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開議 午前１０時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 おはようございます。昨日に引き続き、議会を開会いたし、本日また一般質問もとり行

いたいと思います。質問に先立って、傍聴席にお願い申し上げておきます。秩序保持のた

めに、傍聴規程を遵守されて、議会の粛清のためにご協力いただきますように、まずもっ

てお願いを申し上げておきたいと思います。 

 本日の出席議員は、全員でございます。 

 ただちに会議を開き、日程に入りたいと思います。 

 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、１０番 国見一君、

１１番 久保田哲生君、１２番 片岡栄一君、以上お三方をご指名申し上げますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、日程第２、市政に対する一般質問を昨日に引き続きとり行いたいと思います。

お手元にご配付のとおりの順序にて行いたいと思います。 

 まず、１番の中川重文君より質問の通告が出されておりますので、これを許可いたしま

す。 

 中川重文君。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 皆さん、おはようございます。ただ今、議長さんから登壇のお許しをいただきましたの

で、新人議員の中川が初めて議会での一般質問をさせていただきますが、今、議長さんお

っしゃったように、後ろにも沢山、席が足らんぐらい詰めかけていますし、何せ初めての

ことですので、少々は寛大にお聞きくださいますよう理事者の方々、各先輩議員の方々に

一言お願いを申し添えておきます。 

 それでは、まず、通告どおり、拝原最終処分場建設計画についての一般質問からさせて

いただきます。 

 まず、この拝原最終処分場建設計画については、今まで適正処理検討委員会、議会特別

委員会、説明会等々で再三再四、繰り返し論議し、また質問が出てきていますので、皆さ

んの頭の中には、またその質問かとか、今まで十分論議を尽くしたのではないかとか、と

にかく先入観で判断されたり、色眼鏡で見られがちですが、本当にそうなのでしょうか。

もう一度よく整理して、検討し願いたいと願っております。 

 当の私すら、ごみの処分場に反対している中川と言えば通じるぐらい、そういった目で

見られがちです。しかし、私はそういう立場から立候補して、今回、おかげさまで運よく

当選させていただきましたから、当然、現計画には問題点が多いと思っている一人でござ

います。しかし、私の今の立場は、選挙のときにのぼりに書いたように、地域再生、つま

り拝原をちょっと前のような正常な地域に戻すことも大事だと思っております。今、拝原

地域、特に春日地域は、正直言って、人間関係がうまくいっていないと思います。３月議

会でも、議員質問の中にあったように、隣同士であってもあいさつさえままならぬ状態が
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発生しております。しかし、こういった今まではあり得ない状態を作り出していったのは、

一体だれの責任だと考えますか。地元住民でしょうか。それとも、特定の人たちでしょう

か。また、さかのぼって先人の関係者たちでしょうか。いや、そうではないと、私は思っ

ております。私は、美馬環境整備組合、ひいては美馬行政の責任たるや大だと考えており

ます。最終処分計画、このこと自体が問題であると言っているのでは決してありません。

このような重大案件を住民の合意形成なく、最適な処理案ですと、一方的に住民に理解を

求めたことが最大の問題ではないかと申し上げているのであります。私は行政が、反対派、

賛成派と色分けしたのも好ましいとは思っていません。国交省、環境省にも責任は大いに

あると感じております。責任の押しつけ合いのサークルができていて、責任転嫁のエンド

レスサークルが構築されているようにさえ思います。また、現段階になってみますと、住

民サイドの考え方にも少しは問題があったと、私は個人的に反省しております。色分けさ

れた反対派、賛成派となり、本当は拝原全体で十分論議し、その中で拝原地域にとってど

うすれば一番最善案だったのか、そういった話し合いができてなかったことであります。

しかし、今回新たに、仮称ですが、住民との合意形成を図れる検討委員会を開催すべく美

馬市行政から提案があり、一歩進んだ会が開かれることを期待しております。そして、下

流域拝原住民の人たち、ひいては美馬市民の人たちと最大限の合意形成が図られることを

期待しています。そんな検討会をしたって、夢みたいなことができるはずないとか、最初

からあきらめないでほしいと思っております。冒頭言いました、先入観を持たずにいま一

度考え直していただきたいと思っています。そうすれば、私の目指す地域再生、つまり拝

原が円満に一つにまとまる、また、市長さんが絶えずおっしゃっています、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にしたいということが実現でき、ひいて

は美馬市の再生が一歩進むと考えております。 

 最初から、一般質問内容から少し話がそれましたが、そういった民意を背に、私は議員

活動をしていきたいと考えていますので、質問にご理解を願い、ご答弁をよろしくお願い

します。 

 まず１つ目は、古い話から入って申しわけないのですが、いつも過去の話が堂々めぐり

しますので、いったん整理をする意味も込めて、あえて平成１８年の拝原最終処分場適正

処理検討委員会の議事録の件をお伺いします。 

 今まで、拝原最終処分場建設計画反対同盟や吉野川命の水の会より、この議事録の情報

開示請求が出ているにもかかわらず、この重大案件の議事録すらない、第１回目は確かに

テープ録音をされ、それに基づく議事録の公開はしましたが、第２回から最終第４回まで

はテープ録音もされておらず、メモによる議事録抄本記録しかありません。その情報公開

の回答であります。しかし、これは住民からすれば、基本的な公務なので、そんなずさん

なことを行政がしているはずないと判断され、ないことへの理解がまず得られません。で

すから、コンサルタントが議事録も再製されたと聞いていますので、いま一度精査され、

あるなしを明確にされ、ない場合には、なぜなくてもよいとだれが判断されたのか、理由

を明確にお答え願い、万が一、行政の不作為でそうなったのであれば、素直に謝罪すべき

であると私は考えていますので、よろしくご答弁をお願いしたいと思います。 
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 次に、２つ目ですが、廃棄物は河川堤防を挟んだ堤内地側への処分が最善策であると、

私たちは平成１８年の適正処理検討委員会で結論づけされたと最近まで聞かされてきまし

たが、先の脇町旧祥雲閣、現在のザ・ディスティーノでの第１回目の拝原最終処分場説明

会で、実は平成１１年、１２年、既に行政側で結論づけしていたと聞かされました。今と

なっては、その責任をどうこう言うのではありませんが、そのときの説明責任として、ど

ういったメンバーで、どのような内容を検討した結果、最良策となったのかをお聞きした

いと思います。 

 財政条件のことは十分、耳にたこができるぐらい聞かされていますので、特に安全面に

ついて、どれぐらい深く専門的な検討、論議されたのかを中心にお答えを願いたいと思い

ます。 

 次に、３つ目ですが、現在、廃棄物が埋設されている面積と、建設予定地の面積の件を

お伺いしたいと思います。 

 現在、廃棄物が埋められている面積は約２ヘクタールと伺っています。そのうち民間と

賃貸契約している面積は約１.５ヘクタールあり、残り０.５ヘクタールは国交省、つまり

国有地となっていますが、まず国交省側の廃棄物は埋め立て容認責任上、国交省が適正処

理していただけるとの約束になっているのでしょうか。また、現在、民間賃貸契約をして

いる地権者は何件あり、年間総計どれぐらいの費用を要しているのでありますか。そして、

この民間賃貸契約でありますが、契約更新が毎年４月となっておりますが、今回、４月を

とうに過ぎているにもかかわらず、現在、地権者の２件ほどと契約更新ができていないや

に聞いております。そして、地権者側は法的処置も検討しているようですが、今後、どの

ように行政として対応、処置していくのか、お考えをお聞きしたいと思っております。 

 次に、建設予定地の面積の方ですが、当初、平成１９年の住民説明会は、埋め立て計画

面積は約３から３.５ヘクタールを予定しているとの説明でありましたが、その後、４.５

ヘクタールになり、続いて４.９ヘクタールにまで広がっているとの説明がありました。

このようにどんどん広がっているということは、現在ではどこまで広がっているのかわか

りませんので、まず、それもお聞きしたいと思います。 

 更に、こういった計画面積については、先の適正処理検討委員会で地価推移の変動を年

間通してモニタリングした結果、処分場の深さを決定し面積を確定することになっていた

はずですが、それを待たずして、なぜどんどん先行して広げていくのでしょうか。真意を

お聞かせ願いたいと思っています。うわさでは、よからぬ密約があったのではと質問状が

寄せられているとも聞きますので、払拭する意味も込めて、この面積拡張について、期限

が迫っているためとかではなく、理論に基づく明確な答弁をお願いします。 

 計画面積について、更に１つ最後に質問しますが、現計画では既存の廃棄物のみを移設

すると聞かされておりましたので、いまだにそういったように思っている人が少なくあり

ません。しかし、計画では、美馬環境整備組合からも発生する不燃残渣も持ってくること

になっています。このことを理解している人は少ないのが現状ではないでしょうか。この

不燃残渣を埋め立てることと、面積拡張の関係はないのかも、念のため伺っておきたいと

思います。 
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 次に、４つ目の質問でありますが、埋蔵文化財の試掘調査の件であります。私は、かね

がね埋蔵文化財の試掘調査だろうが、本調査だろうが、あくまで計画が実施段階になって

からすべきだと思っています。いつも期限が迫っているとか説明しますが、有利にならな

いと思っております。期限に無理が生ずるのであれば、最大限努力は試みますが、計画そ

のものに問題があると考えるべきではないでしょうか。また、市長さんが絶えず、安全が

担保できない事業は中止しますと表明していることからしても、その点が明確になってか

ら動かないと、過去のいろいろな行政工事のように塩漬けになってしまい、結果、市民に

負担をかけていくことにつながっていくことを懸念しますが、警察をも要請してけんけん

がくがくとしながらも強行して実施し、結果、３カ月で終えております。半年ぐらい時期

をずらして、住民にもっともっと説明してもよかったと思っております。五十歩百歩だと

いうのではなく、住民に理解できるところは十分説明すべきだったとは思いませんか。所

感をお伺い願いたいと思います。 

 しかし、何はともあれ、結果として調査を終えたのですから、結果報告をお願いしたい

と思っております。２３カ所トレンチ調査をしての内容と本調査の有無について、また本

調査が必要とされるならば、どこのトレンチ付近か、本調査に要するだろうと思われる期

間予想も併せてよろしく回答願います。 

 次に、５つ目の質問でございますが、今までの質問は過去のことを主に質問しましたが、

これから先のことが更に重要なことでございますので、これからのことについて質問させ

ていただきます。 

 このたび、美馬市行政から非常に前向きに検討願い、下流域の住民も交えた住民が参加

型の合意形成が図られるべきである、仮称ですが、新検討委員会を立ち上げていただける

ということで、現在、それに向けての事務局レベルでの折衝が続いており、非常にありが

たく思っているところであります。その検討委員会のことについて質問させていただきま

す。 

 まずは、初めて聞く市民の方もおいでになられると思いますので、先の適正処理検討委

員会と今回の新検討委員会の相違点の趣旨を説明願いたいと思います。そして、この委員

会で何を期待しているかもお伺いしておきます。 

 また、この委員会は、期限つきの委員会ではなく、先ほども申しましたが、安全が担保

できなければ中止すればよいというようなイエス、ノーの検討会でもなく、現在の計画も

見直し、検討するのはもちろんですが、それのみでなく、住民も納得する最適な処理事業

の合意形成ができるまで、委員長決裁とか、多数決による委員会終結をしないとなってい

ます。公正な審議が保証され、住民が合意できる最善の案を模索することとして、将来の

住民に感謝されるような結論を見出すことを前提としている旨の声明を本会議で市長より

いただきたく思いますので、よろしくお願いします。 

 最後に、以前の市議会特別委員会の委員長報告において、春日地区に長年にわたり迷惑

をかけてきたことも含め、よく住民の声を吸い上げての検討、また地域住民を含めた監視

委員会を設置し、内水対策等市民に問題なきよう努力することとして解散しましたが、こ

のことについて市長はどのように受けとめて、どこまで春日住民に何を具体的に問題なき
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ようするおつもりなのかをお伺いします。 

 時間の制約もありますので、細々とした質問は新検討委員会でお伺いするとして、今議

会での私の拝原最終処分場計画についての質問はこの５点とさせていただきますので、明

快な答弁をよろしくお願いします。 

 続いて、通告の認定こども園についての質問をさせていただきたいと思いますが、昨日、

代表質問で美馬政友会の川西会長さんが質問及び再問した項目と重複するところが多々あ

りますので、その箇所は質問を省略し、せっかく通告しておきました質問ですから、少し

違った観点から３点ほど質問をさせていただきたいと思っています。 

 まず１つ目ですが、認定こども園という制度は、地域における子育て支援の実施の一つ

として平成１８年度に創設され、類型として、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁

量型とあり、徳島県でも平成１９年、２０年と続いて阿南市内に２件認定されていますが、

いずれも保育所型であります。そもそも幼稚園と保育所では異なる目的、役割を持つ施設

であるというのは、皆さん御承知のとおりであります。それがゆえに、所管も文部科学省

と厚生労働省になって区別されており、その中に幼保連携推進室という組織が後に設置さ

れたようでありますが、美馬市においては既に幼保連携型を選択していると聞いています。

この幼保連携型の選択背景を、単なる建物の老朽化、耐震化という観点でなく、子供の視

点に立ち、子供の最善の利益、次世代を担う子供の教育、保育の観点からの選択背景も当

然あろうかと思いますので、まずは、その選択背景をお聞かせ願いたいと思っております。 

 ２つ目として、補正予算に測量、設計費として１,７３７万円少し計上しているという

ことは、既に用地確保がなされ、構想の青写真ができていると察しますので、建設予定地

及び建設規模、建設規模につきましては昨日の答弁で建物の面積の１,７００平方メート

ルと大まかな建物内の間取りは説明ありましたが、全体の土地面積とか概算用地費用等の

説明がなかったので、あえて質問します。また、現施設の有効利用、または解体等を含め

て、今後どのように運営、利用されていくのか、お伺いしたいと思います。 

 ３つ目として、この制度は創設時、平成２３年度までに認定総件数２,０００件の早期

達成を目指していたようですが、平成２２年４月現在で、幼保連携型２４１件、幼稚園型

１８０件、保育所型８６件、地方裁量型２５件で、認定総数５３２件となっており、当初

の目標からすると、思うように普及が進んでいない状況となっているようであります。理

由としては、この制度について各方面から制度の改革、見直し要望が出ているようであり

ますが、現時点で、美馬市はこの制度に関して、認定から始まり運営までを検討した場合、

この制度自体には課題点等はないとお考えなのでしょうか。それとも、これからより具体

的に実施に向けて進捗する中で、課題等が出てくればその都度対応すればよい程度のこと

で進んでいるのでしょうか。お考えをお伺いします。 

 以上、拝原最終処分計画について５点、認定こども園について３点を質問とさせていた

だきますので、わかりやすい明確な答弁をよろしくお願いします。答弁内容によっては再

質問をさせていただきたいと思っております。 

◎副市長（河野尚二君） 

 副市長。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 おはようございます。１番、中川議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず第１点目は、今回新しく設置を考えている検討委員会のあり方について、市として

の基本的な考えを本会議場、この場で表明をしてほしいというふうなご質問かと思います。 

 この事業につきましては、地域の環境保全はもとよりでございますが、地域住民の生命

と財産を守るための築堤事業に大きくかかわる、市の最重要課題というふうに認識をいた

しております。今回設置を予定しております検討委員会につきましては、もとより住民の

命にかかわる問題をご審議いただくわけでございまして、新しい検討委員会の中では、多

数決で強行するというふうなことは考えておりません。あくまでも公平・公正な立場で委

員の皆さん方にご審議をいただき、安全で安心できる内容となるように努めてまいりたい

というふうに考えております。ただ、今回のごみの今の計画がもし新しい委員会の中でで

きないというふうなことになれば、ごみはそのまま置いておくようになるんですよね。そ

のまま置いておくというようなことになれば、堤防はできません。ですから、地域の方々

は災害が起こったら非常に困ります。それから、下流域の皆さん方についても、洪水が起

こったときに今のごみが下流に流れていって影響を及ぼすというふうなことになりますの

で、これまで流域の方々ともいろいろ話をしてきておりますが、今の計画でごみ処理がで

きるように、みんなで知恵を出してやっていただきたいというのが市の考え方でございま

すので、その点、ご理解をいただけたらというふうに思います。 

 それと、もう１点でございますが、市議会特別委員会の委員長報告をどのように受けと

めておるかということでございます。それとあと１点は、春日地区住民に何を具体的に問

題なきようにするつもりかというふうな質問でございます。 

 市議会の拝原最終処分場特別委員会につきましては、７回にわたりまして開催をいただ

き、事業計画の詳細について総合的に審議がなされ、その結果として提出された委員長報

告につきましては、重く受けとめをいたしておるところでございます。今後は、報告の主

旨を十分踏まえまして対応してまいりたいというふうに考えております。 

 なお、春日地区を始め、地元の皆さん方に対しましては、生活環境等に支障を来すこと

がないよう、新しく設置を予定いたしております検討委員会の中で十分ご審議をいただき、

安全・安心できる内容となるように最善を尽く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。 

◎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） 
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 続きまして、中川議員さんから５点ほどご質問をいただいております。順次、お答えを

させていただきたいと思います。 

 まず１点目、平成１８年の拝原最終処分場適正処理検討委員会の議事録の件についてで

ございますが、２回目以降の議事録の有無を明確にし、ない場合には、なぜなくてもよい

と判断されたのか、その理由を明確に述べよということでございますが、２回目以降の議

事録につきましては、抄録で会議の要点（問題点、協議事項、協議結果）がわかると判断

をしたからでございまして、抄録をもってそれを議事録といたしておるところでございま

す。 

 次に、２点目の第１回処分場説明会で、平成１１年、１２年におきまして、河川堤防を

挟んだ堤内地側への処分が最良策であると行政側で結論づけたと聞かされたが、どのよう

な内容を検討した結果、最良の策となったのかという問いでございますが、処理方法の検

討につきましては、平成１１年、１２年度に美馬環境整備組合で民間委託業者の処分場へ

の処分や、また表面遮水工の構築による封じ込め工法、そして河川堤防を挟んだ堤内地側

への処分等について、施工性、また経済性を含めて総合的に比較検討した結果、河川堤防

を挟んだ堤内地への処分が最良策であると結論を得ました。しかし、財源確保や用地取得

等の課題が残されたために、安全性につきましては検討がなされないままに計画は中止と

なったわけでございます。 

 なお、今回の堤内地への処分計画につきましては、平成１１年、１２年に検討された計

画の継続ではございませんで、平成１８年の適正処理検討委員会におきまして、環境省の

環境型社会形成推進事業として計画し、事業の採択をされたものでございます。 

 次に、３点目、国交省管理地の廃棄物は、国交省において適正処理をする約束になって

いるのかとの問いでございますが、国交省管理地の廃棄物適正処理に係るそういった約束

はございません。しかしながら、この廃棄物につきましては、本市はごみ埋め立ての原因

者である美馬環境整備組合が処理すべきものであると考えておるところでございます。 

 また、現在、処分場用地として民間賃貸契約をしている地権者の数及び賃貸料は幾らか、

また契約更新ができていない地権者の今後の対処はどうするのか、との問いでございます

が、昨年度まで美馬環境整備組合が借地をしております処分場用地は、地権者数６名、賃

貸料は年額で３６９万７,８００円でございます。同様に、美馬市が借用している処分場

用地は、地権者数１名、賃借料は年額９４万３,５００円でございます。 

 なお、現在、契約更新ができていないのは、美馬環境整備組合の借地分６名のうち２名

の方でございまして、契約更新のできていない方につきましては、美馬環境整備組合と協

力しながら、再度お願いをいたしまして、ご理解が得られますよう努めてまいりたいと考

えておるところでございます。 

 次に、平成１９年の住民説明会で、計画面積は３から３.５ヘクタールの予定での説明

であったと、その後、４.９ヘクタールに広がっているとの説明があったと、現在どこま

で広がっているのか、またなぜ先行して広げていくのか、その真意を聞きたいという問い

でございます。 

 当初、新設最終処分場につきましては、推定ごみ容量が約１１万立米であることから、
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約３ヘクタールから３.５ヘクタールの面積であれば処理が可能であると考えておりまし

た。しかしながら、具体的に事業計画を進める中でいろんな問題が出てまいりました。地

下水の水位の変動を想定し、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

画とすること、周辺民家に対する景観に配慮をした計画にすること、また管理用の周回道

路の設置が必要であること、もう１点、未同意の地権者の方が数名おられますが、そのこ

とを踏まえまして、事業に取り組む必要性が判明をいたしました。現状の事業区域面積は、

約４.９ヘクタールといたしたところでございます。 

 次に、現計画では、既存の廃棄物のみを移設すると聞かされているが、計画では美馬環

境整備組合から発生する不燃残渣も持ってくることになっており、このことが面積拡張と

関係しているのではないかという問いでございます。 

 当事業は、処分場再生事業として新たに有効利用ができる部分は、安全性を考慮した覆

土厚で調整が行えるよう検討しているところでございまして、現段階では、他地域からの

持ち込みは考えておらないところでございます。従いまして、このことが直接、面積拡張

には関係はいたしてございません。 

 次に、４点目、埋蔵文化財の試掘調査についてでございますが、生活環境影響調査が終

わる時期に合わせまして、半年ぐらいずらしてもよかったのではないか、もっと住民との

対話が必要であったのではないかという問いでございます。 

 拝原最終処分場建設予定地は、拝原東遺跡の区域に含まれておりまして、工事着手の前

に試掘調査を行い、その結果に基づきまして本調査を済ませておかなければならないとい

うことになってございます。埋蔵文化財の発掘調査には、試掘を含めて、少なくとも２年

間は時間が必要でございます。拝原最終処分場適正処理事業を平成２６年度までに完了す

るためには、少なくとも平成２３年秋には工事着手が必要となってございます。そのため、

昨年１０月に地元説明会を開催させていただきまして、地域住民の方々に埋蔵文化財の発

掘調査の説明を行いまして、試掘調査に入ったところでございます。この調査につきまし

ては、現地作業は実質約３カ月で終わりましたが、準備・整理期間を含めまして約６カ月

間となってございます。議会の方に対しましても、予算審議の中で十分に説明をさせてい

ただいたところでございます。 

 次に、埋蔵文化財の試掘調査の結果の説明についてでございますが、埋蔵文化財の試掘

調査は、区域全体で２３のトレンチを掘り、調査を行ったところでございます。調査の結

果、春日神社西の谷ほか一部には遺跡はございませんでしたが、その他につきまして、弥

生及び古代、中世の遺構が確認をされたところでございます。 

 また、拝原最終処分場建設予定地の周辺には、県道バイパス工事が行われておりますが、

県道バイパスに係る埋蔵文化財の調査では、多くの住居跡が密集した状態で確認をされて

おります。今回の試掘では、住居跡はほとんど確認をされておりません。今後、そういっ

た点も含めまして、最終処分場建設の配置計画により、調査の範囲を定めまして、本調査

を行う必要があるものと考えておるところでございます。 

 次に、５点目の平成１８年の適正処理検討委員会と今回の検討委員会との相違点、並び

に今回の検討委員会で何を期待しているのかについての問いでございますが、平成１８年
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度に設置をされました、拝原最終処分場適正処理検討委員会につきましては、専門家の先

生方を始め、国、（環境省・国土交通省）、県、市、町の代表を委員といたしまして、埋設

されましたごみの撤去方法及び廃棄物処理計画の策定に係る検討など、専門的、技術的な

見地から検討を行い、現処理計画を作成したところでございます。しかしながら、この計

画につきましてご意見を持たれる住民団体の方や、また大学の先生方がおいでになられま

す。その方々にもご理解をいただくため、今回の検討委員会の設置を行うものでございま

す。今回の検討委員会につきましては、現計画の妥当性につきましてご審議をいただき、

ご理解をいただく中で、地域住民の方々が安全で安心できるものにしていきたいと考えて

おるところでございます。 

◎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） 

 続きまして、認定こども園について、３点のご質問をいただいております。 

 初めに、幼保連携型を選択した背景についてのご質問でございますが、昨日の川西議員

の代表質問にもご答弁を申し上げたところでございますが、少子化等の影響によりまして

入園児数が減少傾向にあることから、集団保育の確保や運営の効率性に影響が懸念されて

おるところでございます。このような状況から、美馬市就学前教育・保育推進検討会議に

諮問いたしました結果、現行の施設の再編では、集団保育の確保や保護者ニーズへの対応

が困難であるとの意見から、就学前の施設としての再編・整備が効果的で、子育て支援機

能を備える両者の機能を生かしつつ、一体的な運営を行う幼保連携型の認定こども園によ

る整備をいたすことといたしました。このことによりまして、子供同士のかかわりも多く

なり、子供同士で切磋琢磨する機会が増加し、遊びの幅が広くなるなど、生涯にわたりま

す人格形成の基礎を培う幼児教育に多くの効果が期待されるところでございます。 

 また、建設予定地、建設規模、また現施設の解体等を含めて、今後どのように運営利用

するのかについてのご質問でございますが、現在、計画をいたしております認定こども園

につきましては、これも先に川西議員の代表質問にもご答弁申し上げたところでございま

すが、ゼロ歳から５歳までを１１クラス、定員を約１９０人といたしまして、床面積約１,

７００平方メートルの施設と考えております。建設予定地につきましては、小学校との連

携が必要であることから、江原南小学校にできるだけ近い場所をと考えておりまして、敷

地面積につきましては、建物の設置と園庭に必要な面積を確保いたしたいというふうに考

えております。その単価につきましては、この議会に提案させていただいております不動

産鑑定の結果が出てから決定ということの予定といたしております。 

 また、現在の江原南幼稚園、江原保育所の園舎につきましては、認定こども園完成後に

解体を行いまして、江原南幼稚園の跡地につきましては、ＰＴＡ、学校関係者、また地域

の方々とも協議を行い、跡地利用を図りまして、また江原保育所の跡地については、職員
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駐車場として活用いたしたいと考えております。 

 次に、認定こども園の課題への対応についてのご質問でございますが、議員ご指摘のと

おり、認定こども園制度は、平成１８年１０月から本格実施となりましたけれども、その

設置につきましては、当初の国の計画ほど伸びていない状況にございます。その要因とい

たしましては、財政支援の不足、また国の文部科学省と厚生労働省の二元体制によります

事務の煩雑化等により、整備が進んでいないとも考えられます。しかしながら、本制度は

それぞれの所管の異なります２省庁の枠を超えた新たな子育て支援施策といたしましてス

タートしたものでございまして、現状での普及は低いものの、今後は制度の浸透とともに

大きく拡充が図れるものと思われます。 

 本市におきましては、検討会議の答申や財源的に過疎債が充当できるというふうなこと

になったことから、総合的に判断いたしました結果、認定こども園の整備を行うこととし

たところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川君。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 再問をさせていただきますが、まず、拝原の処分場の件なんですけども、副市長さんの

答弁と私の質問内容でさえ、合意形成ができてないぐらい考え方にちょっと違いがあるか

なと思っておるんですけども、私が先ほど質問したのは、現計画ももちろん見直しますけ

れども、そういったイエス、ノーの検討会じゃなく、それ自体を考えるのはもちろんです

けども、最適な処理場の合意形成ということで、それ以外の案についても考えるような場

ではないんですかという意味を込めて質問したんですけども、先ほどの答弁の副市長さん

の話であれば、現計画を見直していただいて、それを理解していただきたいと、私が先ほ

どから申しております、案は結構なんですけども、それを押しつけでなく両方総意、双方、

他の地域も交えて合意形成のもとで納得して進めていくような会を持とうということでは

なかったかと私は質問したんですけども、そうでないような答弁だったと思いますので、

そこのところ、もう１回改めて質問させていただきます。 

 それともう１つ、１１年で今の計画地を決めたんでなくて、それはいったん白紙になっ

て、平成１８年の適正処理検討委員会の前に行政の方で決めて、１８年の適正処理検討委

員会の方へ出したというような話があったので、いつごろそういう話があったのか、ちょ

っと聞き取れなかったので、もう１回、１２年以降１８年の間で、どういったメンバーで

今の予定地が最適だと考えられて出されたのか、その２点をまず先にお伺いしたいと思い

ます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 １番、中川議員の再問にお答えしたいと思います。 
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 まず、住民の方の合意形成、これは今回の新しい方の検討委員会というのは、あくまで

もこれまでの計画、今までの現計画については、御承知のように、嘉門先生、徳大の端野

先生、三井先生、それとつるぎ町と私、あとは国交省と環境省が入って現計画を作ってお

るわけですよね。現計画について、今の現計画が本当にあそこの場所、今計画しておる場

所でできるのかどうか、その辺りをこの新しい検討委員会の中で、反対の方の専門家の先

生も入っていただいて検討していただいて、できるだけまとめていただくというのが今回

の検討委員会でございまして、新しい方の検討委員会の中で今の計画以外の案も考えると

いうふうなことは考えておりません。 

 以上でございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 答弁が十分でありませんか。 

◎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） 

 中川議員さんの再問でございますが、平成１１年、１２年で検討された計画は中止にな

ったと、その後、継続ではなく、新たに環境省の環境型社会形成推進事業として計画し、

事業採択をされたという答弁を差し上げましたが、それにつきまして、もう少し明快にと

いうことでございますが、１２年以降１８年度までにどういった経緯があるのか、そうい

うお尋ねかなというふうに思っております。その時間というのは動きはございません。そ

の中で少し、拝原の築堤について、推進についての要望という要望書が出てまいりまして、

それに対してこういった事業ということがついてまいったところでございまして、先ほど

申しましたように、平成１８年の適正処理検討委員会におきまして事業が採択をされまし

て、事業計画をしておるというふうな状態でございます。今現在、そういうふうな形で進

めておるところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川君。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 これで最後の質問になろうかと思うんですけども、副市長さんの答弁も、小笠部長さん

の答弁も、いまいちはっきり私には伝わってこない答弁なんですけれども、やっぱりちょ

っと考えの違いというか、認識の違いがあるように思いますので、また検討委員会でいろ

いろ話し合いをさせてもらいますけれども、今回、初めての質問で、大局観に立った質問

でなしに細々とした質問になってしまいましたが、ある面においては、個々に真摯にお答

えいただけたと思っておりますので、ありがとうございました。今申しましたように、拝
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原最終処分場建設計画については、新設される新検討委員会において期待しておりますの

で、より深く論議を重ねる中でお伺いできると思いますので、この場ではあえてもっと突

っ込んで質問することは差し控えたいと思います。 

 ただ、最後に、くどいようですけれども、何事についても行政側が立案、計画するのは

大変結構なんですが、そこには絶えず市民、住民、動植物、ひいては未来につながる命と

いったものが沢山ありますよと、一方的な最良案を理解してくださいといってただ単に押

しつけていくのでなく、各方面との合意形成を図りながら、その中での最善策を見出し、

よりよい行政施策を行っていただきたいと思いますので、このことに同意していただける

ことのみ、市長さんの方からもお返事を最後にいただきたいと思います。 

 また、認定こども園についても、不明瞭な答弁が幾つかあったようにも思いますけれど

も、今の段階で無理にこじ開けなくても、私も福祉文教常任委員会に属していますので、

もう少し進展したところで明らかに答弁していただけるものとして、再問でなく、提案と

して、これから認定こども園の認定をいただいたとして、開園になり運営していくに当た

っては、単に幼稚園と保育所を合体させた運営だけするのではなく、子供によって１日の

保育時間や集団生活の経験が異なることや、保護者の就労形態の違いなどを踏まえて、教

育、保育内容や運営等を工夫していただいて、すべての子供に対し同様に質の高い教育を

保障し、地域の子育て支援の拠点として、関係機関との連携や相談機能など、地域のソー

シャルワークとして機能を強化していっていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問及び再問を終了しますが、最後に市長さんに一言だけお伺いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

◎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） 

 １番、中川議員の質問を終えての総体的な、特に行政が進める公共事業についての考え

方についてということであります。お答えをいたしたいと思います。 

 行政が進めてまいります公共事業は、当然、市民があって、そしてその地域に公共事業

を行うことによって効果があり、あるいは今後の将来の地域のために役立つということが

前提でございまして、そのためにいろんな公共事業を進めてきておるわけでございます。

そういう中で、市民との合意を大事にしながら、もっと言えば、いろんな公共事業のやり

方があろうかと思いますけれども、美馬市としては、できるだけ市民の方のご意見をお伺

いしながら、しかもそれは一部の意見であってはいけないので、公平・公正にご意見をお

伺いしながら、今後も進めてまいりたいというふうに考えております。 

◎１番（中川重文議員） 

 ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 以上をもって、中川重文君の一般質問を終了いたします。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

小休 午前１０時５１分 

                                         

再開 午前１１時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議席番号３、武田喜善君から一般質問が出されておりますので、これを許可いたします。 

 武田君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 議長から許可をいただきましたので、質問を行いたいと思います。立場が変わっての質

問ということで、一昨年までは答弁をしておったんですけども、そのときには副市長、市

長の厳しいチェックを受けて答弁書を行っておったんですけども、今回はそのチェックが

ないということで非常に緊張しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 このたび、市民の皆様からお聞きしたことを率直に質問させていただきます。私は１点

に絞りまして、農業政策、中山間農業地域の維持へ、集落営農の設立推進について、質問

をいたします。 

 本市の農業は、藍で栄えたうだつの町並み、そしてパルシー商店街の敷地における製糸

工場跡などと農業の町であったことを歴史が残しておるところでございます。いわば、こ

れからは農業と環境、そして観光の時代であると思うところでございます。 

 さて、農業の現状についてでありますが、農林業センサスにおきまして、徳島県の農家

戸数は１９７０年（昭和４５年）には７万６５８戸、２００５年（平成１７年）には３万

８,８７２戸、実に４５％減少をしております。農地につきましては、１９７０年（昭和

４５年）には４万４,５４５ヘクタール、２００５年（平成１０年）には２万３,３７８ヘ

クタール、実に４８％もこの３５年間で農家戸数、農地とも半減をいたしております。美

馬市におきましては、実は１９７０年の資料は入らなくて、１９９５年（平成７年）には

農家戸数は３,９８９戸、２００５年（平成１７年）には３,３１４戸となっており、ここ

１０年で１７％の減少、農地におきましては、平成７年に１,８７９ヘクタール、２００

５年（平成１７年）には１,４１８ヘクタールで、１０年間で実に２５％も減少をしてお

ります。そして、少子・高齢化、過疎化による後継者不足、そして自給率の低下でますま

す農村部の衰退が予想されておるところでございます。正に、これから到来するであろう

食糧危機に対応ができず、農業は危機的な状況になろうかと思うところでございます。 

 本市におきましては、一昨年に農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が策定

をされており、将来おおむね１０年間の農業経営発展の目標を明らかにされております。

美馬市全域において、農業就業人口の高齢化及び減少に伴い、現に成立し、優良な大規模

経営体組織の事例を踏まえ、育成を強化しつつ、小規模な兼業農家における定年退職者の

農業参入、いわゆる定年帰農を促進し、集落での担い手の育成に力を注がなければならな
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いと思っております。 

 中山間農業地域の維持を考えれば、美馬市の基本構想にも取り組みの推進がなされてお

ります。生産組織、営農集団の集落営農組織の設立、推進が不可欠と考えております。数

年後には、就農者の高齢化により後継者がいなくなり、遊休農地、そして荒廃地の増大に

より環境の悪化が進むのではないかと危惧をしているところであります。農林業は環境対

策や災害時等における多面的機能を有しており、また今後の雇用の拡大にもつながってい

くと確信をしております。 

 そこで、質問内容の第１点でありますが、本市に農業経営基盤の強化の促進に関する基

本的な構想の中に、集落を単位とした集落営農組織化の促進と書かれております、の現状

はどうなっているのかを質問いたします。 

 第２点は、集落営農の必要性をどのように推進しているのか、市の広報紙、講演会、先

進地の視察、説明会等の開催はどのように行っているのか。 

 第３点目は、モデル地区を設定し推進をしていけないか。最初から全面展開は困難であ

るので、モデル地区の設定と成功が発展の決定的要素だと思っております。 

 第４点は、行政として長期的指導に耐え得る人材の専門的担当者の配置はできないか、

そして集落営農代表者、集落営農準備会、集落代表者の研修、特別対策の５年から１０年

の間の実施。 

 第５点は、行政、美馬市と徳島県の農業支援センター、農業委員会、ＪＡの農協、後継

者グループ、直売所、若者、そして女性が参加した恒常的な集落営農育成委員会などの運

営上における組織の設置はできないか。 

 第６点は、組織結成時における農機具等の共同購入に対する制度利用による補助は考え

ているのか。 

 第７点は、政府奨励作物の飼料米、有機大豆、菜種の里づくりへの積極的な対応はでき

ないのか。 

 第８点は、自給率の向上について、国の政策においては１０年後に４０％から５０％に

向上すると、本市においても地産地消の推進で消費の拡大でどこまでの向上を考えている

のか。 

 以上８点を質問し、所見をお伺いします。答弁の後に再問を行いたいと思います。よろ

しくお願いします。 

◎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） 

 ３番、武田喜善議員の農業政策のうち、中山間農業地域の維持、集落営農組織の設立・

推進についてのご質問でございますが、中山間地域では、過疎・高齢化が進み、農業の担

い手の減少とともに耕作放棄地が増加し、農道や水路の維持も困難な集落が増加するなど、
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農業生産が低下することにより地域の活力が失われつつあります。 

 地域を活性化していくためには、地域の基幹産業でございます農業で生活できる所得が

得られるような仕組みづくりが必要でございます。これまで取り組んでまいりました、機

械の共同利用や農作業の受委託による集落営農の取り組みだけでは、地域農業の維持策に

とどまってしまうことから、更に収益性の高い品目を導入し、農業の方々が力を合わせて

所得の向上を目指す集落営農の育成が必要であると考えております。 

 まず、第１点目の集落営農組織の現状についてのご質問でございますが、まだ集落営農

組織と言えるものはございませんが、集落営農集団として導きたいと考えて推進をいたし

ております組織は、中山間地域と直接支払い交付金事業に関し、６２の集落が集落協定を

結んでおります。また、農地・水・環境保全向上対策事業に係る団体が１５集落ございま

す。 

 第２点目の集落営農の必要性とその推進方策についてのご質問でございますが、必要性

につきましては、前段申し上げましたとおりでございまして、推進方策につきましては、

個々の団体等につきまして、県主催の集落営農塾などの研修会に参加をしていただいたり、

県・市の担当者の指導のもと、独自の研修会・講習会を開催し、組織の育成に努めており

ます。 

 ３点目のモデル地区を設定し、推進をすべきでないかとのご質問でございますが、認定

農業者等中核となるべき人を中心に、モデル地区を数地区設定し、推進に努めてまいりた

いと考えております。 

 ４点目の専門的担当者の配置についてのご質問でございますが、美馬市では現在、専門

職がございません。県の農業支援センターの専門職等との連携を図りながら推進をしてま

いりたいと考えております。 

 ５点目の集落営農育成委員会などの設置についてでございますが、今後の美馬市におけ

る集落営農のあり方を検討する委員会設立につきましては、検討してまいりたいと思いま

す。 

 ６点目の農機具等の共同購入についてでございますが、現行の国・県等の補助制度・資

金貸付制度・リース事業等の制度活用により対応できるものと考えております。 

 ７点目の奨励作物の対策でございますが、米戸別所得補償事業等によりまして、積極的

に推進をしているところでございます。 

 ８点目の自給率の向上目標についてのご質問でございますが、カロリーベースで申し上

げますと、県別で言いますと、自給率が１００％を超す地域については、北海道と東北地

方のみとなっておりまして、徳島県におきましては、国の平均値４１％を若干上回ります

４５％となっております。美馬市におきましては、主産物でございますブロイラー等が影

響をいたしまして、カロリーベースでは１００％を超す数値となっております。畜産を除

きます野菜等で見ますと、県と同数の４５％となっておりまして、国では自給率を高める

ために米の戸別所得補償モデル事業、中山間地域等直接支払制度等の推進を行っていると

ころでございまして、美馬市といたしましても、こういった事業・制度を積極的に推進し

てまいりたいと思っております。 



 １９ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田喜善君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 ご答弁ありがとうございました。多少の提言を行い、再問を行いたいと思います。 

 まずは、任意組織の集落営農組織を作り上げ、発展的に法人の組織化や、そして集合体

組織を作り上げていかなければならないと考えておりますので、是非ともここ５年から１

０年のうちに集落営農組織の設立・推進をし、早期実現をお願いしたいと思います。 

 各集落単位ごと、または集合体での結成を進め、総合農場方式、例えば穴吹川流域総合

農場、曽江谷川流域総合農場、中野谷川流域総合農場などへの発展へと進め、これにより

まして特産物の販売、そして地産地消を進め、自給率の向上を目指すべきであろうと思っ

ております。ＪＡ美馬におきまして、本年に特産品直売市の開設予定と聞いております。

ＪＡとも連携をし、産直市でいろいろな組織、例えば漁業組合の鮎、アメゴ直売日の設定

など提携を行い、また直売所利用券、割引券、地域通貨の発行による農業経済活性化を進

めるべきであると考えております。集落営農組織の設立と農村特産品産直市でこれらの拡

大を進めるべきと考えておりますが、以上、再問をし、所見をお伺いしたいと思います。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 経済部長大垣君。 

［経済部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 武田喜善議員の再問にお答えを申し上げます。集落営農組織の設立と特産品産直市での

雇用の拡大についてという再問でございますが、先ほどもご答弁させていただきましたが、

集落営農組織につきましては、モデル地区を選定いたしまして、設立に向け積極的な取り

組みを行ってまいりたいと考えております。 

 また、産直市での雇用の拡大についてでございますが、他の地域の産直市を参考にいた

しましたり、現在の産直市等の意見も聞きながら、更には漁業組合との連携や地域通貨の

活用などのご提案もいただいたわけでございます。これらにつきましても今後検討してま

いりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田喜善君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 再々問でございますので、最後に提案だけちょっとさせていただきたいと思います。 

 この集落営農組織の結成には、メリットとデメリットがあるわけでございます。結成当

初までは、今まで個人で行っていたのが地域共同で話し合いにより耕作を行うので、自分

の思いどおりにならないなどのデメリットなどの障害がございます。結成をすれば、民主
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主義のルールにのっとり計画実行となりますので、デメリットがメリットとなり、今まで

個人が農機具などを購入していたのが共同購入となり、その分、個人の購入費が助かり、

個人の支出が減となってくるわけでございます。また、農業の技術を持っている高齢者の

技術をおかりしますので、高齢者対策、そして若い人の農業への関心も高まり、雇用対策

にもつながってまいると思っております。是非とも腰を据えて指導をしていただき、早期

結成の実現へ最大の努力をお願い申し上げたいと思います。大垣部長には、再々問で答弁

も要らないと思っておりますが、できたら最後に、市長に、農政に対する決意をお願いし

たいと思います。 

◎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） 

 ３番、武田議員の一般質問の再々問にお答えをいたします。 

 今、中山間地域の農業については、本当に方向もなかなか定まらない、あるいは本当に

大変な時期を迎えております。そういう中で、集落が協力をしながら農業を進めていく、

あるいは地産地消や産直市を含めて、地域がお互いに助け合いながら農業をやっていくと

いうことは、ある意味ではこれからの農業の方向について、いろいろ提言をいただいたわ

けでございます。大変貴重な提言といたしまして、我々も農政を進めていく上で、今後ど

んな形で実現できるか、あるいは実現できるところから一つ一つやっていくという必要も

ございますので、今後、いろんな検討を進めながら、もうそんなに時間もございません、

できるだけ早く進めて実施に移していければいいのではないかな、というふうに私も思っ

ております。 

 若干ちょっと述べさせていただきますと、今、国で進めております農業政策は、認定農

業者にいたしましても、あるいは米の戸別所得補償にいたしましても、なかなか中山間地

域に合った農政ではないというふうに私も認識いたしておりまして、本当に農業が競争力

をつけて、それでひとり立ちをしていけるというほどの耕作面積もないわけでございます

から、そういうことを前提にした農業政策ではなかなか、特に関西の中山間地域では農業

が成り立っていかないと思っております。そのためには、一つにはやっぱり兼業農家を推

進していく必要があるのではないかと。かつては、兼業農家がその地域のそれぞれの集落

の、あるいはそれぞれのコミュニティーのセーフティーネットとして本当に活動していた

というのが実態なんですね。お互いに助け合いながら、それぞれ農作業もし、そういう状

況であったわけです。ところが、だんだん専業化に向けて農業政策を切りかえていったも

のですから、そっちの方がだんだん切り捨てられていったと、そして今だんだん荒廃して

いっているというのが実情でございますので、きょういただきましたいろんな提案につい

て、早いうちに検討いたしまして、実施ができるように努めてまいりたいと思っておりま

す。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 以上をもちまして、３番、武田喜善君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、９番、西村昌義君から通告が出されております。これを許可いたします。 

◎９番（西村昌義議員） 

 ９番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 西村昌義君。 

［９番 西村昌義議員 登壇］ 

◎９番（西村昌義議員） 

 議長の許可をもらいましたので、ただ今から一般質問をさせていただきます。私の通告

は、オラレ美馬についてでございます。２点目に、スポーツ振興について２点ほど、ただ

今から一般質問を明朗簡単にしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 オラレ美馬につきまして、平成２１年１０月開設以来、施設があります谷口自治体及び

周辺自治体の協力のもと、運営が行われていると聞いております。運営に関しては、関係

自治体とコミュニケーションを取りながら、総合的に良好な関係を築いているように思わ

れます。非常に結構なことでございます。 

 そこでお尋ねをいたします。昨年１０月開設以来、現在までのオラレ美馬の利用の状況

と利用実績についてお尋ねをいたします。 

 次に、コーナンの東側の駐車場について。この駐車場には、現在、舗装もされておりま

せん。ナイターがあるときには明かりもございません。帰るときには、足元には非常に苦

労されているように思われます。また、雨降りには水たまりもあり、非常に困っていると

聞いております。今後、どのように解消していくのか、お尋ねをいたします。 

 続いて、スポーツ振興について。現在、美馬市には小学生を対象としてラグビースクー

ルがあります。ラグビースクールのおもしろさを感じながら活動しているのが現状でござ

います。また、高校では、脇町高校や貞光工業など、県内においてもトップクラスのチー

ムとして多くの市内の出身の高校生が活躍をしているところでございます。しかしながら、

ラグビーに興味を持ちながら、中学生に入ると部活動があるので、小学生のころからラグ

ビーを始めたお子様は、中学生に入ると活動する場所がございませんと聞いております。

土曜、日曜にかけまして、遠く徳島まで習いに行っているお子さんもおると聞いておりま

す。是非、選手育成のためにも、中学生が活動できる受け皿づくりをお願いいたしまして、

私の質問を終わります。 

 答弁によりましては再問をいたします。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長、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） 
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 ９番、西村議員さんのオラレ美馬の運営状況について、２点ほどご質問をいただきまし

た。 

 まず１点目のオラレ美馬の利用状況と利用実績についてでございますが、平成２１年１

０月１４日の開設以来、本年３月３１日までの１６５日間の売り上げ状況につきましては、

開設前の予測では１日平均２５０万円を目標にしておりましたが、これを大幅に上回る１

日平均６５７万円となりました。総売上額は１０億８,５１４万円となってございます。

この結果、平成２１年度の本市への運営協力費といたしまして、総売上額の２.５％、２,

７１２万円が配当をされたところでございます。 

 次に、２点目の駐車場整備と照明についてのご質問でございますが、繁忙時の駐車台数

の増加対策といたしまして、コーナン商事より賃借をしております臨時駐車場につきまし

ては、コーナン商事にこの用地を活用した事業計画があるとのことでございまして、今後

長期にわたって借り受けることができない可能性もございます。大規模な設備投資を行え

ない状況でもございますので、そこで簡易な照明などの駐車場の安全対策につきまして、

引き続き、鳴門市等と協議・検討を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 一方、雨天時のぬかるみや水たまりが著しく、利用者から苦情も多いということでござ

います。本市からも鳴門市及び委託業者であります日本ベンダーネット株式会社に要請を

行いまして、本年５月に簡易舗装工事、少しプライムコートを吹きつけるだけでございま

すが、その工事が完了したところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 佐藤君。 

［教育次長 佐藤健二君 登壇］ 

◎教育次長（佐藤健二君） 

 続きまして、西村議員さんの少年ラグビーの振興についてのご質問にお答えします。 

 現在、県内では、少年ラグビーの活動をしている団体が４団体でございまして、県西部

では唯一、脇町ラグビースクールが小学生３１人を対象として、スポーツ少年団活動を行

っております。また、県内の中学校では、議員ご指摘のように、部活動でラグビーを行っ

ている学校はございませんで、美馬市内から徳島市のラグビースクールへ通われている中

学生もあるようでございます。議員ご指摘のように、市内で中学生がラグビーを行う環境

が整っておりませんのが現状でございます。 

 ラグビースクールで興味を持った中学生が、ラグビーで活躍できるよう受け皿づくりが

できないかとのことでございますが、市といたしましても、そういった中学生が活動でき

る環境を整えることは大切なことであるというふうに考えております。しかしながら、現

在のように少子化が進み、中学校での部活維持が難しい状況にありまして、市内の中学校

で新たな団体競技の部を新設することは、非常に困難な状況にございます。つきましては、

現在は小学生を中心に活動しております脇町ラグビースクールに対しまして、徳島ラグビ

ースクールのような中学生の部門を作っていただくなど、中学生がラグビーを続けて活動

できるよう環境づくりに努め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
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願いいたします。 

◎９番（西村昌義議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 西村昌義君。 

［９番 西村昌義議員 登壇］ 

◎９番（西村昌義議員） 

 はい、ありがとうございました。再問をいたします。 

 オラレ美馬の売り上げが順調に行っているということは、美馬市としても非常に喜ばし

いことと思います。そこで、運営費の方法について、どのように活用していくのか、お尋

ねをいたします。私も時々はオラレ美馬に参っております。行きますと、高齢者が非常に

多うございます。高齢者、６０以上を過ぎている人が７割、６割は占めておると思います。

今現在、１５１日間で、売り上げは当初の２５０万円を大きく上回り、６５７万円という

大きな、倍の数字が上がっております。 

 そこでお尋ねをいたします。最初のうちは、開設以来２５０万円、入場数によりますと、

およそ１５０人程度を見込んでおったと思います。それが今現在は大幅に入場者数が増え

て、立ち見をするお客様が非常に多うございます。朝１１時ごろから開設し、ナイターが

終わって帰るのは８時半過ぎまで、ほとんどの６割、７割の人が立ってボートレースを楽

しんでいるような状況でございます。年に６回ほど大きなレースがあると聞いております。

昨日からそれもやっているということを聞いております。普段の日よりか倍以上、今現在、

１日４００人程度、入れかわりしますと４５０から５００人ぐらいは、大きなレースがあ

るときには利用をしております。そこで、高齢者の意向、またナイター設備の虫よけなど、

高齢者が７割、６割を占めている中で、高齢者は薬を手放すことができないという人も多

うございます。そこで、販売機などではジュースは売っております。中で、お薬を飲むの

にも冷水もお茶もないということを聞いておりますので、どうぞ鳴門市の方に早急に冷水、

お茶のサービスを設置いただけますように、市長サイドの方から鳴門市の方へよろしくお

願いを申し上げます。 

 それと、ラグビーについてでございます。私も保護者またお子さんからも時々、今まで

小学校でラグビーを習ってきた子が今度６年生で卒業して、中学校に入り、脇町高校や貞

光工業高校にしっかりと土台づくり、体力をつけて、そこへ行きたいというお子さんは非

常に多うございます。やはり中学１年生から３年生までが一番体力をつける年ごろではな

いかと、私自身感じております。どうか、中学生に入ると部活活動もございますので、今

まで同様に、土曜、日曜、祭日を兼ねて、今中学１年生の子も、小学生で一緒に仲間とし

てラグビーを楽しんできたことを続けたいと私も聞かされておりますので、どうかそのよ

うな設備ができますように、よろしくお願い申し上げます。 

 答弁によりまして、再々問をいたします。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長、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） 

 西村議員さんの再問にお答えをいたします。２点あったかと思いますが、まず１点目、

オラレ美馬での売り上げに係る運営協力費の活用方法についてでございますが、鳴門市か

らの歳入になります運営協力費の取り扱いにつきましては、全額を美馬市オラレまちづく

り基金にいったん積み立てをいたしまして、それぞれの経費の必要額を取り崩して予算化

をしてまいりたいというふうに考えてございます。平成２２年度には、オラレ設置自治会

及び協力自治会への活動助成金といたしまして４５０万円を、また周辺対策費といたしま

して、美馬農協のＡＴＭ移転に係る費用負担２００万円を支出することといたしておりま

す。 

 なお、平成２３年度以降につきましては、オラレ美馬の将来の運営状況に備えた準備金

といたしまして、１,０００万円の積み立てを行い、周辺対策事業といたしまして、オラ

レ周辺の生活環境整備に５００万円、また平成２２年度と同様に協力自治会への活動助成

金４５０万円、そして全域に行き渡る次世代育成事業、まちづくり事業等に充てる予定で

ございます。 

 また、その次世代育成事業、まちづくり事業は、次の５点を考えております。内容につ

きましては、学校教育環境の充実、２点目は少子・高齢化対策、３点目は地域産業の活性

化、４点目は観光・文化・国際交流の推進、５点目はその他まちづくりに資する事業、以

上５点を平成２３年度の予算に反映をさせていきたいと考えておるところでございます。 

 次に、２点目のファンサービスの充実についてでございますが、現在、議員ご提案がご

ざいました、運営主体の鳴門市から委託を受けております日本ベンダーネット株式会社が、

冷水や湯茶の無料サービスの実施、また入場者の方に楽しんでいただくための臨時休息所

のスペースの確保について、ただ今検討しておるところでございます。また、当面、７月

１４日から８月３日までの間、ファン感謝デーを予定しておりまして、ナイター来場者へ

の粗品の配布を計画いたしております。このように、オラレ美馬オープン１周年記念など、

計画的にファンサービスやイベント等を行うことといたしておるところでございます。 

◎教育次長（佐藤健二君） 

 教育次長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育次長、佐藤君。 

［教育次長 佐藤健二君 登壇］ 

◎教育次長（佐藤健二君） 

 西村議員さんの再問にお答えをいたします。 

 先ほどもご答弁申し上げましたように、本市には幸いにも脇町ラグビースクールがござ

います。そこで、議員ご指摘のような活動がそこでできないか、働きかけてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 西村昌義君。 

［９番 西村昌義議員 登壇］ 

◎９番（西村昌義議員） 

 最後になりましたけど、オラレ美馬の状況は、非常に効果的に収入を美馬市全般に配布

して、教育問題から高齢者、非常に結構なことでございます。是非とも１周年を過ぎても

そういうふうな運営資金を高齢者、また教育関係などに使ってもらえたらありがたいなと

思っております。 

 それと、ラグビーにつきましては、そういうふうにお子さんがやりたいと言っておりま

すので、どうぞ検討できるところは検討して、小学生とともに体力づくりをやっていきた

いというお子さんがおいでますので、早急に実施してもらうようにお願いをいたしまして、

私の一般質問を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、９番、西村昌義君の一般質問を終了いたします。 

 昼食のため、１時まで休憩といたします。 

小休 午前１１時４２分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 三宅仁平君より一般質問の通告が出ておりますので、これを許可いたします。 

 三宅仁平君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 昼一番ですけん、皆、昨日、今日と一般質問をようけしとった結果で、かなり私のとも

並行するところもありますけど、私なりにちょっと質問させていただきたいと思います。 

 第１点の県営農免道路の整備についてでございます。この道路について、この前、去年

かね、上ノ原で最終というような考えも聞いてますけど、今後、計画は大谷川の白木とい

うところまでを計画に入れております。そじゃけん、これ県の方が中心と思いますけど、

これをどういうような方向で今後行きよるのかを聞かしてもらいたい。というのが、今も

武田議員も言いよったように、中山間道路とか、また山の農業についての開発していくの

には、やっぱり道路も必要でないかなと。特に、脇町には大規模農道がある、その中で中

間の山をやろうとしとるけん、これはどうしても将来、脇町やまたこれ農業として生き残

らすんだったら必要でないかなと。そうすると、ブロイラーとかまたいろんな方向性が見

えてきて、今までのように米と麦だけでなしに、シイタケとかそういう工場もできていく

んでないかなと、今後、こういう方向でも道路としても完成さしてもらいたいなというの

が１点です。 

 それと、今年も私も選挙中にいろいろ回ったけんど、西へ行ったら行きどまり、また東
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へ行ったら５メーターもの中山間道路の広い道路が抜けとるんですけど、これも行きどま

りと。これは、上ノ原、今の小星もですけど、これは、最低すうっと出ていけるようなの

が私らは道路と思うとるんですけど、ああやって行きどまって、またバックして帰ってく

るというのが道路かなというようなのでは、行政としても気がつくんでないかなと。そじ

ゃけん、しっかりとこれは取り組んで、通り抜けができるような道路に是非完成してほし

いなと思います。それについてお伺いしたいなと。 

 それと、認定こども園についてでございます。特に私は、今３名の人から質問をよく聞

いとるんですけど、しかし、私なりの判断だったら、江原地区をやると。この前の石井町

の新聞を見ても、石井町だったら計画的に８つ、９つあったのかな、それを３つに仕上げ

てするというような計画ですけど、今いろいろ答弁聞いとるんですけど、特に脇町地区は

交通便が悪うて、皆、はらはらして送り迎えしよるけん、どういうような方向で。前の教

育長だったら一貫性で考えて、送り迎えをしようかなとか、場所のええところへ持ってい

ってやるというような方向だったけん、特に脇町地区、また岩倉地区、江原はこの認定で

行くと言いよるけん、脇町もその方向で行くんだったらきちっと方向づけをしたら、皆さ

んも安心するけん、是非そういうところを聞かしてほしいなと思っております。 

 その２点、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） 

 経済部長、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） 

 ただ今、１８番、三宅仁平議員の県営農免道路整備事業脇町区についての今後の見通し

についてのご質問でございますが、脇地区におけます県営農免道路整備事業につきまして

は、農道の新設・改良によりまして、農産物の搬入・搬出に伴う労力の削減と、農作業の

省力化を行うなど、農業経営の合理化と近代化を図るため、平成６年度に計画されたもの

でございます。当初計画は、岩倉地区から上ノ原地区を経由して、田上地区に至るもので

ございまして、平成１２年度の県営農免道路整備事業の見直しによりまして、上ノ原地区

から田上地区までの間が未施工となり、平成２１年度の上ノ原地区の工事竣工をもって事

業が完了いたしました。その後、国の事業仕分け等によりまして、県営農免道路整備事業

は廃止となり、継続事業につきましても、農山漁村地域整備交付金事業によりかろうじて

完了を目指している状況でございます。新規農道の採択につきましては、非常に厳しい状

況にありますが、初期の目標を達成するため、今後、国・県等に対しまして要望活動を行

ってまいりたいと考えております。 

 なお、ご質問から西の部分の道路につきましては、私の理解しておるところによります

と、市道等を併用した形での連絡をするというふうな計画であったように思っております

ので、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） 



 ２７ 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 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） 

 三宅議員さんの方から、認定こども園につきましてのご質問をいただいております。認

定こども園につきましては、就学前の施設の再編整備ということで、昨年度、検討会に諮

問をいたしまして答申をいただいたところでございます。その中で、認定こども園の整備

につきましては、区域の設定が必要であるということから、答申の中で市内８つの再編整

備区域の設定についてのご意見をいただいたところでございます。このうち、清水・江原

北区域、また木屋平区域の２地区につきましては幼稚園での運営と、残ります江原・脇

町・岩倉、美馬地区で２カ所、それから穴吹の６地区については、認定こども園による整

備が望ましいとのご意見をいただいております。その中で、ご質問いただきました脇町地

区、岩倉地区の整備につきましても、今後、答申を受け、財政状況、また答申の中でもい

ただきました優先整備事項と併せまして、総合的な判断のもと、順次整備を進めてまいり

たいと考えてございます。 

 また、ご質問の中で、送迎についてのご質問をいただいたわけでございますけれども、

再編整備を行いますと、やはり区域が大きくなるというふうなことで、送迎体制の整備、

また送迎をされます児童の安全の確保、こういった点も非常に重大な問題、課題というこ

とでございますので、今後十分に検討いたしたいというふうに考えております。よろしく

お願い申し上げます。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅仁平君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 今の課長が言いよる県営農免道路ですけど、一応、私も県の井口さんというて担当の課

長と会うたんですわ。ほたら、やっぱり市役所の方もしっかりと陳情してくれたら、うち

らも今仕分けでと言うたらいかんのやけど、そういうふうな方向でとめようかというよう

な方向じゃけど、やっぱりしっかりと必要な点を陳情してくれたら、県民局の窓口として

もしっかりと交渉しますけん、是非三宅さん、できるんだったら言うとってくださいとい

うようなお話であったけん、是非、これは必要だと思いますわ。 

 それと、今の農免はそれですけれど、小星の件も、市長さんも一遍通ってみないだ。と

っつまるんじゃから。前、私が言いよったコトブキの広い道があってとっつまるのと一緒

で、Ｕターンせなんだら帰れんけん、これは道として、常識であったら、何ぼ銭があるな

いにかかわらず、やっぱり通り抜けしてくれなんだら、西も行かん、東も一緒です、詰ま

ってますわ。・・さんの宅の前を通って、農地造成した記念塔が建っとると、それもまだ
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通り越して行きよったら、もう田んぼの中へ行って止まると。ほだら、今度は小星の野村

の方へも、あれは青木という村かな、その上らから５０メーターぐらい行ったら山のよう

なおり坂になって、そこでストップ。そうなると、回してこないかん。そういう状態では、

これは市の道路としてはちょっとおかしいで、そじゃけん、もし、その団体の予算を飛ば

されとるんだったら、またそれにふさわしい計画を立てるか、市がまた何かの模索で、市

長さんも頭ええ人じゃけん、是非考えて予算づけしてもろうて、気持ちよう通って、Ｕタ

ーンせんでええような道路にしてほしいなというのを要望したいし、また是非こういう方

向で取り組んでほしいということです。 

 それと、こども園は、しっかりとしてもろうて、もし幼稚園と保育園、０歳からの間で

摩擦がなかったら、一日も早く、脇町、岩倉もやっぱり早く見出してほしいなということ

ですけん、再度、でけたら答弁してほしいなと。 

◎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） 

 １８番、三宅議員の再問にお答えいたしたいと思います。 

 先ほど来の、質問のまず第１点目の農免道路についてでございますけれども、これは当

然、県事業の農免道路でして、三宅議員も御承知のとおりと思いますけども、必要である

ということで当初計画をされて、今回の事業仕分けで予算も廃止ということになったよう

でございますので、今後ともその重要性等認識をしながら、県の方へも引き続きお願いを

してまいりたいと思います。 

 それから、市道、県道が行きどまりになっているという点、私も承知をいたしておりま

して、小星から市道へつながっていないということで、ちょっと大きく段差があるという

こともございまして、要するに谷の方へ落ちているという状況でもございます。今後、市

道でつないでいけるかどうかも含めて、少し検討をしてみたいと思います。 

 それから、認定こども園につきましては、当然財政的な状況もあり、昨日、川西議員に

も申し上げましたとおり、江原南地区に決定をいたしたわけでございまして、あと順次、

学校の再編整備計画、統合計画等も含めまして、整合性を図りながら整備をしてまいる予

定にいたしております。一度には財政的にもできませんので、順次進めてまいりたいと思

いますので、いましばらくご理解を賜りたいと思います。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅仁平君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 一応、今ので、言うだけでなしに実行をしてくれたら私もええなと思うし、市民も喜ぶ

と思いますわ。そじゃけん、ここで答弁はええけんど、実行を、部下が５００人もおるん
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じゃから、しっかりと聞き込んで心に決めてやってほしいなと思います。認定園もそれで

しっかりやってみて、それでもし、こども園がよかったら、続いてゴッとやってほしいな

と思いますけん、よろしく。これで一般質問を終わります。 

 もう答弁要りません。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上をもちまして、通告による一般質問を終結いたしました。 

 続きまして、日程第３、議案第４６号から議案第５０号までの５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。質疑の通告がある人は、議席番号１８番、三宅仁平

君であります。これを許可いたします。 

 三宅仁平君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 一応、これ、私、通告書で出してましたから、よろしくお願いします。 

 １２ページの一般管理費でございます。この中で、委託料で弁護士の費用に２１万円出

しとるね。これを詳しく説明を願うたらと思いますけん、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） 

 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） 

 １８番、三宅仁平議員の議案質疑にお答えをいたします。 

 議案第４７号の美馬市一般会計補正予算（第１号）のうちで、第５款１項１目、弁護士

委託料についてのご質問でございます。 

 この委託料につきましては、納税者の方から、本市の固定資産評価審査委員会に提出さ

れました、平成２１年度固定資産課税台帳登録価格に関します不服申し立てを、当委員会

が棄却いたしましたことに対しまして、この処分の取り消しを求める訴えが徳島地方裁判

所の方に提起されたことに伴うものでございまして、本市の顧問弁護士にこの処理につき

まして委託をしようというものでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅仁平君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 これは、今聞いたら委託料というけど、これはあれですか。評価したと、それで相手が

気に入らんと、こうなって、一々２１万円も組んで裁判してもったいないん違うで、もう

ちょっと説得をして、弁護士に頼らず、今言う新井さんやでも皆が呼ぶか、行くかして、
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よく説明してもろたらええんと違うで。裁判となってじゃ、取り下げもでけるしね、理解

がしたら。これ２１万円も、何ぼの争いをしよんで、金額は。何ぼが高い、安いの認定資

産に対しての不服申し立てをしとるのか知らんけんど、私だったら、今言う市長はんはよ

うけ部下がおるんじゃから、こんな裁判までせえへんでも、行って聞いてこいと、聞いて

よく説得したら理解してくれるんと違うで、市民じゃから。それでちゃんと理屈に合うた

評価だったら理解してくれると思いますけんな、これ裁判して弁護士さんに２１万円も持

っていき、我々の銭をむだ遣いと違うんかいなと思うけん、あえて私ここで申請しとった

んですけどね。再度、できたら今のに対して答弁願いたいなと思います。 

◎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） 

 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） 

 それでは、固定資産税の課税の税額の決定の手順につきましてご説明をさせていただき

ますが、土地の場合でご説明をさせていただきます。 

 まず、美馬市は国が定めます固定資産の評価基準に基づきまして固定資産を評価して、

これをもとに課税標準額を算定することとなっております。この場合に、基本的には路線

価を基準として、それぞれの宅地の奥行きでありますとか、形状でありますとか、理由上

の法的制限、そういったものに応じまして数値が算定されることになっております。ここ

の部分につきまして、本市におきましては、不動産鑑定士に委託して算定を行っておりま

す。このようにして算定されました課税標準額、固定資産税のもとになる金額でございま

すが、固定資産課税台帳に登録をされます。納税義務者の方にも通知されます。この決定

に対しまして不服がある場合に、固定資産評価審査委員会にその審査の申し出をすること

ができるようになっております。固定資産の評価審査委員会は、市町村から独立した行政

機関でございますけれども、中立的、専門的な立場から、登録された事項、評価額、ある

いは課税標準額について、不服の審査及び決定を行うということになります。固定資産税

の納税者の方は、この固定資産評価審査委員会の決定に更に不服がある、こういった場合

には、６カ月以内に裁判所に対しまして当該市町村、今回の場合でありますと美馬市を相

手に、その取り消しの訴えを提起するということになります。 

 今回の事案は、こういうことに該当いたしまして、美馬市の固定資産評価審査委員会の

決定、決定自身は棄却という決定をいたしておりますが、その棄却を不服として美馬市を

被告として同委員会の決定を取り消すような訴状が地方裁判所に提出されたというような

ことで、この処理について、本市の顧問弁護士に委託しようというものでございます。 

 経緯について申し上げますと、５月に納税者の方から固定資産評価審査委員会に対しま

して、固定資産の課税台帳に登録された評価額、あるいは課税標準額に不服がある、こう

いったことで審査の申し出書が提出されました。その後、当審査委員会では３回の審査を

行っております。また、申し出人の口頭の意見陳述、この辺りも行って、いろいろと審議
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を行った結果、１月２９日に審査の申し出を棄却という決定をしたわけでございます。 

 同日付で審査申し出人にはこの決定を送付いたしまして、委員会の決定に不服がある場

合は、６カ月以内に美馬市を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます

と、こういう旨の教示を行っております。そういうようなことができますということを教

えております。その後、相手側から、本年４月に徳島地方裁判所に、美馬市を被告として

当審査委員会の決定を取り消すことを求めます訴状が提出されたと、いうようなことにな

ってございますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅君。 

［１８番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 今の件で順序を追って言うてくれたんですけど、２１万円もの委託をするより、かわり、

職員でも行けるん違うん、弁護士雇わんでも、法律上。弁護士というのは委任状を渡して

代理となって行きよるけん、委員さんも自信を持って確定しとるんだったら、その人を代

表に行ってもろうたら経費も要らんじゃないですか。私は、特例とらんで、なった場合は

しゃあないけど、弁護士に委託するのは、我々の税金で、その人も税金を納めよるんじゃ

から、それで雇ってしたら、弁護士さんのもうけだけになるでね、そんなんでええんで。

これより新井部長でも、しっかりした勉強できた人がじかに行ったらええんで違うで。

我々ちょこちょこ、私も裁判経験あるけんど、じかに行きよるでよ。そういうようなこと

で、やっぱり真剣に取り組んでほしいですわ。 

◎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） 

 これは、議案に対する質問でございますので、答弁をいたしたいと思いますが、まず固

定資産審議委員会に不服があるということは、それはそれとして市民の権利でありますか

ら、裁判をすることを、要するに訴訟の権利の留保を法律上きちっとされておりますので、

それを相手方が裁判するということでございまして、法律上の行為でございます。一方、

その法律に、訴状に対して法廷へ、うちの美馬市の職員を出して、それで抗弁をするとい

う手法につきましては、それは専門的に、法律的に、知識をきちっと持っている職員であ

れば問題ないわけでございますけれども、やっぱり法廷での議論でございますから、法律

の専門家に委託するという制度を地方自治法でも当然認められておる制度でございまして、

それは法律家として弁護士を委託しておるわけでございますので、そのための顧問弁護士

制度というのもあるわけでございますので、それは法律の議論としてきちっと行政として

はやっていきたいと思っております。 

 この訴訟につきましては、当然、固定資産の評価委員会の訴訟も、それは権利として留

保されておりますけれども、そのほかにも行政に対する行政訴訟というのは美馬市もいっ

ぱい抱えておりまして、いろいろそれぞれの行政の部門で訴訟対応、あるいは法律対応を
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していかなければなりませんので、職員個々にそれだけの、例えば弁護士というのは司法

試験を受かって、それでそれ相応の資格を得た法律の専門家でございますので、そういう

部分できちっと対応をしていきたいと思います。 

 訴訟も裁判の中でいろんな形の動きがあるわけですけれども、対応を誤れば大変なこと

になるということにも結びつきかねませんので、きちっと法律に定められたとおり、しか

も市民の方が権利として行使をされておりますので、美馬市としても、行政としてきちっ

と法律的に対応してまいりたいと思っております。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 ・・・ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・ 

［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） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 ・・・・・・・・・・・・ 

◎議長（藤川 俊議員） 

 これをもって、議案に対する質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております、議案第４６号から議案第５０号までの５件につきまして

は、会議規則３７条第１項の規定により、お手元に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、議案第４６号から議案第５０号までの５件につきましては、付託表のとおり付

託することに決定をいたしました。 

 また、その他陳情等につきましては、所管の委員会に付託いたしましたので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 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。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 議長、小休をお願いいたします。 

 議席からですみませんが、ただ今の質疑の回数に対して申し出があります。構いません

か。 

◎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１時３１分 

                                         

再開 午後１時３２分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 再開いたします。 

 ただ今、三宅仁平君の質疑でございますが、規定で３回ということになっておりますが、

回数で４回を数えたようであります。従いまして、これは３回の質問をということにいた

したいと思いますので、質問者に申し添えておきます。私の不手際で回数として４回にな

りましたことを訂正をいたしておきます。その点、よろしくご認識をいただきますように

お願い申し上げます。訂正いたしておきます。 

 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。 

 お諮りいたします。 

 明日予定をしておりました一般質問は本日終了いたしましたので、明日は休会といたし

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） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしと認めます。よって、明日は休会日といたすことに決定をいたしました。 

 なお、２５日からの各常任委員会におかれましては、付託議案等につきましてよろしく

ご審議をいただくようにお願い申し上げます。 

 次回は７月２日、午前１０時から再開し、委員長報告に続き、質疑・討論・採決であり
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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 午後１時３４分 

 


