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開議 午前 ９時５９分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 おはようございます。 

 本日、一般質問の昨日に引き続き、続行いたしたいと存じます。登壇はお二方でござい

ます。昨日の登壇者に負けないように一層奮励努力されることをご期待を申し上げまして、

ごあいさつといたします。 

 従って、ただ今より本日の会議を開きます。 

 なお、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ので、よろしくお

願い申し上げます。 

 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存じます。

それでは、本日の日程に入ります。 

 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、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。 

 日程第２、市政に対する一般質問を昨日に引き続き行います。通告順に従って、順次発

言を許可いたします。 

 初めに、議席番号１８番、三宅仁平君。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 はい。 

◎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） 

 どうも、今、議長さんの方から、一般質問の許可をいただきましたから、これから一般

質問させていただきます。 

 私が２点、出しております。その中でこまかくではないけど、１、２、３と出しており

ますけんど、まず、市条例の改正についてお伺いをしたいと思います。 

 この滞納料金の徴収についての方法ですけど、私がいろいろ聞くとこによると、２０日

に締め切って、２０日の次のときは、即、取り立てで１００円追加というような、ようけ

来てます。ほたら、年を取った人とかいろいろ相談したら、三宅さん、忘れとったとか、

中にはもうお金がのうて払えん人もおりゃ、また、忘れとったり、いろいろそういう人が

おる。悪質な人は恐らく１割ぐらいでないかなと。もう、払えんで弱っとるとか。けど、

努力して払おうと。そこへ、ぼんと来たら、気持ちがやけて、もうわし払わんぞやいうよ

うなことも起きるし、それと紳士的に払いにいこうと思ったら、ぱっと来たけんね、やっ

ぱり憤慨するという人がおる。特に高齢者の人やったら見るのに時間がかかると。手紙が

来とんのに見落としたりするけん、そういうとこの、まず２カ月ぐらいは配慮して、１０

０円、わずかな銭じゃけん、我々ようけ給料ももらいよるという印象も与えとるけん、お
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たくやも皆そろうて。そやけん、そこら、思いやりの取り立ての方法を考えてほしいなと

いうんが、この一番最初に出しとる１点でございます。 

 次に、２点目、ペットボトルですけど、このペットボトルの前に、今、高齢者社会、子

育て支援とかいろいろ言うてます。こういうことについて。今、固定資産税が全体ではか

なり、市長はんも知っとると思いますわ、いろんな世論を見たら。市になってからものす

ごい固定資産税が上がったと。その中でも、特に、高齢者の人は生活するのと、固定資産

税を払うのに、かなり苦労しよると。そやけん、何らかの方法で、特別というんか、そう

いう調査をして、生活に弱っとる人、そういう人はなるべく生活補助をもらわんと一生懸

命頑張って固定資産税もして、我がうちの家を守って、また息子さんや孫に引き継ごうと

いう気持ちを持っとるけん、そこらの法律では私もあまり勉強不足で知らんのですけど、

おたくやこれ２０人からのスタッフおるけん、よく勉強をしてもろうて、そういう見きわ

めて配慮できんかなというんが、もう１点。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質問者に申し上げます。 

 通告の趣旨に沿って質問をお願い申し上げます。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 これ反論ではないけど、一応税務課の方から通告制じゃから内容はどんなんするんでと

いうけん、こうこうじゃと言っとたけん、指導しとったんですけど、関連で言いなさいと

いうて。ほんで、議長はん、言うたんです。あしからず。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 通告の趣旨に沿って質問を展開してください。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 それと、この次の２番目のやつでございます。 

 この、缶とペットボトルの撤収の方法についてですけど、これもうちの美馬環境整備組

合に７自治会あります。そこで協議会した結果、この缶とかペットボトルを指定したとこ

ろへ出すと。出したら、２回ほど、朝早うと、また時間おいてもう一遍来ると。そういう

実態が続いとる。出して指定しとるとこじゃから、これは市長はんも銭がのうて弱る、弱

るばっかし言いよんじゃから、美馬市は。そやけん、これも資源で回収したら買い上げ、

入札して高く買うてくれるというて聞いてます。ほたら、かなり年間にしたら莫大な銭と

思います。ほやけん、これもきちっと管理ができるように、是非、工夫を、今、うちの自

治会だったら網を張って、取ったら刑法の何条やって書いてます。しかし、それでもこた

えんから、何かの方法とか、職員でも張り番でもつけて、現行犯でいくとか、そういう工

夫をしてほしいと。それと、たまたま、２日か３日前の徳新に載っとったんは藍住町があ

あいう町の条例を作って、改正して厳しくすると、それで自然の方へいっちょ、町にはめ

たいというような新聞に載ってました。そやけん、うちも、それに似たか、もういっちょ、

市じゃけん、ランクが上ですけん、幅も広いし、そこらをよく勉強して、是非作ってほし

いなと。そうすると、安心してしよると。実例を言うたら、この今の７自治会、上ノ原か
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ら新町、それから助松とか、そういうやつで７自治会あるんです。そこは皆交代で取りに

来てくれるまで番しよんですわ。ほたら番号も皆控えとんです。ほたら、軽四で二つ来よ

るらしいわ。１台が来て、またちょっと間したら来ると。これが２回どおり、これが実態

ですけん、ほたら番号が皆あるんじゃけど、これは人がおったらいかんよと言うたらすっ

と走って、ほたらまたいんどらんかいなと思って、また来よるけん。ここらをどなにかの

対策を練ったらええん違うかなということですけん、それに対して答弁をお願いいたした

いと思います。 

 ほれと、次の県営中山間総合整備事業の推進についてでございます。これも、通告に出

しとるように、大谷地区の今水道を引きよんですけど、この前もひょっと大滝山に上がっ

たら、１０人ぐらいおって、三宅さん、私が息の続くときに、せっかく投資しとるけん、

是非、水道してくれと。この見たとおり、松は枯れとるし、木の葉はよう管理せんけん、

水がすぐに切れるんです。出るときはようけあるんじゃけど、ちょっと今のような状態、

渇水が起きたら、水が一滴もなしになると。ほんで、市の方にでも言うて、運んでもらい

たい言うて、２軒ぐらい運んでくれよんの違うんかいな、どうも聞きよったら。そういう

状態じゃけんね、これは私や今まで議員活動を長いことしとるけど、水を自治会に引くと

なったら、何ぼ銭が要っても、これは命の水じゃから、何というかな、行政として、銭を

投資してでも、早く引いてあげるという基本があると思います。これに、大谷地区がそう

いう状態でやるとなっとるけん。この前、これ県営やから、仲介を寄せて、２年遅れると

言うて、県の方から説明に来た。そのときもうちに、その人から電話がありまして、もう

三宅さん２年も遅れたら弱りますと言うて。たまたまあれ知事が、渭水苑で各地区の意見

を聞くやいうて来たときに、私が直訴したんです。ちょうど、何かないかというて。これ

は知事さんあれですよと、大谷地区の県営でやんじょるやつ、もう是非計画どおりやって

ください。そのときの答弁がそれは三宅さんわからんけん、後日おたくの方へ答えを持っ

ていくと。ほたら、３日か４日目に、ジャンバーを着た２人の人が、計画どおり遅れんよ

うにしますということを言うてきとるけん、私も信じとったんじゃけど、ほたらこの前大

滝山行った途端に、またそれよりもういっちょ遅れるんやとこう言うて、約３年じゃなと

言うて、それは大変じゃなと、それは市も補助を出しよんとは思います。その関係と自治

会から銭をもろうて市、県が窓口というたら行政じゃったら、５０、５、６件って言いよ

りましたはメンバーがね。それぐらいの銭はこしらえて、早く遅れんように取り戻すよう

にしてほしいなというんが、ほんで、・・・・・・・・・・知事さんも。あの部下が来て

うちへ、わざに来て計画どおりしますと言うて、私も信じとったんじゃけど、いろんな、

何の事情があったんか知らんけど、是非。 

 それと、昨日も調べよったら、合併協議会を特に、合併特例債の作ったときの枠組みを

組んどるで、県営住宅には特例債の銭をいくらいくら使うと。ほたら、銭はようけあるで

ね、２０億とか書いとったけんね。そっちからでも、もっていってくれたら、わけないん

違うかなと。ほやけん、県の方へも言うし、市も入っていってじゃ、いかんのやったら、

わしじかに知事さんにでも尋ねてしようか、通じて行ったら会えると思うけん、・・・・ 
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・・・・・・・是非、市の方から調整していただきたいなと。 

 この２点をお願いいたします。答弁によっては再問させていただきます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 議事の都合により暫時休憩します。 

小休 午前１０時１２分 

                                         

再開 午前１０時１３分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 議事の都合により小休いたしておりましたが、再開をいたします。 

 答弁を求めます。 

◎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） 

 １８番、三宅仁平議員の税金の督促状の発送に係ります手数料を徴収しなくてもいいの

ではないかと、こういうご質問でございますが、お答えをいたします。 

 市税につきましては、すべて納期限が設定されておりまして、納期限までに納付がない

場合につきましては、納期限後２０日以内に督促状を発送しなければならないことが地方

税法に定められております。督促状の発送、延滞金の賦課及び差し押さえなどのいわゆる

滞納処分につきましては納期限内に納付された方々との公平を保つため、法律で厳密に定

められておりまして、市といたしましては適切な処理を行っているところでございます。

また、この手数料につきましては、あくまで督促状を発送するための手数料として徴収す

るものでございまして、延滞金のように税金に上乗せして徴収する性質のものではござい

ません。なお、金額の１００円についてでございますが、ほとんどの市町村におきまして

は８０円から１００円の額を徴収するというふうなことが条例で定められておりまして、

本市におきましても金額につきましては適切な額であろうというふうに考えております。

ご理解を賜りたいと思います。 

 なお、本市では市税のお支払いにつきましては口座振替を推奨いたしておりまして、納

付忘れを防止いたしましたり、納付のために金融機関に出向く必要がないなどの利点がご

ざいます。是非、ご利用をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 議事の都合により、暫時休憩します。 

小休 午前１０時１５分 

                                         

再開 午前１０時１６分 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 会議を再開いたします。 

◎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） 

 次に、缶・ペットボトルの回収方法についての資源ごみ持ち去り禁止の条例化について

のご質問でございますが、本市におきましての資源ごみの持ち去りにつきましては防止対

策といたしまして市と美馬環境整備組合と協力をいたしまして、持ち去り業者の追跡調査

等を行い、美馬・つるぎ両警察署と協議を行ってまいったところでございます。しかしな

がら、路上における集積所に排出されました資源ごみは所有権放棄となることから警察に

よる取り締まりができないという判断でございまして、効果的な対策に苦慮しておったと

ころでございます。 

 そこで、市といたしましては持ち去り防止対策といたしまして、平成２１年度から自治

会の協力のもと、ごみ集積場所のステーション化による持ち去り防止対策を行うこととな

りました。現在、ごみ集積場所のステーション化は脇町地区で４カ所、美馬地区で１カ所

の自治会におきまして資源ごみの集積場所を設置していただき、自治会の管理のもと、美

馬環境整備組合が直接収集することで持ち去りの防止対策を行っておるところでございま

す。また、平成２２年度からは日曜日の夜間に美馬・脇・穴吹の平たん部におきまして資

源ごみの回収を行ったり、各庁舎に資源ごみ専用の回収箱を設置いたしまして、市民の

方々がいつでも持ち込みができるなどの対策も行っているところでございます。 

 ごみ集積所のステーション化は自治会が設置をいたしまして、管理する集積場所の資源

ごみは所有権が発生することから、持ち去った場合には窃盗罪が適用されまして警察によ

る取り締まりが可能となります。刑罰といたしましては、刑法２３５条の窃盗罪、１０年

以下の懲役、また５０万円以下の罰金が課されるようになります。 

 議員ご質問の、持ち去り禁止の条例の設置につきましては、市の方針といたしまして現

在さまざまな持ち去り防止対策を講じておりますが、関係機関と十分協議をいたしまして

効果的な条例化が図れるかどうか、検討してまいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中山間について答弁してください。 

◎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] 
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◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 続きまして、中山間総合整備事業の進捗状況についてご答弁をさせていただきます。 

 県営中山間総合整備事業大谷地区の事業の進捗状況についてのご質問でございますが、

大谷地区は市の水道設備が整備されていないため、生活水につきましては専ら近隣の谷川

の水を水源といたしまして、個々で利用しているのが現状でございます。夏の日照りを始

め、冬場の渇水期におきましては水源の確保に苦慮しているところでございます。また、

この地域は中山間に位置するため、生活水の確保もさることながら営農作物の選定にも制

限があると、安定した農業経営ができないというふうな障害もあるわけでございます。 

 このようなことから、平成１７年度より県が事業主体となり県営中山間総合整備事業と

して取り組みを行っていただいております。当初、工事期間は５年を想定していたもので

ございますが、加入者・用地等の調整に手間取りまして、不測の日にちを要したというこ

とで、若干遅れが生じているところでございます。 

 現在の事業の進捗状況でございますが、管路工事につきましては全長約３万４,０００

メートルの約８０％の進捗率でありますが、浄水場・配水池等の進捗率は４０％といった

状況にございます。 

 事業費ベースで申し上げますと、全体事業費約８億５,０００万のうち、平成２１度末

で約３億８,０００万でありまして、進捗率は４５％となっております。また、平成２２

年度の事業費といたしまして約１億円程度となっておりますので、若干完了の時期は延び

るものと思っております。 

 国の農業予算のうち、土地基盤整備事業につきましては、近年、削減される一方で、新

規事業のみならず継続事業についても影響が及び、大幅に削減され、事業の進捗に著しく

影響を与えているもので、本事業についてもその影響を受け、完成は平成２４年度末にな

るのではないかと現在想定をいたしております。 

 本市といたしましては、重要施策の一つとして位置づけ、国・県等に早期完成に向けて

引き続き要望活動を行ってまいりたいと考えております。 

◎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） 

 今、答弁、いろいろきめこまかく聞いたんですけど、まず１点、この日曜に臨時かな、

一般の人を雇うて缶を集めに行きよるやという答弁があったんですけど、これは美馬環も

かなり職員もおるけん、交代で、委託をせんと、この職員がいったら、早、ちっとでも、

安くできるんと違うかいなと思います。今、ちょっと説明の中でぴんと来たんが。そやけ

ん、それは、どうして日曜日に一般人にさせよんか、そこらお伺いしたいなと。ほたら、

経費もちっとでも安くできるんじゃないかなと思いましたけん、こう言いよんですけどね、

この考え聞きたいと。 

 それと、缶・ペットも、今、言いよるような方向でしっかりと、出して、せっかく皆に
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出してもらいよんで、うちの看板を上げた袋で行きよんじゃから、対策を練って、ほたら

相手側も認識をしてくれると思います。あれぐらい持っていんだって、そんなには恐らく

やね。しかし、美馬市にしたら全部集めたら恐らくやかなりの資源になると思います。何

ぼぐらいになりよんか知らんけんど、かなりあると思いますけん。そうなると何ぼかは、

これ今財政が厳しい、厳しい言い続けよるけん、足しになるんでないかなと。是非、そう

いう方向でしっかりと、これ、幹部はようけおるけん、勉強してもろうて、小笠はん１人

に任さんと、皆の知恵を絞ってやってほしいなというんが、美馬市全体やけん、面積が広

いで、出さしよんが。わしの係でないけん知らんでよと言うんでなしに、教育委員会の方

からも言うてもろうたり、子供やも一時缶を集めさせて、学校へ持ってこさせて何か買い

よんやと聞いたこともあるわ。家から持ってこい、うちやの子供も、あれ何か知らん、持

っていきよったように思います、日を決められて。ほたら、何をするんでと言ったら、今、

言いよったようにね、何か買うと、売ってね。そういうような、いろいろ対策とか勉強会

もしてもろうて、ほたら全体が盛り上がってくるけん、是非そういう方向でお願いしたい

なと。 

 それと、この滞納については、私もあまり、今のはわかっとるけんど質問したんじゃけ

ど、まじめにしよる人とのその差は公平に考えないかんと。しかし、頭ごなしでなしに、

１カ月、２０日で締め切って、２０日から出しよんじゃというんだったら、それをまた次

の２０日ぐらいに、１００円ぐらいやったら、３万もおるけん、かなりなるかわからんけ

んど、それぐらいは辛抱してもろうても優しい市やなと言うてくれるんでないかなと、そ

こら再度検討してもろうたらと、こうせいとは言わんけど、私もようけ報酬もらいよるけ

ん、あまり大きなことは言えんのじゃけど、そういうように努力してあげたらええん違う

かなと思います。 

 それと、この中山間道路は今も部長からいろいろ説明を聞いたら、２年は確実やな、２

２年にできるというんが、２４年度予定と言いよるけん。これは、私、今書類を持ってき

とらんのやけど、合併特例債のときに、この中山間道路の大谷は予算を組んどるでえね、

あれ、今、議員控室に行ったらあるんじゃけど、私、大きいにコピーをして、そやけんこ

れは当然大垣さんも、もと課長でおったけん、そういう関係でおったけん、特に脳裏にあ

るん違うで。そういうんを利用して、じっと机の上でおらんと、一生懸命努力して、大谷

のために尽くしてあげてつかい。それ、再度よかったら、どういう考えで今後取り戻せる

かをお伺い願えたらと思います。 

 都合によっては再問させてもらいます。よろしくお願いします。 

◎市長（牧田 久君） 

 はい。 

◎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） 
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 まず、三宅議員の一般質問の再問についてお答えをいたしたいと思います。 

 まず、税の件でございますけれども、この滞納の督促状の１００円についてでございま

すけれども、今、三宅議員からお話ございましたが、この税金については固定資産税も含

めて先ほども私になってから税金が上がったということもお話ございましたけれども、税

金は法律に書いてあるとおりしか取れないわけでございまして、法律に書いてあること以

外の税金もまた、いただけないわけでございます。ですから、税金は租税法律主義でござ

いますので、法律に書いてあるとおり公平に運営をしないと、公平性を欠くということに

なりますので、この点はひとつご理解をいただきたいと思います。 

 それから、ペットボトルにつきましては、先ほど来お話がございます。この中で、美馬

環が日曜日の夜間に回収に行っておるということでございますが、これにつきましては、

今、持ち去りがいっぱいあるということで、利便性を図っていくという意味で、あるいは

持ち去りを減らしていくという意味で職員が日曜日に交代で夜間の収集に回っておるわけ

でございます。決して、特別に人を増やしてやっていくというわけではございません。 

 それから、市としてその条例がきちっとできないかということでございますが、これに

つきましては従来から何度も検討を進めてまいりました。その中で、特に持ってきていた

だいた置き場へ置いたペットボトル等は所有権の問題があって所有権を放棄した、あるい

は置き去りであるとか、場所を定めておっても取り締まりがなかなか難しいという関係も

ございまして、なかなか条例が設置されていないというのが、各自治体の正に悩みの種で

もありますし、また実態でもございます。管理場所をきちっとすべていたしまして、そこ

へ管理をしておるところについては所有権がはっきりと管理の場所に置いてあるというこ

とで、所有権が明確になっておりますので、取り締まりができるということでございます

ので、条例等につきましては、今後、効果のある条例でないと意味がございませんので、

警察等も含めて十分協議を図りながら効果的な条例化が図れるかどうかについて検討して

まいりたいと考えております。 

 それから、中山間の大谷地区でございますけれども、これは県の事業でございまして、

美馬市が自分たちのその応分の費用を負担をしておるということでございまして、美馬市

が事業主体でございませんので、どんどん進めていくというわけにはまいらないわけでご

ざいます。それから、もちろん、県やあるいは国等について予算の増額について要請を、

あるいは要望をずっとしてまいっております。特に、この件につきましては、政権交代が

ございまして、農業基盤整備で５０％以上削減するというふうなことで、大きく削減をさ

れた対象になってございまして、復元をしてもらうべく現在も現政権にお願いに行ってお

るわけでございますけれども、なかなか予算配分の復元をしていただいておりません。県

も困っております。市も困っております。当然、直接工事が延期をされる直接の皆さんが

大変困っておられますので、引き続き特に国に対して要望をしてまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、先ほど、私が日曜日のペットボトルの収集についての、件について職員が収

集をしているというふうに言って、今、回答をさせていただきましたけれども、これにつ
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きましてはちょっと私の認識が誤っておりましたので、撤回をさせていただきます。日曜

日は委託によりまして回収をしておるということでございます。今後、議員が提案いただ

きましたことにつきましても、十分職員も含めてできるだけ経費の節減を図りながら日曜

日の収集に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎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） 

 今、市長はんの方からいろいろご説明を聞いたんですけど、この県営対策事業について

ですけど、これ、私が、認識が甘いんかな、それとも、今度、合併特例債の中にこの県営

住宅の予算取りしとるでな。第１号、２号と書いて、県営総合モデル事業というて。あれ

は２０億予算を組んどりました。これから見たら、これ銭がないやというんはおかしいん

でないかなと思うんですけど。わし、ボックスに入れとる、今日手元へ持ってくるの忘れ

たけど、何だったら見せようと思っとったけど、それを言わないかんなと、そやけん、も

う一遍調べて、おたくようけ部下がおるんじゃから、これの方からでも早く、ほうやって

うたいこんで、知事さんも立ち会いで判を押しとるけん、それは尊重をしてもろうて、前

向いて進めてあげなんだら、大谷の人が弱っとるけん言いよんです。弱っとらなええんじ

ゃけど、かわりの水がないけん、ほんで山のてっぺんじゃけんね、なお苦労しよるけん、

特に一生懸命、汗をかいてあげたら、１人でも安定しやったら喜ぶのじゃ。ただし、聞い

てください。水も２軒かしらん、配りよんですわ今、渇水で。おたくの、どっちがしよん

かな、厚生……。 

（「水道です」の声あり） 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 しよんでしょう。そんな状態やけん、１日も早く。それか、銭がないんだら、半分でも

早よ出してあげてでもええでねぇ。いろいろ研究して、してあげてください。是非、お願

いしたいなと。 

 それと、今も日曜行きの件は、特に銭がもったいないけん、日曜の回収も是非直営でよ

うけおるんじゃから、だれか時間割して行きなさいと言うたら、何ら、労働組合というん

かな、つくっとるようなけんど、話し合いができるん違うで。今、所長もしっかりした所

長はんじゃけん、なおさら説得がうまいんと違うかいなと思うけん、是非、市長はんが命

令を出したら、こたえてくれると思います。よろしくお願いします。 

 一応、これで再問最後じゃけん、今、簡単に答えしてもろうたら。そのかわり、簡単だ

けど、仕事は実行はしてもらわなあきまへんでよ。よろしく頼みます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 答弁はよろしいんですか。 
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（「いや要る」の声あり） 

◎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） 

 ２点、再々問にお答えいたします。 

 ペットボトルの日曜の収集ですけれども、ご提案も含めて今後検討してまいりたいと、

先ほど申し上げましたとおりでございます。 

 それから、中山間地域の飲雑用水の大谷地区でございますけれども、これについては、

先ほども申しましたように県営事業でございます。よその事業でございますので、県に早

く進めていただくようにお願いをするということでございます。 

 それから、先ほどちょっと中山間の合併協定の中に、美馬市の事業が含まれておるとい

うことでございますけれども、これはそのほかの中山間事業も含めて全体でそれが中山間

事業として対象になるということでございまして、どの事業をどうやるというふうな合併

協定のときには当然財源の裏づけもありませんし、一般財源当然要りますので、それらの

裏づけもありませんし、それから内容についても不明な点もわかっていない点もいっぱい

あるんで、そういう事業をやるときにはこの程度の枠はありますよと、これもあくまで借

金ですよということで、借金の枠としてそういうことで合併の特例債とそれから、そうい

うことには使ってもよろしいですよというふうなことでありまして、それをやるとかやら

んとかいうんは、またときの理事者の側が、あるいは議会等も含めて決定をしていくこと

でございまして、項目に入っているからといってそれを全部するわけではないので、ひと

つその付近は間違わないようにお願いをしていただきたいと思います。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、三宅仁平君の一般質問を終結いたします。 

 続いて、議席番号２番、林茂君の一般質問を許可いたします。 

◎２番（林  茂議員） 

 ２番、林です。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 ただ今、議長のご指名をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 １点目に過疎対策事業債のソフト分についてでございますが、３点あります。高齢者に

対する生活交通手段についてが１点と、２点目に高齢者の見回り対策について、３点目に

医療の確保として専門医の派遣に対する支援について、この３点をお尋ねいたします。 

 過疎化対策事業債ソフト分についてお尋ねいたします。本年４月２２日付で総務大臣よ

り各県知事あてに過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律の施行に従う、過疎



－８６－ 

 

対策事業債の取り扱いについて通知がございました。そして、県より各市町村に説明等が

あり、この９月議会にも提出されております。過疎対策事業債ソフト分は、過疎地域自立

促進特別措置法第１２条第２項において地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交

通手段の確保、集落の維持及び活性化、その他の住民の将来にわたり安全に安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現を図るため、特別に地方債を財源として行うことが必要と

認められる事業として過疎地域の過疎自立促進市町村計画に定めるものであります。これ

には基金の積み立ても含みます。実施につき、当該市町村が必要とする経費、出資及び施

設等の設備に必要とされる経費は除く。ついては、地方債財法第５条第５項に規定する経

費に該当し、しないものについても総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に

限り地方債をもってその財源とすることができるものとされていること、このことから、

過疎地域自立促進事業については、一つ、市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理

経費、二つ目、生活保護法令に基づき負担が義務づけられている経費、三つ目に地方債の

元利償還に要する経費などを除き、将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業を広く

対象とするものであります。今回の過疎対策事業債ソフト分に該当する地域としても本市

の全域が入っておりますが、本事業の事業債の限定額は人口と財政比率力指数によって違

いがありまして、美馬市は財政比率が０.３３、人口が３万４,０００ということで、これ

におきまして、年間１億４,５００万円となり、本年度より毎年、６年間の措置となりま

す。大変ありがたい法律の改正でありますが、過疎地域自立促進計画についてどのような

方法で、どのようなビジョンを持って本計画をお立てになったのかお尋ねいたします。 

◎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） 

 ２番、林茂議員からの一般質問、過疎対策事業ソフト分の内容についての、どのような

ビジョンを持って策定したのかというご質問についてお答えを申し上げたいと思います。 

 過疎地域自立促進特別措置法の一部改正によりまして、本年度から新たにソフト事業が

過疎債の対象として認められることになりましたので、今定例会に提案をいたしておりま

す本市の過疎地域自立促進計画ではソフト分として、６１の事業を計上いたしております。

こうした事業はサマーレビュー等を通じて、地域医療の確保や住民の日常的な移動のため

の交通手段の確保など、法第１２条の第２項に定められております事業や、あるいは本市

の総合計画に掲げております施策を推進していくために必要と認められる事業を選定いた

したものでございます。また、高齢者対策や少子化対策など、市の単独事業として本年度

予算に計上いたしております事業につきましても、過疎対策事業として振りかえが可能な

ものについてはこの計画に入れ込んで計上いたしておるところでございます。 

 こうした過疎債のソフト事業分といたしましては、林議員からただ今ご発言がございま

したように、本年度は約１億４,５００万円の配分がございまして、この制度は今後、こ

れから６年間継続されることになっております。本市ではこれまでに過疎債を活用いたし
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まして、市内全域に光ファイバー網を張りめぐらしまして、ブロードバンド施策やあるい

は地上デジタル化への対応などを行ってまいりましたが、こうしたハード事業の実施によ

りまして、本市におきましては非常に高度な情報通信システムを構築することができまし

た。 

 今後はこうした情報通信システムを活用しながら健康づくりや高齢者対策など、市民の

皆様が安全で安心して生活のできる仕組みづくりや、市民生活の充実を図るためのソフト

事業を展開していくことが重要でございます。 

 今後とも、こうした対策を始め、過疎債などの有利な財源を効果的に活用いたしながら、

市民の皆様とともに地域の自立と活性化につながる事業を積極的に展開をしてまいりたい

というふうに考えております。 

◎２番（林  茂議員） 

 ２番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 再問をお願いいたします。 

 国土交通省は２００６年に限界集落の調査を行いました。全国では７,８７８の限界集

落があり、うち４２３集落は１０年以内に消滅する恐れがあり、２,２２０がいずれ消滅

する可能性があると分析されています。このときの調査で本市の木屋平村は５７集落中、

限界集落と認められた集落は半数を超す３１集落だったそうでございます。調査のデータ

は４年前のものですので、もっと増えているのではないでしょうか。今、全国で特産品の

開発や都市住民との交流、定住促進などの取り組みで限界集落の活性化を目指す条例を設

定する市町村が広がっているようでございます。また、この木屋平の施策ですけれども、

先日お聞きしましたところ、本市木屋平村ではＮＰＯを立ち上げた元職員の志を僕は聞き

まして本当にすばらしい志だなと、その志は皆様の税金でその方は年金をいただいている

というので、何か貢献をと思いＮＰＯを立ち上げたと聞いております。その思いに木屋平

村の５０名から６０名の皆様が賛同し、ＮＰＯを登録していただいたとお聞きしておりま

す。高齢者の買い物や病院、または見回りの生活交通手段で高齢者の皆さんが生涯安全で

安心して暮らせる村づくりが確立しております。その施策は本当に他府県からも見学に来

ていただいて本当にすばらしい施策をしていた、この施策というのは今回のソフト分は高

齢者の、弱者に対するソフト分と思いますが、これに対して本当に立ち上げた美馬市の市

長を始め中心とした理事者の皆様の総力を挙げてのアイデアを出し合った、過疎対策事業

だと思います。本当にありがとうございます。 

 また、残りの旧３町が穴吹、脇町、美馬町も年々過疎化が進んでおりますので待ったな

しだと思います。早急に生活交通手段の実現をよろしくお願いいたします。 

 また、総務省のこのたびの過疎化対策の推進に向けて本年３月に研究会報告を出されて
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おります。抜粋して紹介させていただきますと、地区単位や集落単位などで地域の実情に

応じてきめ細かく目配りを行い、地域が抱える課題や地域を取り巻く社会状況を的確に把

握すると同時に、それらの情報を統合して地域ごとの課題や地域間格差を的確に抽出して

いくことがすべての対策の出発点であると報告しております。また、計画策定段階から取

り組みの実施まで、地域住民を始め、ＮＰＯや地元関係団体など多彩な主体の積極的な参

画を促し、その力を活用することで地域の自治力、自給力、創富力を高めることができま

す。住民参加を実現するために各事業において徹底した情報公開と一層の広報の技術を必

要だと思っております。自立促進市町村計画の策定に当たり、重要となる視点のソフト対

策の方向性が明確に示されております。 

 私は本計画に掲げられております施策を実行に移していくためには地域が抱える課題を

十分に把握することや地域住民やＮＰＯ、地元関係団体の積極的な参画、また徹底した情

報公開や広報活動が重要であると考えております。こうした取り組みの中から１点目に、

高齢者に対する生活交通手段の確保や２点目に高齢者の見回り対策、３点目に医療の確保

として専門医の派遣に対する支援などを実施することが可能となり、過疎化に歯止めがか

かり、定住できるまちづくりの構築ができるのではないかと考えております。過疎地域自

立促進計画の中でこうした地域福祉対策をどのように進めていくのか、市の見解をお尋ね

いたします。よろしくお願いします。 

◎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） 

 ２番、林議員さんの再問にお答えを申し上げます。 

 高齢者に対する生活交通手段についてのご質問でございますが、美馬市の公共交通は主

に路線バスとＪＲがございます。路線バスにつきましては、乗り合いバス廃止後、自己の

交通手段を持たない交通弱者の要望にこたえ、生活交通を守るために市営及びバス事業者

への運行補助により穴吹、木屋平線を始め、４路線９系統の路線バスを運行いたしまして、

過疎化、高齢化が進む地域の利便性確保に努めておるところでございます。しかし、路線

バスは車の普及と人口の減少とも相まって、利用者が減少しているのが現状でございます。

しかしながら、市といたしましては高齢者の交通手段として、公共交通はなくてはならな

い施策と考えておりまして、路線バスの見直しを含めた新たな交通システムを構築しなけ

ればならないと考えております。議員ご指摘のＮＰＯ法人の行う過疎有償運送や近隣の市、

町が行っている事例等を参考にするとともに、住民へのアンケート調査を行った上で本市

の地理的条件、また人口などの条件に対応可能で効果的な交通体系を美馬市地域公共交通

会議の中で検討してまいりたいと考えております。 

 また、アンケート調査の結果をもとにバス業者やタクシー業者とも協議を行いまして、
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住民の最も効果的な公共交通体系を実施できるよう、早急に検討してまいりたいと考えて

おります。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、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） 

 続いて、再問にお答え申し上げます。 

 初めに高齢者の見回り対策についてのご質問でございますが、少子高齢化が急速に進展

する中、本市におきましても６５歳以上の高齢者は１万人を超え、総人口の３０％を上回

る状況となっております。高齢化が著しく進展する美馬市におきましては、市民がそれぞ

れの地域で健康で安心した生活ができ、特にひとり暮らしの高齢者の方などが生活不安を

持つことなく自立した生活を送れる環境づくりや、また継続的な支援が必要となっており

ます。また、地域社会の崩壊や世代間の断絶、こういったものが社会問題化するなど、人

と人とのつながりが希薄化する傾向にあることから、議員ご質問のとおり、高齢者の見回

りを核といたしまして、ネットワークの構築についても、今後高齢化が進む中での大きな

課題であると考えております。更に、これらを効果的に推進するためには市民の協力や参

加を得る必要があり、地域としての環境づくりが必要となります。 

 本市では高齢者はもとより、障害を持たれる方、健康に不安のある方に対する施策・支

援として民生・児童委員による地域での見守り支援、また配食サービスや家事援助、安否

確認等の自立生活支援、更にはＩＣＴを活用した在宅での健康維持や医療面での支援など、

幅広く展開をいたしております。 

 議員ご指摘の地域活性化につながる過疎対策事業債ソフト分を活用して高齢者の社会参

加を図り、生きがいを創造するため、外出支援や介護予防の更なる充実を図ることといた

しております。 

 また、自治会共創と協働まちづくり事業や光ファイバー網を活用した買い物支援事業、

緊急通報体制整備事業や遠隔医療システム導入事業等により、地域の福祉づくりを検討し

てまいりたいと考えております。 

 今後とも、高齢者が住みなれた地域でいつまでも健康で生きがいを持って、生き生きと

生活できるまちづくりに取り組んでまいります。 

 次に、医療の確保として専門医の派遣に対する支援についてのご質問でございます。 

 全国的に医師不足が深刻化する中、美馬市におきましても木屋平診療所、また口山診療

所及び古宮巡回診療所における医師確保におきまして大変苦慮いたしております。徳島県

や公立病院などの支援を受けて運営いたしておるのが現状でございまして、更なる専門医

の確保ということになりますと、非常に難しい課題でございます。このような状況ではご

ざいますが、現在、徳島県が計画いたしております医療ネットワークの整備などが、条件
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が整いますと将来的に専門医と連携して診療に当たることが可能となり、過疎地域の医療

の確保を図ることができるとともに、患者の身体的、経済的負担の軽減にもつながるもの

と思われます。また、先ほど、高齢者に対する生活交通手段についてのご質問に市民環境

部長からご答弁いたしましたとおり、交通弱者のための最も効果的な交通体系の確保を図

ることにより、更なる医療の確保に努めてまいります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林茂君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 再々問お願いいたします。 

 今回の過疎法の改正により、過疎地域自立促進計画の適用期間が６年間延長されました。

また、この中で認定こども園や図書館などハード事業のメニューは充実され、更には地域

医療の確保や住民に身近な生活交流の確保、集落の維持及び活性化などの住民の安全・安

心暮らしへの確保などのソフト事業に対しても過疎債の適用が認められることになりまし

た。中でも、地域に密着したソフト事業が過疎債という有利な財源を活用して実施できる

ということは美馬市にとっても非常にありがたいことでもあり、地域住民の皆さんも今後

事業展開に大きな期待をしております。今回、提出されております過疎地域自立促進計画

を基本として、地域住民の皆さんが安全で安心して生活のできる施策を可能な限り展開し、

美馬市の活性化につながる事業を積極的に展開していただきたいと思いますので、強くこ

れを要望いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 要望でありましたから、答弁はよろしいか。 

 市長、どうですか。総括して、基本的なことにわたっておりますので、あなたの方から

ご答弁を願ったらと思いますので、指示いたします。 

 基本的なことですから、各部長にはちょっと無理かと思いますので、あなたの方からご

答弁をしてください。 

◎市長（牧田 久君） 

 はい。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

◎市長（牧田 久君） 

 質問されてないのに答弁するのですか。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 いやいや、総括的なことですから。 

 特に過疎問題について。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 
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 過疎問題につきましては、ハード、ソフト両面におきまして、これから過疎債が活用で

きるということで、大変、林議員がご指摘ありましたように、ありがたいことでございま

すけれども、しかし、それを十分に事業の内容については精査をしながら、しかも着実に

活用していくことが大変大事だというふうに思っております。期限は６カ年間ということ

で、６年の間にこの有利な、もっと言えば合併特例債と過疎債はほとんど内容的に変わら

ないんで、大変有利な起債だと思いますけれども、これらを活用しながら美馬市の施策の

推進を進めていきたいと思います。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ご苦労でございました。 

 以上で、通告による一般質問を終了いたします。 

 続いて、日程第３、議案第５１号から議案第６５号までの１０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。 

 議案質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 議席番号８番、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） 

 議長の許可をいただきましたので、質疑をさせていただきます。今議会に提案されてい

る予算案の中から２点質問させていただきます。 

 第１点目は一般会計補正予算、衛生費の中の予防費のうち、新型インフルエンザワクチ

ン接種助成費の臨時補助金、県補助金７７６万８,０００円、一般財源７２７万、１,５０

３万８,０００円の事業でございますが、この間説明の中で、生活保護世帯及び市民税非

課税世帯を対象に全額補助にするという説明がございました。しかし、なぜ感染率の高い

子供が入っていないのか。その点と、また対象者の予定者、人数、１人当たりの予算をお

聞かせ願いたいと思います。 

 もう１点目でございます。教育費のうち、保健体育総務費の中でクロスカントリー大会

開催の件でございます。補助金５４０万円でございます。県からの補助金５４０万でござ

います。そのうち、５点質問したいと思います。主に県補助金ですが、これはどのような

県の予算枠から出ているかをお聞かせ願いたいと思います。全部補助金で運営するという

ことになっておりますので、大会主体はどこになるか。また、場所はどこに予定している

か。どのような形の参加者になるか。一番大事なことですが、今の予定は単年度になって

おりますが、継続的な事業にならないかということをお聞かせ願いたいと思います。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 
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 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、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） 

 ８番、井川議員さんより、議案質疑をいただいております。 

 補正予算書２４ページの１５款衛生費のうち、予防費におきまして計上いたしておりま

す負担金補助及び交付金１,５０３万８,０００円につきまして、新型インフルエンザワク

チンの接種事業についてのご質問でございますが、国におきましては本年１０月１日から

平成２１年度に引き続き、新型インフルエンザワクチン接種事業を行い、生活保護や住民

税非課税世帯の低所得者を対象としたワクチン接種費用の助成制度が創設されております。

本市におきましても、この制度に基づきまして、低所得者へのワクチン接種費用の助成を

行うものでございまして、予算額につきましては１,５０３万８,０００円を計上したとこ

ろでございます。ワクチン接種対象者でございますが、１歳から１２歳につきましては２

回接種を受ける者２５０人、また１３歳から６４歳の１回接種の者１,１５０人、また６

５歳以上の方、１回接種の者ですが２,６００人、合計いたしまして４,０００人をこの事

業の中で見込んでおるところでございます。また、接種費用につきましては１回目の費用

が３,６００円、２回目の費用が２,５５０円となっております。 

 次に、新型インフルエンザワクチンの接種事業に子供が入っていないというふうなこと

でございますけれども、昨年の４月にメキシコにおきまして発生いたしました、新型イン

フルエンザは５月には日本にも上陸いたしまして、多くの感染者を出し、重症化や死亡に

至る事態となりました。そのことから、国においては生活保護世帯や住民税非課税世帯を

対象にいたしましてワクチン接種費用の助成を行い、その上に県・市におきましては妊婦

と子供を対象に助成を上乗せで行ったところでございます。これは、新型インフルエンザ

が特に小児の間で感染拡大し、重症化事例も多く見られたということから、早急に小児へ

のワクチン接種を促進し、重症化を予防する必要があったということでございまして、徳

島県の補助事業、また本市の単独事業として実施をいたしたところでございます。 

 しかしながら、今回の新型インフルエンザは感染力が強いものの、治療薬でございます

タミフル等の抗ウィルス薬が非常に有効であるということも確認されまして、これらの投

与によって多くの方が軽症のまま回復している状況でございます。また、先般、世界保健

機構から新型インフルエンザの大流行、パンデミックの終息声明がございまして、新型イ

ンフルエンザは季節性インフルエンザと同様の傾向になりつつあるというふうな勧告が出

されたところでございます。また、国におきましても、緊急的またかつ総合的に対処する

べき事態は終息しつつあるものと判断されまして、徐々に通常の感染対策として対応する

体制に切りかえられるとの方針が示されているところでございます。これらの状況を踏ま

えまして、本市といたしましては国の制度に基づき、接種費用が経済的に大きな負担とな

る低所得者についてのみワクチン接種費用を助成することとしたところでございます。 
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 これから秋、冬にかけまして本格的なインフルエンザの流行シーズンとなってまいりま

す。感染を予防するには基本的な感染予防対策である外出後のうがい、あるいは手洗い等

が重要となってまいりますので、アイネットみま・広報、また広報みまＴＶ等により、周

知をいたしまして、市民の予防意識の高揚、また啓発に努めてまいりたいと考えておりま

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） 

 続きまして、クロスカントリー大会開催補助金につきまして、財源の県補助金の内容は

どうなのか、大会の実施主体がどこか、またどこで開催し、市民参加ができるのか、継続

性はあるのかとのご質問でございますけれども、大会開催補助金５４０万円の財源であり

ます県補助金の子育て支援臨時特別対策補助金についてでございますが、すべての家庭が

安心して子供を産み育てることができるような環境を整備するため、地域の実情に応じた

創意工夫のある子育て活動の取り組みを支援する補助金で平成２２年度、本年度に限り創

設された補助制度でございます。県内で中・長距離をリードする中学校や高校を有する本

市にあってクロスカントリー大会を開催し、多くの子供から大人に参加していただき、子

供たちの健全育成を図るとともに、親子や地域とのコミュニティを高め、世代間や市内外

の人との交流を促進し、子育ての支援を図るという事業計画により採択されております。

また、この県補助金は補助率が１００％でございまして、大会開催経費のほとんどが補助

対象となります。 

 次に、クロスカントリー大会の実施主体についてでございますが、予算を議決していた

だきました後、本市の陸上競技協会やスポーツ少年団、学校、地域、その他関係団体等と

の代表により実行委員会を設立の予定でございまして、この実行委員会が主体となって大

会を開催することになります。また、この大会につきましては県のオンリーワン・ハイス

クール事業に取り組んでいます、美馬商業高校と連携して実施する計画でございます。開

催場所についてでございますが、クロスカントリーの大会ということで一部に起伏のある

坂の造成や竹林の間を走るコースを作るほか、交通安全対策や駐車場の確保等により、吉

野川河畔ふれあい広場及び水辺の楽校を予定しております。また、大会の参加者につきま

しては子供から大人まで市民を中心に、県内外からもより多くの方々に気軽に参加してい

ただけるよう取り組んでまいります。詳しい協議内容につきましては実行委員会の方で決

定されますけれども、幼児と保護者で走るファミリーの部など、さまざまな部門を設けま

して多くの市民の方が参加できるように考えてまいりたいと考えております。 

 最後に、継続性についてでございますが、クロスカントリー大会は県内では他に開催さ

れておりませんで、中・長距離の選手育成に取り組んでいる本市の特徴や地域の自然環境
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を生かした、特色ある大会となることも期待できるところです。しかし、何分にも初めて

の大会でありまして、どれくらいの方に参加いただけるか、どれだけ成果を上げることが

できるか、まだ不明な点も多いところでございます。また、本年度は美馬商業高校のオン

リーワン・ハイスクール事業との連携に併せ、県補助金により財源が確保できますことを

含めて実施するもので、継続して開催することになりますと、毎年相応の財源が必要とな

ってまいります。来年度以降につきましては、本年度の成果と課題の検証を行うとともに、

住民や関係団体の皆様と協議しながら継続しての開催を検討することになっているところ

でございます。 

 美馬市の特色あるスポーツ大会として、継続して開催できるよう本年度の大会の成功に

向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

◎８番（井川英秋議員） 

 井川。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川英秋君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 丁寧なご説明ありがとうございます。一昨年ですか、メキシコ発の新型インフルエンザ、

大体感染率、子供が多かった。休校までした。また、学年・学級閉鎖をした学校もござい

ます。そのような中で、生活弱者の人を対象に全額補助ということになっておりますが、

子供たちも生活弱者です。今、世間では子育て支援等々叫ばれております、また言ってお

ります。そういうときに、去年は１回目は子供は無料でした。今年急になしになっとると

いうことで、安心して生活するためにやっぱり子供も私は入れるべきじゃと思うんですけ

ど、もし、緊急にこういう蔓延したときには行政の方で専決をもってでもやっていただき

たいという思いなんです。この予算に対しては、私はもう大賛成の予算なんです。ここで、

子供の支援、子供に対する助成も入れていただければ万全だったと思います。その点、今

後そういう蔓延したときにはどうなるかということを再度お聞かせ願いたいと思います。 

 それと、もう１点のクロスカントリーの件なんですけど、一番大事なのは、私はどうし

ても聞きたかった。継続性があるかどうかという点なんです。実は、私ども議会の方から

も、前一般質問もしていただいた議員さんもございます。それから、教育委員会の方へ要

望していただいた議員さんもございます。それは、市民マラソン大会ですか、そういう問

題も含めて、何か市民が全員集えるような事業、特に、今、場所を聞きましたら西の野外

交流の郷付近で行うということで、西は疲弊していますんで、このような徳島県が、主体

は美馬市全体でするようになると思うんですが、県辺りが協力しとる分野は是非とも継続

性が持てるような事業にしていただき、やってみなわからんというんでなしに、全国でク

ロスカントリー、また市民マラソン大会等々は多くやっておりますんで、今からまだ勉強

の機会がございますんで、そういうとこへ視察にも行ったり、よい事業を行うという姿勢
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でやっていただきたいと思いますので、その点を再度お答え願いたいと思います。よろし

くお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 暫時休憩します。 

小休 午前１１時２０分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 再開いたします。 

 それでは、質問者の趣旨がそういうことでございますので、答弁を願います。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、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） 

 井川議員の再問にお答え申し上げます。 

 昨年度の新型インフルエンザでございますけれども、国内外で大変な大流行となったわ

けでございます。また、昨年度の状況はワクチン不足、ワクチンの供給についても不安が

ございましたし、そうした中で昨年度の接種事業につきましては子供に対しては優先的な

接種、また緊急的な措置として接種費の助成を国庫補助とともに国・県での上乗せの補助

を行ったという状況がございます。このインフルエンザの接種事業につきましては国が実

施主体と、実施されておるわけでございまして、今年の低所得者の補助につきましても国

の方で実施をいたしておるということでございます。今回の予算につきましては国の助成

制度に基づいた助成制度として予算計上させていただいたということでございます。 

 厚生労働省といたしましては、今後の新型インフルエンザの対応につきましてできるだ

け正確な情報を迅速につかみたい、またそれをわかりやすく国民の皆様に提供していくよ

うに努めるというふうなことで見解を出されております。また、その発生状況によりまし

て、必要に応じた見直しを行っていくというふうなことも見解の中で示されております。

市といたしましては、先ほどご答弁いたしましたようにまずは感染することのないように

今後予防対策、またうがい、手洗いといった内容を広報、またテレビアイネットみまを通

じまして十分に周知するように努めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

［教育長 光山利幸君 登壇］ 

◎教育長（光山利幸君） 
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 井川議員さんの方からクロスカントリー大会について継続して頑張ってやってみないか

というような激励のお言葉をいただきました。市教育委員会といたしましても、先ほど次

長の方から答弁しましたように、来年度以降については本年度の成果と課題の検証を十分

行って、是非できるような方向で頑張れるように教育委員会職員と関係者と一丸となって

取り組んでいきたいというようには考えております。美馬市の特色あるスポーツ大会とし

て継続して開催できるよう頑張ってまいると、今年度の大会の成功に向けて取り組んでい

くと、ご答弁させていただきたいと思います。 

◎８番（井川英秋議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川英秋君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 私の質疑の仕方が悪かったんかもしらんですけど、これは大事なこと、両方とも継続性

をもってやらないかん。それと、市全体挙げてやらないかんという意味で、本当は委員会

の方へ付託される案件でございますので、担当委員会の人には失礼じゃと思ったんですけ

ど、私もインフルエンザ、去年病気にかかりまして、先に予防接種をしていただきました。

それぐらい、大きな事案じゃったと思っております。それと、今後、先ほど蔓延したとき

にはどうするかという、お答えがなかったんですけど、そこら辺りも是非とも今後子供の

ことですから、行政も力を入れて、去年、おととしと、この蔓延したインフルエンザのこ

と、忘れず、まだ完全に消えた問題でございませんので、そこら辺り、子供のことを常に

思った政策をしていただきたいと。 

 あとの、クロスカントリーの件なんですけど、先ほども申し上げましたが、名前を挙げ

たら申しわけないですけど、郷司議員さんもここで一般質問されました。谷議員さんも教

育委員会の方へ要望を出していただいております、市民マラソン。どうしても、これ、成

功させていただき、何か徳島県、四国でやっていない事業を成功さすという意味での、今

日の質疑は激励というんですか、そういう意味で質疑したつもりですので、是非とも、し

てみなわからんというんでなしに、単年度というんでなしに、せっかく５４０万も県から

補助金いただけるんですから、これを大事に今後、また予算がなければ昨日、私どもの三

宅会長が申し上げてましたように、あそこにはすばらしい予算も事業所も近くにできてお

りますので、そういうのを活用して大いに美馬市民が集える場所を作っていただきたいと

思います。 

 以上です。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 よろしいんですか、答弁。 

（「はい、結構です」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 私が申し上げたのは、議案質疑の範疇でお願いしますと申し上げたことであって、そう

いうふうに理解をお願い申し上げます。 

 続きまして、議席番号１４番、川西仁君。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 時間も時間でございますので、手短に議案の質疑を引き続き私の方もさせていただきた

いと思います。 

 今回、議案第５２号、予算書３２ページ、美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち、

３５款２５項３目の高質空間形成施設整備工事請負費３,４００万円という金額のご計上

があると思うんですが、これについて質問をさせていただきたいと思います。 

 今議会に上程されております一般会計補正予算の主な内容におきましては、先の市長の

所信表明あいさつの中でもあったように地域総合整備施設資金貸付事業、また高質空間形

成施設整備事業、県単独道路砂防事業負担金事業、また市制施行５周年記念事業、子宮頸

がんワクチン接種事業、また新型インフルエンザワクチン接種事業など、こういったもの

が上程されておるわけでございますが、この中で土木費で高質空間形成施設整備事業費と

いたしまして、先ほども申しましたように３,４００万を計上されておられるわけでござ

いますが、この事業は先のご説明では国の社会資本設備総合交付金、旧のまちづくり交付

金を活用して実施されていくものといたしまして、この内容におきましては脇町北庄地区、

天神池周辺の遊歩道の休憩所などの整備を行うもの、というご説明であったかのように思

います。この整備事業におきまして、金銭的にもそこそこ投資なされるような旨でござい

ますので、この事業に際して事業の目的と内容をお伺いをしたいと思います。 

 ご答弁により再問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

◎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、武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 １４番、川西議員さんから、議案質疑に対してのお答えをいたします。 

 議案第５２号、美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち、３５款２５項３目の工事請

負費についての事業の目的と内容についてのご質問でございますが、本市では社会資本整

備総合交付金事業として都市再生整備計画・脇町地区第２期を立ち上げ、整備区域全体の

目標として観光・リゾートタウンとして地域の歴史・文化・自然環境を生かした個性あふ
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れるまちづくりを掲げております。天神池周辺の遊歩道整備についても、その目標のもと

で整備計画に盛り込んでおり、現在あんみつ館西側の散策路として利用されている、天神

池を休憩所を設けた遊歩道に整備するものでございます。工事の内容につきましては園路

舗装工事として、コンクリート舗装を延長４００メートル、それから転落防止さくを延長

３９０メートル設置、休憩所１箇所等の整備を計画しております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西仁君。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 はい、１４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 続きまして、再問をさせていただきたいと思います。 

 ただ今、ご答弁をいただいたわけでありますが、整備計画の目的といたしましては、遊

歩道の整備をすることにより、地域の歴史文化、また自然環境を生かした観光まちづくり

を目指すものであろうと思います。また、この内容といたしましては天神池周辺の遊歩道

の整備に加え、休憩所などを設けたものを行うようでありますが、これは地域の周辺整備

に観光を絡めたまちづくりを行おうとしておられるのだろうとは思うんです。こうした試

みに対しましては大変意義のあるものと私も評価をするわけでございますが、この予算を

使って行うことに対して、どういったメリットが生じておられるのかをお伺いをしたいと

思います。 

 また、ご答弁によって再々問等させていただきます。どうぞ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） 

 １４番、川西議員さんからの天神池の整備によるメリットについての再問でございます

が、年間来訪者２４万人のうだつの町並みと年間来館者１０万人のあんみつ館は、本市観

光の２大スポットでありますが、どちらか一方の観光のみで終わってしまう場合も多く、

滞在時間が短い通過型観光ポイントとなっております。観光客の周遊性を高め、滞在時間

の延長を図るために、これらの観光スポットを相互に行き交うことができる魅力的な散策

ルートを整備する必要があります。現在、あんみつ館西側の散策路として利用されている

天神池を中継所の一つとして休憩所を設けた遊歩道に整備することで大谷川にあるデ・レ

ーケ堰堤及びうだつの町並みと散策ルートの連続性が図られます。そのことにより、観光
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面ではあんみつ館に訪れた来館者に散策してもらうことで滞在時間の延長が期待でき、地

元経済の活性化につながるものと考えております。また、地域の歴史・文化・自然環境を

生かす面でいえば、天神池は市営北庄団地とも隣接しており、秋には地元の祭りでみこし

が通るルートにもなっていることから、天神池堤天を遊歩道として整備し、休憩施設を設

置することで景観の向上と安全性の確保はもちろん、祭り文化を継承するための地域の憩

いの場としても十分活用することができます。 

 更に、今後地元ボランティア団体やあんみつ館との協力関係を強化・継続しながらそれ

ぞれがタイアップした各種イベント等の開催にも発展させられるものと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西仁君。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 続きまして、再々問をさせていただきたいと思います。 

 ただ今、ご答弁いただきまして、市の考え方といたしましては、本市の観光は通過型観

光で、うだつの町並み、そしてあんみつ館、こういった観光施設をワンポイントごとの単

独で終わらせているものを、これらをつなげられるように、できるだけ長くお客さんを滞

在しておこうという試みではあろうと思います。地域とも連携してやっていこうとする大

変期待のできる事業ではなかろうかと考えられますが、観光客の皆さんが大勢この天神池

周辺を散策できるよう、もっと考えるべきではなかろうかと思います。また、できるもの

ならこれを利用したもので、利益が得られるように考えていただければと、このように私

は思います。こういった中身は常任委員会でご審議されるだろうとは思うんですが、十二

分にご審議されて提案といたしまして、この質疑を終わらせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 提案で質問、答弁よろしいんですか。 

（「はい、結構です」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 はい、わかりました。 

 以上で、通告による質疑はすべて終わりました。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 今議題となっております、議案第５１号から議案第５７号及び、議案第６０号の８件に

つきましては、議会会議規則第３７条第１項の規定により、お手元にご配付の議案付託表
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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５１号から議案第５７号及び議案第６０号の８件につきましては、付託

表のとおり決しました。 

 なお、議案第５８号及び議案第５９号の決算案件２件につきましては、決算特別委員会

に付託し、審査することは決定いたしておりますので、そのように取り計らってまいりた

いと存じます。 

 以上で、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、明日は休会日とすることに決しました。 

 なお、２１日からの各常任委員会及び決算特別委員会におかれましては、付託案件等に

つきましてご審議いただくわけでありますが、よろしくご審議をお願い申し上げるわけで

あります。 

 次回は１０月１日、午前１０時から再開、委員長報告に続き、質疑・討論・採決であり

ます。 

 よって、本日はこれをもって散会といたします。 

 ご苦労でございました。 

散会 午前１１時４０分 

 


