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平成２２年１２月美馬市議会定例会会議録（第１号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２２年１１月３０日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   会   午前１０時０２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 

   ７番  藤原 英雄    ８番  井川 英秋    ９番  西村 昌義 

  １０番  国見  一   １１番  久保田哲生   １３番  原  政義 

  １４番  川西  仁   １５番  三宅  共   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 

  １２番  片岡 栄一   １６番  谷  明美 

                                         

◎ 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。 

              １１番  久保田哲生 議員 

              １４番  川西  仁 議員 

              １５番  三宅  共 議員 
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開会 午前１０時０２分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 開会前にごあいさつを申し上げます。 

 市民の皆さんから、議長は開会時には起立してごあいさつを申し上げるべきであるとい

うことが言われておりますが、これはテレビの放映の関係で固定カメラの関係から、立っ

てあいさつはちょっと収まりにくいということでございますので、再三お電話をいただく

わけでありますけれども、この場を借りてご容赦のほどをお願い申し上げておきたいと思

います。 

 今日は、議員の皆さんあるいは理事者の皆さんに１２月議会をご招聘申し上げましたと

ころ、ほとんどの方が元気でおそろいをいただきまして、本当に慶賀に存ずるところであ

ります。早いもので、今年ももう余すところわずかとなってまいりました。歳月人を待た

ずと言いますか、本当に光陰矢のごとしと申しますか、早いことでございます。 

 今日は１２月議会開会であります。現下は大変困難な状況が進んでおるところでござい

ます。いろいろと国の諸策の処方箋もあまり効果がなく、だんだんと奈落の底の方へ向っ

て引き込まれていくのではなかろうかという感を持つものでございますけれども、しかし、

ある人の言を借りましたら、人生というのは、あるいは社会というのは希望と辛抱と、こ

ういうふうに言われておるわけであります。辛抱ばっかりでも、これはやはり前進がない

わけでございます。前途に少しでも明るい光明が見える、こういうことがやはり人間も前

を向いて進んでいるエネルギーではなかろうかと思うわけであります。 

 今議会、そういうようなことからいたしましても、美馬市の展望を開く、将来に対して

いささかでも明りが見えることができましたら、これにまさる幸せはないのではなかろう

かと思うわけであります。現下は恐らくいろいろと言われておりますけれども、理事者、

議会、お互いにその立場こそ違え、一つの目的に向かって求心力を発揮していかなければ

いけない時代だと、こういうふうに思うわけであります。今議会がそういう示唆に富んだ、

前途に光明が見えるような議会であらんことをひとえにお願い申し上げるわけであります。 

 ものの本によりますと、明日という字は明るい日というふうに書くというふうに言われ

ております。明るい展望が見られますように、どうぞ皆さんの一層の奮励努力をご期待申

し上げまして、開会といたすものであります。 

 ただ今の出席議員は１８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１２月美馬市議会定例会を開会いた

します。 

 なお、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いた

すことといたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 なお、片岡、谷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。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。まず、議長の報告から行います。 
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 まず、１０月６日、第１４１回徳島県市議会議長会定期総会が美馬市で開かれ、副議長

とともに出席いたしました。 

 次に、１０月７日、姉妹都市であります洲本市より正副議長及び議会運営委員長が来庁

し、副議長・議会運営委員長とともに対応いたし、今後双方の議会の交流・運営について

協議をいたしました。 

 次に、１０月１３日、平成２２年度森林管理道倉羅川井峠線開設期成同盟会総会が神山

町で開催され、産業常任委員長とともに出席いたしました。 

 次に、１０月１４日、市民憲章碑除幕式が庁舎前庭で行われ、出席をいたしました。 

 次に、１０月１８日、美馬市地域雇用創造協議会設立総会が穴吹農村環境改善センター

で開かれ、産業常任委員長、美馬市活性化特別委員長とともに出席をいたしました。 

 次に、１０月２１日、平成２２年度国道４３８号整備促進期成同盟会総会及び平成２２

年度広域農道吉野川中部地区新設促進期成同盟会総会が、それぞれつるぎ町で開催され、

これに出席をいたしました。 

 次に、１１月１２日、国道４３８号・４３９号期成同盟会総会が徳島市で開かれ、副議

長・産業常任委員長とともに出席をいたしました。 

 次に、１１月１４日、美馬市教育振興大会が美馬中学校で開かれ、これに出席をいたし

ました。 

 次に、１１月２６日、全国市議会議長会第１３９回社会文教委員会が全国都市会館で開

催され、これに出席をいたしました。 

 また、９月定例会以降、岡山県真庭市ほか２市から「見守りシステム」についての行政

視察があり、市長部局とともに対応いたしました。 

 次に、監査委員から平成２２年８月、９月、１０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存じます。 

 以上で議長の報告を終わります。 

 次に、各委員長より、閉会中の継続調査の報告を行います。 

 初めに、福祉文教常任委員長、郷司千亜紀君。 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 議長、５番、郷司。 

◎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） 

 おはようございます。 

 閉会中の福祉文教常任委員会の継続調査報告を申し上げます。 

 去る１１月８日から９日にかけまして、広島県広島市、岡山県倉敷市へ行政視察を実施
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いたしました。 

 広島県広島市では、社会福祉法人広島光明学園を視察いたしました。当施設は、昭和８

年４月に創立されました。当初は、「光明寺」というお寺で、保育事業を開始し、現在は

１つの建物に特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援事業が入った複

合施設となっております。平成１９年４月より、従前の認可保育所に幼稚園の機能を取り

入れた幼保連携型「認定子ども園広島光明学園」として開始し、現在、保育所定員３７０

名、幼稚園定員６０名と、ほかの私立保育所と比べても多い定員での運営をされていると

ころでございます。 

 当日は、初めに園児たちによる和太鼓の演奏で歓迎を受けた後、施設を見学させていた

だきました。その後、担当者より、認定されてから現在までの運営上のメリット・デメリ

ットや運営方針等について詳細に説明をいただきました。メリットとしては保護者の就業

の有無を問わず入園することができ、また保育所と幼稚園ともに同じサービスが提供され

ることで、保護者が安心して子どもを預けられるようになったことが挙げられました。ま

た、デメリットとしては、役所を介さず保護者と直接契約をするため、これまで役所で処

理をしていた事務がすべて移管され、事務処理が増大したことが挙げられました。 

 美馬市においても、平成２４年度の開設に向け、これからさまざまな問題に直面してい

くと思われます。現在のニーズにあった運営方法を考えさせられる視察であり、今後の子

ども園のあり方を関係各位の皆様方と検討しつつ、よりよい子ども園づくりをしてまいり

たいと思います。 

 また、翌日、岡山県倉敷市では、倉敷ふれあい教室を訪問いたしました。倉敷ふれあい

教室は、心理的または情緒的要因によって、不登校及びその傾向の著しい児童生徒に対し

て、相談及び集団活動の指導を通して集団への適応能力の回復と育成を図るとともに、学

校への復帰を目指し、社会的自立への援助を行うことを目的としております。対象は、倉

敷市立小・中学校に在籍する児童生徒で、本人及び保護者が入室を希望することと、在校

の校長が倉敷ふれあい教室への入室が適切と認めることの２つの条件を満たす者となって

います。 

 当日は、担当者よりスライドを交えた概要説明をいただき、その後、施設を見学させて

いただきました。倉敷市の不登校の状況は、平成１５年度から平成２１年度までの平均値

では、６月、１１月、２月に多く見受けられ、保護者からの相談も非常に多くなっており

ます。逆に、小学生については、運動会等行事ごとがある月には登校率が増える傾向があ

り、中学生については、修学旅行や職場体験、ふれあい教室の先生と学校へ登校する曜日

を決めることなどで登校率が増える傾向にあるというお話を伺いました。また、極端に自

信がない子供の得意な分野を認め、褒めてあげることにより自信を取り戻し、学校に復帰

できた事例などを紹介していただきました。不登校の要因は一人ひとり異なります。倉敷

ふれあい教室では、「つなぐ」をキーワードとしており、保護者と教師、関係機関の連携

が非常に大切であるとのお話をいただきました。 

 現在、子供たちに関する環境は、情報が発達するとともに劣悪になっているような気が
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します。日々、耳を疑いたくなるような子供に関する事件や事故が報道されております。

このような社会の中で、心に病を持つ子供たちが年々増えていることは事実です。本当に

美馬市においても真剣に取り組むべき問題だと強く思いました。 

 以上、今回の行政視察において得られました認定子ども園及び倉敷ふれあい教室の取り

組みは参考とすべき点も多く、今後の福祉文教常任委員会における活動に生かしてまいり

たいと考えております。 

 以上で、福祉文教常任委員会の閉会中の継続調査報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、産業常任委員長、片岡君が欠席でありますので、代わって副委員長、三宅仁平君。 

◎１８番（三宅仁平議員） 

 議長、１８番、三宅。 

◎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） 

 ただ今、議長の方から指名いただきましたので、閉会中の産業常任委員会の継続調査報

告を申し上げます。 

 去る１１月８日から９日にかけまして、兵庫県伊丹市、奈良県大和郡山市に行政視察に

まいりました。 

 伊丹市では、「商店街活性化の取り組み」並びに「農産物直売所の取り組み」について

担当者から説明を受けました。その後、農産物直売所「スマイル阪神」の視察を行いまし

た。 

 伊丹市は、兵庫県南東部に位置し、大阪国際空港敷地の大半を擁する２０万人都市で、

大阪・神戸の衛星都市、ベッドタウンの一つとされておる市でございます。このような都

市であっても、商業部門においては、各種大型店舗の出店により既存の商店街の衰退が顕

著になっております。そのため、市では商店街振興組合等が商店街の環境整備を図るため、

アーケード・情報関連施設など共同施設の設置や、商店街の活性化につながるイベントの

開催、空き店舗の解消を図るためのハード・ソフト事業を行う場合の経費の一部を補助す

る商店街等活性化事業補助金制度や、中心市街地の活性化を目的として、店舗の建設や家

賃等を補助する補助金制度などを、市の単独補助として実施しております。その基本的な

考え方としては、長期的な視点に立ち、商業が活性化することにより、税収の増額につな

げたいということでありました。 

 特に、中心市街地活性化のユニークな取り組みとして、スペインの食文化を代表する

「バル街」を伊丹市で再現しようと始まりました「伊丹まちなかバル」について報告をい

たします。このイベントは、伊丹市中心市街地活性化協議会が主催で、市内の８２店舗の

飲食店において実施されるものであります。 

 まず、５枚つづりのチケットを前売り３,０００円で、当日３,５００円で販売をいたし
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ます。そのチケットをイベント当日に市内の参加店に持参しますと、１枚につき、金額以

上の参加店自慢の一皿とワンドリンクの特別メニューを食べることができるというもので

あります。 

 一応、今のような内容でございますけど、今後、美馬市のためにも、また、商店街の人

らにも例をとって、私どももしたいと思っておりますから、よろしくお願いします。 

 次に、大和郡山市では、「元気城下町づくりの取り組み」と「観光施策の取り組み」に

ついて説明を受けました。 

 大和郡山市は、奈良県北部に位置し、古くから城下町として栄え、金魚のまちとして有

名な市であります。農村、工業都市、商都、城下町と四つの歴史的な背景のもとで、産・

官・学・民が一体となり、お互いに知恵と元気と新たなる発想を出し合い、地域特性に適

した施策を推進するため、「元気城下町づくり」に取り組んでおります。 

 その中でも、市を元気にする意欲に燃えた人たちが語らう場として、「元気城下町クラ

ブ（人が集まるところに何かが生まれる）」ということで、年３回開催し、回ごとにテー

マを決め、語り合いがされているとのことでございます。 

 そのほか、小学４年生から６年生を対象に、市内の各事業所を見学し、ものづくりの体

験をする「きっず体験ゼミナール」、地元自治会を始めとする１１団体による産学官民連

携による資源循環型社会の実現の取り組みとして、遊休農地の６,０００㎡に菜の花を作

付して、油を絞り、商品化する「元気城下町菜の花プロジェクト」など数多くの事業に取

り組んでおります。 

 そういうことですけど、これでいっとったら脇町も大谷ぐらいの、あれ、今、きれいに

市と県がしておるけど、あれに菜種を植えて、そういう方向でしたらええんでないかなと

いうようなアイデアが、私なりに視察した結果、浮かびました。ほたら、皆もええなあと

いう、今、委員長、おらんけどね。そういうようなことでございます。 

 報告をこれで終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 次に、美馬市活性化特別委員会委員長より中間報告を受けたいと思いますので、委員長

の発言を許可いたします。 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 議長、１１番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 久保田君。 

［１１番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎１１番（久保田哲生議員） 

 美馬市活性化特別委員会の中間報告をいたします。 

 去る８月３日、第１回美馬市活性化特別委員会を開催いたしました。 

 会議では、所管事項について、今後どのように調査を進めていくべきか、その方向性に

ついて協議をいたしました。その結果、委員からは、当委員会の所管事項は非常に範囲が
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広く、多岐にわたるため、それぞれの項目について内容を絞り、調査をする必要があると

の提案がありました。 

 そこで、まず初めに「過疎対策に関する事項」と「地域振興に関する事項」を一体的に

調査を進めることとし、改正された過疎法や地域の実情を把握すること、また、現在、美

馬市において取り組まれている地域振興策について研修を重ねながら、各地域に出向き、

意見を聴取するなど、調査の方向性を決定いたしました。 

 これに基づき、１０月４日、第２回美馬市活性化特別委員会を開催いたしました。会議

では、まず始めに、過疎地域自立促進計画の内容について説明を受けました。理事者から

は、過疎地域の指定を受けることとなった要件や改正された過疎法の内容など、過疎計画

の基本的な事項について、また、過疎計画の中で今後予定されている経済部所管事業の内

容について、詳細なる説明を受けました。 

 その後、木屋平地域への委員派遣を決定し、付議された事件についての現地調査を午後

から実施いたしました。 

 つるぎの湯「大桜」において、（株）アルボル木屋平、ウッドピア、ＮＰＯ法人こやだ

いらの関係者、また、木屋平地域の方々１５名の参加もいただき、会議を実施いたしまし

た。第三セクター各社においては、それぞれの企業における現状と課題について、ＮＰＯ

法人こやだいらにおいては、その取り組みについて、また、地元の方々からは限界集落と

言われる木屋平地域における生活実態などについて、切実なる生の声を聞くことができ、

大変有意義な現地調査をすることができました。 

 当委員会は、今回の調査において得ることができました木屋平地域の現状と問題点につ

いて、今後、特別委員会の提言などに活用してまいりたいと考えております。 

 以上、簡単ではございますけれども、美馬市活性化特別委員会の中間報告を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより本日の日程に入りたいと存じます。 

 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ございます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番 久保田哲生君、１４番 

川西仁君、１５番 三宅共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。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、１１月２４日、議会運営委員会の決定のとおり、

本日から１２月２０日までの２１日間とし、１２月１日から７日までの７日間と、１１日

から１９日までの９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） 
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 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から１２月２０日までの２１日

間とすることに決定をいたしました。 

 次に、日程第３、庁舎検討に関する事項についてを議題といたします。 

 庁舎検討特別委員会より、委員長報告を受けたいと思います。 

 委員長、藤田元治君。 

◎６番（藤田元治議員） 

 ６番、藤田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田君。 

［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 

 議長よりご指名をいただきましたので、庁舎検討特別委員会の報告をいたします。 

 当委員会は、去る１１月２４日、第４回目の庁舎検討特別委員会を開催し、全委員で協

議・検討を重ねながら、新庁舎の建設について特別委員会としての最終結論を出し、庁舎

検討特別委員会報告書を作成いたしました。そして、翌１１月２５日、私の方より議長に

対しまして報告書を提出いたしました。その内容につきまして、朗読をもって委員長報告

とさせていただきます。 

 本委員会は、本年７月２日、６月美馬市議会において、庁舎建設に関する事項について

調査を行うことの付託を受け、設置された。閉会中の継続調査とし、委員会を４回開催す

るとともに、本市と同様合併後に庁舎の建設に取り組んできた先進自治体への研修を行い、

さまざまな角度から検討を重ねてきたところである。 

 委員会では、合併時に締結した協定書で、「効率的な行政の確保を図るため、新庁舎に

ついては、合併後４年以内に脇町地区で着工するものとする。なお、場所の選定について

は、美馬町の意向を尊重し、脇町西部地区とするものとする。」と謳われており、これは

尊重されるべきものであるとの意見で一致を見た。 

 委員からは、行財政改革の推進と、市民の利便性を確保するために建設すべきであると

の意見と、本市の財政状況を中長期的に見てみると、今後更に厳しい財政運営を余儀なく

されるものと見込まれ、財政破綻を招きかねない新庁舎の建設は慎重に判断すべきもので

あるとの両論が出された。 

 協議の結果、現時点に於いて新庁舎の建設は行わないことが望ましいとの結論とする。

本委員会は、理事者に対し、本市のまちづくりの将来構想における公共施設のあり方、並

びに効率的行政を推進し、市民の利便性を考慮した庁舎機能を確立するため、理事者の英

知を結集するとともに、市民に対し説明責任を果たすように切に望むものである。 

 以上で、庁舎検討特別委員会委員長報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、委員長の報告を終了いたします。 

 これより質疑を行いたいと存じます。 
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 質疑ございませんか。 

◎１番（中川重文議員） 

 はい。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １番、中川重文君。 

［１番 中川重文議員 登壇］ 

◎１番（中川重文議員） 

 １番、中川。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 どうぞ、こっちでお願いします。 

◎１番（中川重文議員） 

 ただ今、庁舎検討特別委員会の藤田委員長さんから委員長報告として、現時点において

は庁舎建設は望ましくない旨の報告がありました。非常に重要であり、難しい検討を付託

され、委員さん皆さん非常にご苦労なされたんではないかと察しいたします。 

 ですが、３点ほど質問をちょっとしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、徳島県知事立ち合いのもとで、合併協定書に調印した内容の、

新庁舎については４年以内に脇町地区で着工するものとした報告書にもありますように、

非常に重い文書の取り扱いについて、尊重するという二文字はありますけれども、どのよ

うに委員会で論議され、結論づけされたのかということをお伺いいたします。 

 第２点目ですが、行政の施策は、大前提として継続されていくものと前々から私は認識

しております。現在の財政条件のみで判断されておりますけれども、庁舎を建設した場合

に経済効果はどれぐらいあるとか、そういう判断をどのようにされたのか、結論づけされ

たのかを数値でお伺いしたいと思います。また、メリット・デメリットについても、具体

的なことがあるのであれば教えていただきたいと思います。 

 ３点目ですけれども、新庁舎を建てない方が望ましいと判断されるに至っては、協定書

にも掲げてあります目的の一つとして、効率的行政の確保を図るためにとありますが、現

在のままの分庁舎方式で行くとするならば、現在として効率的行政の確保をどのように図

っていくと結論されたのでしょうか。その問題は、当然、理事者たちが考えるべきものと

思っておるかもわかりませんけれども、ある程度は検討委員会でも検討されたことだと思

いますので、その点を具体的に回答願いたいと思います。 

 以上、３点ほど質問させていただきます。市民の方も大勢見ていると思いますので、わ

かりやすく教えていただければ幸いと思っております。どうかよろしくお願いします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 委員長、藤田元治君。 

［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 

 今、中川議員さんの方から質疑がございました。私の方からは、この委員会で審査事件
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の経過と結果について、どのように出したかということだろうと思いますので、その経過

と結果についてのみ報告をさせていただき、答弁とさせていただきたいと思いますが、４

回の庁舎検討特別委員会を開催いたしました。第１回目は、今までの経緯の部分で、今ま

で庁舎検討に関することが行われてきた経緯の部分について説明をいただきました。その

後、財政的な問題等々を議論し、そしてまた先進地の視察、２カ所ほどいたしました。建

設に向けて、合併特例債のウエイトが非常に少ない箇所を選定いたしまして、視察を行い

ました。そして、その結果、本市の本年度２月に新しく出されました中期財政計画の中に、

建設のシミュレーションをいたしましたことを説明等々いただきまして、そして、去る最

終の第４回目の庁舎検討委員会におきまして、委員の個々の意見を聞きまして、それぞれ

の意見をまとめて、本日の報告書を２５日に私の方より議長の方へ提出いたしました。 

 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） 

 １番、中川。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 中川君。 

◎１番（中川重文議員） 

 はい。 

 再質問をちょっとさせていただきたいと思います。 

 質問に対しては、あまり明確な回答ではなかったように感じられるんですけれども、ど

のような中身ですね。数値的なことをちょっとお伺いしたかったんですけれども、この場

ではそういうふうんが現れていなかったので、非常にわかりづらいと言うか、報告書自体

も玉虫色というか、一体どうするんだというんがなかなか見えてこない内容でなかったか

とは感じております。もっと市民にわかりやすく具体的に、どうだからいけない、どうだ

から見送る、そういったような話をちょっとしていただきたいなと思いましたので、でき

ることならと思いましたので、再質問をさせていただきました。 

◎６番（藤田元治議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田元治君。 

◎６番（藤田元治議員） 

 再度、中川議員さんの質疑に対してお答えをいたします。 

 私の方からは、再度申し上げますが、委員会で審査されたこの事件の経過と結果のみに

ついて、答弁をさせていただきます。 

 先ほど、不明確であるというふうなことであります。玉虫色であるということでござい

ましたが、最終的な結果といたしまして、委員お一人お一人の意見を聞きました。そして



－１４－ 

 

また、委員外議員さんの発言ということもございまして、各委員さんにお諮りをいたしま

して、許可をいただきまして、委員外議員さんの意見も聞きまして、そのお一人お一人の

意見を反映させて、この報告書を作成させていただいたというふうに認識をしております。 

 以上であります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 どうですか。 

◎１番（中川重文議員） 

 はい。ありがとうございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは、質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行いたいと存じますが、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしでありますから、討論を終結いたしたいと存じます。 

 これより、採決を行いたいと存じます。 

 庁舎検討に関する事項については、ただ今、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） 

 異議なしであります。 

 よって、庁舎検討に関する事項については、委員長報告のとおり決することといたしま

した。 

 これをもちまして、庁舎検討特別委員会は消滅いたします。委員の皆さんには大変ご苦

労をおかけいたしました。ご慰労申し上げます。 

 次に、日程第４、発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 １４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １４番、川西仁君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 失礼をさせていただきます。 
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 ただ今、上程をいただきました発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１０９条第７項及び

美馬市議会会議規則第１４条第２項の規定により、議会運営委員会発議として提出するも

のであります。 

 本文の朗読を省略し、提案理由の説明をいたしたいと思います。 

 先般、現下の経済社会情勢や厳しい財政事情を勘案し、民間の給与実態を反映した人事

院及び県人事委員会による公務員俸給及び期末勤勉手当（ボーナス）の引き下げ勧告が出

されました。理事者においても、これらの勧告を受け、市職員の期末手当及び勤勉手当の

減額、また、特別職及び教育長の期末手当の減額をする議案が後ほど提出されることとな

っております。 

 我々議会といたしましても、厳しい財政状況を考慮し、議員総意のもと、今年度冬期期

末手当を０.１月減額、来年度の夏期期末手当を０.０５月減額、冬期期末手当を０.０５

月増額するものであります。 

 なお、詳細につきましては、議案書をご覧いただきたいと思います。 

 以上で提案理由の説明を終わります。ご審議をいただき、ご賛同を賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げる次第でございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案件につきましては、議員提案の関係から質疑、討論を省力し、採決を行いたいと存

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） 

 異議なしでございますので、さように取り計らってまいりたいと思います。 

 ただ今、報告されました発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部改正については、ただ今の提案理由のとおり、原案どおり認めたい

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、発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正については、原案どおり可決をされました。 

 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 

小休 午前１０時４５分 

                                         

再開 午前１０時５２分 

◎議長（藤川 俊議員） 
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 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第５、議案第６１号、美馬市職員の給与に関する条例等の一部改正についてから、

議案第９１号、夏子農林水産物直売・食材供給施設の指定管理者の指定についてまでの３

１件を一括上程し、議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 

◎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） 

 改めまして、おはようございます。 

 本日、１２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、ご出席を賜りまして、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、

重ね重ね厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 まず最初に、本市にとりまして大変うれしいみまっこの活躍のニュースから、ご報告を

させていただきたいと存じます。 

 既に、新聞等でご承知のこととは存じますが、先月２４日に横浜市で開催をされました

第４１回ジュニアオリンピックの男子砲丸投げにおいて、美馬中学校３年生の武田歴次君

が日本中学新記録で優勝し、最優秀選手賞に輝きました。武田君は、今年の千葉国体でも

優勝するなど、大舞台に強い選手でございまして、将来は日本陸上界を背負って立つ郷土

の逸材と言われております。今後とも、市民の皆様とともに力強い声援を送ってまいりた

いと考えております。 

 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

出をいたしておりますが、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

要施策につきましてご報告を申し上げ、議員各位を始め、市民の皆様のご理解とご協力を

賜りたいと存じます。 

 初めに、美馬市制５周年記念式典についてでございますが、先月２３日に、本県選出の

国会議員の先生方を始め、里見徳島県副知事、また、友好姉妹都市である洲本市や新ひだ

か町から、それぞれ市長さんや町長さん、議長さんにご出席をいただくなど、市内外から

来賓や招待者２２０名の方々をお迎えいたしまして、盛大にとり行うことができました。 

 この式典では、美馬市の５年間の歩みを収録したＤＶＤの上映を始め、本市の基盤づく

りにご尽力をいただきました皆様や、スポーツなどの分野ですばらしい活躍をされた方々

への感謝状や表彰状の贈呈、また、美馬市民憲章の発表を行うなど、すべてのスケジュー

ルを滞りなく終了す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
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ます。 

 本市も市制５周年という節目の年が経過し、ようやく基礎自治体としての骨格が整って

まいったところでございますが、市政を取り巻く社会・経済情勢は依然として不透明であ

り、将来を展望することが極めて困難な時代を迎えております。 

 かじ取りの誤りが一瞬たりとも許されない、厳しい市政運営が続くことが予想されます

が、今後とも行財政改革の手を緩めることなく、共創・協働の理念のもとに、市民の皆様

が安心して希望の持てるまちづくりの推進に向けて、全力を傾注してまいる所存でござい

ますので、格段の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、本市の経済対策事業についてでございます。 

 平成２０年度、２１年度の２年間、国の経済対策による地方財政措置が講じられ、この

間、本市に対しましては、総額で約２２億６,０００万円という、県内８市の中では最高

額となる交付金が配分されたところでございます。本市におきましては、こうした交付金

を活用いたしまして、義務教育施設の耐震化を始め、生活道や農林道の整備、また自治会

コミュニティ施設の充実やＩＣＴを活用した見守りシステムの構築など、ハード、ソフト

の両面からさまざまな施策に積極的に取り組み、地域福祉の向上や地域経済の活性化に努

めてまいりました。 

 こうした結果、特に市内の小中学校施設の耐震化率は約９０％となり、県下でもトップ

レベルの水準に達するなど、懸案でございました各種事業を着実に推進することができた

ところでございます。 

 また、今国会で地域の実情に応じたきめ細かな事業に活用できる地域活性化交付金３,

５００億円を含む補正予算が成立をしたことから、今後、本市においても新たな経済対策

予算として、今年度の補正予算に関連する事業費を追加計上していくこととなります。 

 本市では、これから、平成２３年度の予算編成時期を迎えますが、こうした補正予算と

新年度当初予算を一体的なものとしてとらえ、切れ目のない連続的な行政運営を展開する

ことによりまして、市民生活の向上と地域経済の発展につながる施策を引き続き積極的に

推進をしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、美馬温泉保養センターのあり方についてでございます。 

 美馬温泉保養センターは、昭和５２年９月にオープンをいたしまして、以来３３年間に

わたり営業を続けておりますが、施設の老朽化や類似施設との競合などによりまして、利

用者の数が年々減少の一途をたどっており、厳しい経営状況となってきております。こう

した中で、今後とも温泉施設の運営を続けていくためには、耐震補強やバリアフリー化と

いった施設の抜本的な改修を始め、温泉水量の確保対策など多額の資金を投入する必要が

ございます。 

 そこで、当施設の今後のあり方につきまして、美馬温泉保養センター運営審議会に諮問

をお願いをしておりましたところ、去る２２日に同審議会から、「観光宿泊施設としての

廃止はやむを得ないが、老人福祉センターとしての集会機能は存続させる必要がある」と

の答申をいただいたところでございます。 
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 本市といたしましては、この答申を踏まえまして、地域住民の皆様方のご意見を十分に

拝聴しながら、施設閉鎖後の振興策につきまして、具体的に検討を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 次に、当面する市政の課題と主要施策について申し延べさせていただきたいと存じます。 

 最初に、市民が大切にされるまちづくりについてでございます。 

 本市の高齢化率は３０％を超えており、全国平均を大きく上回っております。こうした

中で、高齢者の皆様が豊富な知識や経験、能力を発揮し、健康で生き生きとした生活を送

り、地域での交流や介護予防を通じて地域に貢献することが求められております。 

 このため、本市では、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備交付金を活用いたしまして、

昨年度から休校いたしております渕名小学校を改修し、世代間交流・介護予防拠点施設と

して、来年２月の完成に向けまして、現在、工事を進めているところでございます。 

 今回の補正予算では、この渕名小学校に引き続き、重清北小学校と切久保小学校を、地

域の実情に則した交流施設に改修するための事業費を計上いたしておりますが、こうした

施設を高齢者の皆様や地域の皆様の交流の場として、また、地域のレクリエーション活動

などの場として役立ててほしいと考えております。 

 次に、認定子ども園の整備についてでございます。 

 本施設の整備につきましては、建設予定地の選定も終えまして、建築設計の概要が整っ

たことから、今回の補正予算といたしまして、用地購入費と工事請負費を計上いたしてお

ります。今後のスケジュールといたしましては、認定子ども園の県への認定申請など、も

ろもろの手続を進めてまいりますとともに、本年度中に園舎建築工事の発注を行い、平成

２４年度の開園を目指して工事を進め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。 

 まず、防災訓練についてでございます。今月２１日に、喜来小学校を会場として、天神

自主防災組織など喜来小学校区にある６つの自主防災組織や、関係者の皆様の参加のもと

に、美馬市民地域防災訓練を実施いたしました。災害時の人的被害を最小限に抑制するた

めには、まずは自分の安全を守り、そして隣近所で助け合う自助・共助の体制を整えるこ

とが重要であるということを踏まえまして、今回は特に要援護者の避難訓練や負傷者搬送

訓練などに重点を置き、訓練を行ったところでございます。 

 本市といたしましては、今後とも、災害対策活動の拠点となる施設整備や備蓄資材など

の充実を図ってまいりますとともに、地域ぐるみの防災訓練など自主防災組織が実施する

さまざまな活動を積極的に支援をさせていただき、地域防災力の強化、充実に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、市道脇町１号線及び脇町２０号線の整備についてでございます。この２本の市道

は、主要地方道鳴門池田線を起点とする路線でございまして、脇町１号線は小星地区への

進入路として、また、脇町２０号線は一般県道脇・曽江線とを結ぶアクセス道路として、

いずれも本市の重要路線として認定をしている市道でございますが、これまで一部区間に

おいて、地権者の理解が得られず、通行のできない未供用の箇所がございました。 
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 しかしながら、粘り強く交渉を重ねてまいりました結果、このたび、計画路線のすべて

の用地について地権者のご承諾をいただくことができ、長年の懸案でありました未供用区

間につきましても、工事に着手できる運びとなりました。 

 特に、脇町２０号線は、沿線に多くの開発可能地があり、全線開通することにより、観

光道路としての役割を果たすなど、大きな効果が見込まれる路線であり、本市経済の発展

に期待が広がる路線でございます。 

 今回の補正予算に、用地購入費や工事請負費など関係予算を計上いたしておりますが、

両路線とも早期開通に努めまして、地域住民の皆様の利便性の向上を図ってまいりますと

ともに、観光関連事業など産業の振興を図るための施策にも取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 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ありますが、この事業につきましては、現計画

の安全性について専門的な検討を行うため、７月３１日に拝原最終処分場検討委員会を立

ち上げ、更に掘り下げた議論を行っていただいておるところでございます。 

 第１回目の検討委員会では、現在の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、従前の調査に加え、より安全性を高めた計画

とするためにボーリング調査などの追加調査を行うことが必要とのご提言をいただいたと

ころでございます。 

 これを受け、第２回目の検討委員会を１０月１１日に開催をし、追加調査の詳細につい

ての審議を行い、審議結果に基づき調査を始めたところでございます。また、１１月７日

には、第３回目の検討委員会を開催し、廃棄物埋設の範囲や侵出水の確認のために、委員

会による現地調査を行っていただいたところでございます。 

 今後は、追加調査の結果や生活環境調査のデータをもとに、１２月中旬までに第４回目

の検討委員会を開催し、詳細な審議をいただくことといたしております。 

 続いて、活力がみなぎるまちづくりについてであります。 

 本市の合併５周年記念式典をとり行いました先月２３日、人気テレビ時代劇「水戸黄

門」などを手がけておられます映画監督の矢田清巳氏を、本市の観光大使として委嘱をさ

せていただきました。矢田監督は、「うだつ劇団寺子屋」の指導や育成を始め、芝居公演

などを通じ、本市の実情にも大変詳しく、かねてから地域振興に向けてのさまざまなご提

言もいただいており、今後とも本市の文化や観光振興に多大なご貢献をいただける方でご

ざいます。 

 本市の観光大使は、華道家、假屋崎省吾氏に続いて二人目となるわけでございますが、

幅広い分野でご活躍をされておりますお二人には、本市の魅力を全国にＰＲしていただく

など、情報発信の重要な役割を担っていただけるものと大いに期待をいたしております。 

 年明けの１月８日には、假屋崎省吾氏をお迎えし、「うだつをいける・ＩＢＵＫＩ」の

オープニングイベントを開催することといたしておりますが、今後とも観光大使の皆様の

ご協力をいただきながら、こうしたイベントを更に充実させるとともに、本市の豊かな自



－２０－ 

 

然や歴史的文化資産などを最大限に活用しながら、観光振興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、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。 

 今月６日に、近畿美馬市ふるさと会第５回通常総会が大阪市内のホテルで開催をされま

して、本会発足当時から会長としてお世話をしていただきました井上章氏に代わり、脇町

出身の大山勝士氏が新たに会長として就任をされました。また、総会の後で行われました

懇親交流会では、会員の皆様や美馬市からの出席者など、約１３０名が親睦を図り、情報

や意見の交換を行ったところでございます。 

 近畿美馬市ふるさと会には、現在３０５名の皆様が会員登録をしていただいております

が、本市といたしましては、今後とも、人・物・情報・心の交流を進めるなど更に連携を

深め、会員の皆様お一人お一人が美馬市の応援団となっていただけるよう交流事業の充実

に努めてまいります。 

 また、今月２４日に、美馬商業高校３年生の皆さんの企画によりまして、中国など外国

人を対象にした「にし阿波観光モニターツアー」が実施をされました。この事業は、県の

「オンリーワン・ハイスクール事業」の一環として実施されたもので、うだつの町並みな

どの観光施設を見学し、外国人観光客としてのニーズ調査を行うなど、すべてが生徒の皆

さんによる手作りのツアーでございましたが、参加者の皆さんには大変好評で意義深い催

しであったというふうに伺っております。 

 また現在、美馬商業高校の皆さんには、地域活性化をテーマにした授業の一環として、

インターネットショップ「みまからドットコム」を開設していただいておりまして、「み

まから」など関連商品の販売にご協力をいただいておりますが、関東や北海道からも注文

が寄せられるなど、予想以上の売り上げであるとのことでございます。 

 本市といたしましても、高齢者の皆様が生産する少量多品目の農産物や加工品などを、

産直市やインターネットで販売する集出荷システムの構築など、独自の販売ネットワーク

の確立に向けて、準備を進めておりますが、今後ともこうした取り組みを推進することに

より、地場産品の販路の拡大やブランド化を積極的に支援し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・協働のまちづくりについてであります。 

 本市の行財政システム改革についてでございますが、平成１７年度から平成２１年度ま

での第１次実施計画では、市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら取り組んでまい

りました結果、計画目標額を４億６,４００万円上回る、５８億４,１００万円の財政効果

を上げることができました。 

 これは、人件費の削減を始め、物件費など内部管理費の抑制に努めたことや、各種団体

への補助金の見直しなど、主に歳出面での改革により達成できたものでございますが、こ

うした取り組みを継続し、なお一層効率的な行政運営を推進するために、先ごろ、本年度

から平成２６年度までの第２次実施計画の策定を行ったところでございます。 

 この第２次実施計画は、人件費などの抑制を引き続き実施し、市税の徴収率の向上や広
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告収入の拡大を図ってまいりますとともに、自主財源の確保に努めるなど、歳入歳出一体

的な取り組みを進めることにより、本市財政のなお一層の健全化を図っていこうとするも

のでございます。 

 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、合併特例法の適用期間

である今後５年間の財政運営が非常に重要でございまして、この間に可能な限り基金の充

実を行うなど、本市の財政基盤の強化を図っていかなくてはなりません。今後とも、市民

サービスに大きな影響が出ないように工夫を凝らしながら、更なる行財政改革に取り組む

など、第２次実施計画を着実に実行することにより、本市の財政健全化に向けての道筋を

より明確なものとしてまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、上程をいただきました議案の主なものにつきまして、ご説明を申し上げます。 

 議案第６１号から議案第６７号までの７件は、条例案件となっておりますが、この中で、

まず議案第６１号、美馬市職員の給与に関する条例等の一部改正についてでは、徳島県人

事委員会の勧告が行われたことに伴い、美馬市職員の給与に関する条例ほか２件の条例に

ついて所要の改正を行うものでございます。 

 次の議案第６２号、美馬市火災予防条例の一部改正についてでございますが、これは住

宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に

より、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第６３号についてでございますが、これは過疎地域自立促進特別措置法第３

１条の規定によりまして、本市において製造業等の設備を新設し、または増設した者に対

して、固定資産税の課税免除を行うために条例の制定を行うものでございます。 

 また、議案第６６号、美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正については、議案第６３

号による条例を制定することに伴い、課税免除の公平性を図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６８号から議案第７２号までの予算案件についてご説明を申し上げます。 

 まず、議案第６８号、平成２２年度美馬市一般会計補正予算（第３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、５億９,２００万円を追加し、補

正後の予算総額を歳入歳出それぞれ、１８１億６,２５０万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、防災まちづくり拠点施設整備事

業費として２５２万円を計上いたしております。これは、美馬町中山路の五つの自主防災

組織と連携を図りながら、寺町などの文化財を災害から守るとともに、防災活動を通じて、

地域コミュニティの充実や強化を図っていくための施設整備を行おうとするものでござい

まして、今回の補正予算では、この設計委託料を計上いたしたものでございます。 

 民生費では、地域介護・福祉空間整備事業として、重清北小学校及び切久保小学校の校

舎改修事業費６,３６０万円を、また、江原認定子ども園の用地購入費及び建築工事費と

して２億８,５００万円をそれぞれ計上をいたしております。 

 農林水産業費では、ニホンジカ等を食肉として加工処理を行う施設整備費として５８５
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万２,０００円を計上いたしておりますが、この事業は木屋平中学校の寮の一部を改修し

て整備を行い、有害鳥獣として駆除されるシカなどの食肉を有効活用することにより、地

域における新たな産業の創出を図ろうとするものでございます。 

 土木費は、脇町１号線や脇町２０号線などの市道の改良舗装工事費や維持修繕工事費な

どが主な予算でございます。 

 教育費は、全体で１,５１５万７,０００円を計上しておりますが、この中では、平成２

３年度から小学校の指導要領が大幅に改定されることから、これに伴う教師用の指導書の

購入費が主な予算となっております。 

 次に、特別会計及び企業会計の補正予算についてでございます。 

 議案第６９号、平成２２年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議案

第７２号、平成２２年度美馬市水道事業会計補正予算（第２号）までとなっておりますが、

これらの補正予算につきましては、県人事委員会勧告に準拠した人件費の調整が主なもの

でございます。 

 次の、議案第７３号、議案第７４号は、徳島県市町村総合事務組合及び美馬地区広域行

政組合の規約を変更することなどに伴うものでございます。 

 議案第７５号から議案第８５号までの１１件は、辺地に係る総合整備計画の策定及び変

更を行うものでございまして、議案第８６号から議案第９１号までの６件は、美馬市脇町

西部デイサービスセンター等の指定管理者を指定することについて、地方自治法の規定に

より、議決を求め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が、この中で議

案第６１号及び議案第６２号につきましては、基準日の関係から本日先議をお願いをいた

したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じる次第でございます。 

 以上、私の方からごあいさつ及び提案理由の説明とさせていただきました。どうぞ原案

どおりご可決いただけますよう、十分ご議論を賜りたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。よろしくお願いいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で市長からの提案理由の説明を終わりました。 

 ただ今議題となっております議案第６１号、美馬市職員の給与に関する条例等の一部改

正について及び議案第６２号、美馬市火災予防条例の一部改正についての２件につきまし

ては、基準日・施行期日の関係上、先議の必要がありますので、ただ今から質疑を受けた

いと思いますが、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６１号及び議案第６２号については、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会付託を省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 
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（「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、議案第６１及び議案第６２号は、委員会付託を省略することに決定をいたしま

した。 

 これより、討論に入りたいと存じます。 

 議案第６１及び議案第６２号についての討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 なしであります。 

 これより、採決をいたします。 

 議案第６１及び議案第６２号について、原案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６１及び議案第６２号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 なお、次会は１２月８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、これに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２５分 

 


