会期は本日から７月２日までの１８日間とすることに決定

いたしました。 

 日程第３、議案第４３号、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いてから、議案第５０号、物品購入契約の締結についてまでの８件を一括上程し議題とい

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。 

◎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） 

 おはようございます。 

 本日、６月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変お忙し

い中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、平素は市政発展のためにご支援ご協力を賜っておりますことにつきましても、厚

く御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、今定例会には、平成２２年度美馬市一般会計補正予算を始め、条例等の議案を提

出いたしておりますが、提案理由のご説明をいたします前に、当面する市政の課題と重要

施策についてご報告を申し上げ、議員各位を始め市民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 はじめに、過疎対策についてでございます。 

 過疎地域におきましては、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、こ

れまで第４次対策までいわゆる過疎法が適用され、４０年間にわたり各種対策が講じられ

てまいりました。この第４次過疎法が、本年３月末をもって失効となりますことから、本

市では、関係団体と連携し、かねてから国等に対しまして、制度の延長を始め過疎債対象

事業の拡大を強く申し入れてまいりましたが、こうした要望が受け入れられまして、本年

４月１日に、平成２７年度までの時限立法として、現行の改正過疎法が施行されました。 

 この改正過疎法は、過疎債の対象事業として、ハード事業では、認定こども園や図書館

などの整備事業が追加されますとともに、地域医療の確保や集落の維持・活性化等のソフ

ト事業が新たに対象として認められるなど、地域の実情を踏まえた、評価のできるものと

なっております。 

 本市では、現在、事業計画の策定に向けまして作業を行っておりますが、今後とも、過

疎債を有効かつ効果的に活用しながら、市民生活の充実はもとより、本市の特色を活かし

た魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 
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 次に、山間地医療の充実についてであります。 

 過疎化・高齢化が進む山間地において、医療の充実を図るため、４月２２日に、ＮＰＯ

法人山の薬剤師たちにより、こやだいら薬局が開局されました。このこやだいら薬局では、

一般医薬品の販売のほか、木屋平診療所の患者さんに処方せんに基づく薬剤を提供してお

り、また、薬剤師が地域の患者さん宅を訪問し、生活実態を把握しながら適切な薬の服用

方法などを指導していただいております。 

 木屋平地域での薬局の開局は２０年ぶりであります。また、薬剤師による地域医療支援

は画期的なものであると伺っておりますが、木屋平診療所の運営面でも、この薬局と連携

をすることにより、薬剤費用が大幅に削減されるなど、大きな効果が見込まれております。

今後とも、こうした活動を通じまして、山間地医療の充実はもとより、高齢者の健康づく

りなど、地域に根差した幅広い事業が展開できるものと期待をいたしております。 

 次に、家畜伝染病、口蹄疫の防疫対策についてであります。 

 口蹄疫は、平成１２年に宮崎県と北海道で確認されて以来、国内では発生しておりませ

んでしたが、本年４月２０日に宮崎県で確認され、極めて深刻な状況が続いております。 

 宮崎県の畜産農家を始め県民の皆様に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。 

 本県では、現在のところすべての畜産農家で異常は認められておりませんが、口蹄疫の

発生を防ぐために、県では、防疫手順を定めた対応マニュアルを策定いたしますとともに、

畜産農家に対しまして、消石灰の配付や消毒の徹底を指導するなど、病原体の侵入防止策

を講じているところでございます。 

 また、県・市町村・畜産関係者等で組織をいたします、徳島県口蹄疫防疫対策会議が適

宜開催されており、万一の発生時に備えて、県民局長を本部長とする、現地対策本部など

の組織体制も整備されているところでございます。 

 本市といたしましても、関係機関と十分に連携し、情報の収集や共有化を行いますとと

もに、迅速かつ適確な対応が図れるよう万全を期してまいりたいと考えております。 

 次に、市政の主要な施策と課題等について申し述べたいと存じます。 

 最初に、市民が大切にされるまちづくりであります。 

 まず、幼保一元化についてでございますが、昨年１２月に美馬市就学前教育・保育推進

検討会議から、本市の将来を見据えたよりよい教育・保育環境の整備を図るためには、幼

保の一体的な運営が行える認定こども園の整備が望ましいとの答申をいただきました。こ

の答申を受けまして、本市といたしましては、核家族化や少子化などに伴い、多様化する

幼児教育や保育ニーズに対応するため、また、施設の老朽化や耐震化など、ハード面での

課題もあることから、認定こども園の整備を計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 事業の実施に当たりましては、施設の老朽化の状況や事業効果など総合的な観点から、

まず最初に江原南幼稚園と江原保育所を一体化し、認定こども園として整備をいたしたい

と考えておりまして、今回の補正予算に設計委託費等を計上いたしておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

 次に、高齢者対策についてであります。 
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 本市の高齢化率は３０％を超えておりまして、高齢化社会に対応する取り組みが喫緊の

重要な課題となってきております。 

 こうした中で、生涯現役を目標に、高齢者の皆さんが健康で生き生きとした生活を送る

ためには、ボランティア活動や世代間交流、学習活動などを通して、豊富な知識と経験を

持つ高齢者の能力が地域で発揮できるような仕組みをつくることが求められております。 

 また、他の自治体での事例等はまだございませんが、イメージといたしましては、官と

民が協働することにより、高齢者が活動できる各種メニューを制度化し、支援を行うこと

も含めまして、できることから取り組んでまいりまして、試行錯誤を重ねながら、仕組み

を創り上げることが必要であるというふうに考えております。 

 その取り組みの一環といたしまして、高齢者の皆さんが生産をいたしました農産物や加

工品などを、産直市やインターネットで販売する集出荷システムや、多機能テレビ電話に

よる健康管理システムの構築に向けた取り組みを進めるなど、高齢者の皆さんの生きがい

づくりや健康づくりを積極的に支援してまいりたいと思っております。 

 また、休校した学校等の遊休施設等を活用いたしながら、地域の福祉活動やコミュニテ

ィ活動の拠点となります、介護予防・多世代交流施設につきましても充実を図ってまいり

ますなど、多様な視点から施策を整理いたしまして、高齢者の皆さんが安心して暮らして

いける制度づくりにチャレンジをしてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、２点目は、安心・安全・快適で便利なまちづくりであります。 

 まず、災害時要援護者に対する取り組みについてでありますが、今後３０年以内に６

０％の確率で発生すると言われております南海・東南海地震などの大規模災害から、かけ

がえのない生命を守るために、災害時要援護者対策は防災行政の重要な課題でございます。

このため本市では、昨年度から防災部局と福祉部局が連携いたしまして、自治会などの地

域が一体となって支援する仕組みをつくるために、美馬市災害時要援護者支援プランの策

定を行っておるところでございます。 

 また、この中で、災害時要援護者台帳の整備を進めているところでございますが、この

整備に当たりましては、個人情報などプライバシーの保護に配慮しつつ、民生委員の皆さ

んにもご協力をいただきながら、登録者情報の充実を図り、安心・安全なまちづくりにつ

なげてまいりたいと考えております。 

 次に、消費生活対策についてでございます。 

 現在、食の安全・安心という消費者の信頼を揺るがす事件や、高齢者の資産をねらった

悪質商法が多発しておりまして、本市におきましてもクーリングオフ制度の説明を故意に

行わないで、高齢者に対して高額な商品を販売するなどの事案が発生いたしております。

こうしたことから、本市では、４月１日から、脇町老人福祉センター２階に美馬市消費生

活センターを開設いたしまして、２名の相談員が悪質商法や多重債務、架空請求詐欺など

の消費トラブルの相談の受け付けをいたしております。また、その相談にも応じておると

ころでございます。 

 開設後２ケ月の間に３４件の相談が寄せられておりまして、それぞれ対応を行っており



－９－ 

 

ますが、本市といたしましては、同センターを核といたしまして、今後とも市民の皆さん

が、安全で安心して生活を送れますまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 続きまして３点目は、環境と調和するまちづくりであります。 

 拝原最終処分場適正処理事業についてでありますが、この事業につきましては、昨年度

から、事業実施に向けた生活環境影響調査及び埋蔵文化財の試掘調査等を実施いたしてお

ります。 

 こうした中で、吉野川下流域の住民で組織する吉野川命の水の会から、現計画について

の質問や要望等の申し入れがございまして、去る３月７日に説明会を開催いたしまして、

これまでの経過や、私の事業に取り組む基本的な考え方について説明を申し上げ、理解を

求めてまいったところでございます。 

 現在、現計画に対しまして、専門的な立場から議論を深めるための組織づくりについて、

反対派・賛成派の皆さんと協議を進めているところでございますが、７月には、専門家の

皆さんや反対派・賛成派の代表者の皆さんで構成する、仮称ではございますが、拝原最終

処分場検討委員会を設置いたしまして、第１回目の会議を公開で開催をいたしたいという

ふうに考えております。今後は、この検討委員会の中で十分なご審議をいただき、市民の

皆さんや地域の皆さんが、安全で安心のできる計画にしてまいりたいというふうに考えて

おりますので、ご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げる次第でございます。 

 続きまして、４点目は、活力がみなぎるまちづくりであります。 

 まず、地域経済の活性化についてであります。 

 本市では、商店等の活性化を図るため、昨年度に引き続きまして、美馬市商工会が実施

するプレミアム付き商品券、「まほろば商品券」の発行事業を支援いたしております。 

 本年度は、本市が補助をいたしております１,０００万円を含めた、総額１億１,０００

万円分の商品券を販売いたしておるところでございますが、今月６日から１１日までの間

で実施いたしました１次販売では、１世帯当たりの購入枠を上限３万円と設定いたしまし

たことなどから、売上額は４,１５０万円という状況でございます。 

 なお、今月１９日からは、第２次販売といたしまして、購入枠の上限を１０万円に拡大

いたしまして販売することから、早期完売が行われるものと考えておりまして、今後、９

月１０日の使用期限に向けまして、消費者の購買意欲の拡大等による経済効果が生まれ、

地域経済の活性化が図られるものと期待をしておるところでございます。 

 次に、観光施策の推進についてであります。 

 先月１日に開催されました、にし阿波アウトドアフェスタの前夜祭には、実行委員会が

目標といたしておりました２,５００人を大きく上回る５,０００人の参加者がございまし

て、大きな盛り上がりを見せたところでございます。 

 また、この間開催されました各種イベントにつきましても、盛況のうちに終了すること

ができました。 

 また、今月９日及び１０日には、全国から関係者の皆さんをお迎えいたしまして、本市
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におきまして、全国洋蘭生産者大会が盛大に開催されましたところでございまして、引き

続き行われております夏の全国洋蘭逸品展にも、沢山の皆さんに訪れていただいておりま

す。 

 これから、穴吹川筏下り大会やうだつ黄門まつりなど、各種イベントが予定されており

まして、美馬市の本格的な観光シーズンを迎えます。今後とも、市民の皆さんや関係団体

のご支援、ご協力をいただきながら、本市の豊かな自然や観光資源を活用したイベントを

更に充実させ、特色ある観光施策を推進してまいりたいと考えております。 

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

 まず、本市と中国雲南省大理市との友好都市交流事業についてでございます。 

 両市の友好都市提携につきましては、今月３日に、中国政府から最終的な承認が得られ

まして、協定書の締結に関する大理市側の手続はすべて完了いたしました。 

 また、本市におきましても去る５月１４日に、美馬市日本中国友好協会が設立されまし

て、大理市を始め、中国との間に、民間レベルでの交流を図っていくための組織体制が整

いました。 

 協定書の調印式は、美馬市でとり行うことになっておりますので、今後は、この日程に

つきまして、大理市と調整を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 来月１日から、中国人の個人観光ビザの発給要件が大幅に緩和されることから、今後、

日中間の交流は、なお一層活発になることが想定されております。 

 本市といたしましては、今後とも大理市との友好親善を深めてまいりますとともに、美

馬市日本中国友好協会や徳島大学と連携を図りながら、さまざまな分野において幅広い交

流を進め、本市にとって効果的な事業を展開することができますよう、取り組んでまいり

たいと考えております。 

（三宅仁平議員 入場） 

◎市長（牧田 久君） 

 次に、郡里廃寺跡整備事業についてであります。 

 郡里廃寺跡は、７世紀後半の白鳳時代に創建されました県内最古の寺院跡でございまし

て、昭和５１年に、国指定史跡に指定をされております。 

 ここを史跡公園として整備すべく、現在発掘調査を行っておりますが、これまでに、塔

の存在や東西の寺域範囲が確認されております。また、しゃちほこの原型であります鴟尾

（しび）が発見されたことなどから、金堂の存在も明らかになっております。 

 本年度は、南北の寺域範囲の確定等を行い、また、発掘調査報告書の作成に着手をする

こととなりますが、こうした調査結果を踏まえ、地域の方々や学識経験者のご意見をお伺

いしつつ、国県等の関係機関との協議を進めてまいりまして、市民の皆様に親しまれる史

跡公園として、今後整備を図ってまいりたいというふうに考えております。 

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

 本市は、美馬市総合計画に基づきまして、まちづくりの将来像である「四国のまほろば

 美馬市」の実現に向けまして、市民の皆さんとともに各種施策を進めておりますが、市
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制５周年という節目の年を迎え、美馬市としての更なる一体感の醸成を図ってまいります

とともに、将来に向けた共通の目標や願いを込めた市民憲章を制定いたしたいと考えてお

ります。 

 この制定に当たりましては、検討委員会を設置いたしまして協議をお願いすることにい

たしておりますが、市民の皆さんに参画をしていただきながら草案づくりを図るため、現

在、委員の公募や意見の募集を行っておるところでございます。 

 今後、市民の皆さんから、できるだけ多くの意見や提言をお寄せいただきまして、また、

検討委員会において協議を重ねていただきながら、美馬市の規範となる市民憲章を創り上

げてまいりたいというふうに考えております。 

 また、本市が進めております政策や事業などを、市民の皆さんにわかりやすく説明し、

市政への理解を深めていただきますために、先月から市の職員が直接地域に出向いて説明

を行います出前座談会を実施いたしておるところでございます。 

 共創・協働の基本理念のもとに、まちづくりを進めていく上で、市民の皆さんの生の声

をお聞きいたしまして、意見や要望などを的確に把握することは重要な施策でありますの

で、今後ともこうした、広報だけではなく広聴の体制を更に充実させまして、市政運営に

当たってまいりたいと考えております。 

 それでは、上程をいただきました議案第４３号から議案第５０号までの８議案について、

順次、提案理由のご説明をさせていただきます。 

 まず、議案第４３号、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、

及び議案第４４号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。 

 この２議案につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律及び雇用保険法並びに地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４５号、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正についてでありますが、これにつきましては、先般の不祥事によりまして、私と

副市長が、条例で削減いたしております以上に、７月支給分の給与を更に削減し減額して

支給するため、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、条例の施行日が、議案第４３号及び議案第４４号については、６月３０日、また

議案第４５号につきましては、７月１日となりますことから、この３議案につきましては、

本日先議をお願いしたいと存じますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第４６号、美馬市火災予防条例の一部改正についてでありますが、これにつ

きましては、消防庁の予防行政のあり方に関する検討会からの中間報告を受けまして、個

室型店舗の避難管理対策などについて、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４７号から議案第４９号までの予算案件について、ご説明を申し上げます。 

 まず、議案第４７号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第１号）についてでござ

います。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ、４億８,５５０万円を追加いた
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しまして、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ、１７２億２,５５０万円とするもの

であります。 

 補正予算の主なものでございますが、まず、民生費では、グループホームの開設準備経

費や小規模多機能居宅介護施設の整備に対する助成金といたしまして、併せて３,７０５

万円を計上いたしております。 

 これにつきましては、国の緊急経済対策により造成した県の基金事業を活用して実施す

るものでございます。 

 次に、農林水産業費では、中山間総合整備事業費として、８,０００万円を計上いたし

ておりますが、これは、美馬地区の営農飲雑用水整備事業の年度内完了に向けて、事業費

を追加するものでございます。 

 また、緑の分権改革推進事業といたしまして、３,５８５万円を計上いたしております

が、これは、鶏ふんの燃料化や、鶏ふんを燃料としたボイラー等の開発に向けた実証実験

の事業費でございまして、全額県からの委託金を受けて実施するものでございます。 

 土木費では、財源となる社会資本整備総合交付金や道整備交付金の内示に伴いまして、

市道の改良・舗装事業費として、１億１,３６９万円を追加計上いたしております。 

 教育費では、小中学校におけるスクールカウンセリングの充実事業や、休校施設の有効

活用等について検討を行う、地域づくりアドバイザー事業など、ソフト事業を中心といた

しまして、全体で１,１８３万８,０００円を計上いたしております。 

 以上が、一般会計補正予算の概要でございます。 

 次に、特別会計及び企業会計の補正予算についてでございますが、まず、議案第４８号

は、簡易水道事業特別会計予算といたしまして、木屋平の川井、太合地区における、国道

改良工事に伴う配水管移設事業費を計上したものでございます。 

 また、議案第４９号は水道事業会計予算でございますが、これは、美馬町の坊僧地区及

び明神原地区における、送水管等の布設がえ事業費を計上したものでございます。 

 次に、議案第５０号、物品購入契約の締結についてでありますが、これにつきましては、

本市の電算システムを更新するために、物品購入契約を締結するに当たり、議会の議決を

お願いするものでございます。 

 なお、報告第１号につきましては、後ほど企画総務部長から説明をさせていただきます

ので、十分ご審議を賜りまして、原案どおりご可決を賜りますようお願い申し上げまして、

私からのごあいさつ並びに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

申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 次に、ただ今議題となっております議案第４３号、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部改正についてから、議案第４５号、美馬市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部改正についてまでの３件につきましては、施行期日の関係

上、先議の必要がありますので、ただ今から質疑を受け付けたいと思います。 
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 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。 

 お諮りいたします。議案第４３号から議案第４５号までの３件については、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第４３号から議案第４５号までの３件については、

委員会付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 議案第４３号、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について及び議

案第４４号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、討論ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第４３号及び議案第４４号については、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、議案第４３号及び議案第４４号は可決されました。 

 次に、議案第４５号、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第４５号については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認め、議案第４５号は可決されました。 

 次に、日程第４、報告第１号、平成２１年度美馬市繰越明許費繰越計算書について報告

を求めます。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 
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 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、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） 

 恐れ入りますが、議案書の方、１０ページをお開きください。 

 報告第１号、平成２１年度美馬市繰越明許費繰越計算書についてご説明をいたします。 

 本件は、地方自治法第２１３条第１項の規定により、繰越明許費として議決をいただき

ました平成２１年度美馬市一般会計予算中、健康・安全・安心支援事業など２３事業、及

び平成２１年度美馬市公共下水道事業特別会計予算中、公共下水道事業１事業につきまし

て、繰越計算書のとおり、平成２２年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 

 まず、一般会計でございますが、１１ページ中段に記載いたしておりますとおり、繰り

越しを予定いたしておりました金額は３３億８,５２１万３,０００円でございますが、事

業の進捗により、このうち３２億６,５８２万８,０００円を平成２２年度に繰り越しをい

たしました。その財源でございますが、未収入特定財源として、国・県支出金２５億８,

１１９万１,０００円、市債５億９,３７０万円、その他の特定財源２８０万４,０００円、

一般財源は８,８１３万３,０００円となっております。 

 次に、公共下水道事業特別会計でございますが、繰り越しを予定いたしておりました金

額は１億６,３００万円でございますが、事業の進捗により、このうち１億５,２９６万円

を平成２２年度に繰り越しをいたしました。その財源でございますが、未収入特定財源と

して、国庫支出金６,０６０万円、市債８,６４０万円、一般財源は５９６万円となってお

ります。 

 以上で、報告第１号、平成２１年度美馬市繰越明許費繰越計算書の説明を終わらせてい

ただきます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、報告が終わりました。 

 報告第１号につきましては、これをもって了といたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 なお、次会は６月２２日、午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

 大変ご苦労でございました。 

散会 午前１０時４８分 

 


