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平成２２年９月美馬市議会定例会会議録（第４号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２２年１０月１日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   議   午前 １０時００分 

                                         

◎ 出席議員 
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  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 

   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 

  経済部長              大垣賢次郎 
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  福祉事務所長            西前 清美 
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  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 
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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。 

              ７番  藤原 英雄 議員 

              ８番  井川 英秋 議員 

             １０番  国見  一 議員 
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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。 

 １０月１日、俗に言う神無月でございます。皆さんのところの氏神さんは皆、出雲の方

へ行っておりますから、留守であります。神無月というわけであります。 

 ８日以来、鋭意委員会を消化いたしまして、本日に至ったわけであります。今日は本会

議最終議会ということになっておるわけであります。どうか、議会運営にご協力をいただ

きますようにお願い申し上げまして、開会といたします。 

 ただ今より本日の会議を開きます。 

 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ので、よ

ろしくご協力をいただきますようにお願い申し上げておきます。 

 なお、西村議員より欠席の届けが出されておりますので、報告いたしておきます。 

 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、７番 藤原英雄君、８番 井川英秋君、１０番 国見 一君を指名いたしま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 日程第２、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対する条例

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１０

件を一括して議題といたします。 

 この件につきましては、所管の常任委員会及び決算特別委員会に付託をしておりました

ので、各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） 

 １２番、片岡。 

◎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５２号、平成２２年度美馬

市一般会計補正予算（第２号）のうち当委員会関係分、議案第５６号、平成２２年度美馬

市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）及び議案第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）、以上３議案について、審査のため、去る９

月２１日に委員会を開催いたしました。 

 出席の委員は、私を含めて６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
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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。 

 委員から、議案第５２号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）の中、農業

振興費・とくしま強い農林水産業づくり事業補助金についての質疑がございました。理事

者からは、単年度事業として実施するもので、３つの事業を予定しており、まず１点目の

産直事業としては、ＪＡが主体で行っている産直市において、売り上げの状況や販売農家

の管理を行うためのパソコン等を購入するものである。次に２点目として、農政課が推奨

している大豆栽培の振興策として、ＪＡが事業主体となり大豆の選別選粒機を購入するも

のである。また３点目として、郡里地区において鶏肉とタマネギがコラボレーションした

形でのタマネギの産地化を目指し、タマネギ移植機を導入するものであるとの答弁がござ

いました。引き続き委員から、美馬市内に産直市はＪＡだけでなくほかにも数件あり、そ

ういったところに対しても助成の周知を行っているのかとの質疑がございました。理事者

からは、当該事業は県の単独事業を導入して実施しているものであり、制度等について各

事業者に周知できていない部分もあるので、今後、産直市の役員会等の場において説明を

してまいりたいとの答弁がございました。そして、委員からは、徳島県においても産直市

事業を進めており、ＪＡ以外の産直市事業者についても、当該制度を活用できるような方

向で推進していただき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、福祉文教常任委員会委員長、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の条例案件１件、議案第５

２号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち当委員会関係分、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５５

号、平成２２年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）までの特別会計補正予算

案件３件について審査のため、去る９月２２日、委員会を開催いたしました。 

 出席の委員は、私を含め６名であります。 

 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
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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。 

 委員から、子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料について質疑がありました。理事者

からは、中学校３年生の女子１３９名を対象に、合計３回接種するものである。１回目の

１カ月後に２回目、６カ月後に３回目の接種をすることになっている。接種単価は県医師

会との協議により、１回１万６,０００円、３回で合計４万８,０００円となっており、こ

れを全額県と市が負担することになっている。接種時期については、１０月１日から県内

の全市町村で実施されることが決まっており、県内医療機関で広域的に接種できる。美馬

市内では１６の医療機関で接種することができる予定で、対象者に案内することとしてい

る。ワクチン接種は任意接種であるため、あくまでも本人や保護者の希望により実施する

ものである。接種に際して十分ご理解をいただくため、子宮頸がん及びワクチンの説明や

効果、接種方法、副反応等を記載したリーフレットを案内通知に同封し、送付することと

している。電話相談にも適切に対応できるよう、マニュアル的なＱ＆Ａ集も作成している

との答弁がありました。 

 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） 

 続いて、総務常任委員会委員長、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、総務常任委員会の審査の結果

につきましてご報告を申し上げます。 

 本委員会は、９月定例会において付託されました議案第５２号、平成２２年度美馬市一

般会計補正予算（第２号）のうち当委員会関係分、及び議案第６０号、過疎地域自立促進

計画の策定についての２件の審査のため、去る９月２４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。 

 なお、一部審査概要をご報告いたしますと、庁舎耐震診断委託料について、木屋平地区

総合支所、老人福祉センター及び基幹集落センターの耐震診断業務に要する委託料の審議

の中で、耐震補強工事に対し、現在の支所のランニングコストや木屋平地区における将来

的な人口等の推移を考えた場合、耐震補強工事を行うか、または規模を縮小した建物にす
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るかなど、将来を考えた全体計画の中で検討するべきでないか、また、工事を行った場合

の財源についてはどうなるのかという質問がございました。理事者側から、木屋平地区の

総合支所等については将来も支所としての機能を存続させる必要がある。耐震診断を行う

ことにより、補強の程度及びそれに要する費用の概算がわかる。耐震診断の結果を踏まえ

て、次の段階を慎重に考えていきたい。また、工事の財源については、庁舎の位置づけか

ら合併特例債が充当できると考えているとの答弁がございました。 

 次に、地域総合整備資金貸付金（ふるさと融資）について、委員から、民間の医療法人

から申請があったとのことであるが、どのような方法で周知したのかという質問がござい

ました。また、地域から何人の雇用が見込めるのかという質問もございました。それに対

し理事者側から、この制度については市のホームページで周知を行っており、地域から１

６人の雇用が見込めるものであるとの答弁がございました。 

 また、過疎地域自立促進計画について、委員から、事業計画の優先順位はどうなってい

るのか、また、今後の変更は可能なのかとの質疑に対し、理事者側からは、優先順位につ

いては予算査定やサマーレビューなどで検討を行う。また、事業計画については、市民ニ

ーズなどに対応できるよう、変更は可能なものであると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） 

 次に、決算特別委員会委員長、三宅 共君。 

◎８番（井川英秋議員） 

 １５番、三宅 共。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１５番（三宅 共議員） 

 おはようございます。議長のご指名がございましたので、決算特別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２

１年度美馬市水道事業会計決算認定についての審査のため、去る９月２７日委員会を開催

いたしました。 

 出席委員は、私を含めて７名でございました。 

 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、提出議案は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 なお一部審査概要をご報告いたします。 

 不納欠損についての状況及び収入未済額の取り扱いの質疑に対し、理事者側から、不納
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欠損処理については、平成１６年度分までが対象であり、財産調査や滞納者の現在の状況

を調査の上、地方税法及び市税不納欠損処分取扱規程に基づき、適正に処理を行ったこと。

また、収入未済額については、滞納者の休日納税相談や呼び出し等を行い、やむを得ない

場合は、地方税法や国税徴収法に基づき、納税の公正性を図るため、差し押さえも含め厳

正に対処しているとの答弁でございました。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計では、滞納者の現状及び今後回収できない場合の対処

について、不納欠損処理できないのか、今後の対応をどのように進めていくのかとの質疑

がございました。理事者側からは、この事業については最終事業年度が平成３４年度まで

となっており、不納欠損については考えておらず、今後も関係者との協議により継続的に

回収に努め、法的措置を含めた方針で回収を進めてまいりたいとの答弁でありました。 

 次に、美馬温泉保養センター事業特別会計では、繰入金が毎年増額されているが、その

理由は、今後の改善策は考えているのかとの質疑に対し、理事者側から、増額の要因とし

ては、施設も老朽化し、施設の修繕や売り上げの減少によるものである。今後については、

当施設の運営委員会でも、老朽化と利用度の減少により、このまま維持していくのは非常

に厳しい状況であることを説明し、理解を求め検討をいただいているところであるとの答

弁でございました。 

 また、平成２１年度決算を踏まえ、財政運営を今後どのようにしていくのか、将来的構

想はどうなのかとの総括的質疑に対し、理事者側から、決算の主要な数値は改善の方向に

あるが、平成２７年度以降、地方交付税が段階的に減少するため見通しは厳しくなる。今

後安定した財政運営ができるよう引き続き行財政改革を推進し、財政基盤の充実に努めて

まいりたいとの答弁でございました。 

 以上で、審査内容の報告をし、決算特別委員長の報告といたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上をもって、各常任委員会委員長及び決算特別委員会委員長の報告を終わります。 

 これより、ただ今の各委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしであります。従いまして、委員長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ます。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 討論なしと認めます。従って討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。 

 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）の７件及び議案第６０号、過疎地域自立促進計画の策定についてを一括し

て採決を行いたいと思います。委員長報告はいずれも原案可決であります。 
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 お諮りいたします。 

 議案第５１号から議案第５７号の７件及び議案第６０号は、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５１号から議案第５７号の７件及び議案第６０号

は原案のとおり可決されました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、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

ついて一括採決を行います。 

 議案第５８号及び議案第５９号については、委員長の報告はいずれも原案認定であり

ます。 

 お諮りいたします。 

 議案第５８号及び議案第５９号について、委員長報告のとおり認定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５８号及び議案第５９号は原案のとおり認定する

ことに決しました。 

 ただ今、決算関係２件を認定いたしましたので、この認定をもちまして決算特別委員会

は消滅いたします。委員の皆さんは大変ご苦労でございました。 

 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。 

 この議案については、お手元にご配付いたしておりますとおりでございます。閉会中

の継続調査については、申出書が提出されておりますので、お諮りをいたします。 

 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

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ことに決定をいたしました。 

 次に、日程第４、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、お手元にご配付のとおり、議員派遣することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 異議なしと認めます。よって、お手元にご配付のとおり、議員派遣することに決定を

いたしました。 

 ただ今決定されました、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

委任されたいと存じます。 

 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、市長からごあいさつを求められておりますので、これを許可いたしま

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） 

 美馬市議会９月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今定例会には、一般会計補正予算案など、１０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、厚く御礼を申し上げます。 

 議案審議等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、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。 

 さて、本日１０月１日を基準日といたしまして、全国一斉に国勢調査が実施されること

となっております。ご承知のとおり、この調査は我が国の最も重要で、かつ基本的な統計

調査でございまして、国の人口構造や就業構造を把握し、社会情勢の変化や新たなニーズ

に対応した行政運営を行っていく上で、重要な役割を果たすものでございます。また、こ

の調査結果に伴う人口や世帯数は、本市の大きな財源であります、地方交付税の算定にお

きまして、最も重要な基礎数値として使用されることとなっております。 

 前回、平成１７年の調査では、本市の人口は３万４,５６５人でございましたが、将来

推計によりますと、今から５年後の平成２７年には、約３万人となりまして、少子高齢化

への流れがますます加速化していくことが予測されております。こうした厳しい状況を踏

まえまして、今後人口の減少を最小限に食い止めるためにも、総合計画を基本として、先

ほどご可決を賜りました、過疎地域自立促進計画を着実に実行に移すことによりまして、

誰もが住みたくなるまち「四国のまほろば 美馬市」を目指しまして、更に努力を傾注し

てまいりたいと考えております。 

 議員各位をはじめ、市民の皆様方には、今後とも市政に対しまして、格段のご支援、ご

協力をお願い申し上げる次第でございます。 

 結びとなりますが、日ごとに秋らしく、朝夕はめっきり涼しくなってまいりました。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、ますますのご活躍をご祈念申し
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上げまして、閉会に当たっ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） 

 それでは、閉会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 

 議員各位におかれましては、去る９月８日より本日まで２４日間にわたりまして、終始

ご熱心にご審議をいただき、すべての案件を議了いただきましたことを厚くお礼を申し上

げます。なお、市長を始め、理事者各位におかれましては、審査過程において議員各位か

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、お願い申し上げ

るものであります。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。

皆様方には市政発展のため、ますますご活躍賜りますようご祈念申し上げます。 

 私の方から一言申し上げておきます。中央政局も安定をいたしまして、その機能が発揮

されたところでございます。その特筆事項としては、総務大臣に片山総務大臣が就任され

ました。この談話の中に、これからは地方から中央への権能を強化していくものだという

ことが言われております。つまり、財政においても、今までの特定財源を一括交付金化と

して地方に付与する、そういう考えであるという談話が発表されました。誠に喜ばしい限

りであります。そういうことからいたしまして、議員各位におかれましても、本会議も大

事でありますが、閉会中のいろいろな審査、政策活動も重要かと思うわけでありますから、

一層努力して市民の負託にこたえていただきますように、議長の方から督励をいたしたい

と思います。 

 以上をもちまして、本日の議会はすべて終了いたしました。 

 本日これにて散会といたします。大変ご苦労でございました。ありがとうございました。 

閉会 午前１０時３１分 

 


