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  ２０番  武田 保幸 

                                         

◎ 欠席議員 

   ９番  西村 昌義 

                                         

◎ 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 
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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 

  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。 

              １７番  前田 良平 議員 

              １８番  三宅 仁平 議員 

              ２０番  武田 保幸 議員 
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開会 午前１０時０１分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 改めて、おはようございます。開会に当たり、ごあいさつを申し上げます。 

 今年の夏は異常な暑さでございまして、予報では冷夏と言われておったわけでございま

すが、この暑さは本当にこれいかにでございます。９月と申しましたら、ほとんど初秋で

ございまして、秋風が立つというのが通例でございますが、本当に３０度が続いて、真夏

日が続いておることは、誠に水不足もまた心配もされるところでございます。しかし、理

事者、議会を問わず、ほとんど全員の方がお元気で、この暑い中にもかかわりませず健康

を保持され、ご出席をいただいておることは誠に慶賀にたえないところであります。 

 しかし、今中央政府では大変な混乱が起こっており、この時期に混乱が早く静まってし

っかり安定をして、我々の暮らし向き等についてもご方針をいただくということが大切で

はなかろうかと、そういうふうにひとえに思うところであります。 

 今議会、皆さん方、それぞれこうしてお元気でご出席でございます。我が市におかれま

しても、ご多分に漏れず困難な毎日、そして行政、財政状況が続いております。今議会で

更に将来に向かって一筋の光明を見出すような提言でもいただければ、大変これにまさる

幸せはないのではなかろうかと思います。一言申し上げまして、ごあいさつといたします。

本会議、今日もよろしくお願い申し上げます。 

 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９月美馬市定例会を開会いたします。 

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

することといたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 なお、西村議員より欠席の届けが出されておりますので、報告をいたしておきたいと思

います。 

 日程に入る前に、諸般の報告を行います。まず、私の報告から行います。 

 まず、７月２３日、一部事務組合の臨時議会が招集され、副議長並びに所管常任委員長

とともに出席をいたしました。 

 次に、７月２５日、社会を明るくする運動美馬地区決起大会が、つるぎ町就業改善セン

ターで開催され、出席をいたしました。 

 次に、７月２７日、国道４３８号整備促進期成同盟会通常総会が丸亀市で開催され、こ

れに出席をいたしました。 

 次に、７月２８日、北海道江別市議会の会派５名の「食育について」の行政視察があり、

教育委員会部局とともに対応をいたしました。 

 次に、７月２９日、全国市議会議長会第１３８回社会文教委員会が全国都市会館で開催

され、出席をいたしました。 

 次に、８月９日、千葉市香取市議会の会派５名が「うだつの町並み」の重伝建の保存・

観光行政の取り組みなどについて行政視察があり、市長部局とともに対応をいたしました。 
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 次に、８月１０日、徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会が徳島市で開催され、出

席をいたしました。 

 次に、８月２４日、美馬市と中国雲南省大理市との友好都市締結協定書調印式が脇町の

ザ・ディスティーノで行われ、副議長とともに出席をいたしました。 

 次に、監査委員から平成２２年５月、６月、７月分の例月出納検査についての報告が提

出されております。 

 なお、報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきましては、事務局に保管をしてお

りますので、必要に応じてご高覧をいただきたいと思います。 

 以上で議長の報告を終わります。 

 次に、各委員長の報告をお願い申し上げます。 

 総務常任委員会より、閉会中の継続調査の報告を行います。 

 総務常任委員長、井川英秋君。 

◎８番（井川英秋議員） 

 議長、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。 

 総務常任委員会からのご報告を申し上げます。 

 去る８月１１日、入札制度・物品購入についての調査研修を行うため、閉会中に総務常

任委員会を開催いたしました。その内容をご報告いたします。 

 ４月の市議会改選前より、委員会を開くたびに入札及び物品納入について問題提起、審

議されることが多く、所属委員も常に研さんを深め、制度全体を把握しておく必要がある

ことから、当日、河野副市長を始め、理事者のご出席をいただき、契約管財課より詳細な

る説明をいただきました。 

 出席委員は、私を含め８名でございます。以下、主な質疑の内容をご報告いたします。 

 まず、入札制度についての意見の中で、水道工事、農業集落排水工事における業者選定

について、両工事ともに管工事であるのに、指名審査委員会の中では水道工事、農業集落

排水工事に分けて、業者選定をすることに異論は出ないのかとの質疑がございました。 

 担当者からは、農業集落排水工事の業者選定については、市内の土木事業者のうち、管

工事の建設業許可を有し、経営審査の完成工事高を有している事業者１５社から選定して

いる。水道工事の給水装置を含む工事については、市内全域とし、水道施設と管工事の建

設業許可を持ち、経営審査の完成工事高を有しており、かつ美馬市水道条例に定める給水

装置工事主任技術者を雇用する事業者１３社から選定しているとの答弁がございました。 

 農業集落排水工事については、これまでの落札状況を見ると、発注地域の土木工事の事

業者を選定しているが、その中でも管工事の事業者が主に受注しているように見受けられ
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る。今後、地域の土木事業者だけでなく、市内全域が指名範囲となっている管工事事業者

への指名も含めた、発注形態について議論をお願いしたいとの要望がございました。 

 また、一般土木工事の地域割について、７地区を合併前の自治体の内容を基本として引

き継いでいるが、発注バランスは取れているのか、１箇所に集中することはないのかとい

う質疑がございました。 

 理事者からは、現在、木屋平・穴吹・美馬２地区・脇町３地区からの７地区を工事案件

により適切事業者を選定しており、建築工事については、合併前の自治体単位で指名して

いるが、穴吹と木屋平地区については事業者数の減少に伴い、統合して穴吹・木屋平地区

での事業者選定を基本としている。なお、舗装・建築・水道事業については、全市で発注

を考えているとの答弁がございました。 

 この答弁に対して、従来の地域割は建設工事の発注量が多い時代のことであり、今どこ

の自治体においても、建設工事の発注量が減少しているにもかかわらず、その地域を優遇

する発注形態は必要なのかとの鋭い指摘もございました。 

 理事者からは、建設業者が山間地域になくなるということは、地域の人口も減少し、山

林や道路・施設等の管理が維持できなくなるということにつながる恐れがある。しかし、

予算が減少する一方で、市内の建設業者が今の現状のままではすべてが生き残っていくこ

とは困難と考えている。将来的には見直しも考えていく必要があるとの答弁がございまし

た。 

 また、随意契約について、地方自治法の規定に沿って土木建設工事は１３０万未満、測

量設計であれば、５０万未満を基本に行っているとあるが、特例はあるのか、あればどの

ようなものかという質疑がございました。 

 理事者側からは、土木工事における特例での随意契約の事例はほとんどない。設計委託

について言えば、県土連、森林土木協会の諸団体については、自治体が会員となり設立し

た団体であり、国等関係機関や自治体との連絡も密にしながら業務を行い、実績も信頼度

も非常に高いということで、また費用についても非常に安価であることから、随意契約の

条件に合っており、法的には問題はないとの説明もございました。今後、契約の段階で法

に反しないように、十分精査をしていきたいとの答弁がございました。 

 ほかに物品購入の方針及び２１年度入札落札率・工事落札実績等についても詳細に説明

をいただき、活発な質疑を行いました。 

 以上、総務常任委員会の報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、庁舎検討特別委員会委員長、藤田元治君より委員会の中間報告をお願いいたしま

す。 

◎６番（藤田元治議員） 

 ６番、藤田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田君。 
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［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 

 議長よりご指名がございましたので、庁舎検討特別委員会の中間報告をいたします。 

 休会中の８月１３日、第１回庁舎検討特別委員会を開催いたしました。 

 この特別委員会におきましては、総務課長より、２年前に設置されました庁舎建設特別

委員会の会議資料に基づき、これまでの経緯について説明をいただきました。 

 また、理事者から本委員会のタイムスケジュールとして、１２月議会までには特別委員

会の最終結論を出していただき、庁舎検討市民委員会の意見とともに、総合的に判断した

いとの意向が示されました。 

 委員からは、非常に時間がない、せっぱ詰まった状況ではあるが、早く結論が出せるよ

うに検討しなければならないとの意見が出されました。 

 また、８月３１日、第２回の特別委員会を開催し、財政課長より庁舎建設を含んで試算

をした中期財政状況の見通しについて説明をいただきました。 

 委員からは、市の財政状況は非常に厳しい見通しであり、新庁舎を建設するのは難しい

状況ではあるが、市民の利便性、まちづくり等々さまざまなことを踏まえて、さまざまな

角度から検討することが必要であるとの意見、また合併協定書に記載されている新庁舎の

建設に関することは、合併をするに当たり、市民コンセンサスを得たものであり、非常に

重く、尊重しなければならないことであり、本市の財政状況を始め、さまざまなことを勘

案し、総合的に判断し、市民の皆様方に説明責任を果たしていくことが必要であるとの意

見がありました。 

 現状況では、建設計画の中で合併特例債と一般財源のとらえ方について、一昨年の特別

委員会で視察した四万十市を始め、実際に庁舎を建設した自治体、あるいは今計画をし始

めている自治体と、先般説明をされました本市の試算とは大きな隔たりがあり、この部分

を明確にするために、実際に庁舎を建設した自治体、あるいは今計画をしている自治体で

ある兵庫県宍粟市及び和歌山県紀の川市に研修に行くことといたしました。 

 この研修の結果を、再度、財政計画のシミュレーションを始め、建設をした場合の将来

負担、しなかった場合の将来負担等々、現状で想定可能なさまざまなことをさまざまな角

度から検討をしていくことといたしました。 

 以上で庁舎検討特別委員会の中間報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で各委員長よりの報告を終わります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程につきましては、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。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１７番 前田良平君、１８番 三

宅仁平君、２０番 武田保幸君を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 
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 お諮りいたします。本定例会の会期は、９月１日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から１０月１日までの２４日間とし、９日から１４日までの６日間と、１８日から３０

日までの１３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。よって、本定例会の会期は、本日から１０月１日までの２４日間

とすることに決定をいたしました。 

 日程第３、議案第５１号、美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例

の一部改正についてから、議案第６０号、過疎地域自立促進計画の策定についてまでの１

０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） 

 議長。 

◎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。 

 本日、９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

出いたしてございますが、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、市民の皆様方のご理解とご協力を賜

りたいと存ずる次第でございます。 

 初めに、中国大理市との友好親善事業についてであります。 

 このことにつきましては、先月２４日に大理市から馬 忠華市長を始め、６名の皆さん

をお迎えいたしまして、飯泉徳島県知事の立ち会いのもとに、両市の友好都市協定書の調

印を滞りなく執り行うことができました。 

 そして、今後の交流事業の進め方につきまして協議を行ったところでございますが、こ

の中では、まず来年度に相互に使節団を派遣することや、インターネットを活用した小中

学生の交流、産業や文化を通じた交流などを進めていくことを共通の認識として確認をい

たしました。 

 また、飯泉知事からは、「徳島県としても、現在、医療観光や教育観光を核とした、中



－９－ 

 

国人誘客のためのプロジェクトを全庁を挙げて推進をしている。こうした中で、両市の交

流が今後ますます進展していくことを期待している。」との言葉をいただいたところでご

ざいます。 

 また、調印式の後に開催をいたしました、記念交流会におきましては、市議会から藤川

議長さんを始め、全議員の皆様や関係者の皆様のご出席を賜り、なごやかな雰囲気の中で

交流を深めることができました。ご協力を賜りましたすべての皆様に改めて心から厚く御

礼を申し上げる次第でございます。 

 今後とも、美馬市日本中国友好協会や大理市の大理学院と友好協定を締結し、既に学術

面での交流を進めております徳島大学などと連携を図りながら、大理市との友好親善を進

め、本市にとって効果的な交流事業を実施してまいりたいと考えております。 

 次に、美馬市制５周年記念式典についてであります。 

 本市は、本年３月１日で合併５周年という節目の年を迎えたところでございますが、こ

の記念事業といたしまして、来月２３日に美馬市制５周年記念式典を開催いたしたいと考

えております。 

 この式典では、合併後の本市の歩みを収録したＤＶＤの上映や、本市の基盤づくりにご

尽力をいただきました個人や団体に対する感謝状の贈呈、また現在制定に向けて準備を進

めております、美馬市の市民憲章の披露などを執り行う計画といたしております。 

 また、この式典には、姉妹都市であります、北海道の新ひだか町や兵庫県の洲本市から

もご出席をいただく予定となっておりますが、この機会に、お互いの友好関係を確認し、

今後の交流の進め方についての協議を行う場も持ちたいと考えております。 

 市制５周年を市民の皆様とともにお祝いをし、美馬市の更なる飛躍と発展につながる式

典にいたしたいと考えておりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

 次に、本市の財政状況についてでございます。 

 平成２１年度の決算の認定を今定例会に付することといたしておりますが、実質収支に

つきましては、一般会計を始め、すべての会計で黒字ということとなってございます。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法に規定をされ

ております実質公債費比率、将来負担比率などの財政の健全化判断比率につきましては、

国が定める基準を下回っておりまして、更に前年度数値と比較をいたしましても、改善さ

れたものとなっております。 

 しかしながら、健全化判断比率の数値は、あくまでも自治体が行政運営を進める上での

最低限の目安となる数値でございまして、地方交付税の優遇措置など、合併特例法の適用

期間がおおむね終了する、平成２７年度以降の本市の財政運営は非常に厳しい状況になる

ことが想定をされております。 

 また、市民ニーズの多様化に伴いまして、求められる公共サービスの範囲が拡大し、行

政や財政及び組織が膨張化する傾向がある中で、既存事業の大胆な見直しや、再構築が求

められているところでもございます。 
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 こうした課題に対応しながら、本市が将来においても安定した行政運営を行っていくた

めには、これまで以上に義務的経費の削減や基金の充実を図っていくことが必要でござい

まして、今後５年間の財政運営が、本市の将来にとって非常に重要な位置づけになるもの

と認識をいたしております。 

 本年２月に策定をいたしました、平成２７年度以降の美馬市財政運営指針では、１０年

後の実質公債費比率を１０％以下という、財政健全化法の規定よりも厳しい目標を設定い

たしておりますが、こうした目標を達成するためにも、引き続き行財政改革に積極的に取

り組み、本市の財政基盤の充実に努めてまいらなければならないと考えておるところでご

ざいます。 

 次に、当面する市政の課題と主要施策について申し述べたいと存じます。 

 まず、市民が大切にされるまちづくりについてでございます。 

 今定例会に、過疎地域自立促進計画の策定についてを議案として提出をいたしておりま

すが、この計画は従来のハード事業に加え、市民の健康づくりや高齢者対策など、地域福

祉の向上につながる事業や、デマンド交通システムの導入による交通弱者対策など、ソフ

ト事業を盛り込んで策定をいたしております。 

 従来、こうした事業は、主に市の単独事業で対応いたしておったものでございますが、

今回の計画に計上することによりまして、ソフト事業分として、別枠で過疎債の適用が認

められ、財政的な支援が受けられることとなってございます。 

 現在、地域情報システムを活用した、健康支援事業の実証実験などを実施いたしており

ますが、こうした事業の推進を始め、今後とも過疎債などの有利な財源を効果的に活用し

ながら、地域福祉の向上につながる事業はもとより、市民生活の充実を図るための事業を

積極的に推進をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、安心・安全・快適で便利なまちづくりについてであります。 

 義務教育施設の耐震化についてでありますが、このことにつきましては、昨年度の国の

緊急経済対策による、地域活性化公共投資臨時交付金や安全・安心な学校づくり交付金な

どの有利な財政支援が示されたことから、約１２億３,０００万円の予算を確保いたしま

して、現在取り組んでいるところでございます。 

 この事業の進捗状況につきましては、これまでに耐震診断を経て、実施設計が完了した

施設から順次、耐震補強工事に取りかかっておりまして、本年度に予定をいたしておりま

す５校の校舎や管理棟につきましては、すべて発注が完了をいたしております。 

 また、屋内運動場につきましては、６校を予定いたしておりますが、４校につきまして

は、発注を終えておりまして、残る２校につきましても、設計等の準備が整い次第、発注

を行う計画といたしております。 

 こうした耐震補強工事が完了いたしますと、市内の小中学校施設の耐震化率は８７.

３％となりまして、徳島市などとともに、県内ではトップレベルの水準に達するなど、学

校の耐震化が大きく向上するものとなっております。 

 なお、老朽化した施設につきましては、今回の耐震補強工事と併せてリフレッシュ工事
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を現在行っております関係から、工事期間が長期化し、児童・生徒の皆さんを始め、関係

者の皆さんにご不便をおかけしておりますが、早期完成を目指して取り組んでおりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

 続きまして、環境と調和するまちづくりについてであります。 

 拝原最終処分場適正処理事業についてでございますが、この事業につきましては、吉野

川下流域の住民で組織する、吉野川命の水の会や地元の反対住民の皆さんから、現計画に

ついて実施設計を行う段階で、技術的な安全性を証明する議論を、専門家及び関係者を含

めて公開の場で行ってほしいとの要望がございました。 

 そこで、現計画の安全性について、大多数の関係者の皆さんに理解を深めていただくた

めに、去る７月３１日に嘉門先生を含む専門家の先生方を始め、地元拝原地区の住民代表

者や下流域住民団体の代表者の皆さんなど、１４名で構成をする拝原最終処分場検討委員

会を立ち上げたところでございます。 

 そして、委員長に嘉門先生、副委員長に徳島大学の中嶋先生を選任の上、同日第１回目

の検討委員会を開催いたしまして、現計画について専門的、技術的な面から更に掘り下げ

た議論を行っていただいたところでございます。 

 第１回検討委員会における審議結果は、現在の拝原最終処分場に埋設されているごみの

ガス調査や、廃棄物の下の地質が汚染されていないかについて、明確でない部分があると

のご指摘もございますので、従前の調査に追加をいたしまして、ボーリング調査を実施す

ること。 

 また、埋設ごみによる地下水への影響を調査するために、地下水の流行や流速、水質調

査について追加調査を行うなどの指示をいただいております。 

 このため、現在、具体的な調査の手法について検討作業を進めているところでございま

して、できるだけ早期に追加調査を実施することといたしております。 

 今後のスケジュールといたしましては、ただ今の追加調査の結果や、現在調査中の生活

環境影響調査のデータをもとに、１０月中に第２回の検討委員会を開催し、技術面を中心

に詳細な審議を行う予定といたしております。 

 続きまして、活力がみなぎるまちづくりについてでございます。 

 今年の夏は、記録的な猛暑が続いたところでございますが、この暑さを吹き飛ばすよう

に、各種スポーツでみまっこ達が大活躍を見せてくれました。 

 まず、スポーツ少年団関係では、少女ソフトボールの岩倉ビクトリーズが、第２４回全

日本小学生女子ソフトボール大会でベスト８という好成績を上げていただきました。また、

少年野球では、岩倉ポパイズが筑後川旗第２７回西日本学童軟式野球大会で優勝いたしま

した。更に、脇町桜ケ丘スポーツ少年団が、第５１回徳島新聞社杯こども野球のつどいで

優勝するという快挙をなし遂げていただきました。 

 また、中学校総合体育大会でも女子ソフトボールで、岩倉・美馬中学校の合同チームが

県大会及び四国大会で優勝したことを始め、広報みま８月号でもお知らせをいたしました

とおり、柔道や水泳、陸上などの個人競技でも、大勢のみまっこ達が輝かしい成績を残し
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てくれました。 

 私たちに元気と活力を与えてくれた、みまっこ達の大活躍に拍手喝采を送りますととも

に、こうしたすばらしい成績をばねとして、今後とも市内全域にスポーツの輪が大きく広

がっていくことを期待いたしております。 

 また、８月１日に開催をいたしました、第２４回穴吹川筏下り大会には、今年も県内外

から大勢の皆さんにご参加をいただきまして、大きな盛り上がりを見せました。参加され

た皆様方には、１５年連続水質四国一に認定された、清流穴吹川のすばらしさを再認識さ

れるとともに、本市の美しい自然を身近なものとして体験していただけたもの、というふ

うに考えてございます。 

 これからの本市の主な観光イベントといたしましては、１０月９日から１１日にかけま

して、うだつ黄門祭りを、また年明けの１月８日から２月２０日にかけましては、第４回

目となる假屋崎省吾先生の「うだつをいける」を新鮮さや独創性を失することなく、より

多くの人たちに来ていただけるよう、工夫を凝らしながら開催をする予定といたしておる

ところでございます。 

 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、こうしたイベ

ントを更に充実をさせまして、美馬市ならではの、特色ある観光施策を積極的に推進して

まいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、第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。 

 本市では、地域の歴史や文化、自然環境を生かした個性あふれるまちづくりを進めるた

めに、平成１７年度から国土交通省のまちづくり交付金制度を活用いたしまして、脇町地

区の観光・リゾートタウンづくりに取り組んでまいりました。 

 この事業におきましては、まちづくりワークショップなどを通じまして、市民の皆さん

からアイデアを出していただきながら、うだつの町並みなどの景観の保存やボランティア

活動の促進を図っていただきますとともに、周辺に点在する観光施設の整備や周遊性を高

めるためのアクセス整備など、ハード、ソフト両面からさまざまな事業を展開してまいっ

たところでございます。 

 こうした本市の取り組みは、国土交通省から手づくりふるさと賞やまちづくり交付金大

賞のテーマ賞を授与されるなど、高い評価をいただいておるところでございます。 

 また、現在、美馬町地区におきまして、こうした交付金制度を活用いたしまして、同様

の計画を進めておりますが、この事業の推進に当たりましては、ワークショップなどを開

催しながら、地域の皆様のご意見を十分聞かせていただきながら、計画づくりに取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 そして、国指定史跡である段の塚穴や郡里廃寺跡、また特徴的な景観を形成している寺

町など、地域の特性を生かしながら、歴史的な文化と調和したまちづくりを地域の皆様と

ともに進めてまいりたいと思っております。 

 最後に、市民と行政による共創・協働のまちづくりでございます。 

 まず、ケーブルテレビを活用した情報化の推進についてであります。 
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 市民の皆様への情報の発信につきましては、ホームページや広報紙、音声告知放送あい

ねっとみまに加えまして、７月８日からケーブルテレビで市の自主製作番組、広報みまＴ

Ｖの放送を開始いたしました。 

 また、ケーブルテレビでは、美馬市の観光ビデオや防災啓発ビデオ、文字放送を使って

のイベント情報などを適宜放送いたしておりますが、今後はこうした内容を更に充実させ

てまいりますとともに、市民の皆様にも参加をしていただきながら、魅力ある番組づくり

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、市民憲章の制定についてでございます。 

 市民憲章につきましては、検討委員会からご報告をいただきました原案をもとに、現在

ホームページやケーブルテレビなどを通じて、市民の皆様からパブリックコメントの募集

を行っておるところでございます。 

 市民憲章の最終的な文面につきましては、パブリックコメントを通じ、市民の皆様から

ちょうだいをいたしました、ご意見やご提言を参考にさせていただきながら、今月末まで

に決定をし、来月２３日の美馬市制５周年記念式典において、発表をさせていただきたい

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５１号から議案第６０号までの１０議案につき

まして、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５１号、美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一

部改正についてであります。 

 これにつきましては、母子家庭に適用されております医療費の助成制度を、新たに父子

家庭に対しましても適用するために、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５２号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第２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、３億４,５００万円を追加いたし

まして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ、１７５億７,０５０万円とするものでご

ざいます。 

 補正予算の主なものでございますが、まず総務費では、地域総合整備資金貸付金として、

１億６,０００万円を計上いたしております。 

 この事業は、新たに雇用の創出など、地域振興につながる民間プロジェクトを支援する

ために制定された、ふるさと融資制度にかかわるものでございまして、市内の医療法人が

実施する病院の新築移転やグループホームの整備に対して無利子融資を行うものでござい

ます。 

 民生費では、子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料といたしまして、６６７万２,０

００円を計上いたしております。この事業につきましては、中学校３年生の女子を対象と

してワクチン接種経費の全額を補助するものでございます。 

 農林水産業費では、農産物加工施設など、多目的集会所の修繕事業費のほか、とくしま

強い農林水産業づくり事業補助金を活用いたしました、農業や森林整備作業を効率化する
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ための機器の購入助成金などといたしまして、全体で１,０６１万円を計上いたしており

ます。 

 土木費では、高質空間形成施設整備事業費として、３,４００万円を計上しておるとこ

ろでございます。 

 この事業は、国の社会資本整備総合交付金（旧まちづくり交付金）を活用いたして実施

するものでございまして、内容といたしましては、脇町北庄地区の天神池周辺の遊歩道等

や休憩所につきましての整備を行うものでございます。 

 教育費では、クロスカントリー大会開催補助金として、５４０万円を計上いたしており

ます。 

 本市は、美馬商業高校を中心として、県内でも陸上の中・長距離競技が大変活発でござ

いまして、新春の徳島駅伝でも６位の入賞を果たしております。また、美馬中学校などの

陸上部においても目覚ましい活躍を見せております。 

 この大会は、美馬商業高校が実施をいたします、県のオンリーワン・ハイスクール事業

と連携をしながら実施する計画といたしておりますが、関係者の皆様と十分に協議を行い

ながら、選手の育成を図ってまいりますとともに、市民の皆さんが参加をしやすい大会と

なるように進めてまいりたいと考えております。 

 次に、特別会計の補正予算についてでございます。 

 特別会計につきましては、議案第５３号、平成２２年度美馬市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）から議案第５７号、平成２２年度美馬市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）までの５つの会計で、補正予算額は４,０２３万４,０００円となってござ

います。 

 続きまして、議案第５８号及び議案第５９号の決算認定についてでございます。 

 議案第５８号、平成２１年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算認

定についてでは、一般会計及び住宅新築資金等貸付事業特別会計ほか９つの特別会計の歳

入歳出決算について、また議案第５９号、平成２１年度美馬市水道事業会計決算認定につ

いてでは、水道事業会計の決算について、議会の認定をお願いするものでございまして、

監査委員のご意見を付しまして、提案をさせていただいております。 

 次に、議案第６０号、過疎地域自立促進計画の策定についてでございます。 

 この計画は、県が定める過疎地域自立促進方針に基づきまして、平成２２年度から平成

２７年度までの６年間の計画を策定したものでございまして、県との協議が整いましたの

で、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定によりまして、議会の議決を求める

ものでございます。 

 内容につきましては、これまで取り組んでまいりました過疎対策の成果を生かしながら、

本市の総合計画に基づく各種施策を実施していく中で、ハード、ソフトの両面から地域の

自立と振興を図っていこうとするものでございます。 

 以上が、今定例会に上程をいただきました議案の主な内容でございます。 

 なお、報告案件につきましては、後ほど担当部長から説明をいたさせますので、十分ご
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審議をいただきまして、原案どおりご可決を賜りますようお願いを申し上げまして、私か

らのごあいさつ及び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を申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で市長よりの提案理由の説明を終わります。 

 ここで、議案第５８号、平成２１年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳

出決算認定について及び議案第５９号、平成２１年度美馬市水道事業会計決算認定につい

ての２件につきましては、監査委員から決算審査の結果の報告を賜りたいと存じます。 

◎代表監査委員（松家忠秀君） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 代表監査委員、松家忠秀君。 

［代表監査委員 松家忠秀君 登壇］ 

◎代表監査委員（松家忠秀君） 

 監査委員の松家です。 

 藤川議長さんよりご指名をいただきましたので、美馬市監査委員を代表いたしまして、

平成２１年度美馬市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査、水道事

業会計決算審査の概要をご報告申し上げます。 

 市長から審査に付されました各会計歳入歳出決算書及び付属書類、定額運用基金に関す

る調書、更には水道事業決算報告書、財務諸表、事業報告書及び付属明細書が地方自治法

並びに地方公営企業法に準拠して作成されているかどうか、またこれらの計数は正確性を

有しているかどうかを検証するために、議会選出の藤原委員とともに、関係諸帳簿その他

証憑類、総勘定元帳その他会計帳票との照合など、実施すべき審査手続を実施いたしまし

た。 

 それでは、第１に一般会計及び特別会計、第２に水道事業会計と二つに分けて決算審査

報告をいたします。 

 まず、平成２１年度美馬市一般会計及び特別会計歳入歳出決算、起債の状況並びに基金

運用状況についてでございます。 

 審査の結果、それぞれ計数に誤りはなく、予算の執行及び会計収支に関する事務の処理

は適正に行われていることを確認いたしました。詳細につきましては、お手元の決算審査

意見書のとおりでございますが、その概要について一部ご報告させていただきます。 

 なお、金額につきましては、原則として、万円単位のご報告とさせていただきますので、

ご了承ください。 

 一般会計につきましては、歳入決算額が１９７億２,７５１万円で、前年度決算額に比

べまして６.２％の増でございます。予算現額に対する収入率は８７％となっております。 

 歳出決算額は１９２億７,９１２万円で、前年度決算額に比べまして、６％の増となっ

ております。予算現額に対する執行率は８５.１％でございまして、歳入歳出差引残額は
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４億４,８３８万円となりまして、翌年度へ繰り越すべき財源８,８１３万円を差し引きま

した実質収支は３億６,０２５万円の黒字となっております。 

 次に、特別会計につきましては、美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計など、全１２

事業の特別会計がございますが、合計のみのご報告に代えさせていただきます。 

 歳入決算額は８８億９,３４６万円で、前年度決算額に比べまして９.３％の減でござい

ます。予算現額に対する収入率は９９.２％となっております。 

 歳出決算額は８６億６,５１８万円で、前年度決算額に比べまして７.６％の減となって

おります。予算現額に対する執行率は９６.６％でございまして、歳入歳出差引残額は２

億２,８２８万円となりまして、翌年度へ繰り越すべき財源５９６万円を差し引きました、

実質収支は２億２,２３２万円の黒字となっています。 

 続いて、起債状況についてご報告いたしますと、一般会計分では、決算年度中に４億２,

８９６万円の減額となり、平成２１年度末現在高といたしましては、２４７億９５６万円

となっております。 

 特別会計分では、決算年度中に１億７,５０２万円の減額となり、平成２１年度末現在

で４３億４,８２５万円となっております。 

 一般会計、特別会計、合計で平成２１年度末現在高は２９０億５,７８１万円となって

おります。この結果、一般会計、特別会計を合わせた市民１人当たりの市債残高は、平成

２１年度末住民基本台帳の人口３万３,１０１人で割りますと、８８万円となっています。 

 また、基金につきましては、合計で、決算年度中に６億９,６９１万円増加し、平成２

１年度末残高は４９億２,２６６万円となっております。 

 本市の自主財源比率はわずか２０.６％であり、地方交付税などの依存財源が歳入のほ

とんどを占めている結果となっております。平成２２年度の地方交付税については、新た

に雇用対策・地域資源活用臨時特例費が創設されておりますが、本市財政を取り巻く状況

は依然として厳しいものがございます。 

 貴重な自主財源であります、市税や使用料などの未収金の解消に努められますとともに、

引き続き経費の削減に努められまして、限られた財源による重点的かつ効率的な行財政運

営が行われますよう期待いたします。 

 次に、第２の水道事業会計決算についてご報告申し上げます。 

 審査を実施いたしましたところ、経営成績及び財政状況は適正に表示されていることを

確認いたしました。詳細については、お手元の水道事業会計決算書内に折り込まれており

ます意見書のとおりでございますが、その概要について一部ご報告いたします。 

 平成２１年度末における業務成績は、給水人口が２万５,３０２人、給水戸数は９,７３

４戸であり、前年度に比べて給水人口は３３２人、給水戸数は１０３戸ともに減少いたし

ました。 

 年間給水量は４０１万立方メートルで、前年度に比べて３万立方メートルの増加となり

ました。有収率については７３.５％となっております。 

 一方、経営状況につきましては、水道事業収益が５億２,７４７万円であるのに対し、
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事業費用は４億６,２４８万円となり、差し引き６,４９９万円の純利益となっております。 

 水道事業は、生活用水その他の浄水を市民に供給し、公共の福祉を増進することを意義

にしており、決して営利を目的としたものではございませんが、安定した経営のため、自

己資本の少ない現状では、引き続き経費を削減されるとともに、営業収益の根幹をなす水

道使用料の未収金解消に向けた取り組みや、長期展望に立った資金計画による設備更新と

いった企業努力が求められます。 

 以上、簡単でございますが、決算審査報告に代えさせていただきます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で監査委員の決算報告が終わりました。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっております議案第５８号、議案第５９号の決算認

定につきまして、８人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 異議なしでありますので、さよう決定いたしたいと存じます。 

 ただ今設置されました特別委員会の委員選任につきましては、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にご配付のとおり、指名をいたしたいと存じます。 

 なお、正・副委員長の互選が行われておりますので、議長から報告をいたします。 

 決算特別委員会委員長に三宅共君、副委員長に武田喜善君が選任されました。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 次に、日程第４、報告第２号、平成２１年度美馬市健全化判断比率及び資金不足比率に

ついてから報告第８号、美馬市土地開発公社の経営状況についてまでの７件について報告

を求めます。 

◎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、平成２１年度美馬市健全化判断比率及び資金不足比率につきましてご説明を

いたします。 

 議案書の方の７ページをご覧いただければと思います。 

 この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定によりまして、監査委員の意見をつけてご報告を申し上げるものでございます。 

 まず、表の１、健全化判断比率でございますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率に

つきましては、本市の普通会計及び特別会計ともに黒字決算でございまして、数値はござ

いません。 



－１８－ 

 

 次に、実質公債費比率は本市の普通会計、公営事業会計及び一部事務組合、広域連合を

含めた公債費比率でございますが、法令で定めます早期の健全化を図るべき基準となって

おります２５％に対しまして、本市の数値は１５.７％となっております。将来負担比率

につきましては、本市の普通会計、公営企業会計、一部事務組合、広域連合に加えまして、

土地開発公社、第３セクターを含めた比率でございますが、法令で定めます早期健全化を

図るべき基準の３５０％に対しまして、本市の数値は１１４.６％となっております。 

 次に、表の２、資金不足比率についてでございますが、本市のすべての公営企業で資金

不足額は生じておりません。従って数値はございません。 

 なお、８ページから１２ページにかけまして審査いただきました監査委員の意見書の写

しを掲載いたしておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 以上、ご報告申し上げましたように、本市の平成２１年度決算に基づきます美馬市健全

化判断比率、資金不足比率につきましては、いずれも法令で定めております健全化を図る

べき基準を下回る結果となっております。今後とも引き続き、健全な財政運営に努めてま

いりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

◎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） 

 続きまして、１３ページをお願いいたします。 

 有限会社ミマコンポストの経営状況を説明する書類について、地方自治法第２４３条の

３第２項の規定により、報告第３号のとおり提出をいたします。 

 １４ページは、第１６期、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業実

績書でございます。鶏糞堆肥の製造販売事業として１億７,２２８万７,０１４円の総支出

額となっております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 続いて、貸借対照表でございますが、平成２２年３月３１日現在、資産の部では、流動

資産、固定資産、合わせまして２億２,０２１万２,２００円となっております。次に、負

債及び純資産の部では、流動負債と固定負債を合わせました負債合計２億３,１７１万５,

９９２円となっております。純資産合計は資本金等マイナス１,１５０万３,７９２円であ

り、負債及び純資産合計は２億２,０２１万２,２００円であります。 

 続いて、１６ページから１７ページにわたり掲載しております損益計算書でありますが、

売上高、営業外収益、特別利益を合わせました収益合計は１億７,３３６万８,９０８円と

なっております。一方、売上原価、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用を合わせま

した費用合計１億７,２２８万７,０１４円であり、収益合計から費用合計を差し引いた当

期純利益は１０８万１,８９４円となっております。 
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 次のページは、第１７期、平成２２年４月１日から２３年３月３１日までの事業計画書

でございまして、鶏糞堆肥の製造販売事業として１億８,３１８万２,０００円の予算とな

っております。 

 続きまして、１９ページをお願いいたします。 

 株式会社ウッドピアの経営状況を説明する書類について、地方自治法第２４３条の３第

２項の規定により、報告第４号のとおり提出をいたします。 

 ２０ページは、第１６期の事業実績書でございます。 

 森林整備事業として１億２,４８４万４７２円の総支出となっております。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 続いて、貸借対照表でございますが、平成２２年３月３１日現在、資産の部では、流動

資産、固定資産、合わせまして１億４,９７１万３３４円となっております。次に、負債

及び純資産の部では、流動負債及び固定負債を合わせました負債合計は４,２９６万２,８

９６円となっております。また、純資産合計は資本金等１億６７４万７,４３８円であり、

負債及び純資産合計は１億４,９７１万３３４円であります。 

 続いて、２２から２３ページにわたり掲載しております損益計算書でありますが、売上

高、営業外収益、特別利益を合わせました収益合計は１億２,８１９万９,６９６円となっ

ております。一方、売上原価、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用を合わせました

費用合計は１億２,４８４万４７２円であり、収益合計から費用合計を差し引いた当期純

利益は３３５万９,２２４円となっております。 

 次のページは、第１７期の事業計画書でございまして、森林整備事業として１億１,２

３８万５,０００円の予算額となっております。 

 続きまして、２５ページでございます。 

 ふるさとわきまち株式会社の経営状況を説明する書類につきまして、地方自治法第２４

３条の３第２項の規定により、報告第５号のとおり提出をいたします。 

 ２６ページは、第１２期の事業実績書でございます。 

 脇町劇場管理運営事業から藍蔵運営事業までの６事業につきまして、８,０４８万９,６

５１円の総支出となっております。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 続いて、貸借対照表でございますが、平成２２年３月３１日現在、資産の部では、流動

資産、固定資産、繰延資産、合わせまして５,５０５万６,２９０円となっております。次

に、負債及び純資産の部では、流動負債、固定負債合わせまして、負債合計１,７７６万

７,４８１円となっております。純資産合計は資本金等３,７２８万８,８０９円であり、

負債及び純資産合計額は５,５０５万６,２９０円であります。 

 続いて、２８から２９ページにわたり掲載しております損益計算書でございますが、売

上高、営業外収益を合わせました収益合計は８,２２６万１,７８３円となっております。

一方、売上原価、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用を合わせました費用合計は８,

０４８万９,６５１円であり、収益合計から費用合計を差し引いた当期純利益は１７７万
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２,１３２円となっております。 

 ３０ページは、第１３期の事業計画書でございまして、脇町劇場管理運営事業を合わせ

ました５事業といたしまして８,２９２万８,０００円の予算額といたしております。 

 続いて、３１ページをお願いいたします。 

 株式会社清流の郷の経営状況を説明する書類について、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定により、報告第６号のとおり提出をいたします。 

 ３２ページは、第１３期の事業実績書でございます。 

 ブルーヴィラあなぶきの管理運営事業及びコテージ清流の郷管理運営事業として１億２,

０３７万９,１８７円の総支出となっております。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 続いて、貸借対照表でございますが、平成２２年３月３１日現在、資産の部では、流動

資産、固定資産、合わせまして１,７２６万４,１１５円となっております。次に、負債及

び純資産の部では、純資産合計は資本金等３６９万３,９０９円であり、負債及び純資産

合計額は１,７２６万４,１１５円であります。 

 続いて、３４から３５ページにわたり掲載しております損益計算書であります。売上高、

営業外収益を合わせました収益合計は１億１,１９７万４,１５８円となっております。一

方、売上原価、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用を合わせました費用合計は、１

億２,０３７万９,１８７円であり、収益合計から費用合計を差し引いた当期純損失は８４

０万５,０２９円となっております。 

 次の３６ページは、第１４期の事業計画書でございます。 

 ブルーヴィラあなぶきの管理運営事業と合わせて２事業として１億２,０３５万円の予

算額となっております。 

 私どもの方からは、以上、４件について提出をいたします。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

◎木屋平総合支所長（藤本高次君） 

 木屋平総合支所長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 続いて、木屋平総合支所長、藤本君。 

［木屋平総合支所長 藤本高次君 登壇］ 

◎木屋平総合支所長（藤本高次君） 

 株式会社アルボルこやだいらの経営状況を報告させていただきます。 

 ３７ページをお開きください。 

 報告第７号、株式会社アルボルこやだいらの経営状況を説明する書類について、地方自

治法第２４３条の３第２項の規定により提出いたします。 

 ３８ページをご覧ください。 

 第１１期の事業実績書でございます。 

 中尾山林業者等健康増進施設管理運営事業から美馬市木屋平交流施設管理運営事業まで
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４事業の総支出額は４,８４０万８,４６１円となっております。 

 ３９ページをお開きください。 

 続いて、貸借対照表でございますが、平成２２年３月３１日現在、資産の部では、流動

資産、固定資産、合わせまして２,１６０万５,１２７円となっております。負債及び純資

産の部では、流動負債が２６７万８３１円、純資産合計は資本金等１,８９３万４,２９６

円で、負債及び純資産合計額は２,１６０万５,１２７円となっております。 

 続いて、４０ページから４１ページにわたり掲載しております損益計算書でありますが、

売上高、営業外収益を合わせました収益合計額は４,４４９万７,８３５円となっておりま

す。一方、売上原価、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用を合わせました費用合計

は４,８４０万８,４６１円であり、収益合計から費用合計を差し引いた当期純損失は３９

１万６２６円となっております。 

 次のページは、第１２期の事業計画書でございます。 

 中尾山林業者等健康増進施設管理運営事業等を合わせて４事業として４,５７８万１,０

００円の予算額となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

◎建設部長（武田季三君） 

 建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長、武田君。 

［建設部長 武田季三君 登壇］ 

◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、４３ページをお願いいたします。 

 報告第８号、美馬市土地開発公社の経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定によりまして、報告第８号のとおり提出いたします。 

 平成２１年度の事業実績でございますが、平成２１年度事業は特に行っておりません。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 貸借対照表についてご説明いたします。 

 平成２２年３月３１日現在の資産の部の流動資産でございますが、普通貯金、定期貯金

を合わせまして資産合計９９５万９,７９４円となっております。次に、負債及び資本の

部でございますが、基本金、準備金を合わせまして資産の部と同額の９９５万９,７９４

円でございます。 

 次に、４５ページをお願いいたします。 

 損益計算書につきまして、費用の部といたしまして７万円となっております。これは県

及び市の法人税でございます。収益の部といたしましては、２万３,９３１円となってお

りまして、これは受取利息でございます。差し引き４万６,０６９円は準備金より整理補

てんをいたしております。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 以上をもって、各部長より７件の報告は終わりました。 

 報告第２号から報告第８号までの７件につきましては、これをもって了といたしたいと

存じます。 

 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。 

 次会は９月１５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１１時１９分 

 


