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開会 午前１０時００分 

◎議長（河野正八議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 新緑の候と申しますか、１年間で一番しのぎやすい昨今でございますけれども、ご承知

のように海外始め、日本各地でインフルエンザが猛威を振るっております。我々美馬市の

ほん近くまでも情報によりますと、いつ発生してもおかしくないというような状況になっ

ておるようでございまして、経済的にもまたいろいろと、健康にもご心配がございますけ

れども、議員の皆さん方には常々十分な健康管理をなされまして本日の臨時議会に全員の

皆様がご出席をいただきましたことに敬意と感謝を申し上げ、ただ今から第１回の市議会

の臨時会を開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ただ今の出席議員は２３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２

１年第１回美馬市議会臨時会を開会いたします。 

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

いをすることにいたします。 

 ただ今から本日の会議を開きます。 

 これより本日の日程に入ってまいります。 

 本日の議事日程はお手元にご配付のとおりでございます。 

 日程第１、近藤俊文君の議席の指定を行います。 

 先般行われました市議会議員補欠選挙におきまして、当選されました近藤俊文君の議席

は会議規則第４条第２項の規定により議長において議席番号第１番に指定いたします。 

 日程第２、議席の一部変更の件を議題といたします。 

 近藤俊文君の議席の指定に関連し、議席の一部を変更いたしたいと思います。 

 お諮りをいたします。その議席番号及び氏名は、お手元にご配付の議席表のとおり、議

席の一部を変更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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議席表のとおり、議席の一部を変更することに決定いた

しました。 

 日程第３、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、議長において９番 久保田哲生君、１０番 片岡栄一君、１１番 原政義君

を指名いたします。 

 日程第４、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。本臨時会の会期は、本日１日限りと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、本臨時会の会期は本日１日とすることに決定いたしまし

た。 
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 続いて、日程第５、議案第５５号、美馬市副市長の選任についてから、議案第６２号、

人権擁護委員候補者の推薦についてまでの８件を一括上程し、議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は、平成２１年第１回美馬市議会臨時会の招集をいたしましたところ、議員の皆様

方には大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、厚く御礼申し上げます。また、日ごろは市

政発展のために、何かとご支援、ご協力をいただいておりまして、深く感謝を申し上げる

次第でございます。 

 さて、本日は、私の市長就任２期目、初めての議会でございます。美馬市長といたしま

して果たすべき責任の重さと使命の大きさに決意を新たにいたしておりますとともに、こ

れからの４年間を、「四国のまほろば 美馬市」の実現に向け、全身全霊で取り組んでま

いりたいと考えておりますので、今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう伏して

お願いを申し上げます。 

 まず、現在、世界的大流行が懸念されております新型インフルエンザ対策について、本

市の取り組み状況をご報告いたしたいと存じます。 

 この新型インフルエンザのウイルスは先月にメキシコにおいて確認をされてから急速に

世界各国において広まり、現時点では県内での感染は確認はされていないものの、お隣の

神戸市や大阪府、大阪市を中心として多くの感染者が発生をしておりまして、本県への感

染も時間の問題のような状況となってきております。こういう中で、今回確認されました

ウイルスは弱毒性であるとされておりまして、万一感染したとしても適切な対応を図れば

大事に至ることはないと言われておりまして、国においても冷静な対応を求めているとこ

ろでございます。 

 本市といたしましては５月の連休等休日を返上いたしまして、国・県からの情報収集に

当たりますとともに、市民の皆様には音声告知放送を通じまして、当面の対応策など、広

報に努めているところでございます。また、本市独自の新型インフルエンザに係る行動計

画及び対応マニュアルを策定いたしておりますので、これらをもとに今後ともできる限り

の対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、諸議案の提案理由の説明に先立ちまして、貴重な時間をいただきまして２期目の

市政運営に当たっての所信の一端を述べさせていただきたいと存じます。 

 私は平成１７年４月の市長就任以来、市民とともにまちづくりを考え、ともに進める

「共創」と「協働」を基本理念といたしまして市政の運営を行ってまいりました。種々の

施策にも取り組んでまいりました。合併直後の美馬市はかじ取りを一つ誤れば財政破綻と

いう正に危機的な財政状況であり、市民の皆様方にも理解を求めながら、財政の健全化を

図る中で合併してよかったと、市民の皆様方に実感していただける行政サービスを提供し

ていくことが、市政を預かる者としての務めでもあり、私に課せられた使命でもございま
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した。このため、平成１８年度末には中長期的な財政見通しのもと、財政の健全化との整

合性を図りつつ、美馬市の将来はどうあるべきなのか、そのためのまちづくりをどのよう

に進めていくのか、いわば美馬市の羅針盤ともなる総合計画を策定いたしたところでござ

います。平成１９年度以降、この総合計画に基づきまして、「四国のまほろば 美馬市」

「だれもが住みたくなるまちをめざして」をサブタイトルにいたしまして、まちづくりを

進めてまいったところでございますが、このたびの市長選挙の立候補に際しまして、社会

情勢の変化に伴う若干の修正を加えまして平成２１年度からの４年間で、特に重点的に取

り組む具体的な施策といたしまして５３の項目を掲げ、市民の皆様へのマニフェストとさ

せていただきました。２期目のスタートに当たりまして、その主なものをご紹介させてい

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では１２項目を掲げてございますが、中でも市

民の健康づくり面から生活習慣病予防対策に取り組んでいきたいと考えております。生活

習慣病予防につきましては、特定健診による早期発見が重要でございますが、本市の平成

２０年度の特定健診の受診率は２５.４％、依然として低位で推移をしているところでご

ざいます。このため、特定健診を始め、本市が先進的に取り組んでおりますメンズ・レデ

ィース健診に係る受信者負担について軽減措置を行うなど、受診しやすい体制づくりにつ

いて更に工夫を加えまして、平成２４年度末では６５％の受診率が達成できるように努め

てまいりたいと考えているところでござます。 

 また、少子化対策につきましても、子育て世代の経済的負担の軽減を図るために、乳幼

児の医療費助成制度を小学校卒業のときまでに拡充するなど、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 続いて、安心・安全・快適で便利なまちづくりでは１０項目を掲げてございますが、万

一の災害に備えまして、小学校区単位での自主防災訓練の実施に努めるほか、緊急避難場

所としての学校施設の耐震化、非常時おける給水拠点確保のための耐震性貯水槽の設置な

どを進めてまいりたいと考えております。また、道路交通網の整備といたしましては、改

良・維持に努めてまいりますとともに、市道に係る橋梁の点検調査を行い、橋梁の長寿命

化を進めてまいりたいと考えております。 

 環境と調和するまちづくりでは７項目を掲げてございまして、特に懸案となっておりま

す拝原最終処分場の適正処理整備事業に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。

また、本市の恵まれた自然環境を後世に引き継ぐために、水質の保全対策といたしまして

下水道整備を計画的に進められるべく検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、活力がみなぎるまちづくりでございますが、１０項目を掲げてございます。 

 まず、農業面では現在進めております中山間地域総合整備事業を中心として、地域の立

地条件に即した農業生産基盤や農村生活環境の整備に取り組んでまいりたいと考えており

ます。また、新たな雇用の場の確保につきましては、大変厳しい環境下ではございますが、

企業立地に係る優遇制度の見直しを図ったり、あるいは私自身もトップセールスに積極的

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。 

 一方、観光面では、うだつの町並みを核としつつ、周辺の環境整備に努め、集客力の増
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加を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、人が集い交流が生まれる魅力あるまちづくりでは４項目を掲げてございま

す。 

 まず、本市の恵まれた自然環境、歴史・文化資源を活用したイベントの開催につきまし

て、ホームページで積極的にＰＲをいたしますとともに、近畿ふるさと会など本市ゆかり

の団体にも呼びかけまして、交流機会の確保に努めてまいりたいと考えております。また、

本市に残されている文化的な景観や伝統文化を後世に伝えてまいりますとともに、それら

を活用した交流機会を確保するために、保全・保存にも努めてまいります。一方、本市と

共通点の多い、中国雲南省大理市との相互交流を更に深め、友好都市提携に向けての条件

整備を進めてまいります。 

 最後に、市民と行政による共創・協働のまちづくりでは１０項目を掲げてございますが、

その中でも特にコミュニティー活動の活性化を重点課題といたしまして、自治会や地域団

体などが自主的に行うコミュニティー活動に対しての支援を行いますとともに、自治会活

動の中核施設である集会所の整備についても支援をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。また、情報通信基盤の整備を完了いたしておりますので、これを利用した情報提

供など、新たな市民サービスの提供についても積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 一方、本市の庁舎のあり方や一部事務組合など、合併時からの懸案となっております諸

課題につきましても、適切な時期に結論を出してまいりたいと考えておる次第でございま

す。 

 以上、４年間の任期中に取り組む施策の概要を申し述べましたが、これらにつきまして

は当然予算を伴いますので、具体的な提案をさせていただきました際には是非ともよろし

くお願いを申し上げたいと存じます。 

 さて、今臨時会に提案をし、ご審議を賜ります案件についてでございますが、専決処分

の承認を求める案件が２１件、人事案件が８件の計２９件でございます。ただ今上程をい

ただきました議案第５５号から議案第６２号までの８議案について順次提案理由の説明を

させていただきます。 

 まず、議案第５５号、美馬市副市長の選任についてのご説明を申し上げます。 

 地方自治法第１６２条の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。議

案書のとおり、住所は美馬市脇町大字脇町１１４６番地１にお住まいの河野尚二氏でござ

います。生年月日は昭和２１年１２月２０日でございます。同氏は平成１７年６月に合併

後最初の美馬市助役として選任をされまして、その後地方自治法の改正によりまして現職

の副市長として務めていただいておりまして、本年６月１９日をもって任期が満了するも

のでございます。同氏は徳島県において要職を歴任されまして、行政経験が豊富であり、

その行政手腕は高く評価されておりまして、その識見人格は衆目の認めるところでござい

ます。副市長として最適任者であるため、引き続いての選任についての同意をお願いする

ものでございます。 

 なお、任期につきましては本年６月２０日から平成２５年６月１９日までの４年間でご
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ざいます。 

 次に、議案第５６号から議案第５８号までの３議案につきまして提案理由のご説明を申

し上げます。 

 この３件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定によりまして議会の同意を求めるものでございます。 

 まず、議案第５６号でございますが、議案書のとおり住所は美馬市脇町字拝原２４５４

番地にお住まいの三宅孝夫氏でございます。生年月日は昭和１７年７月２７日で、任期に

つきましては本年５月２４日から平成２５年５月２３日までの４年間でございます。同氏

につきましては、竹田忠寬教育委員の任期が本年５月２３日をもって満了することに伴い

まして新たに任命いたしたく議会の同意をお願いするものでございます。なお、同氏は昭

和４０年に愛媛大学を卒業後、教員としての道を歩まれ、池田高等学校校長を最後に退職

されまして、現在に至ってございます。 

 次に、議案第５７号でございますが、同じく住所は美馬市穴吹町穴吹字曽根２３番地５

にお住まいの三宅武夫氏でございます。生年月日は昭和２０年６月１３日で、任期につき

ましては本年５月２４日から平成２５年５月２３日までの４年間でございます。同氏につ

きましては、横畠康博教育委員の任期が本年５月２３日をもって満了することに伴いまし

て、新たに任命いたしたく議会の同意をお願いするものでございます。なお、同氏は昭和

４３年に徳島大学を卒業後、教員としての道を歩まれ、穴吹小学校校長を最後に退職され

現在に至っておられます。 

 そして、議案第５８号でございますが、同じく住所は美馬市脇町別所２７２２番地にお

住まいの國見武男氏でございます。生年月日は昭和１８年４月２０日でございます。本件

につきましては先般櫻木章子教育委員から本年５月２３日付をもって辞職したい旨の申し

出がありましたので、その後任として國見氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるもの

でございます。なお、同氏の任期につきましては櫻木章子教育委員の残任期間である本年

５月２４日から平成２３年５月２３日までの２年間でございます。同氏につきましては昭

和４１年に徳島大学を卒業後、教員としての道を歩まれ、徳島県教育委員会教育次長を最

後に退職され、現在に至っております。三宅孝夫氏、三宅武夫氏、國見武男氏におかれま

しては、いずれも長年にわたりまして教育現場で勤めた経験から豊富な教育行政の経験を

持ち、その人格は衆目の認めるところでございます。教育委員として適任者であると認め

たため、任命について同意をお願いするものでございます。 

 次に、議案第５９号、美馬市監査委員の選任についてをご説明申し上げます。 

 地方自治法第１９６条第１項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございま

す。議案書のとおり、住所は美馬市木屋平字谷口５番地１にお住まいの松家忠秀氏でござ

います。生年月日は昭和１９年１０月２８日でございます。同氏は平成１７年６月１０日

から監査委員として選任をされておりまして、本年６月９日をもって任期が満了するもの

でございます。同氏につきましては、豊富な行政知識と見識を持ち、美馬市監査委員とし

て最適任者であると認められることから、引き続いての選任について同意を求めるもので

ございます。なお、任期につきましては本年６月１０日から平成２５年６月９日までの４
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年間でございます。 

 次に、議案第６０号、美馬市公平委員会委員の選任についてをご説明申し上げます。地

方公務員法第９条の２第２項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。

議案書のとおり、住所は美馬市美馬町字小長谷２７番地にお住まいの四宮義晴氏でござい

ます。生年月日は昭和１７年１１月１５日でございます。同氏は藤島邦照委員の任期が本

年６月９日をもって満了することに伴いまして、新たに任命をいたしたく議会の同意をお

願いするものでございます。同氏につきましては、合併前の美馬町において職員として奉

職され、平成１１年から平成１５年までは助役を務められるなど、豊富な行政経験を持ち、

その識見人格は衆目の認めるところでございます。公平委員会委員として最適任者である

と認められることから、選任について同意を求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては本年６月１０日から平成２５年６月９日までの４年間でござ

います。 

 次に、議案第６１号及び議案第６２号の提案理由につきましてご説明申し上げます。 

 この２件につきましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして議会の意見

を求めるものでございます。 

 まず、議案第６１号でございますが、議案書のとおり住所は美馬市脇町大字脇町１４９

番地２にお住まいの丸岡弘氏でございます。生年月日は昭和１７年９月２０日でございま

す。同氏は平成１８年１０月１日、人権擁護委員に委嘱をされまして人権思想の普及高揚

に努めてこられましたが、本年９月末をもって任期満了となるため、再度推薦をするもの

でございます。 

 次に、議案第６２号でございますが、同じく住所は美馬市穴吹町三島字舞中島１３２０

番地にお住まいの堤邦茂氏でございます。生年月日は昭和１９年１月２日でございます。

同氏は平成１８年１０月１日人権擁護委員に委嘱をされ、人権思想の普及高揚に努めてこ

られましたが、本年９月末をもって任期満了となるために、再度推薦をするものでござい

ます。 

 丸岡弘氏並びに堤邦茂氏におかれましては、人格識見も高く広く社会事情に通じておら

れまして、人権擁護委員候補者として適任者であると認められますので、お二人の再度の

推薦についてご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、８件の人事案件につきまして、原案どおりご同意を賜りますようお願いを申し上

げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

 なお、承認案件につきましては後ほど担当部長から説明をいたさせますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たってのごあいさつと、それか

ら議案の説明にかえさせていただきます。 

 どうぞ、原案どおりご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、８議案の提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただ今、議題となっております８議案は人事案件でありますので、質疑

討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 



－１１－ 

（「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、質疑討論を省略し、直ちに採決することに決しました。

従って、これから順次採決を行ってまいります。 

 議案第５５号、美馬市副市長の選任についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第５５号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ごあいさつにつきましては、人事案件がすべて終了後にいただくことにいたしま

す。 

 議案第５６号、美馬市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第５６号は原案のとおり同意することに決しました。 

 議案第５７号、美馬市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第５７号は原案のとおり同意することに決しました。 

 議案第５８号、美馬市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第５８号は原案のとおり同意することに決しました。 

 議案第５９号、美馬市監査委員の選任についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第５９号は原案のとおり同意することに決しました。 

 議案第６０号、美馬市公平委員会委員の選任についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第６０号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議案第６１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意すること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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第６１号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議案第６２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。従って、議案第６２号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、日程第６、美馬市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。選挙の方法について地方自治法第１１８条第２項の規定により指

名推選に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。従って、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については議長が指名することに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。従って、議長が指名することに決しました。 

 美馬市選挙管理委員会委員には美馬市脇町大字猪尻字東分１２３番地、中村洋一さん、

美馬市美馬町字宮西４６番地、４７番地、吉本卓司さん、美馬市穴吹町口山字初草２９番

地４、緒方重忠さん、美馬市木屋平字八幡２３０番地、阿部照さん、以上の方々を指名い

たします。 

 美馬市選挙管理委員会委員補充員には、美馬市脇町別所２８２１番地１、多田政也さん、

美馬市美馬町字高惣１９番地３、長江勝義さん、美馬市穴吹町穴吹字池田３番地１、佐藤

安威さん、美馬市木屋平字谷口２５４番地、新田仁志さん、以上の方々を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今指名いたしました方々を美馬市選挙管理委員会委員及び同補

充員の当選人と定めること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、ただ今指名いたしました中村洋一さん、吉本卓司さん、

緒方重忠さん、阿部照さんの方々が美馬市選挙管理委員に、また多田政也さん、長江勝義

さん、佐藤安威さん、新田仁志さんの方々が美馬市選挙管理委員補充員に当選されました。 

 なお、美馬市選挙管理委員会委員補充員の順位につきましては先例により正副議長、議

運正副委員長を代理として抽選を行いたいと思います。事務局より説明をいたさせます。 

 事務局長。 

◎議会事務局長（井上淳一君） 

 それでは、選挙管理委員会委員補充員のくじの方法につきましてご説明をいたします。 
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 まず、正副議長さん、議運の正副委員長さんがそれぞれ４名の補充員さんの代理者とな

り、抽選の順番を決定するためのくじを引くことといたします。次に、その順番によりま

して、順位を決めるくじを引き、補充員の順位が決定される手順ということになります。 

 まず、４人の補充員の代理者を決定いたします。 

 多田政也さんの代理者に議長さん、長江勝義さんの代理者に副議長さん、佐藤安威さん

の代理者に議会運営委員会委員長さん、新田仁志さんの代理者に議会運営委員会副委員長

さんをお願いいたしたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 それでは、副議長、議会運営委員会委員長、議会運営委員会副委員長は前の方へお進み

ください。 

◎議会事務局長（井上淳一君） 

 それでは、まず抽選の番号を決定するためのくじを引いていただきます。 

 議長さんからどうぞお願いいたします。 

（くじの執行） 

◎議会事務局次長（藤岡博子君） 

 議長さんが４番、副議長さんが２番、委員長さんが１番、副委員長さんが３番です。 

◎議会事務局長（井上淳一君） 

 以上、抽選のくじでございますけれども、議長さんが４番、副議長さんが２番、議会運

営委員会の委員長さんが１番、議会運営委員会の副委員長さんが３番ということで決定を

いたしました。 

 それでは、続きまして、順位を決めるくじを行いたいと思います。 

 先ほど、決定いたしました順番にくじをお引きいただきたいと思います。くじに記載し

てあります番号が補充員の順位となります。 

（くじの執行） 

◎議会事務局次長（藤岡博子君） 

 委員長さんが１番、副議長さんが４番、副委員長さんが２番、議長が３番。 

◎議会事務局長（井上淳一君） 

 佐藤安威さんの代理者であります議会運営委員長さんが順位１番でございます。次に、

長江勝義さんの代理者であります副議長さんにお願いしたものが順位４番ということにな

ります。次に、議会運営委員会副委員長さんのくじで新田仁志さんが順位２番ということ

になります。次に、多田政也さんの代理者であります議長さんが引きました順位が３番と

いうことになります。 

 以上で、補充員の抽選を終了いたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 お待たせをいたしました。ただ今行いました抽選により、美馬市選挙管理委員会補充員

の順位が決定しましたので報告いたします。 

 第１順位は佐藤安威さん、第２順位は新田仁志さん、第３順位が多田政也さん、第４順

位が長江勝義さん、以上でございます。 
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 なお、決定しました選挙管理委員会委員及び補充員の名簿は小休中にお配りいたしたい

と思います。 

 ここで１０分ほど小休いたします。 

小休 午前１０時４１分 

                                         

再開 午前１０時５０分 

◎議長（河野正八議員） 

 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 先ほど、副市長及び教育委員会委員並びに監査委員に選任同意されました方々よりごあ

いさつの申し出がありましたので、これを順次許可いたします。 

 まず最初に、副市長、河野尚二さん。 

［副市長 河野尚二君 登壇］ 

◎副市長（河野尚二君） 

 議長からお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 ただ今は副市長選任につきまして、議会の皆様方のご同意をいただきまして、誠にあり

がとうございました。これまで４年間、副市長を務めてきたわけでございますが、この経

験を十分生かして美馬市の発展、そしてまた牧田市政の推進のために最大限の努力をした

いと思っておりますので、今後とも議員の皆様方のご指導、そしてまたご鞭撻を賜ります

ようお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。どうぞ、よろしく

お願い申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 次に、教育委員 三宅孝夫さん、お願いします。 

［教育委員 三宅孝夫君 登壇］ 

◎教育委員（三宅孝夫君） 

 ただ今紹介いただきました三宅孝夫でございます。 

 議員の皆さん方には先ほど美馬市教育委員会委員の任命にご同意いただきまして誠にあ

りがとうございます。責任の重大さを今ひしひしと感じておるところでございます。微力

ではございますけども、美馬市の教育発展のために誠心誠意努力をする所存でございます。

議員の先生方の皆様に今後ともよろしくご指導いただきますようにお願い申し上げまして

あいさつにかえさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、教育委員 三宅武夫さん、お願いします。 

［教育委員 三宅武夫君 登壇］ 

◎教育委員（三宅武夫君） 

 穴吹の三宅武夫でございます。 

 このたびは美馬市教育委員会委員の任命にご同意いただきましてありがとうございます。

責務の重さに身の引き締まる思いがいたします。私は現場が長かったのですが、自分を大



－１５－ 

切にできる子、人を大切にできる子、そしてそのために努力できる子、そんな生きる力を

持った子供たちを育てるために、ほかの委員さん方と一緒にサポートできたら本当にあり

がたいなと、このように思っています。そして、そんな優しくて元気な子供たちが増える

と、そしてそれを市民の方々が目にすると、市民の方々も元気をもらえるのではないかな

と、このように思っております。議員の皆様方、これからのご指導、それからご協力をよ

ろしくお願いいたします。お願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 続きまして、教育委員 國見武男さん、お願いします。 

［教育委員 國見武男君 登壇］ 

◎教育委員（國見武男君） 

 國見武男でございます。 

 このたびは美馬市の教育委員会委員に任命いただき、またこの会場でご同意をいただい

たということで、誠にありがとうございます。引き受けましたからには、美馬市教育充実

と発展のために、一生懸命取り組んでまいる所存でございます。各位のご指導とご鞭撻の

ほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、ごあいさつにさせていただ

きます。どうかよろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 ありがとうございました。 

 続いて、監査委員の松家忠秀さん、お願いします。 

［監査委員 松家忠秀君 登壇］ 

◎監査委員（松家忠秀君） 

 ただ今議長様から発言の許可を得ましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ただ今、美馬市監査委員に選任をいただきました松家です。 

 監査委員の職務は私にとって大変な重責でありますが、地方自治法の法律を遵守し、公

平で公正な監査を行いたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

◎議長（河野正八議員） 

 ここでごあいさつをいただきました教育委員お三名の方は退席を願いたいと思います。 

 ご苦労でございました。 

（教育委員３名退席） 

◎議長（河野正八議員） 

 続きまして、日程第７、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（訴えの提

起について）から承認第２１号、専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度美

馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））までの２１件を一括議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 

 建設部長。 

[建設部長 中川近敏君 登壇] 

◎建設部長（中川近敏君） 
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 ただ今、一括上程いただきました承認事項のうち、私の方からは承認第１号から承認第

９号まで一括してご説明申し上げます。 

 議案書の４ページをお開きください。 

 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、訴

えの提起について議案書の４ページから２１ページに記載しております９件を専決処分書

のとおり市長において平成２１年３月２７日専決処分したので、同条第３項の規定により

議会へ報告し承認をお願いするものでございます。 

 この専決処分書は市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡し等請求の訴えの提起でご

ざいます。本件につきましては、滞納者に対して再三支払い請求を行ったにもかかわらず

返答もなく、一向に納付されていない長期滞納者９名及び連帯保証人に対して住宅の明け

渡し請求と滞納家賃を完納するよう最終催告を行い、期限までに納付しない場合には公営

住宅法及び美馬市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づき、市営住宅の使用

を取り消し、直ちに住宅の明け渡し請求と家賃の請求を求める訴訟の提起の手続をとるこ

とを通知したものでございます。今回、提起いたしました９件の滞納状況についてでござ

いますが、滞納月数９７カ月（約８年）から１４２カ月（約１１年８カ月）でございまし

て、滞納合計金額は１,３１４万６,３００円となっております。現在は徳島地方裁判所美

馬支部へ訴訟提起の段階でございます。 

 以上で、承認第１号から承認第９号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 企画総務部長。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 それでは、承認第１０号から承認第１３号までの４件につきましてご説明をさせていた

だきます。恐れ入りますが、議案書の２２ページをお開きください。 

 承認第１０号、専決処分の承認を求めることについてであります。２３ページの専決処

分書のとおり美馬市行政組織条例等の一部を改正する条例を定めたことについてでござい

ます。４月の組織機構の見直しにより、美馬市選挙管理委員会に事務局が設けられたこと

により、企画総務部の分掌事務のうち選挙に関することを削除いたしました。また、美馬

市オフトーク通信施設の設置及び運営に関する条例を廃止する条例が施行されたことによ

り、市民環境部の分掌事務のうちオフトーク通信業務に関することを削除するとともに、

美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を始め、記載いたし

ております４条例について所要の改正を行ったものでございます。 

 ２５ページをお開きいただきます。 

 承認第１１号、専決処分の承認を求めることについてでございます。２６ページの専決

処分書のとおり、美馬市税条例等の一部を改正する条例を定めたことについてでございま

す。地方税法の一部を改正する法律が平成２１年３月３１日に公布され、４月１日に施行

されたことに伴い、美馬市税条例等の一部を改正したものでございます。主な改正点は、

一つには個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設、二つ目には上場株式等の
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配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例、三つ目には土地等の長期譲渡所得に係る特別

控除の創設等でございます。 

 なお、普通徴収に係る個人の住民税の納期について、合併時に調整いたしました３期納

付を地方税法第３２０条本則による４期納付に改め、期別の負担軽減を図ったところでご

ざいます。 

 ３４ページをお開きください。 

 承認第１２号、専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 ３５ページの専決処分書のとおり、美馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

定めたことについてでございます。健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成２１年

３月３１日に公布され、４月１日に施行されたことに伴い、美馬市国民健康保険税条例の

一部を改正したものでございます。主な改正点は、一つには介護給付金課税額の賦課限度

額の引き上げ、二つ目には国民健康保険税の２割減額の対象となります納税義務者の要件

の見直しでございます。 

 次に、お手元に配付させていただいております「平成２１年３月３１日 専決」と記載

いたしました平成２０年度美馬市補正予算書の１ページをお開きください。 

 承認第１３号は平成２０年度美馬市一般会計補正予算（第５号）を地方自治法１７９条

第１項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第３項の規定により議会の承認を求

めるものでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 補正予算（第５号）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から

２億円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９５億２,５００万

円としたものでございます。 

 ５ページをお開きください。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございまして、歳入歳出補正額を款、項ごとに整理記載い

たしております。 

 １１ページをお開き願います。 

 第２表 地方債補正でございまして、平成２０年度の限度額を２億４７０万円減額して、

３１億９,４００万円としたものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算の主なものをご説明いたします。 

 １４ページから１６ページ上段までは市税、地方譲与税、利子割交付金、地方交付税、

交通安全対策特別交付金等、交付額の確定により調整したものでございます。 

 １６ページ中段から２１ページ上段までは各種事務事業費の実績見込みにより、分担金

及び負担金、使用料及び手数料、国・県支出金を調整したものでございます。 

 ２１ページ下段の繰入金では財政調整基金からの繰入金を全額減額したほか、人材育成

基金等の特定目的基金からの繰入金を減額いたしておりますが、地方交付税等の増収や各

種事業費の実績による歳出額の減額により財政調整基金等からの繰り入れを行わずとも収

支の均衡が図れる見込みとなったことによるものでございます。 

 また、２３ページ上段から２４ページにかけて記載いたしておりますが、市債は各種事
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業費の実績見込みにより全体で２億４７０万円を減額したものでございます。 

 次に、歳出予算についてご説明をいたします。 

 ２５ページ記載の議会費から５７ページ記載の諸支出金まで、ほぼすべての費目が各種

事務事業の実績見込みにより不用額等の調整を行ったことや、国・県支出金及び地方債等

の確定に伴って財源の更正を行ったもので、減額予算となっております。 

 この中で増額をした費目についてでございますが、５７ページをお開きください。 

 財政調整基金費で積立金３億５,０００万円を計上いたしております。これは特別交付

税の増額や歳出不用額の調整及び平成２０年度の収支を見込んだ上で、翌年度以降の財源

不均衡を調整するため積み立てたものでございます。また、ふるさと振興基金費につきま

しては、まほろばサポーター寄附金として寄せられました浄財５万円を積み立てたもので

ございます。 

 以上、簡単ではございますが、専決処分をいたしました平成２０年度美馬市一般会計補

正予算（第５号）の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 保険福祉部長。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 それでは、引き続きまして、承認第１４号より第１７号までご説明を申し上げます。 

 予算書６１ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。 

 承認第１４号についてでございます。平成２０年度美馬市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日

付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでご

ざいます。 

 ６３ページをお開きいただきますようお願いいたします。 

 専決処分といたしました事業勘定の補正予算の減額は歳入歳出それぞれ１億９,９０９

万１,０００円であり、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億２,９８１

万４,０００円としたものでございます。また、直営診療施設勘定の補正予算の減額は歳

入歳出それぞれ３,６４４万９,０００円であり、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億４９６万円としたものでございます。 

 いずれも、事業費の確定によりまして、事業見込みより減額等の補正を行ったものでご

ざいます。順次、歳出予算よりご説明申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 ７４ページをお開きください。 

 歳出予算の主な内容といたしましては、第１款 総務費は精査に伴う不用額を減額した

ものでございます。また、第５款 保険給付費、１０項の療養給付費のうち、一般被保険

者療養給付費は流行性疾患、疾病等の発生もなかったことから１億６,７９４万円を減額

するものでございます。 

 また、７５ページ中段の３０項 出産育児費諸費はいずれも実績によりまして４１４万

円の減額を行っております。 
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 続いて、７款 後期高齢者支援金につきまして、２０年度より開始となりました長寿医

療への国保からの負担金でございまして、額の確定によりまして２１７万７,０００円を

減額するものでございます。 

 続いて、７６ページでございます。 

 １５款 介護納付金１,０８３万６,０００円、また２０款 共同事業拠出金７６０万２,

０００円の減、いずれも、これもそれぞれ納付額の確定により減額を行っております。 

 次に、７７ページ、２５款 保健事業費でございますが、５項 特定健康診査等事業費

６９６万８,０００円の減、これは特定健診実績による事業費の確定に伴う減額でござい

ます。 

 続いて、３５款の諸支出金でございます。６００万５,０００円につきましては特別調

整交付金のうち直営診療施設分の増に伴うものでございます。 

 なお、歳入予算につきましては、ご説明申し上げました歳出事業費の確定に伴いまして、

所要の減額措置等を講じております。 

 続いて、予算書８２ページをお開きください。 

 直診勘定についてでございます。歳入につきましては第１款におきまして診療収入の減

額、また８３ページ２０款におきまして、交付金の確定に伴う事業会計等からの繰入金を

計上いたしております。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 次に、歳出につきましては第１款 総務費は施設の管理経費など、精査による不用額を

減額いたしております。 

 続いて、８６ページの第５款でございますが、医業費につきましては薬剤費の減など、

３,４２５万２,０００円の減額を行ったものでございます。 

 以上が承認第１４号でございます。 

 続いて、９１ページをお願いいたします。 

 承認第１５号についてでございます。平成２０年度美馬市老人保健特別会計補正予算

（第２号）につきまして、地方自治法１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で

専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでござい

ます。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 専決処分いたしました補正予算の額は歳入歳出それぞれ１,６９２万８,０００円の減額

であり、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８,４１１万１,０００円と

したものでございます。 

 ９９ページをお開きください。 

 老人保健特別会計は現在長寿医療制度の創設に伴いまして、移行整理期間中となってお

ります。当初、見込んでございました予算額より医療費等１,８９２万の減額を行ったも

のでございます。 

 次に１００ページでございますけれども、第１０款の諸支出金、繰出金におきましては

支払基金交付金の過年度精算交付によりまして一般会計の繰出金２０３万円を補正いたし
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ております。 

 歳入予算につきましては、支出の減等に伴いまして、所要の措置を講じております。 

 以上が承認第１５号でございます。 

 続いて、１０１ページをお開きください。 

 承認第１６号についてでございます。平成２０年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）につきまして、地方自治法１７９条第１項の規定により、去る３月３１日

付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、議会の承認を求めるもので

ございます。 

 １０３ページをお願いいたします。専決処分をいたしました補正予算の額は、歳入歳出

それぞれ５,６０４万２,０００円の減額でございまして、補正後の歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億１,４６８万２,０００円としたものであります。 

 続いて１０８ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、第１款 後期高齢者医療保険のうち１目の特別徴収保険料が、国

の制度改正もございまして６,５０３万２,０００円の減額、また普通徴収保険料が１,０

８８万４,０００円の増額となっております。 

 第１５款の健康診査費繰入金は実績によりまして１,８５３万円の減額を行うものとな

っております。 

 また、次に歳出予算のうち、１１１ページでございますが、第５款の後期高齢者広域連

合負担金の減額につきましては、納付額の確定によりまして、当初見込んでおりました予

算額から５,５９１万３,０００円の減額となっております。 

 以上が承認第１６号でございます。 

 続きまして、承認第１７号についてでございます。１１３ページをお願いいたします。 

 承認第１７号でございます。平成２０年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）

につきまして、地方自治法１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分を

行いましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでございます。 

 １１５ページをお願いいたします。 

 専決処分をいたしました補正予算の額は、第１条の保険事業勘定においては歳入歳出そ

れぞれ２,９００万２,０００円の減額でございます。補正後の歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３１億９,３５０万３,０００円としております。また、サービス事業勘定に

おいては歳入歳出それぞれ２００万を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ５,５３６万９,０００円としたものでございます。 

 １２６ページをお願いいたします。 

 歳出予算の主な内容といたしましては、１款 総務費では３項で介護認定審査会費、２

目の認定調査等費において、委託料の減額等、３６０万をいたしております。 

 次に、１２７ページの中段でございますが、１目の介護サービス給付費でございます。

７８２万の減額をいたしております。これは２０年度の介護サービス給付費の実績見込み

によりまして、減額をそれぞれ行ったものでございます。 

 続いて、１２款の地域支援事業費についてでございますけれども、これも１,４０１万
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７,０００円の減額をいたしております。これにつきましても、特定高齢者に対する事業

実績により減額を行ったものでございます。 

 次に、１２８ページの包括的支援・任意事業費も同様でございまして、事業費の実績に

よりまして１１６万５,０００円減額をいたしております。 

 次に、１３３ページでございます。 

 サービス事業勘定でございますけれども、５款の事業費、１目の介護予防支援事業費に

おきまして介護予防サービス計画の作成委託料等、実績によりまして２００万の減額をい

たしておるものでございます。 

 なお、歳入予算につきましても、支出の減額に伴いまして所要の減額措置等を行ってお

ります。 

 以上、簡単でござますけれども、承認第１４号から承認第１７号につきまして、４件を

説明させていただきました。ご承認を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

◎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、承認第１８号、第１９号について順次ご説明申し上げます。 

 初めに、承認第１８号、専決処分の承認を求めることについて。 

 平成２０年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を地方自治法第１７９

条第１項の規定により、平成２１年３月３１日、市長において専決処分したので、同条第

３項の規定により、議会の承認をお願いするものでございます。 

 １３７ページをお願いいたします。 

 専決処分いたしました予算の補正は第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

０５万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億５,９６４万９,０００

円とするものでございます。 

 初めに、歳入予算についてご説明申し上げます。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 分担金及び負担金の公共下水道事業負担金につきましては１５万円の減額となっており

ます。これは１世帯加入が減となったことによるものでございます。 

 使用料及び手数料の公共下水道施設使用料として２３０万円の追加となっております。 

 繰入金の一般会計からの繰入金は４２０万３,０００円の減額でございます。 

 以上、歳入合計は２０５万３,０００円の減額でございます。 

 続きまして、１４３ページをお願いいたします。 

 歳出予算についてでございますが、総務費の負担金補助及び交付金として４万４,００

０円の減額となっております。 

 公債費につきましては元金及び利子で２００万９,０００円の減額となっております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の２０５万３,０００円の減額となっております。 

 以上で、承認第１８号の説明を終わります。 
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 続きまして、１４５ページの承認第１９号についてご説明申し上げます。 

 平成２０年度美馬市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）を地方自治法第１７

９条第１項の規定により、平成２１年３月３１日、市長において専決処分したので、同条

第３項の規定により、議会の承認をお願いするものでございます。 

 １４７ページをお願いいたします。 

 専決処分いたしました予算の補正は、第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ９４７万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ５億１,３９８万４,

０００円とするものでございます。 

 初めに、主な歳入予算についてご説明申し上げます。 

 １５４ページをお願いいたします。 

 分担金及び負担金の農業集落排水事業分担金につきましては４５万円の追加となってお

ります。これは３世帯加入が追加となったためでございます。繰入金の一般会計からの繰

入金は５３７万７,０００円の減額でございます。市債の農業集落排水事業債は４８０万

円の減額でございます。 

 以上、歳入合計は９４７万７,０００円の減額でございます。 

 続きまして、１５５ページをお願いいたします。 

 主な歳出予算についてでございます。事業費につきましては施設建設費の工事請負費と

して５９５万８,０００円の減額となっております。これは事業の実績見込みによるもの

でございます。公債費につきましては元金及び利子として２４６万９,０００円の減額と

なっております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の９４７万７,０００円の減額となっております。 

 以上で、承認第１８号、１９号についての説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（河野正八議員） 

 経済部長。 

[経済部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 続きまして、承認第２０号についてご説明を申し上げます。 

 １５７ページでございます。 

 平成２０年度美馬市美馬温泉保養センター事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分を行いまし

たので、同条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

 １５９ページをお願いいたします。 

 専決処分をいたしました補正予算は第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出それ

ぞれ７０９万７,０００円を減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ４,５２１万９,０００円としたものでございます。 

 １６４ページをお願いいたします。 

 今回の補正の主な内容につきましては、歳入面では宿泊者の減によります利用収入１２
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９万７,０００円の減、及び一般会計からの繰入金５８０万の減額でございます。 

 次のページの歳出面では臨時職員賃金の節減１７０万円、ほか燃料費と施設修繕費など、

維持管理費にかかります経費５３９万７,０００円の減額でございます。 

 以上が専決処分いたしました承認第２０号のご説明とさせていただきます。どうかよろ

しくお願いを申し上げます。 

◎議長（河野正八議員） 

 水道部長。 

[水道部長 藤見治男君 登壇] 

◎水道部長（藤見治男君） 

 それでは承認第２１号のご説明をいたします。 

 補正予算書の１６９ページをお開きください。 

 承認第２１号は平成２０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を地方自

治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付で専決処分をいたしましたので、

同条第３項の規定により、議会の承認を求めるものでございます。 

 １７１ページをお開きください。 

 補正予算第３号は第１条 歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ１,４３４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億７,

０８１万円としたものです。 

 １７６ページをお開きください。 

 歳入の主なものをご説明いたします。 

 いずれも年度末精算に伴うもので、１款の分担金及び負担金から１５款の県支出金まで

は減額補正をいたしております。 

 １７６ページの上段の負担金では加入負担金、受託工事負担金を合わせまして５２４万

５,０００円の減額、中段の使用料では現年が９９７万円の減額、繰り越しが８９万５,０

００円の追加補正となっております。 

 １７８ページをお願いいたします。 

 それでは、歳出の主なものについてご説明をいたします。 

 いずれも年度末精算に伴うものでございまして、不用額を減額いたしております。 

 １７８ページの中段の水道事業費では、施設修繕費、資材など合わせて７０８万３,０

００円を減額、２目の受託工事費では施設修繕費、それと工事請負費など合わせて５６５

万７,０００円を減額いたしております。 

 以上で、承認第２１号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◎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。質疑ございませんか。 

 三宅仁平議員。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 
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 ちょっとお尋ねいたします。 

 これ、専決処分３号の、この住宅の専決処分についてですけど、これの９ページのやつ

です。これ、・・・・・というんかな、いろいろ読み方があるけんど、これにあれし

て・・さんや・・さんが保証しとると。 

◎議長（河野正八議員） 

 三宅議員、氏名は議案書に書いておりますので、読み上げなくても議案番号でわかると

思いますので、個人名を伏せてお願いしたいと思います。 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 それだったら今言うた、この件について、一応もうちょっと詳しいに、それとどういう

ような係が交渉に行っとんかもご説明を願うたらと。しかし、そんならこれ名前を見よっ

たら、しっかりした人ばっかしやけんね、どういう方向で行きよんか。それともずっとこ

れ、１６５万何ぼ、こんだけ、皆、ここまでくるまでほっとったんかな、そこらを詳しく

説明を願いたいと思います。 

◎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） 

 ただ今のご質問の件でございますが、美馬市の住宅管理室からの督促につきましては平

成１８年９月、それから平成１９年９月についてと、それと弁護士の方から平成１９年１

１月２７日、それから平成２０年１０月２０日、平成２１年４月１０日付で、各滞納者に

対しまして請求をいたしておるところでございます。 

 それと一緒に、保証人の方につきましても、この２月ないし３月に職員が手分けしてこ

ういう事情でありますということを説明して、ご了解をいただいておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 三宅議員。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 今、ちょっと説明を聞いたんですけど、いろいろ。そしたらこれ、職員でなしに、弁護

士さんの方から保証人とかそういうところへは請求を出しよるだけで、今のような感じだ

ったら、そういう解釈できるんですけどな。やっぱりこれは、かなり保証人がしっかりし

とるけん、これはお金も行ったらもらえるんでないかなと思うですけど。これ、こんな手

間かけて、裁判までせいでもじゃ、たまたま今のんだったら相手が傷ついとんかなと思う

んじゃけどね、保証人も。それか、意地になっておんのんかわからんけど。そこら、今の

部長はんの説明じゃったらじゃ、弁護士さんが何日と何日に請求出して、恐らく文書で出

しとると思う。一々、一軒一軒、本職やけん。けど、そこらも、目を通して、しっかりし

たとこは目配りしてじゃ、理解させたらくれるんでないかと思うんですけど、そこらもう
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一遍、部長はん、考えをお聞かせ願いたいと思います。 

◎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） 

 ただ今の再々質問についてでございますが、市の住宅管理課の方から督促状ということ

で合併後３回、それからまた弁護士に委託しておりますので、先ほども答弁させていただ

いたとおり３回ほど請求を出させていただいております。これにつきましては、先ほども

答弁させていただいたように、保証人に対してもいろいろと説明もしております。 

 以上でございます。 

◎議長（河野正八議員） 

 三宅仁平議員、どうぞ登壇して質疑をしてください。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 保証人さんにもいろいろ交渉してお願いしとるということですから相手が応じとらんの

だと思います。そうなると、これでええんですけど、できたら私が知っとる、もし間違う

とんかもわからんけど、知っとる人だったらかなり資金を持っとると思うけんね。ここま

でもこじれいでもいけるような解釈ができるんですけど。そこら、何回出ても一緒じゃけ

んね、そこら判断、再度できたら、こういう状態じゃと一定本人に説明してあげたらええ

結果が出るんでないかなと思いますけん、もし、そういう気があるんだったら是非しても

らいたいというんが、取り下げやそういうんでなしに、こういう状態で出すけん、構わん

でというような。そしたら、恐らく理解してくれると思いますけん。そこら、できたらそ

ういうふうにしてほしいなと思いますけん、部長はん、再度お願いしたいなと。 

◎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） 

 ただ今の再々問についてご答弁申し上げます。 

 これにつきましては依頼しております弁護士さんといろいろと相談いたしまして、対処

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 

 お諮りします。ただ今議題となっております承認第１号から承認第２１号までの２１件

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思い

ます。 



－２６－ 

 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、承認第１号から承認第２１号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 承認第１号から承認第２１号までについて、原案のとおり承認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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第２１号までについては原案のとお

り承認されました。 

 以上で、本臨時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、牧田市長よりごあいさつをいただきます。 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 本日は、第１回臨時会ということで、公私ともに大変お忙しい中、議員の皆様方にはご

参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、提出をさせていただきました議案、あるいは承認案件につきましても原案どおり

ご可決、ご承認を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 これからだんだんと梅雨に向かって暑くなってまいりますし、またインフルエンザの蔓

延の危惧もございます。議員の皆様方には体調を十分ご自愛いただきまして、今後ますま

す地域や、あるいは美馬市の発展のためにご活動をしていただくことをご祈念申し上げま

して、本日の御礼のあいさつにかえさせていただきます。本日は大変どうもありがとうご

ざいました。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上をもちまして、平成２１年第１回美馬市議会臨時会を閉会といたします。 

閉会 午前１１時４３分 

 


