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平成２１年３月美馬市議会定例会議事日程（第２号） 

 

平成２１年２月１８日（水）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 

日程第 ２ 市政に対する一般質問 

 

日程第 ３ 議案第 １号 美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例の制定に

ついて 

議案第 ２号 美馬市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について 

議案第 ３号 美馬市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
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議案第１４号 美馬市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 
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議案第２２号 平成２０年度美馬市一般会計補正予算（第４号） 
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いて 

議案第４６号 市道路線の廃止について 
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追加日程第 １ 議案第５４号 平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第１号） 

 



 ２２ 

平成２１年美馬市議会定例会会議録（第２号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２１年２月１８日 

                                         

◎ 招集場所    美馬市議会議場 

                                         

◎ 開   議   午前１０時００分 

                                         

◎ 出席議員 

   １番  郷司千亜紀    ２番  阪口 克己    ３番  藤田 元治 

   ４番  藤原 英雄    ５番  井川 英秋    ７番  国見  一 

   ８番  久保田哲生    ９番  片岡 栄一   １０番  原  政義 

  １１番  前田 明美   １２番  川西  仁   １３番  小林 一郎 

  １４番  河野 正八   １５番  三宅  共   １６番  谷  明美 

  １７番  前田 良平   １８番  蔭山 泰章   １９番  中山  繁 

  ２０番  三宅 仁平   ２１番  藤川  俊   ２３番  武田 保幸 

                                         

◎ 欠席議員 

   ６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 

  収入役               松尾 正俊 

  政策監               緒方 俊仁 

  企画総務部長            木下 慎次 

  保険福祉部長            大垣賢次郎 

  市民環境部長            武田 喜善 

  経済部長              新井榮之資 

  建設部長              中川 近敏 

  水道部長              都築  稔 

  木屋平総合支所長          津川  定 

  消防長               西村 則之 

  福祉事務所長            磯村 文男 

  保険福祉部理事           向井 二夫 

  企画総務部総務課長         佐藤 健二 

  企画総務部秘書広報課長       武田 晋一 

  企画総務部財政課長         加美 一成 



 ２３ 

  代表監査委員            松家 忠秀 

  教育長               竹田 忠寬 

  教育次長              逢坂 章人 

                                         

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長            青木 市夫 

  議会事務局次長           岩崎 良子 

  議会事務局次長補佐         北原久美子 

                                         

◎ 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。 

              １番  郷司千亜紀 議員 

              ２番  阪口 克己 議員 

              ３番  藤田 元治 議員 



 ２４ 

開議 午前１０時００分 

◎議長（河野正八議員） 

 ただ今より、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでありますので、よろしくお願いを

いたします。 

 なお、西村昌義議員から欠席の届けが出されておりますので、報告をしておきます。 

 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、１番 郷司千亜紀君、２番 阪口

克己君、３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行います。 

 今回の通告者は、お手元に配付の一般質問一覧表のとおりであります。 

 通告の順序に従い、順次発言を許可いたしますが、最初に質問に先立ちまして、本日も

傍聴人の皆さんが沢山来られておりますが、ご静粛に傍聴されますようお願いを申し上げ

ます。 

 それでは、１６番、谷明美君。 

［１６番 谷 明美議員 登壇］ 

◎１６番（谷 明美議員） 

 おはようございます。 

 議長さんの許可をいただきましたので、貴重な時間をいただきまして一般質問をさせて

いただきたいと思います。 

 ３月８日告示の美馬市長選まで１８日となりました。選挙戦になるそうですね。市長さ

んはそのまま、市長さんはそのまま、微力ですが、応援させていただきますので、健康に

気をつけて頑張ってほしいと思います。 

 食育教育への取り組み状況についての質問をしようと思ったら、たまたま昨日１７日の

徳島新聞に岩倉小学校が優秀賞、地域に根差した食育コンクール、県内初給食食材づくり、

農業を学ぶと大きい見出しで載っていました。日本の食料自給率はカロリー換算で４０％

と極めて低く、食料の大切さと生命の尊さということを教育していくことが重要であると

思います。朝食をほとんどとらない家庭で、食事を一緒にすることのない孤食、偏った栄

養、肥満、そして生活習慣病の低年齢化と食の問題であります。食育教育の基本は家庭に

あることはもちろんですが、その家庭の教育力が低下している現在、教育現場での取り組

みは一層重要になっていると思います。地元でつくった旬の野菜を地元で消費すること、

地元でつくったものはいつも取れたてで新鮮、しかもつくった人の顔が見えるので安心で

す。よい食のために、まず地元の食材で、安いかどうかより、子供にとって、安心かどう

か、よい食事とは何か、考えて一番安心な食はやっぱり国産農畜産物だと思います。また、

このことは我が美馬市の基幹産業である農業の将来にとっても重要な問題と考えます。 

 ２点、お尋ねします。教育現場における食に対する教育はどのようなことが行われてい

るか、また学校給食における地産地消の利用状況について。 



 ２５ 

 特別支援教育に関する取り組みについてお尋ねします。 

 学校教育基本法が改正され、特別支援教育ということが位置づけられ、平成１９年４月

から施行されております。特別支援教育とは障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け

た主体的な取り組みを支援する視点に立って、適切な指導や必要な支援を行うことである

と思います。そして、従来対象とされなかった知的の遅れのない発達障害、多動性障害、

学習障害、高機能自閉症などについても特別支援教育の対象外ということで障害児という

ことではなく、支援を必要としている子ということで、その範囲が大きく拡大されたとい

うように承知しています。美馬市としてはこれまでも心身障害者教育については積極的に

取り組んできたと思いますが、２点についてお尋ねします。 

 まず、ダウン症などの障害のある児童が通常学級に通っている場合の、教育的支援の現

状と今後の考え方についてお尋ねします。 

 次に、特別支援教育について、保護者によって受けとめ方がさまざまで、広く周知を図

るべきと考えておりますが、現状はどのようになっているか、具体的にお尋ねします。 

 答弁により、再問したいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 竹田教育長。 

［教育長 竹田忠寬君 登壇］ 

◎教育長（竹田忠寬君） 

 おはようございます。 

 ただ今、１６番、谷議員さんからご質問のありました２件に関しましてご答弁申し上げ

ます。 

 最初に、食育に関するご質問でございました。教育現場における職に対する教育はどの

ようなことが行われているかというご質問でございます。 

 最近は食生活の乱れ、肥満や生活習慣病の低年齢化、食文化の衰退などが見られる一方、

事故米の転売や食品偽装、また農薬汚染など、食の安全・安心が脅かされております。 

 美馬市では昨年にみまっこ食育推進協議会を立ち上げ、各種関係機関のご協力をいただ

き、学校を中心とした食育の推進を図ってまいりました。その一環として、平成１９年１

２月に実施したみまっこの食生活等についてのアンケートにおいて、美馬市の子供たちは

小学校、中学校ともに全国と比較すると肥満傾向児が多く、起床就寝時間が遅い、また、

毎日おやつを食べる習慣がある児童生徒が多いという結果が出ており、早急な改善に向け

取り組みが必要となっております。 

 食育と申しますのは、食に関する知識を習得し、自らの食についてしっかりと判断する

力を身につけるための教育でございます。単なる料理の仕方や食べることだけでなく、食

に対する心構えや栄養学、伝統的な食文化についての総合的な内容を含んでいるものでご

ざいます。そうしたことを踏まえて、美馬市では本年度、美馬市内全小中学校で、食の年

間計画を作成し、また専門性を生かした食育出前講座を行い、幼稚園、小学校、中学校に

おいてより実践的な食育が推進されるなど、ますます美馬市の食育が向上できるものと確

信いたしているところでございます。 



 ２６ 

 また、地域に食育を浸透させる活動としては、去る２月８日にうだつアリーナにおいて、

第２回のみまっこ食育祭を開催し、木村まさこ氏の講演を核として、美馬市内小中学校で

実践している食育健康教育の活動状況をパネル展示し、市民の皆様に啓発を行っていった

ところでございます。 

 今後につきましては、より実践的、効果的な食育が、学校だけでなく家庭にも広がって

いくことを目標に、引き続き強力に食育を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食における地産地消の利用状況についてというご質問でございますが、現

在美馬市の学校給食は、脇町地区の幼小学校と木屋平地区の幼小中学校は各共同調理場に

おいて調理し、穴吹地区では穴吹学校給食センターにおいて、美馬地区の幼小中学校は美

馬西部学校給食センターで、脇町地区の中学校ではデリバリー給食というふうな、いろい

ろな調理場を利用しての体制を整えております。 

 地産地消につきましては、各給食センターにおいて、美馬市内で栽培されている旬の食

材を使用することとしておりますが、徳島県内産の食材の５０％近い使用率に対し、美馬

市産物の使用割合となりますと、まだまだその使用率は低い状況でございます。 

 その中にあって、岩倉共同調理場やデリバリー給食では、積極的に地産地消に取り組ん

でおり、まず、岩倉共同調理場ではプラスワンスクール推進事業において、児童が地域の

農家や住民の協力をいただき、給食食材の自給自足に取り組むことにより、子供たちの偏

食傾向も減少し、地産地消につきましても美馬市内産の食材を使用するという意識が高ま

り、地元食材の使用促進を図っておるところでございます。 

 デリバリー給食では、平成１９年度より委託業者に対し食材の産地指定を行った結果、

平成１８年度には、副菜でキャベツ、キュウリ、大根、白菜、ナスの５品目であったもの

が、平成１９年度には１０品目となり、平成２０年度では、うだつレンコンやリンゴなど

の１５品目に増加するなど、美馬市産の食材の拡充を図っております。 

 学校給食において地産地消を推進するためには、市内各給食センターが一体となった取

り組みが必要だと考えております。教育委員会といたしましては、本議会において、美馬

市学校給食センター設置条例の一部改正を提案し、美馬市学校給食センター運営委員会を

一つにすることで、五つの学校給食センター間で情報交換が活発に行われ、共通理解が深

まる中で、給食食材に美馬市産の食材を使用することについて、統一的な見解や計画をつ

くり、美馬市産物の利用促進を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、特別支援教育についてのご質問でございました。 

 ダウン症などの障害のある児童が通常学級に通っている場合の、教育的支援の現状と今

後の考え方についてというご質問でございました。 

 特別支援教育は従来の障害児教育の対象の障害だけではなく、通常の学級に在籍するＬ

Ｄ、いわゆる学習障害児、ＡＤＨＤ、注意欠陥多動性障害児、そして高機能自閉症などの

発達障害を含め、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その１人１人のニーズ

をしっかりと把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、または克服する

ために、適切な指導及び必要な支援を行うものでございます。 

 平成１９年４月に施行された学校教育法の改正により、すべての学校において特別支援
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教育を推進することが法律上も明確に規定され、すべての学校園で、特別支援教育コーデ

ィネーターが配置され、学校長のリーダーシップのもと、特別支援教育に取り組んでいる

ところでございます。 

 教育委員会といたしましては、特別支援教育助教員や特別支援教育支援員を配置すると

ともに、美馬市特別支援連携協議会を立ち上げ、教育、医療、保健福祉、労働など、各機

関が連携を密にし、子供たちの自立と社会参加に向けた継続した支援に取り組んでいると

ころでございます。 

 ダウン症などの障害がある児童に対する教育的支援の現状につきましては、基本的に特

別支援学級に在籍し、少人数学級で児童に応じた教育を受けておりますが、教科によって

は通常学級で授業を受ける場合もあり、その際には、支援学級の担任や助教員、支援員が

付き添って、適切な支援のもとにおいて、通常学級の子供たちと一緒に学習しております。 

 障害がある児童など、特別な支援が必要な子供には、その子供に応じた個別の指導計画、

及び個別の教育支援計画を作成し、教職員の共通理解のもと、他の機関とも連携しながら

教育に当たっているところであります。 

 今後も、関係機関が一体となり、状況把握を的確に行い、助教員や支援員の適切な配置

や支援教室の整備等、環境を整備し、支援を必要とする子供たちが生き生きとした学校生

活が送れるよう、特別支援教育の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 教育長、２番。 

［教育長 竹田忠寬君 登壇］ 

◎教育長（竹田忠寬君） 

 失礼をいたしました。 

 ご質問の中に、特別支援教育につきまして、受けとめ方がさまざまであるというご質問

がございました。失礼をいたしました。 

 保護者によって、受けとめ方がさまざまで、広く周知を図るべきと考えておりますが、

現状はどのようになっているか、具体的にというご質問でございました。 

 特別支援教育の推進のためには、障害に対する保護者の理解と協力が不可欠でございま

す。現在、各幼稚園、小中学校におきましては、特別支援教育についての保護者の理解を

いただき、適切な支援ができますよう、各家庭にパンフレットの配布を行うとともに、ホ

ームページや学校通信などで特別支援教育について理解を促したり、ＰＴＡ総会や入学説

明会、講演会などの機会をとらえて周知に努めているところでございます。 

 更に、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の保護者に対しましては、各学校の特別支

援教育コーディネーターが窓口となり、特別支援教育巡回相談員や美馬市就学指導調査員

の教員等が相談に当たっているところでございます。 

 今後も特別支援教育について、保護者や地域の方のご理解を得るために、あらゆる方法

での啓発を行い、特別支援教育が正しく認識していただけるよう努めてまいりたいと考え

ております。 
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 以上でございます。失礼をいたしました。 

◎１６番（谷 明美議員） 

 答弁ありがとうございました。再問はありません。 

◎議長（河野正八議員） 

 再問ありませんか。 

 はい。 

 それでは、続きまして１０番、原政義君。 

［１０番 原 政義議員 登壇］ 

◎１０番（原 政義議員） 

 私からは少子化対策について３点、耐震について１点質問をさせていただきます。 

 少子化は美馬市を始め、日本の将来にとりまして非常に大きな問題であります。少子化

が進むことによって、同年代の仲間と切磋琢磨して健やかに育つ環境や、近隣の子供同士

が育つ環境までもが子供たちから奪われ、そして人類を後世に残すという人間の本来の営

みが崩壊してくると思われます。美馬市でも次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育

成支援行動計画を策定し、計画に基づき少子化対策に取り組まれております。 

 そこでまず１点目、子育て支援についてであります。美馬市では就労や家事の都合、ま

た育児に伴う心理的肉体的負担の解消などを目的とし、子育て支援サービスを行っており

ます。市長所信において、平成２１年度脇町小学校区において運営している脇町児童クラ

ブにおいて、小学校の空き教室を利用し、新たに開設をするようでありますが、まだまだ

市民のニーズにこたえきれていないように感じております。次世代を担う子供たちが健や

かに生まれ、成長していく環境を整備し、地域社会全体で子育てを支援していくことが必

要であります。今、児童福祉に対するニーズ調査を行っているようでありますが、市民の

ニーズをしっかりと把握し、なお一層充実に努めてほしいと思いますが、いかがでしょう

か、お聞かせ願います。 

 次に、乳幼児医療費助成についてであります。美馬市においては、現在ゼロ歳から７歳

未満までの乳幼児に対しまして、通院入院にかかる医療費は無料、一部に１レセプト６０

０円の自己負担が必要となりますが、乳幼児医療費助成を行っております。さて、私は市

当局、他市町村にお話をお伺いし、調査いたしましたところ、他市町村では年齢を引き上

げたり、自己負担を取らず完全無料としたり、所得制限を設けていないなど、医療費助成

に積極的にかかわっている自治体があります。近辺の阿波市の場合は９歳未満であったの

が、１２歳未満まで助成費を拡大するようであります。美馬市の場合は多くの市民が助成

拡大を望んでいる現状であります。美馬市の将来を担う子供たちのために積極的に踏み込

んでみてはいかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

 次に、産み育てやすい環境づくりについてでありますが、少子化の流れを変えていくた

めには安心して子供を産み育てることができる社会を実現することが重要であります。行

政、地域、家庭、職場、学校、すべてが一体となって、少子化次世代育成に努めていかな

ければなりません。少子化対策は福祉分野のみならず、行政全般で対応する必要があると

考えられます。行政はハード・ソフト両面から支援を行っていく必要があるのではないで
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しょうか。子育て支援というソフト面、乳幼児医療費助成というハード面とあらゆる観点

により、総合的に検討し、未来ある子供たちの立場に立ち、何が必要かを考えていかなけ

ればならないと思われます。保護者が子育てをしやすい、そして子供たちが美馬市で生活

をして幸せと感じるような施策を進めていくべきであると考えられます。美馬市として、

今後どのように対策を講じていくべきなのか、その点、お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、教育施設の耐震化についてお尋ねいたします。 

 市長所信において述べられたように、学校施設の耐震化は予想される南海・東南海地震

など大きな災害に対し、子供たちの生命を守るため、また地域防災の拠点として維持する

ために、早急な対策が必要であります。今回の議案として上程されました平成２１年度予

算において、穴吹小学校の耐震補強工事を行うよう提案されているようでありますが、今

後の美馬市教育施設の耐震化をどのように進めていくのか、お尋ねいたします。今までの

計画より前倒ししてできるものはあるのかどうか、また具体的な予定などがあれば、お聞

かせ願いたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 答弁。 

 教育長。 

［教育長 竹田忠寬君 登壇］ 

◎教育長（竹田忠寬君） 

 １０番、原議員さんからご質問のございました教育施設の耐震化についてのご質問でご

ざいます。 

 教育施設の耐震の現状と今後の方針についてというご質問でございますが、南海・東南

海地震がここ３０年の間に５０％の確率で発生するであろうとの予測があり、学校施設の

早急な耐震化が美馬市にとって大きな課題となっております。 

 現在、教育委員会におきましては、文部科学省による学校施設耐震化推進指針に基づき、

平成１７年度を初年度として、順次、学校施設の耐震化を進めているところであります。

昭和５６年以前の旧建築基準法で建設された学校施設のうち、非木造２階建て以上、もし

くは２００平米を超える建物は市内の幼稚園で５園５棟、小学校で１０校２５棟、中学校

４校で６棟、計１９校３６棟があり、美馬市内小中学校施設の耐震化率は５０.８％とな

っております。 

 このような状況の中、国の地震防災対策措置法改正により、震度６強で倒壊の危険性の

高い構造耐震指数０.３未満の教育施設に対しての補助率が拡充され、また徳島県では、

国の対象から外れたものの倒壊の可能性があるとされる０.３から０.７未満の施設を対象

とした支援制度が創設され、学校施設の耐震化の推進が強化されております。 

 美馬市におきましても、美馬市総合計画や美馬市教育振興計画に基づき、平成１８年度

に美馬中学校の改築・耐震補強工事を施工し、平成２０年度には江原北小学校の改築・耐

震補強工事を行っておるところでございます。更に、平成２１年度には穴吹小学校、平成

２２年度には木屋平中学校の耐震補強工事を行う計画となっております。 

 また、今回の地域活性化生活対策事業によりまして、郡里小学校、脇町小学校、重清東
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小学校の３校の耐震診断を前倒しで行うことといたしております。 

 今後とも計画的な事業の推進を図り、子供たちが安全に、安心して学校生活を過ごせる

よう、学校施設の耐震化の早急完了を目指し、取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 保険福祉部長。 

［保険福祉部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎保険福祉部長（大垣賢次郎君） 

 続きまして、１０番、原政義議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

 少子化対策について、特に美馬市における子育て支援についてのご質問でございます。 

 少子化の進行は人口の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子供の健全な

成長への影響のみならず、経済産業、そして地域社会全体の活力低下を招き、地域コミュ

ニティーの崩壊にもつながり、更には社会保障制度の負担増といった重大な影響を及ぼす

ことが懸念されております。ご承知のとおり、美馬市合併後の平成１８年度の出生数は２

１８人と、前年度に比べ１３人増加いたしましたが、平成１９年度には１８９人と、逆に

２９人減少している状況でございまして、少子化対策が喫緊の課題でございます。 

 このような状況の中、美馬市において母親の就労等によります昼間保護者のいない小学

低学年の児童を対象に、地域の指導員が遊びの指導をしながら安心して過ごすことができ

る場を提供いたします放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブを平成１８年

の４月１日より穴吹町三島の林業総合センターに開設をし、なかよし児童クラブとして児

童の健全育成に努めております。 

 また、平成１１年度より開始をいたしております脇町児童クラブにつきましては、本議

会の市長の所信でも申し上げましたように、この４月より脇町小学校の空き教室を活用し、

もう一つの児童クラブを設置することといたしております。平成２１年度には美馬市内で

実質３カ所で実施することになります。 

 次に、子育ての相互援助として、子育てを手伝ってほしい依頼会員と、子育てを手伝っ

てあげたい提供会員の橋渡しを行いますファミリーサポートセンターを平成１８年１０月

より開設いたしております。現在２４６人の方が会員登録され、子供の送迎や保護者の疾

病、就労時の預かりといった支援が実施されております。 

 次に、地域での子育て支援として、子育てに関する悩みや不安の相談を地域で応じる子

育てマイスターを平成１９年度に育成し、平成２０年５月より子育てマイスターによりま

す子育てフリースペースを観光文化資料館に開設をいたしまして、多くの保護者から相談

を受けておりまして、地域の助け合いによる子育て支援を行っております。 

 今後とも、継続事業の充実により、地域で支える子育て支援と子育て環境の充実に努め

てまいることといたしております。 

 続きまして、乳児医療費についてでございます。 

 美馬市におけます乳児医療助成の現状でありますが、現在０歳から７歳未満までの乳児

１,５８９人、平成２０年４月現在でございますが、これに対して、通院入院にかかる医
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療費は、一部自己負担が必要となるものの、無料とする乳児医療費助成を、県の補助を受

け実施しているところでございます。 

 現在、５歳から９歳の児童１人当たりにかかります国民医療費は厚生労働省の調べでは

１０万１,２００円と、子育て世帯の生活に大きな割合を占めている状況であり、保護者

の皆様からも助成拡大の要望が多く寄せられており、乳児医療費の拡大について、現在検

討しているところでございますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 続いて、３点目でございます。 

 少子化対策についての中で、産み育てやすい環境づくりについてのご質問でございます

が、美馬市児童福祉の指針であります次世代育成支援行動計画のすべての市民による子育

てを家庭と子供のための計画とする基本理念に基づきまして、先ほど来申し上げておりま

すような児童クラブ、ファミリーサポートセンター、子育てマイスターといった少子化対

策の事業を実施し、子供や子育て家庭に対する環境整備に努めているところでございます。 

 今後、更に、来年度策定を予定しております平成２２年度からの後期次世代育成行動計

画の中に、本年度につきましてはこれに基づきます事前の住民意向調査、アンケート調査

を行っておるところでございまして、次の時代を担う子供たちが夢と希望を持ち、心身と

もに健やかに育つために、地域、職場、行政が連携して社会全体で子育てが支援できるよ

うな新たな施策を盛り込みながら、子供たちを産み育てやすい環境の充実に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 １０番、原政義君。 

◎１０番（原 政義議員） 

 教育施設耐震化につきましては、これからも国・県の施策を有効活用し、教育施設の耐

震化が早期に完了できるよう取り組んでいただきたいと思います。 

 少子化対策、特に乳幼児医療費助成について再問させていただきます。 

 昨年１０月末に厚生労働省より国民健康保険の保険料を滞納したため、保険証を返還し、

かわりに資格証明書を交付されました無保険世帯は全国で約３３万世帯で、このうち中学

生以下の子供が３万２,９０３人に上っていたという調査が出ておりました。美馬市にお

きましても早急な対応をとられたようですが、子供の健康を維持することは美馬市の将来

を維持する上で大変重要で、また基本的なところではないかと思われます。 

 さて、本題に戻りますが、定住する場合の選択肢の一つにこの制度が大きくかかわると

いうことがわかった事例を紹介いたします。 

 先般、三好市の方が新築をするということで土地を探していました。私はもちろん美馬

市を勧めたわけでございますけれども、結果阿波市を選択いたしました。その理由が、子

育てを考えているというふうなことでありました。このように、子供を育てる親にとって

大きなウエートを占めるわけであります。７歳から９歳で７８０人、１０歳から１２歳で

８４３人、対象年齢を拡大すれば、それだけ助成費が、助成額が増え、なかなか難しいと

ころと考えられますが、市長、今議会開会日の所信におきまして、こうした時代、先行き
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を案じるのではなく、自らが考え実行に移していくことが最も必要なことであり、行政の

責務であると、このように言われましたが、正にそのとおりであり、また、市長、常々言

っておられる集中と選択を図れば、やってやれないことはないと思われます。未来ある子

供たちの立場に立ち、子供たちのために何が重要かを考え、努力する必要があると思われ

ます。だれもが住みたくなる美馬市のために、子供たちはどうあるべきか、お考えをお聞

かせ願い、一般質問を終えたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １０番、原議員さんから、乳幼児医療費の助成の拡大についての再問がございました。

私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 

 少子化対策につきましては、国や県の事業ということで、特に独自の子育て支援事業を

実施しているにもかかわらず、なかなか少子化が歯止めがかからない、これは美馬市のみ

ならず、全国的な傾向でございまして、そういう中で、特に少子化対策、一口で申しまし

てもこの件につきましては正に行政の総合政策にほかならないわけでございます。 

 そういう中で、特に少子化対策における乳幼児の医療費について、子供たちの健康の確

保と、そして健やかな成長を図っていく上では、極めて重要な施策であるというふうに思

っております。しかも、これにかかる家計における負担、子育ての上で大変負担がかかっ

ているということも十分認識をいたしておりますところでございます。今、原議員さんか

ら、ご指摘をいただきましたように、これの助成をもう少し拡大してはどうかということ

でございます。これにつきましては、私は以前から本来申し上げておりますように、制度

的な施策については国がやるべきである。そして、それぞれの事案の対処をする、それぞ

れの対処の手法等については、いわば市町村やあるいは自治体がやるべきであるというふ

うに考えております。そういう意味では、本来はこれは制度的なものではございますけれ

ども、こういう状況の中で、少子化に対する歯止めがかからないという状況でございます

ので、美馬市といたしましても、独自の施策として検討を要する課題であるというふうに

考えております。 

 今、お話がございましたように、今のご提言につきましては、真摯に受けとめまして、

特に近隣市町の状況も十分に踏まえながら、そして我が市にとりまして、非常に財政状況

が厳しいということではございますけれども、財政状況も勘案をしながら、できるだけ早

い時期に前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。 

 これをすることによって、更に少子化対策にいろんな、各方面での取り組みとあわせて、

この件についても十分検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜ります

ようにお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 原議員さん、再々問、よろしいか。 

◎１０番（原 政義議員） 
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 結構です。ありがとうございました。 

◎議長（河野正八議員） 

 はい。それではここで、議事の都合上、１１時まで小休いたします。 

小休 午前１０時４９分 

                                         

再開 午前１１時０１分 

◎議長（河野正八議員） 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 １１番、前田明美君。 

［１１番 前田明美議員 登壇］ 

◎１１番（前田明美議員） 

 議長さんの許可をいただきましたので、通告に従い、５点ほど質問をさせていただきま

す。 

 まず初めに、牧田市長さんにお尋ねをいたします。この１期目の総括についてをお尋ね

したいと思います。 

 今から４年前、市長は立候補するに当たりまして、六つの公約を掲げまして選挙戦に臨

み、多くの市民にご支援をいただき、見事初代美馬市長に当選をされました。市長はこの

たび任期満了に伴う市長選挙に市民の理解が得られるならば立候補したいと、引き続き市

政を担当したいということで表明されております。そこでお伺いをいたします。 

 市長は合併以来、これまでの４年間、行財政改革を始め、さまざまな事業に取り組み、

市政の発展のために全力を傾けてまいられたと思いますが、牧田市長自身、この１期目の

市政を振り返ってどのように総括をされているのか、今日、傍聴の皆さんもおいでますし、

市民に説明をしていただきたいと思いますので、ご答弁をお願いしたいと思います。 

 ２点目は、危機管理についてお尋ねをいたします。 

 美馬市においては、合併時より夜間の受付業務の方法が警備保障会社に委託していると

聞いておりますけれども、もし夜間に緊急事態が発生した場合、どのように対応している

のか、また市民の皆さんが業務に関係したとき、夜間に問い合わせた場合、どのように対

応しているのかをお伺いしたいと思います。 

 私は、市民にとって、市役所とは市民生活を支える基盤であり、また、身近な市民生活

の相談窓口として非常に重要であると思っております。そういった市民の思いは、職員は

どのように受けとめているのか、また市長、理事者はどのように受けとめているのかをお

聞きしたいと思います。 

 ３点目に、入札制度及び指名競争入札についてをお尋ねいたします。 

 平成２１年度から、電子入札システムを県と共同利用で本格的に実施をするということ

でありますが、今後どのように制度改革を検討されておるのか、またそれに伴う、指名の

あり方についてをお伺いいたします。 

 ４点目は、一部事務組合についてをお尋ねいたします。 
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 市長は美馬市とつるぎ町の１市１町で構成されております一部事務組合の見直しについ

て、関係団体でありますつるぎ町と協議をし、昨年末、中間確認として合意内容を確認書

として取り交わしたと、所信表明で表明をされております。そこで、つるぎ町と１市１町

で構成されております一部事務組合を今後どのように見直していくのかをお尋ねしたいと

思います。 

 そこで、つるぎ町と１市１町で構成されております一部事務組合のうち、美馬西部消防

組合と美馬西部共立火葬場組合について、今後どのように見直しされているのかをお尋ね

いたします。 

 私の考えとしては、消防については早急に美馬市消防本部と美馬西部消防組合を統合し、

つるぎ町と美馬市全域を管轄する一部事務組合として整理すべきと考えております。この

ことは合併協議会におきましても３年から５年の間に結論を出すという方向で、合併協議

会でもそのとおり考えておりますので、ご答弁を願いたいと思います。 

 また、火葬場についても同様に、つるぎ町と美馬市全域を一括する一部事務組合として

整理をするということについて、ご所見をお伺いいたします。 

 最後に５点目として、情報通信についてをお尋ねいたします。 

 まず、工事の進捗状況についてでありますが、美馬市情報基盤整備事業も本年度が最終

年度になり、美馬・脇町地区で光ファイバーの敷設工事と音声告知端末機の設置工事を実

施しておりますが、現在の工事の進捗状況についてをお尋ねいたします。 

 次に、アナログ放送の延長についてでありますが、地上波テレビ放送は２０１１年７月

２４日でアナログ放送は終了すると言われておりますが、この地上波のアナログ放送のデ

ジタル化への移行が延期するのではないかという情報を入手しておりますが、そのことに

ついてをお尋ねいたします。 

 最後に、テレビ配信の運営会社についてでありますが、ケーブルテレビ、インターネッ

トのサービスを行う運営組織はどうなっているのかをお尋ねいたします。 

 以上５点につきまして、答弁をよろしくお願いいたします。 

 再問はさせていただく予定でしております。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １１番、前田明美議員の質問の中で、私めの１期目の総括についてのご質問でございま

すが、これについてお答えをいたしたいと思います。 

 市民の皆様方から市政のかじ取り役を仰せつかって以来、早いもので、はや４年目を迎

えようとしております。この間、公平で公正な市民にわかりやすい行政運営を信条として、

新市の速やかな一体化の推進に努めてまいりますとともに、本市のまちづくりの指針であ

ります総合計画を策定いたしまして、共創と協働を政策理念として公約に掲げた施策を始

め、各種事業の実現に向けて懸命に打ち込んでまいりました。 

 これについての総括ということでございますが、ご指摘のように私は市長に立候補する
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に際しまして、公平で公正な市民にわかりやすい行政運営、それから行財政のスリム化で

効率的なシステムを構築する、それから子育て支援、教育の充実をしながら人材育成をし

ていく、それから農業振興や創業支援で雇用の促進を図って、危機管理体制、防災対策の

推進をしてまいりたい、更には財政の健全化を図りながら、着実に社会基盤整備の推進を

進める、この六つの公約を掲げてまいりました。 

 まず、公平で公正な市民にわかりやすい行政運営でございますけれども、これにつきま

しては、この公平で公正な行政運営の正に基本であります情報を市民とともに共有できる

ということで、情報公開条例を制定いたしまして、市政運営の基本を市民との共創・協働

を原点といたしまして、市民の皆様に市の広報紙である広報みまや、あるいはホームペー

ジなどを活用いたしまして、市政の動きや方針など、行政に関する情報を積極的にお知ら

せしてまいりますとともに、市の重要な計画等につきましては、策定の段階から市民の中

から策定委員を公募いたしますとともに、新たにパブリックコメント手続なども導入いた

しながら、市民の皆様のご意見を伺い、各種の施策を進めてまいったところでございます。 

 また、行財政のスリム化で効率的なシステム構築という面では、就任当時の情勢といた

しましては、国、地方ともに極めて厳しい財政状況の中で、まずは危機的な状況にあった

本市の財政をいかに立て直すかということが、最大の使命でございました。このため、本

市の行財政システム改革の基本方針を定めまして、人件費など義務的経費の抑制を始め、

各種団体補助金の見直しなど、具体的な数値目標を定めた上で、聖域なき行財政改革に積

極的に取り組んでまいったところでございます。 

 これによります財政効果額といたしましては、平成１９年度までの３年間で、２７億９,

０００万円となり、当初の目標からは約３億３,０００万円ほど上回ることができたとこ

ろでございます。 

 一方、分権化時代にふさわしい人材の育成を目指しまして、職員が担当事務について自

己評価を行う事務事業評価制度を導入してまいりますなど、行政運営を担う職員の意識改

革にも現在も積極的に取り組んでおるところでございます。 

 次に、子育て支援、教育の充実で、人材の育成というところでは、子育て世代が子供を

安心して産み育てる環境づくりといたしまして、子育て支援の助言を行う子育てマイスタ

ー育成事業やファミリーサポートセンター、放課後児童クラブの開設などの施策を展開し

てまいりました。また、保育所における０歳児の保育、延長保育、一時保育の拡大、幼稚

園の預かり保育の拡充など、子育て環境の整備を図ってきたところでございます。 

 一方、未来を担う子供たちの育成を図るために、みまっこ健全育成事業を始め、児童の

健全な居場所づくりとしての放課後子供教室の開設、特色ある学習機会づくりとしてプラ

スワンスクール推進事業の創設などに努めてまいったところでございます。 

 次に、農業振興、創業支援で雇用の促進ということでございますが、地域の活力は産業

の振興により雇用の場が確保されて沸き起こるものであるというふうに考えておりますの

で、中山間地域の振興策として、高齢者の方でも手軽に扱える身近な産物を素材として、

それに付加価値を加えた特産品の開発にも取り組んでいるところであります。また、それ

らの販売システムづくりとして常設の産直市づくりやネットワーク化、更には高松市や神
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戸市などにアンテナショップを設置いたしまして、販売のみならず消費者のニーズ把握に

も努めてまいったところでございます。 

 一方、新たな雇用の機会づくりといたしまして、企業の進出意欲を拡大するために、固

定資産税の減免の拡充や雇用奨励金制度の充実など、各種の事業者に雇用の拡大を促しま

すとともに、就任以来、自ら企業に対しましてトップセールスを行ってまいったところで

ございます。 

 昨今の厳しい経済状況の中で、課題が多いのも実情でございますが、このたび情報通信

基盤の整備が整いまして、距離的な格差が解消されることから、今後はコールセンターな

どの情報通信関連事業所の誘致にも取り組んでまいりたいと考えておるところでございま

す。 

 次に、危機管理体制、防災対策の推進でございますけれども、近い将来での発生が予測

をされております南海・東南海地震はもとよりでございます、さまざまな緊急事態に的確

に対応するために、就任直後の平成１７年７月には機構改革を実施いたしまして、危機管

理の担当窓口を設置いたしたところでございます。 

 一方、自主防災組織につきましては、１００％の結成を目指しているところでございま

すけれども、平成１９年度末には約９４％の結成率となっておりまして、県内ではトップ

クラスの高率となってございます。今後は、更に自主防災組織の訓練や研修会を各地域で

開催するなど、防災力の強化に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 最後に、財政の健全化を図りながら着実に社会基盤整備の推進を行うということでござ

いますけれども、本市の財政構造は国に依存する極めてぜい弱なものとなっておりまして、

財政状況の実態とリンクをさせながら、選択と集中を図る中で、各種の社会基盤整備の充

実に努めていく必要がございます。このために、財政健全化計画との整合性を堅持しなが

ら、総合計画に基づいて、情報基盤の整備を始め、道路の整備、中山間地域の基盤整備な

ど、各種の社会基盤の整備を実施してまいりました。今後もこれによりまして、本市の財

政状況を悪化させることなく、必要な社会基盤整備について、急がれるものから着実、か

つ計画的に進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上が、私が市長に就任するに当たりまして掲げてまいりました公約についての、いわ

ば達成状況の概要でございます。 

 今、振り返ってみますと、具体的な成果を上げることができた事業もあれば、まだまだ

市民の皆様にご理解を得るための努力を重ねてまいらなければならない事業もございます

が、全体といたしましては、各般にわたる施策も一歩一歩ではございますけれども、おお

むね順調に推移をしていると考えております。 

 成果といたしましては、これで十分であるとは考えておりませんが、当初の意図からは

おおむね道筋を定めていくことができたのではないかというふうに考えておるところでご

ざいます。 

◎議長（河野正八議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 
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◎副市長（河野尚二君） 

 １１番、前田明美議員の一部事務組合についての質問に対して、ご答弁を申し上げたい

と思います。 

 まず第１点目は、美馬東部、西部消防組合の統合についてのご質問でございますが、ま

ず、消防の組織につきましては、国の定めた指針のもとに、全国レベルで広域化計画が進

んでいるところでございます。昨年８月には徳島県におきましても、国の指針に沿った県

内の消防本部の広域化計画というものが策定をされているところでございます。 

 この計画では、県下で一つの消防本部を置くという方針でございまして、遅くとも平成

２４年度までには統合を、県下一本で終えるというふうな予定になっているところでござ

います。 

 ただ今、前田議員の方から、県下のこうした動き、先行して、こうした動きに先行して

統合してはどうかというお話でございますが、貴重なご提言と受けとめまして、引き続き

つるぎ町との協議の中で検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、もう１点の火葬場の統合についてのご質問でございます。 

 本市とつるぎ町で構成する美馬西部共立火葬場組合につきましては、現施設の老朽化に

伴い、施設のあり方が課題となっております。一方、施設の利用状況は、合併後、美馬町

域からの利用の大半が美馬市葬斎場に転じておりまして、総数並びに美馬町域の利用が大

幅に減少いたしております。 

 このような状況のもと、本市としての基本的な考え方を整理いたしまして、昨年の５月

からつるぎ町との協議を行ってまいりまして、昨年末には中間確認というふうなことで、

つるぎ町との間で確認書を取り交わしたところでございます。その確認書の中では、火葬

場につきましては現施設が使用可能な期限を見計らい、新たな形態への移行も視野に入れ、

引き続き協議を進めるというふうなことで、両市町で確認を交わしているところでござい

まして、今後とも引き続き、こういった今後の状況等を見定めながら、検討してまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 政策監。 

［政策監 緒方俊仁君 登壇］ 

◎政策監（緒方俊仁君） 

 それでは、本市の危機管理につきましてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、夜間における緊急事態への対応、とりわけ台風や地震など、災害時の緊急対応に

つきましては、美馬市地域防災計画の中の職員の動員配備計画に基づきまして、毎年度組

織体制や職員の配備体制をあらかじめ定めておりますので、これによりまして災害などの

緊急時には対応できるものと考えております。 

 次に、夜間における住民からの問い合わせへの対応についてでございますが、現在、夜

間の庁舎管理業務につきましては警備保障会社に委託をしているところでございます。こ

のため、執務時間外に市民の方が急な用務で職員と連絡をとりたい場合には、留守番電話

のメッセージを通じまして、警備保障会社に電話をしていただくようにご案内をいたして
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おります。 

 この場合、警備保障会社は市民の方の用件と連絡先をお聞きいたしまして、早急な対応

が必要であると判断した場合には、担当の職員と連絡をとりまして、担当の職員が市民の

方に連絡するなど、対応がとれるような仕組みにいたしております。 

 なお、急病人が出た場合など、消防本部で対応できるものにつきましては、留守番電話

のメッセージでご案内をいたしております。 

 次に、職員の意識ということでございますが、業務分野ごとに各課の課長等、主な担当

者の夜間の連絡先を毎年度、警備保障会社に文書で知らせておりまして、警備保障会社か

ら連絡があった際には、その時点でとり得る適切な対応を行っているところであります。 

 また、市長を始め、理事者の取り組みにつきましては、たとえ執務時間外でありまして

も、一度、秘書広報課を経由させていただき、状況に応じて秘書広報課長から直ちに市長

に対して連絡がとれる体制をとっております。 

 以上です。 

◎議長（河野正八議員） 

 企画総務部長。 

［企画総務部長 木下慎次君 登壇］ 

◎企画総務部長（木下慎次君） 

 １１番、前田議員から何点かご質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていた

だきます。 

 まず、入札制度についてでございます。 

 電子入札システム実施に係る今後の入札制度改革についてのご質問でございますが、美

馬市発足以降、公共工事の発注につきましては、公共工事の入札及び契約の適正化に関す

る法律において規定されております入札、契約の基本原則を堅持し、透明性の確保と公平

な競争の促進を図るとともに、適正な施工の確保、不正行為の排除に努めてまいりました。 

 また、平成２１年４月から、本市は三好市、吉野川市、阿波市とともに県との共同利用

で電子入札の本格実施を行うこととなっております。新年度以降につきましては、電子入

札の導入を機会としまして、案件によっては高い技術力を有した事業者が参加できる条件

つき一般競争入札の拡充、また、平成１７年４月に施行された公共工事の品質確保の促進

に関する法律に基づき、価格と品質が総合的にすぐれた事業者が優先される総合評価方式

などの拡充に向け、統一した検査基準の確立など、更なる制度改革に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、今後の指名のあり方についてのご質問でございますが、指名業者の選定について

は、美馬市建設工事請負業者選定要綱に基づきまして、指名審査委員会において、業者の

工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件等の諸条件を総合的に審査し、

市内業者を優先して、適格業者を選定いたしております。 

 今後においても、引き続き公平・公正、透明性のある指名審査を進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、情報通信についてでございます。 
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 情報化基盤整備事業の進捗状況についてのご質問でございますが、本年度工事は音声告

知放送システム整備工事と加入者系光ファイバー網施設整備工事の二つを実施しておりま

す。 

 まず、音声告知システムの進捗状況につきましては、美馬地区、脇町地区における告知

端末機の設置台数は１月末で７,５３０台で約８９％の進捗率となっております。 

 次に、光ファイバー網の敷設につきましては、光伝送システムの設置、光ファイバー幹

線の敷設、自主放送設備等の設置はほぼ完了いたしております。 

 各世帯への引き込み件数につきましては、２月中旬現在で、約５,０００件を完了して

おりまして、工事全体の工事費に対する進捗率は約８４％でございます。 

 現在、施工する作業者を増員いたしまして、工期内の完成を目指し鋭意努力していると

ころでございますが、加入者の都合など、不測の事態に備えまして、補正予算に繰越明許

費を計上させていただいております。 

 次に、テレビのアナログ放送の延長はないのかというご質問でございますが、現在の地

上アナログテレビ放送は２０１１年、平成２３年７月２４日までに、地上デジタルテレビ

放送へと完全移行し、終了することが電波法において定められております。アナログ放送

の延長について具体的な方針は出されておりませんが、本市といたしましては、地上デジ

タル放送への移行をめぐる政府の情報を入手次第、いち早く皆様にお知らせしたいと考え

ております。 

 テレビ配信の運営会社はどうするのかというご質問でございますが、テレビ配信の運営

会社につきましては、ＮＴＴ西日本－四国徳島事業部と業務提携を結んでおりますケーブ

ルテレビ徳島株式会社が提供し、インターネット、ＩＰ電話につきましてはＮＴＴ西日本

－四国徳島事業部が提供いたしております。 

 また、各種サービスの提供の窓口といたしまして、光ねっとｍｉｍａが加入申し込みの

受け付け、料金回収、テレビ、インターネットの問い合わせ、保守などの業務を行ってお

ります。 

 以上でございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 １１番、前田明美君。 

［１１番 前田明美議員 登壇］ 

◎１１番（前田明美議員） 

 ５点について答弁をいただきましたが、市長さんにもう一度自己採点では何点だったん

かなと。私も、牧田市長って投票した１人でございますけれども、道中でいろんな話と、

市長には申しわけないんですけれども、県庁から来て、副市長も企画総務部長も、後に政

策監になりましたけれども、市民との間が大分あって、非常にこの場所で市長とけんけん

がくがく議論をしたことも覚えております。そういった中で、大分、こんなことを言った

ら失礼でございますけれども、市長も副市長も美馬市に溶け込んでいただいて、大分改善

されたようには思いますけれども、まだまだ市長は口で優しくいつもにこにこして善人の

ようでございますけれども、本当に善人か何かもよくわからんのですけれども、本当に市



 ４０ 

民の目線に立って今後の市政運営に、まず当選すると、２期目も当選すると思われますけ

れども、そういった中で、本当に口で言いよることが市民に優しく、本当に行政ができと

んのかなと思いますと、そうでもないと。もっともっと市民のところに、私は美馬市で生

まれて、美馬市で死ぬけれども、やっぱり県から来て、県方式ばかりとられて、やっぱり

美馬市は美馬市の独特の風土もあり習慣もあります。それに１日も早く溶け込んでいただ

いて、やっと４年間で溶け込んでいただいたと思います。 

 そういった中で、２期目にはもっと市民の目線に立って、本当に、口だけでなしにやる

気を出していただくように、また職員も私、いろいろと聞きますと、私の息子も嫁もここ

でお世話になっております。いろいろ職員に聞いてみますと、ごっつい市長や理事者と一

般職員との差があります。職員にやる気を出さすために、どういった方向を用いたらいい

のかというような角度から、いろいろと考えていかんと、余り何ですか、県庁方式ばかり

持ってきて、県の子会社になってこれどうするんだと。確かに、市長のおかげで補助金や

辺りは県下で一番飯泉知事に受けがいいから多いんかもしれませんけれども、財政につい

ては非常に進歩されたと思いますけれども、これからいろんなことについてありますけれ

ども、本当に２期目は牧田市政が真価を問われると思いますし、市民の目線も世界恐慌で

あり、美馬市も大変な状態になっておりますので、すぐ行動ができる体制、先ほど、２番

目のところにありますけれども、危機管理についても５時１５分ぐらいについては警備会

社に任す。そんな職員の管理の仕方でどうするんですか。教育長に至っては休職であった

ら畑へ行って７時間も携帯を持っていない。そんな危機管理の状態で市民の生命財産が守

れると思っているんですか。非常に緊張感のない４年間であったんでなかろうかと。途中

で教育長もかわってきて、答弁に困っておりますけれども、もっとしっかり教育長もして

もらわないかんし、収入役もなくなります。これから、３０数名の退職者も出ます。スタ

ッフもかわります。若くなります。そしたら、本当にやる気を出さすような市長は運営を

していただかなんだら、給料だけ下げて市長も副市長も、ちょっと人間愛がないと。やっ

ぱり、やる気を出させるようにするために、どうしたらいいかと。市民と一緒になって、

市民の方がこのごろ自治会で防犯体制についても、各地区でやられて、市民の方が行政の

職員よりかようけ動いておるような状態な気がします。職員が率先してどうして９時や１

０時まで、また少し金が要っても市民に理解が得られますので、宿直をしてやっていくと。

いつ地震が起きるかわからんような状態のときに、警備会社に頼んで、警備会社がそれか

ら連絡すると。もってのほかと思います。２４時間消防署は一生懸命勤務をしております。

一般職員であったって、２４時間、いつ何どきでも動ける体制を組むのが危機管理ができ

ておるということでないんではないですか。もう一度質問の答弁を願いたいと思います。 

 一部事務組合につきましては、副市長から答弁がありました。いろいろ遠慮も、つるぎ

町に遠慮もあると思いますけれども、今、つるぎ町に聞いてもろたら、つるぎ町の方につ

いては年間１００体だそうです。美馬町はほとんど来ております。とりあえず、つるぎ町

から火葬場に美馬市の方へ来たら５万数千円要るというようなことが書いております。そ

れは同じ組んでおったら、つるぎ町であったって、同額料金にしてあげたり、ほんで何で

すか、今のは老朽化していかんのだから、炉を増やして一緒にいち早くして、お互いに経
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済効果、利便性、ちょっとつるぎ町から山間部は遠いかもしれませんけれども、いち早く

お金のかからないようにしていただきたいなと。ダブって、美馬町はダブってどっちも消

防についても、火葬場についても、その他についても、美馬町にダブってむだが多いと思

いますので、１日も早くやっていただくと。仮につるぎ町、それに応じんと言うんやった

ら、つるぎ町に勝手に消防も火葬場もやってもろたらええんですね。そういうふうなこと

について、２期目につけてはもっと思い切ったことをやっていただきたいなと思っており

ます。 

 それから、入札についてのあり方でありますけれども、入札についても当初から最近ま

でいろいろ、今日徳新の記者も見えておりますけれども、新聞紙上に書かれたり、いろん

なことについてのうわさがあったり、いろんなことが指摘をされました。次第に改善はさ

れておりますけれども、今後についてはそういうことのないように、また、例えば江原北

小学校の入札について総務部長は地元の利便性と考えておるけど、とったのは阿南の人で

すね。美馬市に１億ぐらいの工事ができる人はいっぱいおりますよ。どうしてそういうこ

とをせんとすると、そういうところで実態を見たら地元愛がないと私は評価するんですね。

もしできんのやったら、ＪＶを、地元のＪＶを組んであげても１億や２億の工事は美馬市

の中でできる業者が沢山あると思います。地元に税金も落とし、事業もできるようにせん

と、よそばっかりとっていかれるような、大きな工事をとっていかれて、何をしよんかい

なというふうなこともありますので、今後につけては大きい工事とか、特殊でできないと

判断したことについて、だれが見てもこの工事については市外の業者でなかったら仕方な

いなというような工事は仕方ないと思いますけれども、それ以外については美馬市の業者、

特に公共事業で倒産もいっぱいされております。これから国の補正やいろんな形でまた公

共事業も増えると思いますけれども、本当に疲弊をしておりますし、たださえ苦しい中で

ございますので、地元業者の育成という観点から、指名については十分考慮をしていただ

きたいなと思っております。 

 最後に、情報通信についてでありますけれども、早うからしてまた２億数千の繰り越し

が出ております。当初の予定ががいに遅れております。そういった形とか、アナログ放送

についても残るとなってきたら美馬市がいろいろと広報やらで説明することが、市民に違

った場合、いろいろと問題が出てきますので、早く情報を、私は情報をキャッチしとんで

すけれども、総務部長はまだ答えておりませんけれども、アナログ放送が残るようになっ

て早く入れ入れと言って１,５００円を取って、今の共聴やったら８００円かそこらで済

む。そうしたら市民をだますことになるんですからね。１日も早くそういうことについて

は市民、また我々議員にも教えていただきたいと思います。 

 それから、情報通信についての運営会社のあり方でありますけれども、聞くところによ

ると、ＮＴＴから出向されてその社員は８００万から１,０００万の給料を取るそうです。

公務員でないから、天下りとは言えませんけれども、本当に自発的に共聴組合が５６ある

と聞いておりますけれども、本当に市民の手で、市民参画をする運営会社にしていただき

たいなと、当初はそのように答弁も聞いておりましたけれども、実態は変わっております。

これからも手直しをしていただいて、本当に共聴の方がいろいろと努力をして今日協力し
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てこの光ファイバーの設備もいろいろできておると思いますので、そういった中で、市民

参加、市民に少しでもお金を落とすような配慮を理事者側はしていただきたいなと思いま

す。 

 都合により、もう２０分しかないけん、再問できませんかもわかりませんけれども、ご

答弁をお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １１番、前田明美議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 自己採点をして、どのくらいかということでございますけれども、私としては点数がど

うのこうのということではなしに、当初、公約をいたしました事案につきましてのそれぞ

れの分野での道筋はほぼつけられたんではないかなというふうに思っております。 

 なお、若干いろいろお話がございましたけれども、改革やあるいは公平・公正な行政を

やっていく上では、若干のあつれきはあるのはこれも当然でございまして、今後も公平・

公正に進めてまいりたいと思っております。 

◎議長（河野正八議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 何点か再問をいただきましたが、まず火葬場の合併の件でございますが、火葬場につき

ましては現在のところ使用可能であるというふうなことで、使用できるかどうかというの

を見計らった段階で、もう一度つるぎ町と検討してみるというふうな形になっておりまし

て、これが、今の段階ではまだ使用が可能であるというふうなことで、将来的には新しく

やるのか、それからまた市の方と一緒の形で合併してやるのかというふうなことについて

も、将来の問題として、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、入札の件でございますが、先ほど総務部長から答弁申し上げましたように、

地元業者を優先して指名に入れるというふうなことで、今も考えておるところでございま

すが、今後とも引き続いてそういうふうな視点で考えていきたいというふうに考えており

ます。 

 それからあと、地元のケーブル会社の件でございますが、ただ今、前田議員からご指摘

があった点につきまして、これはあくまでもＩＲＵ契約をＮＴＴ四国とやっておりますの

で、市はＩＲＵ契約をやっているＮＴＴとの関係になりますので、そちらの方へ今日のご

意見等につきまして、十分お伝えをしたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 企画総務部長。 

［企画総務部長 木下慎次君 登壇］ 
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◎企画総務部長（木下慎次君） 

 前田議員の再問におきまして、情報の事業に関する繰り越しについてご質問をいただい

ております。 

 先ほどもご答弁いたしましたけれども、作業者を増員いたしまして工期まで残り約１カ

月少々ございますので、鋭意努力いたしているところでございますが、工事につきまして

は加入申込者との日程調整のほか、加入者の都合によりまして、工事日が工期を超える場

合が想定されましたので、不測の事態に備えるということで繰り越しをお願いしておりま

す。 

 金額につきまして、２億６,０００万ほどとかなり大きな金額になっておりますけれど

も、これにつきましては工事標準請負約款の中で部分払いの規定がございまして、一部で

も部分払いをする場合、繰り越しをする場合には、工事請負相当額の１０分の９以内の額

しか払えないというようなことになっておりますので、進捗率としましては３月末でもっ

とかなりの分が済んでいると思われますが、このような規定になっておりますので、どう

かよろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 １１番、前田議員、答弁漏れございませんか。 

◎１１番（前田明美議員） 

 危機管理。 

◎議長（河野正八議員） 

 政策監。 

［政策監 緒方俊仁君 登壇］ 

◎政策監（緒方俊仁君） 

 夜間における住民の問い合わせにつきましては、警備会社に問い合わせをいたしました

ところ、昨年１年間で１６件の問い合わせがございました。そのうち、１２件が水道に関

するもの、残り４件がオフトークに関するものが１件、戸籍に関するものが２件、ハチに

関するものが１件ということで、特に水道に関する問い合わせが多いということがござい

ました。今後、議員さんご指摘のように、市民が第一ということを念頭に、今後迅速に対

応するよう検討してまいりたいと考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 前田議員。 

 １１番、前田明美君。 

［１１番 前田明美議員 登壇］ 

◎１１番（前田明美議員） 

 ちょうど、私の持ち時間１２分になりましたので、市長に最後に、市長だけ答弁をいた

だきたいと思いますけれども、３月１５日に投票日になります。そこで、ほとんど牧田市

長が当選されると思いますけれども、それに向けて、ここでせっかく傍聴の方もおります

し、我々議員が応援すると言うたら、結構ですげなことを言う。先ほど谷議員は応援しま

すと言いましたけれども、どういった感覚で市長は、公約もまだ見たこともないんですけ
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れども、２期目に当たっては、１期目の成果と反省の上に立って、何をやって市民のため

に先頭で頑張っていただけるのかを聞きたいなと。 

 それと、ついでに市長に答えていただきたいんですけれども、危機管理について先ほど

政策監から１６件しかなかったと言いよるけれども、それは結果であって、これからは何

が起こるやわからん。２４時間、市民はいろんなことで活動をしております。子供の問題

からお年寄りの問題まで、一括で２４時間、フル稼働で市民のために働くのが市長や職員

や、我々議員もそうですけれども、市民のために率先してやっていくと。このごろ、市民

参加が非常に進んで、自治会では非常に動いております。それの上に立って市長は先頭を

切って、指揮命令をきちっとしていただいて、新たな４月１日以降は２４時間、民間会社

に任すことなく、職員の裁量で、いつ何どきでも、どんな問題であっても迅速にできるよ

うな勤務形態の見直しや人事配置。危機管理課って置いていますけれども、普段だけされ

たんでは困るんですね。何事にでも危機管理というのは２４時間出ていただいて、夜に出

ていったら明くる日代休をあげてもよろしいでしょう。超勤を使っても文句を言わんでし

ょう、市民も。そういった運営をしていただけるように、本当にそういうことについては、

一番欠けとると思いますので、本当に組織改革、新しく当選されて、４月１日からは２４

時間、市民のために職員は動ける体制をつくっていただきたいなと思いますので、答弁を

よろしくお願いします。 

 これで終わります。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

 選挙に関する以外の答弁がございましたら、どうぞ。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １１番、前田明美議員の再々問にお答えをいたしたいと思います。 

 当然、危機管理体制というのは、我々職員や、あるいは管理者の義務でもあります。支

障のないように、今後も、支障の出ないようにきちっと対応をしてまいりたいと考えてお

ります。 

◎議長（河野正八議員） 

 それではここで、議事の都合により、午後１時まで休憩をいたします。 

小休 午前１１時５３分 

                                         

再開 午後 １時００分 

◎議長（河野正八議員） 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 なお、谷議員から退席する旨の届けがありましたので報告をしておきます。 

 引き続き一般質問を続けたいと思います。 

 ４番、藤原英雄君。 

［４番 藤原英雄議員 登壇］ 
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◎４番（藤原英雄議員） 

 最初に、先ほど事務局の方から質問の一覧表について訂正がございました。私も２番の

汚水処理のところで、美馬市における農業集落排水事業、公共下水道事業個別処理となっ

ておりますが、事業と個の間に点を入れていただいて、これは別なもんですので、誤解が

ないようによろしくお願いをいたします。 

 それでは、議長から一般質問のお許しをいただきましたので、通告をしておりました２

点について質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の高齢化の進む中山間地域における交通手段についてを質問いたします。 

 貞光石仏線、貞光野田ノ井線については、昨年アンケート調査が行われましたが、その

後どのように進んでおるのか教えていただきたいと思います。それと、この路線について

は、路線の変更、路線の延長等の要望も出ていたと思いますので、この件につきましても

あわせてご答弁をお願いいたします。 

 次に、２点目の汚水処理についてを質問いたします。 

 今年度も、当初で公共下水では工事請負費、２億４８６万、施設管理費では２,４３７

万１,０００円、農集では工事費９８０万、委託管理費１,８５９万５,０００円と組まれ

ておりますけれども、美馬市においては集合処理に重点を置き、個別処理事業は行ってお

りませんが、このことについての理由をお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、公共、農集の加入人口についてお尋ねをいたします。美馬町にもありますけれど

も、今回は脇町と穴吹を例にとって質問をさせていただきます。 

 脇町別所地区の農集の加入率は３０％、７２戸、穴吹の公共については１２.６％、６

９戸と非常に加入者が少ないようですが、脇町の農集については合併前の事業、そして穴

吹の公共についても合併前の事業の継続ということで、美馬市が引き継いだわけでござい

ますが、平成１９年９月に農林省、国土交通省、環境省、３省から都道府県構想の見直し

について通知があったと思いますが、それに基づいて２０年９月に出されております効率

的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル案、これは国土交通省、地域

整備局下水道部から出されており、美馬市にも届いていることと思いますが、第３章、検

討単位区域の設定の中の下水道等整備事業の規模に関する採択基準というのがございます。

それには、公共下水については利用人口が１,０００人以上、１万人以下、農業集落につ

いては１,０００人とうたわれておりますが、どうして当時この事業が採択になったかわ

かりませんが、美馬市の現在の加入者数ではほど遠いものがあると思います。当時の採択

基準があれば教えていただきたいと思います。 

 次に、公共、農集の管理費についてお尋ねをいたします。平成１６年１２月１６日、国

土交通省都市・地域整備局下水道部から県を通じて下水道経営に関する留意事項というの

が来ていることと思いますが、その中に適切な下水道使用料の設定という項目の中に、下

水道管理者は能率的な経営のもとで必要となる事業の管理、運営費用のすべてを回収でき

る水準に下水道使用料を設定し、これを確実に徴収するよう努めなければならない。この

ような指導が来ていると思いますが、美馬市ではどのような対応をしているのかお聞かせ

いただきたいと思います。 
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 次に、公共下水、集落排水の施設、管、升を含めた施設でございますが、その耐震につ

いてをお尋ねいたします。 

 昨年の総務委員会で能登半島地震の視察に輪島市に行ってまいりましたが、輪島市では

マグニチュード６.９、震度６強の地震が襲い、大きな被害が出ました。公共施設では道

路の被害が１９億９,４７７万１,０００円、次いで２番目に多かったのが下水道の被害、

施設４カ所、管１万６,１６５メートル、被害総額が１８億１,４７８万４,０００円と大

きな被害が出ております。今世紀前半にも来るであろうと予想されております東南海地震

を想定しての耐震化、箱物についてはできていると思いますが、管、升等についてできて

いるのかお聞かせ願いたいと思います。 

 以上の点について、答弁をいただき、再問をさせていただきます。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ４番、藤原議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 私からは、切久保地区と重清北校区の高齢化の進む地域の交通手段についてのご質問で

ございます。これにつきまして答弁をさせていただきます。 

 美馬町の切久保地区と重清北校区につきましては、現在、ＪＲ貞光駅からそれぞれ石仏

学校下を終点とする石仏線と、黒砂を終点とする野田ノ井線の廃止路線代替バスを運行し

ておるところでございます。 

 両地区とも、終点停留所までの距離が遠い山間地に集落が点在をしておりまして、過疎

化、高齢化が進んでおりますが、終点停留所までの交通手段がないために路線バスの利用

ができずに、非常に不便な状況となっております。また、昨年に実施をいたしました路線

バス利用状況アンケートにおきましても、タクシーを利用した場合には、非常に運賃が高

く生活への負担となるために、路線の延長や、あるいは両路線を巡回する路線バスの要望

が多かったところでございます。 

 そこで、市道丈寄惣田線を経由いたしまして、両路線を巡回し、中山間地域を走行する

路線バスを運行いたしまして、停留所までの距離が遠いために利用できなかった高齢者等

のバス利用が可能となるように今後取り組んでまいりたい、このように考えております。 

 しかし、この中山間地域を走行する区間は距離が長く、バスの運行を初めて行う区間で

もございますので、当分の間は試験運行を実施いたしまして、運行状況を調査検討するこ

とにいたしたいと存じます。 

 現在、４月から週に２日、１日２回、両路線を巡回するバスの試験運行を開始するよう

に、運輸局への申請等、所定の準備を進めておるところでございまして、今後試験運行の

利用状況を調査しながら、住民ニーズの把握に努めてまして、走行曜日や、あるいは便数

などの検討を行いまして、両路線のより効果的かつ効率的な運行を図ってまいりますとと

もに、両地区における交通弱者の生活交通の確保に努めてまいりたいと考えておるところ

でございます。 
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◎議長（河野正八議員） 

 建設部長。 

［建設部長 中川近敏君 登壇］ 

◎建設部長（中川近敏君） 

 続きまして、４番、藤原議員さんの美馬市における下水道事業についてのご質問でござ

いますが、現在実施しております集合処理につきましては、平成１５年度に旧町村で策定

をしております汚水適正処理構想の中で、国並びに県から事業認可をいただいておりまし

て、公共下水道事業では穴吹町の舞中島地区、また農業集落排水事業では美馬町の喜来地

区で実施を行っているところでございます。また、個別処理につきましても、汚水適正処

理構想に基づき、個人設置型による合併処理浄化槽設置の補助を行っているところでござ

います。 

 次に、採択基準についてでございますが、穴吹町が行っております特定環境保全公共下

水道事業といたしましては、採択基準が計画人口で１,０００人以上１万人未満となって

おります。農業集落排水事業につきましては、原則として農業振興地域で、集落単位で整

備され、計画人口は原則としておおむね１,０００人以下とされ、受益戸数はおおむね２

０戸以上となっております。 

 次に、地震の耐震対策についてでございますが、現在実施しております下水道事業の管

路埋設工事など、土木関係の設計につきましては、全国共通した日本下水道協会の技術指

針に基づき行っております。 

 また、施設建築関係につきましては、国土交通省の建築基準法、建築構造設計基準、日

本建築センターの構造規定などに基づき、設計を行っております。 

 大規模な地震は国内外で発生しておりまして、今後は新しい技術、新しい製品の開発な

どがあれば、積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、下水道の使用料についてでございますが、平成１９年度の農業集落排水事業の管

理運営費は約９,２００万円でございまして、内訳は維持管理費約３,２００万円で、率に

して３５％、資本費約６,０００万円で、率にして６５％となっております。 

 公共下水道事業につきましても、管理運営費は約１億７００万円であり、その内訳は維

持管理費約１,５００万円で、率にして１４％、資本費約９,２００万円で、率にして８

６％となっております。 

 農業集落排水事業につきましての使用料の収入は約８００万円で、維持管理費に対しま

す経費回収率は約２５％となっております。 

 また、公共下水道事業についての使用料収入は約４００万円で、維持管理費に対します

費用回収率は、農業集落排水事業と同じく約２５％となっております。 

 こうした使用料収入で維持管理費を賄えていないという現状を踏まえて、経営健全化に

向け、昨年１０月に美馬市農業集落排水事業使用料統一検討委員会を設置し、あらゆる観

点から審議をいただき、改善策についてもご提言もいただいているところでございます。 

 こうしたことから、今回、接続推進奨励金制度や使用料の改定につきましても、条例改

正案を提案しておりますが、今後とも経営改善に向け、積極的に取り組んでまいりたいと
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考えております。 

 以上です。 

◎議長（河野正八議員） 

 ４番、藤原英雄君。 

［４番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎４番（藤原英雄議員） 

 先ほど、答弁をいただきました中山間における交通手段については、試験運行を週２回

行うということでございますが、利用者数については人口が激減しておりますので、対象

とするのか、しないのか、これが問題になろうかと思いますので、よく検討していただき

たいと思います。 

 それから、採択基準につきましては、私が思っておったのは利用人口ですので、現在の

利用人口が集落、公共ともに悪いのでなかろうかなと、約７０戸、６０何戸から７０戸、

３人、４人、１家庭４人としても７０戸、２８０人だと１,０００人には利用人口はほど

遠いんでなかろうかというような質問をさせていただきました。そこのところは、よく検

討していただいて、今後加入率の促進を図っていただきたいと思います。 

 それから、下水道料金、使用料につきましては、公共、農集とも２５％ということは、

一般財源からほとんどの持ち出し、これは将来負の遺産として後世に残すものでなかろう

かと思いますので、そこのところもよく検討していただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきます。 

 私が申し上げたいのは、今までの集合処理ではなく、事業化した個別処理、これが財政

的にも、いつ来るかわからないと言われております東南海地震の被害を最小限に抑えるた

めにも、大きな見直しが必要でなかろうかと思います。 

 個別処理の一例を挙げてみますと、埼玉県にときがわ町、人口１万３,１８９人の自治

体がございます。この町では当初計画は集合処理、下水道から個別処理、高度処理型浄化

槽に計画変更をし、現在進行中のところでございます。この事業でいたしますと、事業費

が約２０％抑えられるというものでございます。維持管理費についてもすべて使用料で賄

っていると言います。ちなみに、実質公債費比率、美馬市では２月１０日の徳島新聞に出

ておりましたけれども、退職者の不補充、給与のカット、各種補助金のカット等で財政健

全化計画に示した目標値をクリアして、１７.２％と、牧田市政の４年間を私も大きく評

価をいたしますが、このような事業をしておりますときがわ町では地域性もあろうかと思

いますが、財政健全化、本当にこの町は財政健全化の町で、２.６％、全国で五指に入る

町でございます。この高度処理型浄化槽について、内容を説明させていただきますと、こ

の浄化槽は一般家庭においてはし尿と生活雑排水をあわせて、１日４０グラムの汚濁物質

を排出しておるようです。この浄化槽により、汚濁物質、ＢＯＤ量をわずか２グラムに減

少させることが可能です。９５％以上の除去率、あわせて窒素も除去することができます。

８０％以上の除去率、この浄化槽を使ってときがわ町のような事業をいたしますと、浄化

槽の埋設工事、地域によっては排水路の整備、事業終了後の委託管理のすべてが市内業者

によってできるものと思われます。これが、本当の美馬市民に対しての雇用対策でなかろ
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うかと思います。 

 市長にご答弁をいただいて、質問を終わりたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ４番、藤原議員の再問にお答えをいたしたいと存じます。 

 今までの集合の浄化処理ではなくて、個別の浄化処理への見直しをしたらどうかという

ご質問であろうかと思います。 

 特に、下水道事業につきましては必要性は大変認識をされております。その中で特に環

境にかける負荷をいかに軽減していくかということで、浄化、下水道施設は欠かせないと

いう状況でございまして、徳島県は全国で正に最下位とか、あるいはブービーとかいうふ

うな状況になっておりまして、各地域でもほとんど変わらない状況になっております。 

 そういう中で、今後の下水道事業の整備につきましては、大変、経済情勢も含めて、社

会情勢が大変変化をいたしておりますし、また新しい技術も開発をされております。しか

しながら、膨大な経費がかかることに変わりはございません。そういう中で汚水処理施設

の整備を今後どういうふうにしていくかということでございますが、それはコスト比較や

あるいは地域の自然条件、更には発生汚泥へのどういう対応ができるか、あるいは整備に

対する投資効果や緊急性、そして地域の実情などを十分に考慮していかなければならない

と考えておりまして、これらを十分に勘案しながら事業の推進を図っていくことは当然の

結果でございますけれども、更に現在ある施設につきましても、いかに加入率を高め、効

率性を高めていくかということで、その意識開発や、あるいは奨励金等の助成をこれから

していくなどいたしまして、加入率を高め、その経営、運営効率が更に高まっていくよう

に私たちも努力をしてまいらなければならないと考えております。 

 そういう中で、今、計画をつくってこれからやろう、あるいはこれから取りかかろうと

いうところにつきましての今後の下水道事業に対する私たちの姿勢といたしましては、今、

藤原議員さんからご提言がございました高度処理型浄化槽、これ、今特に都市近郊部の、

大都市部ではなく都市近郊部の、周辺の都市化した地域については随分とこういう高度処

理型の浄化槽についてもだんだんと取り入れられてきておるという状況でございます。

我々もいかにしてそういうコストを下げたり、あるいは地域の自然条件に合致した整備を

進めていくかということの中で、十分に汚水適正処理構想というのも立ててございますけ

れども、その中で、十分に見直し等も含めて検討してまいりたいと考えております。 

 ご理解を賜りたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 よろしいか。 

 次に、２０番、三宅仁平君。 

［２０番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２０番（三宅仁平議員） 
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 私が、これ３点ほど一般質問出しておりますけど、今、議長の許可をもらいましたから、

させていただきます。 

 １番目のこの県営中山間道路総合整備事業、これにつきまして大谷で今水道をずっと引

く計画でやってます。ほたら、地元負担金も３回にした分の１期分を払とると。この、い

つか知らんのやけど、ここ２カ月ぐらい前に、あっこの集会所で、県の方から説明が来て、

２年間遅れますでというような説明があったという。ほうなると、年がいった人もようけ

おるし、使わんうちに、厳しいなるなというような意見もあったけん、ほれは特に是非市

長はんにお願いをして、県ともかけ合うてもろて、１日も早くしてもらえるように言うて

くれということで、あえてこれ一般質問させてもろとる。そこら、どういうようになっと

んか、１回、市長はんの部屋へも行ってお願いしたかと思います。ほなけん、その後どう

いうふうになっとんか、お願いしたいなと。 

 それと、この２番目の古作・美村線でございます。これも、これと同じような事業計画

で、これ合計当初の説明では１３億ぐらいついとると言うて、岩倉山から大谷ひっかけて

となっとんですけど、その中でどういうふうな、今までどこぐらいまで進行しとんか、そ

れとこの田尾線は、前回の質問したときには一応後回しにしてやりますというような答弁

を聞いとったけん、ほなけんもう大分なるけん、日数がたっとるけん、どういうような方

向で、確定してくれとるもんかもお願いしたいと。というのが、地元の人もこの前会うた

ら、三宅さんこれ引いてくれんねやったら、うちはもう１５、６軒も下へ総移動せないか

んぐらいの気持ちでおります。ほなけん、是非、市長に言うて、してもろてくれというよ

うな要望も受けてますから、そこら心得て質問、答えをお願いいたしたいと思います。 

 それと、この３番目の築堤防と春日の処分場についてでございます。これもいろいろし

とるけど、私はこれに対しては市長はんもちょこちょこ集会とか、そこらでこういう発言

を直接は聞いとらんのですけど、我がの意向を聞いたようにも人から伝えとるけん、あま

り私がじかに聞いとらんけん言うてもいかんのじゃけど、私、これかなり前から地元の反

対者もおるし、また賛成者もおるというふうに聞いてます。しかし、これどういうような

方向で、これ進めていくんかもお尋ねしたいなと。 

 それと、前回にこの春日のごみが、私は３万立米ぐらい、この堤防の中につくるとこに

入っておると思っとったんですけど、聞いたら一つも、堤防の今の予定地の中にはごみは

ないというけん、それだったらじゃ、このどういうようにしてええんかなというんで、交

通省の方へ、たまたま４、５日前、これ１５日に四国三郎で建設省との話し合いがあった

と。そのときに、この意見は質問せなんだんですけど、たまたま副所長が来とってじゃ、

これどないにかしてくれなんだら弱りますと言うたら、一応、それは市の方にこれをのけ

るというとこまで承諾がとれたら、のけいでもうちがしてあげるというようなお言葉を聞

いておるけん、そういう、向かってどういうような判断してもらえるんか。というんが、

いろいろの地元はあんなとこへしてもろたら弱る、賛成の一部おる。ただし、こんなんで

なすくり合いした結果、もう２０年から来とるけん、県の方も仮置き場としとるから絶対

にのけなさいとなっとんじゃから、これはまた遊水地帯でないとこへ持っていくとか、ま

た何かの手でしてくれなんだらいかんのでないかなと。というんが、そのときにもうちは、
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うちの出すという分は、協力する分はあっこに限らず、どこへ持っていってもかんまんよ

というような、お話も聞いてますけん、そこら是非どういう考えか聞きたいなと。 

 それと、この３点目の農林漁業用揮発油税、これ書いとるとおりでございますけんど、

もうちょっと目が薄いけん、ほんでこれは今後の見通しについてでございます。これも、

旧脇町時代から、小星、白木まではこれでやると言うて、部落に説明に来たと思います。

私もたまたま新町地区でおるから、お寺へ寄ってくれというんで、市と県の方から来て、

説明を受けて、用地に協力してくれと、それでというような意見を聞いておるけん。そし

たら、今、聞くところに、ちらちら聞くんですけど、する、どこそこで止めた。小星だっ

たら清水のところで止めたとか、また今の上ノ原地区も、ちょっとしとるけど、これも今

ので終わりとか言いよるけんね。そうなると上ノ原から安車尾にかけて、うちの方へ来る

のにいっちょもしとらんけん、うちの方もちっとするんかいなと思って、どういう計画か

をお願いしたいなと。よろしく。 

 都合によって、また再問させていただきます。お願いします。 

◎議長（河野正八議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 ２０番、三宅仁平議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 築堤と春日の処分場についてのご質問でございますが、この春日の処分場のごみ処理の

問題につきましては、地域の環境保全にかかわる問題でございますし、また同時に人命に

かかわる問題でもございます。こういったことから、この解決につきましては、市政にと

っても極めて重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 

 平成１８年度に現在の処理計画が策定されまして以来、約２年少々かけまして、事業実

施に賛成されている方や、反対されている方々に説明や、あるいはまた交渉を重ねてまい

ったところでございます。また、市議会におきましても、昨年７月に拝原処分場特別委員

会を設置していただきまして、事業内容等について、種々ご議論をいただいているところ

でもございます。 

 今後はこうした特別委員会での審議結果や、賛成反対の方々の意向を総合的に勘案いた

しまして、市としての方針を決定してまいりたいというふうに考えておりますので、どう

ぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

［経済部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 ２０番、三宅仁平議員さんからのご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の大谷地区の営農飲雑用水工事、２年ほど遅れておるけれどもというふうな

ご質問でございますが、大谷地域では上水道、また簡易水道が整備されていないために飲

料水、生活水は専ら谷川の水を取水源としておりまして、冬の渇水時期や夏の日照りによ
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っては水源の枯渇や水量の不足が発生いたしております。更に、この地域は農業経営にお

きましても、営農条件不利地域と言われます中山間地に位置するため、営農作物もおのず

と制限がございます。これまで安定した農業経営の大きな障害となってきたところでござ

います。 

 このようなことから、生活生産基盤でございます農道や集落道を整備するとともに、営

農飲雑用水を整備することによって安定した水量を確保し、地域に安心と活力をもたらす

よう、平成１７年、徳島県が事業実施主体となって県営中山間地域総合整備事業、脇中央

地区として事業採択を受けたものでございます。 

 とりわけ、営農飲雑用水は全体事業費８億５,１００万円、管路の総延長３万３,９５０

メートルに及び、総合整備計画の中核をなすものでございます。工事期間として当初約５

年を想定いたしておりましたが、加入戸数の確定や自己負担金の調整などに時間を要し、

また、実施測量設計にも約１年を費やしたため、現時点におきまして完成までには約２年

程度の遅れが生じております。 

 本市といたしましては、本事業を重要施策の一つと位置づけ、地元事業推進協議会とと

もに事業予算の重点配分を行い、完成までの遅れを取り戻すよう、これまでも事業実施主

体でございます徳島県に対し、要望活動を行っておりますが、今後も１日も早い工事完成

に向け、鋭意努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の集落道、古作・美村線の整備状況についてのご質問でございますが、集落道整

備事業、古作・美村線は農作物、農業資材の搬出入を容易にし、あわせて地域住民の利便

性の向上を図ることを目的として、総事業費５億１００万円、総延長２,７５０メートル、

幅員４メートルにて実施する計画でございます。 

 しかしながら、現在実施いたしております営農飲雑用水と同時に二つの工事に着手する

のは、現在の県や市の厳しい財政状況から判断いたしますと難しいと考えております。そ

こで、優先順位の高いものから順次実施していく必要があり、先にご答弁いたしましたと

おり、営農飲雑用水事業は水源の枯渇、給水量の不足が頻繁に発生している現状から、集

落に安心・安定した水の供給をもたらすものであり、早急かつ優先して実施することが地

元にとりましては直接効果の高いものと考えております。 

 今後、現在進めておりますこの営農飲雑用水整備事業の進捗状況を見ながら、地元関係

者にもご協力をいただき、適正な時期に事業実施主体であります徳島県との協議を行いつ

つ、事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 三つ目の農林漁業用揮発油税財源身替農道、いわゆる農免農道と申しておりますが、そ

の整備事業、脇地区の今後の見通しについてのご質問でございます。 

 農林漁業用揮発油財源身替農道、いわゆる農免農道整備事業、脇地区につきましては、

農道の新設改良により、農産物の運搬に伴う労力を削減したり、田畑への進入が容易にな

るなど、農業経営の合理化と近代化を促進することを目的に平成６年に計画されておりま

す。 

 当初計画によりますと、本路線は岩倉地区から上ノ原地区を経由して田上地区に至る全

長２,７７０メートルとなっております。第１期工事、１,０５０メートルのうち、起点か
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ら清谷川までの５５５メートルは舗装工事も完了し、平成１７年度、本市に移管されてお

ります。残り４９５メートルにつきましても、２１年度末をもって完了の見込みとなって

おります。 

 ご質問の上ノ原地区から田上地区までの区間、１,７２０メートルにつきましては、平

成１２年度、国の指導のもとに実施されました農道事業の見直しにより、現在は未採択と

なっております。 

 本市といたしましては、初期の目的を達するため、今後財政状況を考慮しながら、事業

実施主体であります徳島県に対しまして、事業継続の要望活動を行ってまいりたいと、こ

のように考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 ２０番、三宅仁平君。 

［２０番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 これ１番のですけど、今、水道の関係、よく説明を聞いたんですけど、これ、一応、私

がしとんのは、何で２年遅れたんかというのを是非してもらわな、ほれで、２１年度に終

わると地元では説明を聞いとんのに、２年も遅れたら２３年にもなるでえな、このまま順

序よう進んでもですよ。これは是非交渉してもろて、遅れた分、早くしてもらわなんだら、

今、大型予算を組みましたというて、県の方も大きく新聞に今朝も載っとったけん、是非、

これの方へようけもろて、してあげてくれなんだら、これ年が足らんようになってはいか

んけんね、ほたら今６０件余り入っとんが、５０件ぐらいになったらかわいそうなんで、

使えるようにするけん、是非、交渉してもろてじゃ、どないか予算をもろてきてもろうて、

やってほしいなと。ほれを再度、市長はんの考えを聞きたいなと。 

 ほれと、この古作・美村線ですけど、今、予算には入れてくれとるというて聞いたけん

ね、気持ち、心強いんですけど、是非１日も早く交渉をしてもろうて、またいかんのだっ

たら、地元の人とか議員さんも連れてじゃ、市長はん、先頭に行ってほしいなと。是非、

これは当初の平成６年からじゃけんね、日もたっとるけんどやりよる。たまたま私も農林

の人とも、貞光の件で用地持っとって、協力せいと来た。そのときに、これを要望したら、

是非ほんなら、三宅さん、検討してあげるというようなお言葉も聞いとるけん、うちの方

から行ったらスムーズに行くんでないかな。名刺ももろておるけん、是非、ほういう方向

でやってほしいなと。 

 それと、この揮発油の、揮発油だったな、もういっちょの堤防については、今、副市長

さんの答えを聞いたんでは、たまたま私１５日に交通省の説明で行った。そしたら、あれ

討論会かなと思ったんですけど、一方的に聞くばっかしだったんです。その中で、たまた

ま副所長はんが、山地さんというのがおりまして、これどないなっとんねというて、話が

始まったら、一応いろいろ意見交換をしたら、７人ぐらいおったけんね、ほないにころこ

ろ大勢の前で言うとるけん、変わらんと思うけん。実質には堤防のかからんのはわかった

と。ごみがないと。ほやけん、矢板も打ってでも堤防はすると。しかし、これは市の方に

いつごろやりますというんが来てくれたらやるというような、皆、生命財産を守らないか
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んけん、是非せないかんと言うておりました。ほなけん、再度交渉して、是非、堤防だけ

でも先にしてもらえるようにお願いしたいなと。 

 それと、うちはもし、それももういっちょ、つけ加えたわな。もし、よそへ持ち出しす

るとか、いろんな、穴吹の高台に行くとか、脇町の高台に持っていくとか、また民間に持

っていっても、うちの予算を出すと言うたもんだけは出しますよと。あっこの春日地区の

近くへ持っていくにはこだわっておらんというような発言も聞きました。そやけん、是非、

そういう交渉も含めて、取り組んでほしいなと。今も皆、一般質問の中で市長はんが再度

当選するんが確実げな発言が多いけん、是非、それも含めて、今後４年間に取り組んでも

らいたいなと。ほなけん、是非、もう一遍、答弁を願いたいなと。都合によって再問させ

ていただきます。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ２０番、三宅仁平議員の再問にお答えをいたしたいと存じます。 

 中山間地域の総合整備事業の中で、特に大谷地区の営農飲雑用水工事が遅れておるとい

うことでございまして、当初５年計画で県の事業としてかかっております。このときに、

着工するまでにいろいろ地元でもなかなかまとまりませんで、負担金の問題、あるいは何

戸加入するかという、加入者の問題等で随分といろいろ議論もございまして、その結果、

若干着工が遅れたということがございまして、その後、県の方の財政が非常に厳しいとい

う状況もございまして、これはかなり、県の経費も当然、市も当然負担金として出してお

りますけど、県も事業者として出しておりまして、なかなか厳しいということではござい

まして、当初の予定額だけ、予算がついていなかったという状況もございます。 

 ですから、二つの理由で、一つは地元協議が１年以上遅れたということで、着工が遅れ

たと。それから、もう一つはこういう財政状況が非常にその後厳しくなって、予算が厳し

くなったという二つの理由で遅れております。しかし、地元の方々の、当然着工すれば早

くしてほしいと、水が使いたいというお気持ちも十分理解をいたしておりますので、県と

も十分協議をする中で、県費も重点的に配分をする、してもらえるように、私も努力を続

けてまいりたいと考えております。 

 この事業につきましては、同じ中山間事業、県内でもいろいろやっておりますけども、

美馬地区は一番重点配分をされておることは事実でございます。そういうことで、今後も

努力を続けてまいりたいと考えております。 

 それから、更に、この事業の中でのもう一つの飲雑用水と集落道の整備ということでご

ざいまして、古作・田尾線というのがございます。これは着工するに当たりましては、当

然地権者のご協力がないとできないわけでございますけれども、その以前に先ほども、前

段もご説明を申し上げましたが、県の財政状況も非常に厳しいということで、当然美馬市

もそうでございますけれども、今、飲雑用水が約８億５,０００万ぐらいの総事業費でか

かっておりますけれども、これと並行して二つ同時にやるということは、財政上、非常に
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難しいということでございますので、飲雑用水の完成の時期等を見きわめながら、今後、

県の方でも、この古作・田尾線について、美村線について、今後進めていただけるように、

着工してもらえるように、引き続いて県との要望なり、あるいは交渉、折衝をしていきた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

◎議長（河野正八議員） 

 副市長。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 ごみ処理の方の再問につきまして、お答えを申し上げたいと思います。 

 ここの拝原のごみ処理につきましては、国交省の基本的な考え方というのは、今のごみ

というのが、河川になる部分の中にあるというふうなことで、これをそのまま置いておい

て、洪水がくれば、下流に流されていって、大きな影響を及ぼす可能性があるというふう

なことで、国交省の基本的な考え方というのは、このごみをいったん外へ出してください

と、その上で堤防をつくっていきましょうというのが考え方でございまして、先ほど三宅

議員の方から、堤防を先につくってもいいとか、あるいは予算は出しますよとか、どこへ

持っていっても結構ですよとかいうふうな話をされましたが、国交省の本省の方の基本的

な考え方はごみを基本的に外へ出すと、そうしないと堤防はつくらないというのが基本で

ございますので、もしそういうふうなことを言われた国交省の方がおられるんであれば、

私の方からもう一度国交省の方に話をしてみたいというふうに思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 それでは、ここで、議事の都合上、２時まで休憩をいたします。 

小休 午後１時５０分 

                                         

再開 午後２時０１分 

◎議長（河野正八議員） 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 一般質問、次に２番、阪口克己君。 

［２番 阪口克己議員 登壇］ 

◎２番（阪口克己議員） 

 ただ今、議長から許可がおりましたので、２番、阪口が通告どおり、家計、子育て支援

について質問いたします。 

 この支援は国における景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を

行うとともに、あわせて住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資することを

目的とされています。当支援は生活支援と内需拡大の呼び水の両方の意味があり、市民に

対してはありがたいものと考えます。現在、国会の方で財政投融資特別会計からの繰り入

れの特例に関する法律等関連法案が検討されています。当美馬市においては、先の議会で

市長の方からこの件についてのプロジェクトチームを組んで事前に対応を検討するとのこ
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とであったと思うが、どのようになっているのか２点お聞きします。一つにつきましては、

定額給付金についてであります。二つ目、子育て応援特別手当についてであります。 

 当美馬市の場合、総支給額はどれぐらいになるのか、支給スケジュールはどのようにな

っているのか、あわせて最後に市民への周知はどのように考えているのか説明願いたいと

思います。 

 以上です。 

◎議長（河野正八議員） 

 市民環境部長。 

［市民環境部長 武田喜善君 登壇］ 

◎市民環境部長（武田喜善君） 

 ２番、阪口議員さんのご質問にお答えしたいと思います。定額給付金関係について、定

額給付金の支給に伴うプロジェクトチームの検討状況についてのご質問でございますが、

国は景気後退下での住民の不安に対処するため生活支援を行い、あわせて地域の経済対策

に資する目的で定額給付金が支給される予定であります。 

 定額給付金につきましては、現在、国会において審議中の財源の裏づけとなる財政投融

資特別会計からの繰り入れの特例に関する法律などの関連法案が成立してから給付開始で

きることと承知しております。 

 本市の取り組み状況でございますが、本年１月２０日に美馬市定額給付金対策プロジェ

クトチームの設置を行い、１月２６日から支給対策班４名で、給付事務の準備を進めてき

たところでございます。 

 その後、国から定額給付金給付事業費補助金交付要綱と事務費の交付要綱が示されまし

たので、２月５日に予算関係及び給付スケジュール、懸案事項等についてプロジェクトチ

ームで協議いたしまして、先般、２０年度美馬市補正予算案を提出させていただいている

ところでございます。 

 本市の定額給付金の国庫補助金につきましては、１８歳以下と６５歳以上の給付対象者、

１人当たり２万円の給付につきましては、１万５,２２５人で、給付金額は３億４５０万

円であります。その他の給付対象者、１人当たり１万２,０００円の給付につきましては、

１万８,７８３人で、２億２,５３９万６,０００円となっております。 

 今、申し上げました中には、外国人の方が含まれておりますが、外国人の給付対象者は

３２５人で、給付金額は４００万４,０００円となっております。 

 以上、全体の給付対象者は３万４,００８人で、給付金額は５億２,９８９万６,０００

円でございます。 

 今後は、この末ごろに、システムの改修が行われる予定でありますので、３月上旬に市

民の皆さんにいろいろの手段で周知を図り、３月中旬ごろに通知書の発行を行い、申請の

ありました市民の皆さんから順次受け付けを行いまして、年度内の支給に全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 福祉事務所長。 
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［福祉事務所長 磯村文男君 登壇］ 

◎福祉事務所長（磯村文男君） 

 続きまして、２番、阪口克己議員のご質問にお答えをいたします。 

 家計、子育て支援、特に子育て応援特別手当についてのご質問でございますが、国の追

加対策事業である子育て応援特別手当は厳しい財政状況の中、多子世帯の幼児教育期の子

育て負担を軽減するため、平成２０年度の緊急措置として、小学校就学前３学年の第２子

以降の子供１人当たりにつき、３万６,０００円の特別手当が支給される予定であります。 

 支給対象となる子供は３歳以上１８歳以下の子、つまり平成２年４月２日から平成１７

年４月１日生まれの子が２人以上あり、かつ就学前３学年の平成１４年４月２日から平成

１７年４月１日までに生まれた子供であって、基準日の平成２１年２月１日時点に住民基

本台帳に記載されている子供となっております。 

 また、外国人につきましては、基準日に外国人登録原票に登録された児童のうち、特別

永住者の子供となっております。 

 支給対象者は、支給対象となる子供の属する世帯の世帯主の方で、４５０名を見込んで

おります。給付額につきましては、支給対象となる子供１人につき３万６,０００円を支

給するもので、子育て応援特別手当の交付金総額は１,６２０万円を見込んでおります。 

 今後の支給に向けてのスケジュールは、定額給付金の支給とあわせて実施することが求

められていることから、定額給付金支給事務と連携し、順次受け付けを行い、通知書、申

請書の発送を行うこととしております。 

 対象となる方には広報紙、オフトーク、保育所、幼稚園などを通じて周知を図り、年度

内支給に努めてまいりたいと考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 結構ですか。 

 以上で通告による一般質問は終わりました。 

 これをもって、一般質問を終結いたします。 

 日程第３、議案第１号から議案第５２号までの５２件を一括して議題とし、質疑を行い

ます。なお、議案第４４号、美馬西部青少年育成センター組合の解散については、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律施行令第１２条の規定により、教育委員会の意見を求

めることになっております。教育委員会の意見についてはお手元に写しを配付しておりま

すので、ご高覧ください。 

 それでは、通告により発言を許可いたします。 

 ２０番、三宅仁平君。 

［２０番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 私がこれ、今、議長に質問の機会を与えてもらいましたけん、一応質問させていただき

ます。 

 この１０号議案の件について、美馬市補導センター設置条例の一部改正について、これ

１７ページに載っとんですけど、美馬町に持っていくと書いとるけんど、私やいろいろボ
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ランティアで行きよる７０人からおる補導員さん。こんな人は旧脇町ないし穴吹町の人が

多いけん、美馬町まで事務所を持っていかれたらじゃ、月に１回は最低寄んじょると聞い

とんですわ。ほうなると、こういう人が、ボランティアでガソリンも要るし、極端に言う

たら、ほういう経費がようけいるけん、ボランティアとしてはでけんようになるけん、も

う辞めさせてもらわないかんというような意見が、ほやけん、これどうしてあっちへ持っ

ていくようにしよんか。ように説明が聞きたいなと思って、これあえて出しとったんです。

それ、頼んますわ。 

 それと、このもういっちょ一緒に言うてもええんかいな。もういっちょ出しておったか

ら。 

◎議長（河野正八議員） 

 どうぞ。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 これ４９号、別にしようか。 

◎議長（河野正八議員） 

 一緒に全部、質疑しとってください。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 これ第２番目の議案、４９号でございます。美馬市立脇町の図書館の指定管理者の指定

についてでございます。 

 これ、今、出してきとんですけど、これもどういうような過程で、この図書館流通セン

ターに決定したんかね、聞かせてもろうて、またそれに対して、考えがあったら質問させ

ていただきますから、ご説明をよろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 教育長。 

［教育長 竹田忠寬君 登壇］ 

◎教育長（竹田忠寬君） 

 失礼します。 

 ただ今、２０番、三宅議員より質問のございました美馬市青少年育成センターの設置条

例の一部改正の経緯について、それから、２件目が議案第４９号、美馬市立脇町図書館の

指定管理者の指定についての経過、その２件のご質問がございました。 

 最初に、美馬市青少年育成センターの事務所の位置を変更した理由についてのご質問で

ございました。平成２１年度からの美馬市青少年育成センターの運営については、美馬西

部育成センター組合が平成２０年度末をもって解散となります。新年度からは新たに美馬

町の地域が美馬市青少年育成センターの中に加わり、一層拡大した形で運営されなければ

ならなくなりました。また、組織体制といたしましては、県費による教員派遣がなくなり、

経過措置として県の非常勤職員が配置するものの、２年後には県からの支援はなくなり、

市単独での運営になることから、青少年育成センターが現状の体制で維持することは甚だ

厳しい状況になってまいります。一方、青少年育成施策の基本理念や中期的な施策の基本

方針を示している政府の新しい青少年育成施策大綱では、青少年育成センターは地域の中
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核的な機関として、さまざまな問題を抱える若者、非行や不登校、引きこもりなどを関係

機関、学校、団体等との連携を一層密にし、個別的、継続的に支援するなど、育成センタ

ーの重要な役割が要求されております。 

 このような状況を踏まえ、青少年育成センターの業務を従来の非行防止、補導中心の業

務から、障害のある青少年の支援、不登校、引きこもり対策、ニートなど、困難を抱える

青少年の自立支援やサポートなど、総合的な支援をするための体制にすることが必要であ

ります。また、これらの新しい施策を効果的に実行していくためには、専門職の養成や地

域におけるネットワークの整備、情報を関係機関で共有するなど、今まで以上に教育委員

会との連絡調整を重ねる必要がございます。青少年育成センターの事務所を教育委員会に

隣接した美馬庁舎、そこへ移転することによって教育総務課、教育研究所、生涯学習課と

の連携強化を図り、一体的な青少年育成対策の推進がなされるなど、移転することによっ

て大きなメリットがあると考えております。 

 次に、議案第４９号、美馬市立脇町図書館の指定管理についてですが、株式会社図書館

流通センターを指定管理者に選定した理由、経緯についてのご質問でございます。 

 脇町図書館の指定管理者の募集につきましては、１１月２０日から１２月１８日までの

間に募集を行いました。その結果、３社からの申請がありまして、１２月２５日に選定委

員会を開催し、申請者からプレゼンテーションをいただき、取り組みについて聞き取りを

実施いたしました。また、１月８日に第２回目の選定委員会を開催しまして、管理運営の

基本方針や施設利用促進、利用者サービス向上対策など、１１項目にわたって評価を行い、

指定管理候補者として決定されたところであります。 

 主な選定理由でございますが、選定された図書館流通センターは図書館の指定管理につ

いて全国で４７館、徳島県では徳島市や阿波市の指定管理を受けており、図書館データベ

ースサービスについては全国の公立図書館の８割が利用するなど、多くの実績を持ち、図

書館運営に精通をいたしております。また、人員配置についても、図書館長には図書館の

管理運営に精通した人材を配置し、窓口職員についても社内研修を実施し、研修終了者を

充てるなど、図書館運営は人材であるとの観点から、きめ細かな運営をするように伺って

おります。更に、図書館を活用した教育支援については、学校図書館支援ソフトを活用し

た教科書単元学習の支援や、テーマ別ブックリストの提供による読書活動の支援、選書研

修の実施など、図書館との長年にわたるかかわりの中で蓄積をした経験を生かし、他社に

はないサービスの提供が可能だと伺っております。 

 以上により、選定委員会により総合的に他社よりも優れていると評価がされ、指定管理

者候補者として選定したものでございます。 

 以上でございます。よろしくご理解くださいませ。 

◎議長（河野正八議員） 

 ２０番、三宅仁平議員。 

［２０番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 この今の１０号の美馬市少年補導センターの件ですけど、いろいろ並べ立てて、上手に
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言いよったけんどじゃ、基本はこれは美馬市の一番人口の多いとこへ持ってきて、ほんで

管理したら一番ええんじゃないかなと思います。そりゃ、理屈からいったら、銭がないけ

んという、一番は今合併して銭がないけんというような構想やけど、事故、子供や一番守

るんだったら、特に美馬町の方へ持っていかんとじゃ、こっちでするんがええんでないか

なと思いますわ。そじゃけん、そこら市長はんの考えを聞かせてほしい。ほら、今のよう

に理屈は合うとるけど、しかし、実施が、皆７０人もおる人ですよ。美馬町へ行ったら、

皆いろんな経費が要るんですよ。ほたら、あの辺の人もそういう人口、動きよるけん、経

済効果もあるというんで、皆ボランティアで気持ちようしてくれよんね。それと、学校も

あるし、いろんな施設もようけあるけん、ほれと繁華街もあるけん、特に夜も回るのやっ

たら、やっぱり即対応が、対処ができるような方向でじゃ、前田議員でないけんどじゃ、

やっぱりそういう危機管理もしてじゃ、しっかりするんが基本でないかなと。銭がないじ

ゃ、経費ばっかし、だけどそれじゃったら、一切せなんだらええぐらいです。そこら判断

してもらいたいなと思います。 

 それと、この図書館も私が聞いとんは、脇町地区の美馬市の人も出ておんのにじゃ、こ

れ東京までもっていたらじゃ、文京区やったら銭の余った町やけん、これは多少地元の人

の胴元ででけるんだったらそういう育成もするんが基本でないかなと。ほれと、ちらっと

聞いたんは、全体的にはここが一番高いのに言いよるけん、今、ほれもどれぐらいの見積

もりで来とったかね、するんとこれも今言いよる美馬市の人、私らが一般質問したんです

わ、旧の町の時代もね。やっぱり、民間に委託したら経費が安なるんでないかなと。今の

ように基本どおり言いよるけど、皆資格があるけんじゃ、出しておると思とるけん。ほじ

ゃけん、できるんだったらこれは地元の方へ落ちるように努力してあげてもええんでない

かなと思うけん、あえて言う。というんが、東京へ持っていったら、いっちょも東京の本

部へ吸い上げてすんでじゃ、こっちの地元の人には５人を使うても、値切って値切ってさ

れて、安い給料で使われる。ほんで、利益上げた会社は東京で仕切って、東京へ税金を納

めるというシステムじゃけん、やっぱりこれぐらいの、これが美馬市統合一発でしとんだ

ったらですよ、一つのところへ図書館を、それであったらやっぱし、そやけど今脇町の一

部じゃけん、美馬市の一部の図書館だけじゃ、はやここの穴吹町の２階にもあると。そう

いう状態じゃけん、これは地元とか、また安いとこでさせた方が、功績あると思うんです

けど、そこら再度お伺いしたいなと思って立たせていただきました。 

 また、都合によって再問させていただきます。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ２０番、三宅議員の議案の質問に私の見解が聞きたいということでございますので、述

べたいと思います。 

 青少年センターにつきましては、先ほど教育長からも説明をいたしましたように単なる

補導だけのセンターではないということで、今後も運営をしていくということが一つと、
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それからもう一つは美馬とつるぎ町で設置をいたしておりました西部の青少年センターを

今回一部事務組合を解散するということで、旧美馬町内が美馬市の区域に入ってきたとい

うことで整理をされたということと、それからもう一つは美馬市の青少年育成センターに

つきましては、美馬市だけでないんですけども、青少年育成センターにつきましては、今

後教員を配置しないということで独立して運営がしていけないということになってきてお

ります。こういうことで、教育委員会と、むしろできるだけ近くにある、あるいは切り離

しておくのがむしろ問題があるということでございまして、教育委員会と十分連絡がとれ

る地域で、いわば施設があるわけでございますので、そこでできるだけ一体的に運用をし

ていくということでございまして、決して財政が、お金がないからではこれはございませ

ん。独立、単独の施設としてこれからは運営をしていくということではないということで

ございますので、教育委員会との人的な交流、あるいはこれからの運営について十分連携

を強くしていくという意味でも教育委員会と隣接して、そこへ設置をするというのが一番

いい方法ではないかと考えておりまして、今回そういうことに条例提案をさせていただい

ておるところでございます。 

 それから、図書館でございますが、当然指定管理者の指定についての検討委員会で検討

された結果でございまして、私もそれを受けとめて今回の議案としても提出をさせていた

だいております。図書館は本来、単に本を置くところではないというのが図書館の活動の

本来の、本を置いておくだけで、貸し出しをするだけというのが本来の活動ではありませ

んで、本来の図書館の活動というのはきちっとしたレファレンスといいますか、図書館の

相談もきちっとできる人材が司書としておるというのが当たり前の本来の図書館でござい

まして、今、美馬市内にはきちっとした司書を置いて、そして図書購入選定委員会等を設

け、どういう本を買っていくか、あるいはどういう資料を収集していくか、それからどう

いうふうにこれから市民の方に利用してもらえるか、あるいはまた眠っている図書を活用

できるかというふうな、図書館本来の姿を美馬市としても是非これから、特にレファレン

スを中心として、図書館運営をしていかなければならないなというふうに思っております。

そういうことで、単にお金が安いからとか、あるいは人員が減らせるからというだけで、

図書館を運営するということでは、図書館の意味がございませんので、従来の図書館の形

を本来の図書館の形にこれからつくり上げていくと、そのためにはやはりまだ時間と資料

等を買ったり、あるいはいろんな施設を整備したりするお金もかかると思います。それか

ら、図書館、各市町村で全部が全部本をそろえられるわけではございません。県立図書館

には大体当初オープンしたときに６０万冊、今大体１００万冊の蔵書を持っておりまして、

それを巡回図書として貸し出せるようにもなっております。そういう活用もできるように、

図書館の運営を、今後本格的に図書館としての機能を果たせるような形で是非指定管理者

を定めて、そういう活用もしていきたいと思っております。 

 一番、文化の中心は図書館でございます。地方の文化の中心も正に図書館でございまし

て、これがいかに活用を図られておるか、あるいは活用されておるか、そして、それをい

かに図書館が地域に今度は逆に支援というか、後援ができておるかというのが本来の図書

館の活動でございまして、これからそういう図書館を目指して、今後図書館の運営につい
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ても心配りをしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 ご理解を賜りたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 ２０番、三宅議員、よろしいか再々問。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 ちょっと聞きたいことあんね。金額何ぼと何ぼと出ておったんで、聞くの忘れていたん

で。 

◎議長（河野正八議員） 

 教育次長。 

［教育次長 逢坂章人君 登壇］ 

◎教育次長（逢坂章人君） 

 三宅仁平議員さんからのご質問の中で、脇町図書館のこのたび指定管理料、決定いたし

ました指定管理料でございますけれども、図書館流通センター、２,５７４万３,０００円

での応募でございました。最も低い管理料の申請額とは約１８０万程度ございましたけれ

ども、これはそれぞれ基本となります図書館の基本的な管理運営費がございますけれども、

それぞれ節減されておりますけれども、図書館流通センターにおきましては、そうした節

減が行われた上に、図書館の基盤とも言えます図書費の購入費、また図書館を多くの方に

利用していただくための促進費、そうしたものが乗せられての管理料でございまして、実

質的な図書館の運営費については差異がないというふうに判断した上での図書館指定管理

者としての決定をしたところでございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、三宅議員、どうぞ。 

［２０番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 一応、いろいろ聞いたんですけど、でけるんであったら、この補導センターもじゃ、今

の事務所のボランティアでしよる人とか、そういう何人か置くようにでもしてあげたらじ

ゃ、急に１日から切るやいうんでなしに、そういう配慮も必要でないかなというんが、た

またま７０人もの人の代表の人に声を聞いとるけん、そじゃけん、そういうんと、今度は

今、竹田さんも言いよったように、悩みごと相談所というて、ちょうどあれ個室で横にあ

るけん、入りよいと。うちらの子供や皆おるけんど、親たちがいろいろ悩んだ結果、駆け

込んで相談、このセンターに言うていったら、こっちへ来なさいというて、場所がええと

いうようで、大きな教育委員会のところへ行ったら、派手派手しいとこへ行って、役所顔

しとるけん、物々しくて入れんでと。あっこはいろんな商業も入っておりゃ、いろんなが

利用しよるけん、すっと入っていけるという、そういうんが相談するのが配慮じゃけん。

やっぱりこういう施設にはぴったりじゃなというような意見もあるし、するけん私もあえ

て言いよるけどね、そういう観点も時間があるけんじゃ、検討してほしいなと。 

 それとこの今の図書館のやったら、今のが一番高くて１８０万安い人がおるっていうけ

ん、これ今、簡保でないけんど、あれやでもいろいろ問題が起きて検討するや言いよるけ
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ん、ほんだらなるほど、この図書館流通センターというんはしっかりしとるような今も説

明は受けたけど、今のこんな緊急、社員、皆給料でも高い高い言われよる時代じゃから、

こういうんでも経費をちっとでも削減するために、民間委託しよんでないかなと。それと

地元の人が能力あったら民間委託させてあげたらええんでないかなという気持ちでじゃ、

私らも賛成してきよったけど、これ東京のそら立派な一番しっかりしとるけん１８０万ぐ

らいは惜しくないやというんだったら、ちょっと僕らとニュアンスが違うんじゃないかな

と思うけんね。これ、委託しとるけん、専門の教育委員会、文教の審議、もう一遍この地

区で、委員長はんに頼んどって、しっかりと審議、吟味してもろて、ええとなったら賛成

するようにしてもらいたいなと思いますけん、よろしくお願いします。 

◎議長（河野正八議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 三宅議員の再々問の質問に、お話、非常によくそれは理解できますので、ボランティア

の方が、当初は脇町、穴吹地区で結成されたボランティアの地域の方々なので、そこでや

っておったというのは非常によくわかりますので、その点につきましては当然使える、皆

さん方の地元の方から遠方までお越しいただかんでも、一応協議や、あるいは説明や、あ

るいは話し合いができるように、そういう点は幾らでも配慮できると思いますので、ある

いは相談室についても、十分、そういう点は今までいろいろボランティアをしていただい

た方々にご不便をおかけしたり、あるいは使いにくいというふうなことのないように、そ

の点は配慮してまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号から議案第５２号までの５２件につきましては、

会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付をしております議案付託表のとおり、

各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第５２号までの５２件については、

付託表のとおり付託することに決しました。 

 その他要望については、所管の委員会に付託しましたので報告をしておきます。 

 ここで、議事の都合により小休いたします。 

 資料配付のための小休でありますので、着席のまま、お待ち願います。 

小休 午後２時３８分 

                                         

再開 午後２時４１分 

◎議長（河野正八議員） 
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 小休前に引き続き、会議を続行します。 

 ただ今、市長から平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第１号）が提出されました。

この際、これを日程に追加し、議題にいたしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第５４号を日程に追加し、議題とすることに決しま

した。 

 追加日程第１、議案第５４号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ただ今、上程をいただきました議案第５４号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算

（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、本市の緊急経済対策の３本目の柱でございます緊急雇用対策に係る

事業費につきまして、財源となります県からの補助金が確定いたしましたことから、本日

追加提案をさせていただいたものでございます。 

 補正予算額は４,６２０万円といたしておりますが、今回の補正予算を通じ、地域にお

ける職を求める方、求職者の皆さんや職を失われた方々などに対して、就業機会の創出を

行うための事業を実施してまいりたいと考えております。 

 それでは、補正予算の概要につきまして企画総務部長の方から説明をさせますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 企画総務部長。 

［企画総務部長 木下慎次君 登壇］ 

◎企画総務部長（木下慎次君） 

 それでは、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第１号）の概要につきましてご説明

を申し上げます。 

 議案書の（その２）の次に添付をいたしております補正予算書の１ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 補正予算額といたしましては、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総

額に４,６２０万円を追加し、補正後の予算総額を１５４億７,２２０万円とするものでご

ざいます。 

 歳出予算といたしましては、この予算書の７ページから１１ページにかけまして、それ

ぞれの費目で関連する事業費を計上いたしておりますが、これを取りまとめました１枚も

のの資料を別に添付させていただいておりますので、こちらの方をご覧になっていただき
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たいと思います。 

 今回の緊急雇用対策は、事業区分がふるさと雇用再生特別基金事業と緊急雇用創出事業

の二つに分類されておりますが、いずれの事業も平成２１年度からおおむね３年間の継続

事業として実施を行うものとなっております。 

 この中で、上段のふるさと雇用再生特別基金事業は民間企業等に委託をして実施するこ

とが条件となっており、地域における求職者等を雇い入れ、安定的な雇用機会を創出しよ

うとするもので、労働者と原則１年間の雇用契約を締結するものでございます。 

 また、下段の緊急雇用創出事業は離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年者等に対

して一時的なつなぎ就業の機会を提供するもので、民間企業等への委託のほか、市が直接

雇用することが可能となっておりまして、この雇用期間といたしましては６カ月未満とい

うことになっております。 

 歳出予算額といたしましては、ふるさと雇用再生特別基金事業として８事業、総額で２,

９６０万円、緊急雇用創出事業として１３事業、総額で１,６６０万円となっております

が、これらの事業を実施することにより、本市の緊急雇用対策を展開してまいりたいと考

えております。 

 なお、今回の補正予算の財源につきましては、ほぼ全額、県からの補助金となっており

ます。 

 以上で追加提案をさせていただきました議案第５４号、平成２１年度美馬市一般会計補

正予算（第１号）の説明とさせていただきます。 

 ご審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 なお、先例により、所管以外の費目についてのみ質疑することとされておりますので、

そのようにお願いをいたします。 

 それでは、質疑ございませんか。 

 ３番、藤田元治君。 

［３番 藤田元治議員 登壇］ 

◎３番（藤田元治議員） 

 議長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。 

 この雇用対策で合計何名の方が仕事を得られるようになるのか、そして、この計画の立

て方ですけど、ちょうど１０年ぐらい前に日本の国が山一証券等々の倒産がありまして、

当時デフレスパイラルというふうな言葉が流行した中で、ワークシェアリング、前議会で

山議員さんが質問しておりましたが、ワークシェアリング、仕事の分かち合いという言

葉がよく流行して、各都道府県とかでは一つの仕事を２人で分け合うとか、そういうふう

な施策が展開されたのが記憶にあるわけでございますが、そのようなことを考えてこの施

策を展開しているのか、お聞きをしたいと思います。 

 以上、２点をご質疑をいたします。 
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◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

［経済部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 ３番、藤田元治議員さんからいただきましたご質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず、この緊急雇用対策、二つの事業でどのぐらいの社員といいますか、就業が可能に

なったかというようなご質問であったかと思いますが、まず、ふるさと雇用再生特別基金

事業でございますが、資料では上段に掲げてございますが、これで１３名程度ということ

になっております。それから、下段の緊急雇用創出事業でございますが、これにつきまし

ては２９人程度というふうになっております。 

 それから、もう１点、ワークシェアリングについての観点がどのようにというふうなこ

とだったかと思いますが、この場合に緊急雇用の創出ということで、一つの事業につきま

してはつなぎの分も持っております。実際上は６カ月未満ということになっておりますが、

１回だけ更新、事業によりましては１回だけ更新といったような、そういった制度でござ

います。こういった中で、ワークシェアリングという観点も含めながら、つなぎの、でき

るだけ多くの方々をやっていこうというようなことで、例えて言いますと、文化財等の環

境整備というふうなこれ入っておりますけれども、中段ほどに入っておりますが、これに

つきましては実質的な人数が６名程度というふうに考えておりますので、そういった観点

で申し上げますと、ワークシェアリングもこの制度設計の中には入っておるんでないかと

いうふうに考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 ５番、井川英秋君。 

［５番 井川英秋議員 登壇］ 

◎５番（井川英秋議員） 

 質疑の時間を議長に与えていただきましたので、その点、民間企業に委託すると、先ほ

ど説明がございましたけど、ここでわかる分野で結構でございます。どのような民間に委

託するか、答えていただきたいと。私、総務委員会に所属しておりますので、総務委員会

以外の民間企業、できれば正確にお答え願いたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

［経済部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 ５番、井川英秋議員さんのご質問にお答えいたします。 

 委託ということで、民間企業というふうな話ございましたんですが、国の方から示され

ておりますのは、民間企業、それからＮＰＯ、それから事業遂行が可能な団体、このよう

な形になっております。 

 緊急雇用の創出につきましては、そういった委託とともに、直接市が雇用することも可

能となっておりますが、ふるさと雇用再生特別基金事業につきましては委託のみというふ
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うになっております。 

 一例を挙げますと、農地の有効利用推進事業という中段ほどに書いてございます。農業

振興費の部分でありますが、ここの部分につきましては農業生産法人２団体程度を利用し

て、耕作放棄地の解消にあたりたいというようなことを考えておりますし、それから、い

ずれにしても競争原理を働かせるということが制度設計の中に入っておりますので、募集

をする、公募をして明らかになったところで選定をしたいというふうに考えております。 

◎議長（河野正八議員） 

 ５番、井川英秋君。 

［５番 井川英秋議員 登壇］ 

◎５番（井川英秋議員） 

 ということは、まだ企業、さっき民間企業に委託すると、委託する分は提案説明ござい

ましたので、聞かせてもろたんですけど、それでどういうとこへ、ＮＰＯとか団体とか、

決まっていないということですね、まだ。今からの公募ですね。これは緊急を要するもの

で、大体どういうところかわからんですか。大体、例を挙げて上から、さっきの指定管理

やの分で三宅さんが聞かれたように、ある程度、わかっとったら皆さんも安心して、こう

いう緊急を要するもので、１年の間で、早急にこれせないかんと思うんです。そういうと

きに、一つの案、ちょっと、できれば、例で結構です、お願いします。 

◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

［経済部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 質問の中で、例を挙げてというようなことでございますが、ＮＰＯ等で言いますと、商

工観光課が所管いたしております観光振興事業辺りにつきましては、ＮＰＯは美馬町のア

メンボ辺りが能力的にあるんじゃないのかなというふうに考えておりますし、それから美

馬市の観光協会でありますとか、高齢者の雇用を確保するというそういった法律の中で、

シルバー人材センター、それから先ほど申し上げた農業法人、農業生産法人、それから森

林組合でありますとか、ウッドピアでありますとか、そういった森林関係のもの、それか

ら能力がある団体といたしましては、美馬のええもんや推進協議会とか、こういったもの

が挙げられるかと思います。 

 また、社会福祉協議会等につきましても、保健福祉の分野では能力のある団体というこ

とでこういったところ、それから、民間の方々の中で団体として応募いただければ、その

中できちんとした選考基準に従って選考していくということで、競争性の原理というのは

この中に働かせていかなければならないというふうに思っております。 

◎議長（河野正八議員） 

 ほかにございませんか。 

 １８番、蔭山議員。 

［１８番 蔭山泰章議員 登壇］ 

◎１８番（蔭山泰章議員） 
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 今のと関連するわけですけれども、緊急雇用対策ということでこういった項目を挙げら

れておると思います。緊急雇用対策で、以前にも、何年か前にこういったことで、事業が

あったように思います。そのときに、あるところへ丸投げをいたしまして、実際には社員

として雇われておられる方が、本来雇われておるのに雇われていないというような格好で、

そこへ事業費が落ちていったというようなことが以前にありました。そういったようなこ

とのないように、この緊急経済対策ですから、雇用を新しくつくるということですから、

実際に職業をお持ちの方はできるだけ避けていただいて、新しく創出をするんだというこ

とを確認させていただきたいんですけど、いかがでしょうか。 

◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

［経済部長 新井榮之資君 登壇］ 

◎経済部長（新井榮之資君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 新規雇用する労働者というようなことで、本人が失業者であるかどうかの確認も義務づ

けられております。従いまして、雇用保険被保険者証、それから会社で言いますと廃業届

でありますとか、本人の履歴書、そういったものでもって、本人がその時点におきまして

失業者であるかどうかというような確認をするようにいたしております。 

◎議長（河野正八議員） 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第５４号につきましては、会議規則第３７条第１項の

規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員会に付託いたしたいと思い

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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第５４号については、付託表のとおり付託すること

に決しました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日予定をいた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（河野正八議員） 

 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、２３日からの各常任委員会におかれましては、付託案件等につきご審議をいただ

きます。 



 ６９ 

 次回は、２月２７日午前１０時から再開し、委員長報告に引き続き、質疑・討論・採決

であります。よろしくお願いをいたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

散会 午後２時５９分 

 

 


