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平成２２年６月美馬市議会定例会会議録（第４号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２２年７月２日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   議   午前 ９時５９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 
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  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               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 

  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。 

             １４番  川西  仁 議員 

             １５番  三宅  共 議員 

             １６番  谷  明美 議員 



－４－ 

開議 午前 ９時５９分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 おはようございます。 

 本定例会も文月、７月に入ってまいりました。開会中につきましては、皆さん方、委員

会それぞれ鋭意、精力的にこなしていただきまして本日を迎えたわけであります。誠にご

苦労でございます。 

 ただ今から会議を開きたいと存じます。 

 その前に、報告いたしたいことがございます。去る２３日の本会議におきまして、三宅

仁平君の議案質疑の回数が３回を超えましたので、該当する部分につきましては、これを

議長において会議録から削除いたしたいと存じます。以上、報告をいたしたいと思います

ので、よろしくご了解のほどお願い申し上げたいと思います。 

 ただ今より本日の会議を開きます。 

 会議日程につきましては、お手元にご配付のとおりでございます。日程表のとおりであ

りますので、よろしくお取り計らいをお願い申し上げたいと思います。 

 本日ご出席の議員は全員でございます。従いまして、有効とみなし、会議は成立いたし

ております。 

 早速、それでは本日の日程に入りたいと存じます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、１４番 川西 仁君、１５番 三宅 共君、１６番 谷 明美君。以上、ご

三方をご指名いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

 日程第２、議案第４６号、美馬市火災予防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５件を一括して議題といたします。 

 この件につきましては所管の常任委員会に付託しておりましたので、各常任委員長の報

告を求めます。開催順にお願いをいたします。 

 初めに、産業常任委員会委員長、片岡栄一君。 

◎１２番（片岡栄一議員） 

 議長、１２番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 片岡君。 

［１２番 片岡栄一議員 登壇］ 

◎１２番（片岡栄一議員） 

 おはようございます。議長のご指名がございましたので、産業常任委員会の審査結果を

報告いたします。 

 本委員会は、今期定例会におきまして付託されました議案第４７号、平成２２年度美馬

市一般会計補正予算（第１号）のうち当委員会関係分、議案第４８号、平成２２年度美馬

市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、議案第４９号、平成２２年度美馬市水道事

業会計補正予算（第１号）の３議案について、審査のため、去る６月２５日、委員会を開

催いたしました。 



－５－ 

 出席の委員は、私を含めて５名であります。 

 付託されました議案審査に当たり、詳細なる説明を求め、慎重審査の結果、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。 

 議案第４７号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第１号）において、まず委員か

ら、緑の分権改革推進事業の概要について質疑がありました。理事者からは、現在、ミマ

コンポストでは鶏ふんを堆肥化し販売を行っているが、需要の低迷、大量在庫等により処

理しきれない鶏ふんを高知にある民間企業に搬送し、焼却処理を行っている。そこで、鶏

ふんを燃料化し、クリーンエネルギーとして再利用できないか、また販売できないか、実

証実験を行うものである。また、今回の事業で鶏ふんの処理量としては搬出処理をしてい

る４,０００トンを見込んでいるとの答弁がございました。 

 次に、委員から、農産物販売システムの概要について質疑がありました。理事者からは、

木屋平地域は大変高齢化が進んでいる地域であり、生産意欲のある高齢者が農産物を出荷

しようにも手段がなく、そのため耕作放棄地が増加している。そこで今回の事業により、

高齢者の生きがいと現金収入を得るため、農作物を集荷し、販売できるシステムの整備を

図るものである。現在、高齢者の生活支援事業等を行っているＮＰＯ法人こやだいらにも

ご協力をいただき、生産物の出荷意向調査や生産品目・生産量等の生産意向調査、また地

元施設の直売所等、販売先市場調査を実施し、販売ルートの開拓をしていきたい。また、

それに併せて、インターネットショップを含めての販売システムの整備を行いたいと考え

ているとの答弁がございました。これに対して、委員からは非常に有意義な事業であるの

で、途中で断念することのないよう行政が継続的にバックアップを行い、確立するまで続

けてもらいたいとの意見が出されました。 

 また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。 

 以上で、産業常任委員長の報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、福祉文教常任委員長、郷司千亜紀君。 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 はい、５番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 郷司君。 

［５番 郷司千亜紀議員 登壇］ 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 議長のご指名がございましたので、福祉文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

 本委員会は、今期定例会において付託されました議案第４７号、平成２２年度美馬市一

般会計補正予算（第１号）のうち当委員会関係分１議案、及び陳情書について、審査のた

め、去る６月２８日に委員会を開催いたしました。 

 出席の委員は、私を含め７名であります。 
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 付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査を

いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。 

 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）では、委員から

預かり保育幼児輸送委託料について、認定子ども園ができるまでの間、それぞれの幼稚園

で預かり保育を実施できないかとの質疑がありました。理事者からは、現在美馬市の預か

り保育はセンター方式で市内４園で実施している。利用者の利便性については配慮が必要

だと思うが、利用者の推移、また費用対効果という課題があるため、当面は現行方式で実

施したいとの答弁がありました。 

 また委員から、学校再編計画策定アンケート調査・分析委託料について、すべての項目

を委託するのではなく、職員で分析をするなど、工夫する必要があるのではないかとの質

疑がありました。理事者からは、質問項目は職員で検討し、作成をしているが、アンケー

ト対象者が３,０００人を超え、多数であることや審議会の答申を８月に受けることにな

っており、早急に実施しなければならないこと、また専門的な分析を行う必要があること

等から委託をすることとしているとの答弁がございました。 

 次に、当委員会の所管事務に関係する陳情書についてでありますが、生活保護の老齢加

算の復活を求める意見書提出についての内容を検討した結果、今後の議会活動の参考とす

ることにいたしました。 

 また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。 

 以上で、福祉文教常任委員長の報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、総務常任委員長、井川英秋君。 

◎８番（井川英秋議員） 

 ８番、井川。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 おはようございます。議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の方から審査

の結果をご報告申し上げます。 

 当委員会は、今期定例会において付託をされました議案第４６号、美馬市火災予防条例

の一部改正についてと、議案第４７号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第１号）

のうち、当委員会関係分、議案第５０号、物品購入契約の締結についての審査のため、去

る６月２９日に委員会を開催いたしました。 

 出席委員は、私を含めて７名でございます。 

 付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査を

いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 それでは、少し審査の過程でありました主な質疑の内容をご報告申し上げます。 

 まず、委員から、議案第４７号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第１号）のう

ち、ふるさと振興費コミュニティ助成金について、選考及び、周知・募集はどのように行

われているかとの質疑がありました。理事者側からは、コミュニティ助成事業は、自治総

合センターの宝くじ普及広報にかかわる収入を財源とし、活動支援をすることでコミュニ

ティの健全な発展を図るもので、対象は美馬市内の自治会や地域的な共同活動を行ってい

る団体、またはその連合体で、その活動にかかる費用が助成される事業であると説明がご

ざいました。選考については、コミュニティ助成事業実施要綱に基づき、市で書類選考を

行い、自治総合センターへ送付するとのことです。周知・募集については広報みまに掲載

し、募集を行い、今年度も３団体が採択されているとの答弁がございました。 

 次に、委員から、総務費の中で財政管理費の委託料で、公会計相談サポート業務委託料

についてもっと具体的に、またその委託先は決まっているのかとの質疑があり、理事者側

から公会計の整備については、総務省からの要請であり、財務諸表の作成、公表のみにと

どまらず、今後の幅広い活用について検討する必要があるため、専門的見地からのサポー

ト委託を行うものであり、委託先はまだ決定されていないとの答弁がございました。 

 次に、委員から議案第５０号、物品購入契約の締結については、導入後６年で購入しな

ければならない理由と、またなぜ、随意契約でなければならないかという質疑がございま

した。理事者側からは、税や住基などを扱う基幹系ホストコンピューターや端末機が耐用

年数を経過し、老朽化したため、システム化の保守や機器の交換部品も今後サポートでき

なくなるのと、今回のシステムの更新によりオープン化した分散型ネットワークを構築し、

メインのホストコンピューターの小型化を図ることとしたとの説明がございました。また、

リース契約により長期間発生する金利手数料などを節減するために、財政的見地から購入

するもので、現行システムと新しいシステムを接続し、支障なく円滑に構築する必要もあ

り、機械操作の互換性が強く求められることから随意契約とするものであるとの答弁がご

ざいました。 

 また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。 

 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

 これより質疑に入りたいと存じます。質疑はございませんか。 

 （「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしと認めます。よって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入りたいと存じますが、討論についてはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしと認め、討論を終結いたします。 



－８－ 

 これより採決を行いたいと存じます。 

 議案第４６号から議案第５０号までの５件について、各委員長の報告はいずれも原案可

決であります。 

 お諮りいたします。 

 議案第４６号から議案第５０号までの５件について、各委員長の報告のとおり決するこ

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） 

 異議なしと認めます。よって、議案第４６号から議案第５０号までの５件については原

案どおり可決されました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、日程第３、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 お手元にご配付のとおり、閉会中の継続調査について申出書が提出されました。 

 継続調査については、各委員長の申し出どおり、それぞれ閉会中の継続調査に付する

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） 

 異議なしと認めます。よって継続調査については、各委員長の申出書のとおり、それ

ぞれ閉会中の継続調査に付することに決定をいたしました。 

 次に、日程第４、特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 この件につきましては、お手元にご配付の特別委員会設置（案）のとおり決定いたし

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、このように決定をいたしたいと存じます。 

 ただ今、設置された特別委員会の委員選任については、委員会条例第８条第１項の規

定により、議長においてお手元のご配付のとおり指名をいたします。 

 各委員会から正・副委員長の互選の結果が報告されておりますので、議長から報告を

いたします。 

 庁舎検討特別委員会委員長に藤田元治君、副委員長に林茂君、美馬市活性化特別委員

会委員長に久保田哲生君、副委員長に谷明美君。以上が選任されましたので報告をいたし

ます。 

 次に、日程第５、議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６０条の規定により、お手元に配付のとおり、議員派遣することに異議

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） 

 異議なしと認めます。よって、お手元のご配付のとおり、議員派遣に関することにつ

いては、原案どおり決定をいたしました。 

 なお、議員派遣に変更がありました場合の措置については、議長に委任されたいと思

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） 

 異議なしであります。よって、議長において、お任せをいただくことと決定をいたし

ました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。 

 閉会に当たり、市長よりあいさつを求められておりますので、許可をいたします。 

◎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） 

 皆さん、おはようございます。 

 美馬市議会６月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し述べたいと存じま

す。 

 今定例会には、一般会計補正予算案など、８件の議案を提出申し上げ、議員各位の熱心

なご審議を賜ったところでございますが、すべての議案につきまして原案のとおりご可決

をいただきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 議案審議の過程におきまして、議員各位からいただきましたご意見、ご提言につきまし

ては、十分に検討を加えまして、今後の市政運営に反映をさせてまいる所存でございます

ので、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。 

 また、今定例会から、本会議の模様がケーブルテレビによりまして、ライブ放送をされ

ることになり、多くの市民の皆様が関心を持って、この中継をご覧になられていることと

存じます。私どもといたしましても、これまでとは違った緊張感を持って、議論を交わさ

せていただきましたが、代表、あるいは一般質問等に対しまして、答弁を申し上げました

項目につきましては、責任感と使命感を持ちながら実現に向けて努力をしてまいりたいと、

そのように思っておる次第でございます。 

 結びとなりますが、ここしばらくは梅雨でございまして、すっきりといたしませんが、

蒸し暑い日々が続きます。議員各位におかれましては、健康に十分ご留意をいただきまし

て、ますますの地域でのご活躍をご祈念を申し上げまして、閉会に当たりましてのごあい

さつとさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 



－１０－ 

 本定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ６月１５日より開会以来１８日間にわたり、議員各位におかれましては終始ご熱心に審

議を賜り、すべての案件を議了いたしましたことは誠にありがたく、厚く御礼を申し上げ

るわけであります。なお、市長を始め、理事者各位におかれましては、審査過程に各議員

から表明されました意見や要望を今後の市政運営に十分反映されますよう、お願いいたす

ものであります。閉会中におきましても、各委員会の継続調査が予定されておりますが、

皆様方には市政発展のためにますますご活躍を賜りますようご祈念を申し上げるところで

あります。ときは、先ほど申し上げましたように文月であります。ますます、向暑のみぎ

りでございますが、議員、理事者ともにそれぞれ十分ご自愛されて、この千変万化を、不

透明と言われる時期に将来美馬市の一つの光明を見出して、一層各位奮励努力せよ、以上

を申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。 

 本日これにて散会といたします。ご苦労でございました。 

閉会 午前１０時２５分 

 


