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開議 午前１０時００分 

◎議長（河野正八議員） 

 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 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。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、４番 藤田元治君、５番 藤原英雄君、６番 井川英秋君を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第６４号、美馬市路上喫煙の防止に関する条例の制定についてか

ら議案第７５号、徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳

島県市町村総合事務組合規約の変更についてまでの１２件を一括して議題といたします。

この件につきましては所管の常任委員会に付託をしておりましたので、各委員長の報告を

求めます。開催順にお願いをいたします。 

 初めに、産業常任委員会委員長、三宅共君。 

［１６番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１６番（三宅 共議員） 

 おはようございます。 

 議長のご指名がございましたので、産業常任委員会の審議結果をご報告いたします。 

 本委員会は、今期定例会において付託されました議案第６６号の条例案件１件、議案第

６８号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち、当委員会関係分及び議

案第７２号、７３号の特別会計補正予算２件、第７４号の事業会計補正予算１件、全５議

案について審査のため、６月２６日、委員会を開催いたしました。 

 出席委員は私を含め８名であります。 

 付託されました議案審査に当たり、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 それでは、質疑の内容について、その一部をご報告いたします。 

 まず、議案第６６号では、市営住宅入居者の選考・抽選についての質疑があり、理事者

からは、入居希望者が多数の場合、高齢者・障害者・寡婦などに配慮しつつ、公開抽選に

より入居者の選考を行うための条例改正であるとの答弁がありました。 

 議案第６８号では、地域活性化・経済危機対策事業のミマコンポスト鶏ふん収集設備導

入補助事業についての質疑がありました。理事者からは、今回、移動式計量器を暮畑・穴

吹・貞光の３カ所に配置する。このことにより、鶏ふん収集が適正に図れるとの答弁でご

ざいました。 

 議案第７２号では、喜来地区農業集落排水処理施設の汚泥の利用計画についての質疑が

あり、理事者から本年３月、汚泥肥料の使用基準及び効果的に配付するための運営計画を

取りまとめた利用計画を策定した。今後、汚泥肥料の製造は、国への登録や法定規格の基

準厳守及び安全性の確保などがあり、平成２２年９月をめどに登録を行い、１０月より配

付する計画であるとの答弁がございました。 



－１５９－ 

 また、当委員会は調査未了の事件について閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出書

を提出いたしました。 

 以上で、産業常任委員長の報告を終わります。 

◎議長（河野正八議員） 

 次に、福祉文教常任委員会委員長、原政義君。 

［１１番 原 政義議員 登壇］ 

◎１１番（原 政義議員） 

 それでは、議長のご指名がございましたので、福祉文教常任委員会の審査結果につきま

して、ご報告を申し上げます。 

 本委員会は、今期定例会において付託されました議案第６５号の条例案件１件、議案第

６８号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会関係分、議案第

６９号から議案第７１号までの特別会計補正予算案件３件について審査のため、去る６月

２９日に会議を開きました。 

 出席の委員は私を含めて７名であります。 

 付託されました議案審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重審査の結果、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程でありました主な質疑の内容についてご報告を申し上げます。 

 委員から、教育施設における耐震補強の現況と今後の予定について質疑がありました。

理事者からは、現在の教育施設の耐震化率は、耐震の木造校舎を含めて５７.６％、今回

の事業が終了する段階では、９２.４％になる見込みである。 

 今回耐震化を実施しない校舎の扱いについては、本年度、児童数の減少や社会の変化に

より「学校再編計画」を策定する予定としており、この計画に基づき、必要な部分は順次

耐震化していくことになるとの答弁がありました。 

 次に、委員から特定健康診査について質疑がありました。理事者からは、受診率向上の

ために、平成２０年度に実施した受診率向上の啓発に加えて、平成２１年度の啓発は保健

師が未受診者の世帯に対して個別訪問することを予定している。 

 また、助成制度の周知として美馬市医師会総会において医療機関における受診勧奨の依

頼を行ったところである。受診率を４年後に目標値である６５％にするためには十分な啓

発と受診率の高い自治体の啓発を調査し、美馬市に合うものに取り組みたいと考えている。 

 また、健診は近くの医療機関で受けていただくのが基本であるけれども、医療機関が遠

い地域については、県の健診センターのバスにより地域に出向き行うこととしている。 

 受診期間については、７月１日から１２月３１日までを考えており、県健診センターと

も十分協議をしなくてはいけませんが、今後は、受診率の向上のためには土日健診も考え

る必要があるとの答弁がありました。 

 また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。 

 以上で、福祉文教常任委員長報告を終わります。 

◎議長（河野正八議員） 
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 次に、総務常任委員会委員長、藤原英雄君。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果につきましてご報告をい

たします。 

 本委員会は、６月定例会において付託されました議案第６４号及び議案第６７号の条例

案件２件、議案第６８号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員

会関係分、議案第７５号の徳島県市町村総合事務組合の規約の変更についての計４件の審

査のため、６月３０日に委員会を開催をいたしました。 

 出席の委員は私を含め８名全員でございました。 

 付託されました議案審査に当たり、関係部署より説明を求め、慎重審査の結果、議案第

６４号、議案第６７号、議案第７５号については原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第６８号については、一部の案件につきまして反対意見があり、起立採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 質疑の一部概要をご報告いたします。 

 議案第６４号、美馬市路上喫煙の防止に関する条例については、一部委員の方から地域

住民に対し説明会は開いておるのかと、喫煙場所の設置はできているのかとの質問がござ

いました。設置場所については、現在、図書館、吉田邸資料館、藍蔵に４カ所設置をして

いるとの答弁でございました。駐車場、大型バスが止まっております駐車場２カ所につい

ては、雨に濡れない喫煙場所の設置を検討しているとの答弁でございました。 

 また、委員の中から補正予算の中で、総務管理費のうち弁護士委託料について、旧木屋

平村長及び原告に対し請求できないものかとの質疑がございました。理事者から、最高裁

の判例により自治体が個人に対して賠償した損害に限られ、裁判に係る弁護士費用につい

ては該当しないということであり、したがって、旧木屋平村長及び原告に対し請求はでき

ないとの答弁がございました。 

 また、美馬環境整備組合負担金、循環型社会形成推進事業に係る質疑があり、理事者か

ら、この負担金ついては美馬環境整備組合が事業主体となり、拝原最終処分場の適正処理

を図るための事業実施に係る市の負担金であります。事業内容は、生活環境影響調査・地

質調査・実施設計業務などがあります。 

 まず、生活環境影響調査としては、当計画が周辺環境に及ぼす影響について１年間をか

けて調査するもので、大気質や騒音・振動・交通量・悪臭・水質・地下水などをあらゆる

角度から調査・分析を行い、今後の予測を立てるものであるとのことでした。さらに、現

処理場に埋設をされておりますごみの詳細測量や廃棄物撤去工事及び新設処理場建設工事

の詳細設計などに係る負担金であるとの答弁でございました。 

 また、電子入札はどのような方法で実施するのかについての質疑に対し、７月から３カ

月間発注金額１,５００万円以下の工事において、徳島県が採用をしております変動型最

低制限価格制度を試行し、それに伴い予定価格も入札結果と合わせて事後公表をする。設
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計金額については、従来どおり事前公表とし、今後とも公平・公正な入札制度改革に向け

て取り組みを進めてまいりたいとの答弁がございました。 

 また、当委員会は、調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申

出書を提出をいたしました。 

 以上で、総務委員長報告を終わります。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより、ただ今の各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 １２番、前田明美君。 

［１２番 前田明美議員 登壇］ 

◎１２番（前田明美議員） 

 ただ今議長の許可がいただきましたので、私、総務常任委員会に属して、ただ今、藤原

委員長の報告があったんですけれども、その中で採決をお願いしました９００万円の弁護

士費用の件について、議員の皆さんにもう一度できることならば採決でお願いをしたいと、

理由につきましては、原告について裁判費用または弁護士費用、もっと研究をして、理事

者の方も小休をとって明確な答えがなかったように思っております。時間の関係もありま

したけれども、これについて今日、承認をされましても、今後とも十分、理事者も顧問弁

護士やと相談していただいて、していかなんだら美馬市をかきまぜられるような方向で１

０年間、この裁判は争ってまいりました。その結果が出て、美馬市としても木屋平村から

引き継いで、２,０００何百万円という大金が出されるわけであります。このことについ

ては、理事者も十分もっと検討していただいて、たとえば印紙代だけでもいただくとかい

うような方向を考えていただいて、もっともっと顧問弁護士も雇っておりますので、今日

は採決されると思いますけれども、今後の課題として１０年かかっとんですから、１０年

かかってもでもいいですから、いろいろとあらゆる角度から弁護士に相談してですね、少

しでも市民の負担を軽くできるような方法はないものかというふうなことを思っておりま

すので、できればもう一遍採決をお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 前田議員、今は委員長報告に対する質疑でございますので、ただ今の質疑に対して委員

長の報告を要りますか。 

（不規則発言あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 委員会に所属しておる議員でありますし、委員長報告に対する質疑でありますが、答弁

はなしということで、採決は後ほどになります。 

 ほかにございませんか。 

 ２１番、三宅仁平君。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 
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◎２１番（三宅仁平議員） 

 今の総務委員長の報告の中でちょっとお尋ねしたいなと思います。今の裁判費用の問題

でこれ４５号ですかね、これについてちょっと聞きたいんが、最高裁がおりました。その

前の高裁のときに、控訴費用は双方持ちとか、被告に滝本建設持ちとかいうような、答弁

がありました。その中でね、これ、全部で私が聞いとんは２,２００何万円と、その中で

の答弁でね。 

◎議長（河野正八議員） 

 三宅議員、固有名詞はやめてください。 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 ほんなら取り消します。今の関連で、委員長はんに聞きたいんは、そういうような徳新

の新聞とか読売でも見たんですけど、そうなるとじゃ、今の私もちょっと最初にお願い聞

いたんですけど、この中では弁護士費用ばっかしというようなこと、聞いとります。そう

なるとじゃ、これ、弁護士費用ばっかし渡すんか、それとも控訴費用とか今の印紙代とか、

そういうようなもんはのけてとか相手側にするとか、うちがせないかんもんか、そこら委

員長はんにお願いしたいなと、よろしく答弁お願いします。 

◎議長（河野正八議員） 

 総務常任委員会委員長、藤原英雄君。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 ただ今の三宅議員さんの質問でございますが、今からさかのぼってというような質問で

ございましたので、委員長報告としては今回付託をされました議案についてのみ報告をい

たすものであって、過去のものについては質問に答えることはできないと思いますのでご

理解賜りたいと思います。 

◎議長（河野正八議員） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ２１番、三宅仁平君。 

［２１番 三宅仁平議員 登壇］ 

◎２１番（三宅仁平議員） 

 過去でなしに、ほんなら一番この９００万円という出しとる中で、弁護士費用ばっかし

か、それとも今の控訴費用も入って、出すんかをちょっとお尋ねいたします。 

◎議長（河野正八議員） 

 総務常任委員会委員長、藤原英雄君。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 ただ今、三宅議員さんの質問にお答えをいたします。９００万円については弁護士費用

と成功報酬合わせて９００万円でございますという答弁でございました。 

◎議長（河野正八議員） 

 他に質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 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、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第６４号、美馬市路上喫煙の防止に関する条例の制定についてから議案第６７号、

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の一部改正について

の４件について一括採決いたします。 

 議案第６４号から議案第６７号までについて、各委員長の報告はいずれも原案可決であ

ります。 

 お諮りをいたします。 

 議案第６４号から議案第６７号までの４件について、各委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第６４号から議案第６７号までの４件については原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６８号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）について採決い

たします。 

 議案第６８号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）については起立採決と

いたします。 

 議案第６８号について賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

◎議長（河野正八議員） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第６８号については原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、議案第６９号、平成２１年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）か

ら議案第７４号、平成２１年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）の６件について一

括採決いたします。 

 議案第６９号から議案第７４号までの６件について、各委員長の報告はいずれも原案可

決であります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号から議案第７４号までの６件について、各委員長報告のとおり決すること
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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６９号から議案第７４号までの６件については原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７５号、徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に

伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたします。 

 議案第７５号について委員長の報告は原案可決であります。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号について、委員長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（河野正八議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査について申出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 継続調査については、各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査に付することにご

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、継続調査については、各委員長の申出書のとおり閉会中

の継続調査に付することに決定いたしました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。 

 閉会に当たり、市長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） 

 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本定例会は先月の１６日に開会をされまして、本日まで１８日間、議員各位におかれま

しては、大変ご多用の中、連日にわたりまして活発なご審議をいただき、提出をさせてい

ただきました平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第２号）でございますけれども、そ

のほか１２議案につきまして、原案のとおりご可決を賜り、厚く御礼を申し上げる次第で

ございます。 

 本定例会におきまして、ご可決をいただきました各議案の執行に際しましては万全を期

してまいる所存でございます。また、今定例会より会派代表質問がとり行われましたが、

この代表質問、また、一般質問、さらには各常任委員会を通じまして、議員各位から市政

の重要課題についてのさまざまなご意見・ご提言を賜ったところでございます。今後十分

に検討させていただきまして、市政運営に生かしてまいりたいと考えておるところでござ
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います。引き続き、議員の皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上

げる次第でございます。 

 結びとなりますが、沖縄では既に梅雨明けをしたと伝えられております。蒸し暑い日々

が続いておりますが、議員各位におかれましては健康に十分ご留意をいただきまして、ま

すます地域の発展のためにご活躍をしていただきますようご祈念を申し上げまして閉会に

あたってのごあいさつに代えさせていただきたいと思います。大変ありがとうございまし

た。 

◎議長（河野正八議員） 

 平成２１年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員各位におかれましては、去る６月１６日より本日までの１８日間にわたり、終始ご

熱心にご審議を賜り、すべての案件を議了いただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

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

されました意見や要望を今後の市政運営に十分反映されますようお願いをいたすものであ

ります。 

 閉会中におきましても各委員会の継続調査が予定をされております。 

 梅雨も明けますと、まもなく酷暑の夏がやってまいります。議員各位には、体調管理に

十分にご留意をされ、市政発展のため、ますますご活躍を賜りますようご祈念を申し上げ

まして閉会のごあいさつといたします。 

 これをもちまして、平成２１年第６月美馬市議会定例会を閉会といたします。 

 

閉会 午前１０時３３分 

 


