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  議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。 

               １７番  谷  明美 議員 

               １８番  前田 良平 議員 

               １９番  蔭山 泰章 議員 



－１１６－ 

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。 

 美馬市民のほとんどの方が今日の雨は恵みの雨と大変喜んでおることと思います。 

 ただ今より、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおり、日程表のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、三宅仁平議員から欠席の届けが出されておりますので、報告いたしておきます。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

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

規定により、１７番 谷明美君、１８番 前田良平君、１９番 蔭山泰章君を指名いたし

ます。 

 次に、日程第２、議案第７６号、美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例の制定につい

てから議案第８９号、平成２０年度美馬西部青少年育成センター組合歳入歳出決算認定に

ついてまでの１４件を一括議題といたします。この件につきましては、所管の常任委員会

及び決算特別委員会に付託しておりますので、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査結果を報告いたします。 

 本委員会は、今期定例会において付託されました議案第７８号、７９号の条例案件２件、

議案第８０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第４号）のうち、当委員会関係分

及び議案第８５号、８６号の特別会計補正予算２件、全５議案について審査のため、９月

１６日に委員会を開催いたしました。 

 出席委員は私を含め７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、その一部を報告いたします。 

 議案第８０号、一般会計補正予算（第４号）では、農業振興費のとくしまつよい農林水

産業づくり事業補助金について、内容や規約、市の管理等の質疑があり、理事者からは事

業主体は個人ではなく、市町村、農協、農業者が組織する団体などが行う施設整備等に対

し、補助するものであり、実際に共同利用されているかどうか、市としてきちんと把握す

るための検査をしていくとの答弁がありました。 

 議案第８６号、農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）では、低コスト型農業集

落排水施設更新支援事業についての質疑がありました。理事者からは、この事業は今年度

初めて導入された国の事業で、市内にある農業集落排水施設を対象とし、今後の人口の減
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少や土地利用形態の変化、将来予測に基づいて的確で弾力的な整備を図るため、調査を実

施するものである。また、本事業は引き続き来年度も実施する予定であり、その調査内容

は供用開始５年以上の処理場施設にある機械の性能、管路の損傷状態の調査など、結果は

次年度の汚水計画に反映させていく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、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７６号、議案第７７号の条例案

件２件、議案第８０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第４号）のうち本委員会

関係分、議案第８２号から議案第８４号までの特別会計補正予算案件３件について審査の

ため、去る９月１７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まして、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きましてご報告を申し上げます。 

 委員から、議案第７７号、美馬市国民健康保険条例の一部改正について質疑がありまし

た。理事者からは、少子化対策、子育て支援の一環として、国の法律の改正に基づき、暫

定的に平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間の出産に対しまして、出

産育児一時金を３５万円から３９万円に４万円増額するものである。出産育児一時金は出

産費用額にかかわらず、一律３９万円を支払うもので、本年１０月からは直接医療機関に

支払うこともできることとなっております。期間終了後の将来的な市単独支援につきまし

ては、今後の財政状況やバランスなどを十分に考慮し、検討してまいりたいという答弁が

ありました。 

 次に、議案第８０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第４号）では、委員から

小学校校庭芝生化事業について質疑がありました。理事者からは、この事業はスポーツ振

興くじ助成金を財源とし、社団法人日本青年会議所建設部会徳島ブロック建設クラブがボ

ランティア活動の一環として小学校校庭の芝生化を計画したもので、県下８市を中心に希

望を募った結果、要件である後々の維持管理に必要とされる地域住民、ＰＴＡ、責任者な

どの地元の協力体制が整った重清西小学校が選定されたものである。建設クラブからの申

し入れを受け、ボランティア主体の事業であり、営利を目的としていないこと、またＰＴ

Ａの賛同があるなど、慎重に検討した結果、同意決定したもので、スポーツ振興くじ助成
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の制度上、市が助成対象となり、予算は市において委託料として計上することとなってい

るが、市の金銭的負担は発生しないこととなっています。また、事業の概要は、天然芝の

敷設、並びに管理に必要な水源を整備するもので、専門的な工事以外はすべて建設クラブ

のボランティアで行われ、事業完成後は事例として全国にＰＲされることとなる、そうい

う答弁がありました。 

 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） 

 次に、総務常任委員会委員長、藤原英雄君。 

 ５番、藤原英雄君。 

［５番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎５番（藤原英雄議員） 

 それでは、議長から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、９月定例会において付託されました議案第８０号、平成２１年度美馬市一

般会計補正予算（第４号）のうち当委員会関係分、議案第８１号、平成２１年度美馬市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）の２件についての審査のため、９月１

８日、委員会を開催いたしました。 

 出席委員は私を含め８名でありました。 

 付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査を

いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、一部審査概要を報告いたしますと、議案第８０号、美馬市一般会計補正予算（第

４号）では、賦課徴収費で過誤納還付金を計上し支出することは、３月議会の委員会にお

ける法人市民税の税収は極端に落ちないとの答弁と矛盾するのではないかとの質疑に対し

まして、法人市民税については事業者の事業年度における申告制であるため、年度決算が

終わるまで税額を確定できないものである、平成２０年度の法人市民税の決算は２億１,

６９６万９,０００円となっておりますが、実質の税収は本年度還付金２,７００万円を控

除し、約１億９,０００万となる。１９年度の決算額は２億５５万５,０００円であるが、

失礼しました、実質の税収は約１億９,６００万であり、１９年度・２０年度、ほぼ同額

であり、税収は極端に減少したとは言えないとの答弁がございました。 

 ほかに、議案第８１号、美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）で

は、現在貸し付けている人数、償還等についての質疑がございました。滞納者については、

今後保証人や財産等の現状調査を行い、十分精査の上、市としての方針を決定したいとの

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

出書を提出いたしました。 

 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 
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◎議長（河野正八議員） 

 次に、決算特別委員会委員長、久保田哲生君。 

 ９番、久保田哲生君。 

［９番 久保田哲生議員 登壇］ 

◎９番（久保田哲生議員） 

 決算特別委員会委員長報告をいたしたいと思います。 

 本委員会は今期定例会において付託されました議案第８７号から議案第８８号、及び議

案第８９号の決算認定、３件の審査のため、去る９月２４日、委員会を開催いたしました。 

 出席委員は私を含め１０名でありました。 

 付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査を

いたしました。結果、提出議案は原案のとおり認定すべきもの決しました。 

 なお、一部審査概要を報告いたしますと、老人福祉費について、扶助費でございますが、

高齢者住宅改造促進事業についての質疑に対し、一般老人世帯に住む高齢者が安全で安心

した日々を過ごすことのできる施策として実施するもので、平成２０年度に２件の住宅改

造を行ったという答弁がありました。また、土木費について、委託料ですけれども、道路

台帳統合委託料についての質疑に対し、平成２０年度に台帳整備は完了しているとの答弁

でございました。 

 以上で、一部でありますけれども、審査内容の報告をし、決算特別委員会委員長報告と

代えさせていただきます。 

◎議長（河野正八議員） 

 以上で、各常任委員会委員長、及び決算特別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。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（河野正八議員） 

 質疑なしと認めます。 

 よって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「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。 

 これより採決をいたします。 

 議案第７６号、美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例の制定についてから議案第７９

号、美馬市森林空間活用施設条例の一部改正についてまでの４件について一括採決いたし

ます。 

 議案第７６号から議案第７９号までの４件について、各委員長の報告はいずれも原案可
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決であります。 

 お諮りをいたします。 

 議案第７６号から議案第７９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７６号、美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例

の制定についてから議案第７９号、美馬市森林空間活用施設条例の一部改正についてまで

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８０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算（第４号）について採決い

たします。 

 議案第８０号について、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８０号について、各委員長の報告ど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８０号、平成２１年度美馬市一般会計補正予算

（第４号）については原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８１号、平成２１年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）から議案第８６号、平成２１年度美馬市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）までの６件について、一括採決いたします。 

 議案第８１号から議案第８６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。 

 お諮りをいたします。 

 議案第８１号から議案第８６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

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８１号、平成２１年度美馬市住宅新築資金等貸付

事業特別会計補正予算（第１号）から議案第８６号、平成２１年度美馬市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２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８７号、平成２０年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出

決算認定についてから議案第８９号、平成２０年度美馬西部青少年育成センター組合歳入

歳出決算認定についてまでの３件について、一括採決いたします。 

 議案第８７号から議案８９号までの３件について、委員長の報告はいずれも原案認定で

あります。 

 お諮りをいたします。 

 議案第８７号から議案第８９号までの３件について、委員長報告のとおり認定すること
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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８７号、平成２０年度美馬市一般会計歳入歳出決

算及び特別会計歳入歳出決算認定についてから、議案第８９号、平成２０年度美馬西部青

少年育成センター組合歳入歳出決算認定についてまでの３件は原案のとおり認定すること

に決しました。 

 ただ今、決算関係３件を認定いたしましたので、この認定をもちまして、決算特別委員

会は消滅となります。 

 委員の皆さんには大変お疲れさまでございました。 

 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。 

 お手元に配付をいたしておりますとおり、閉会中の継続調査について各委員会より申出

書が提出されております。 

 お諮りをいたします。 

 継続調査については、各委員長の申出書のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付する

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それぞ

れ閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。 

 なお、開会日に報告を受けました報告案件につきましては了といたします。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はいずれも議了いたしました。 

 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） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本定例会は今月３日に開会をされまして、途中シルバーウィークを挟むなど、本日で２

８日間、長期間になったところでございますが、議員各位におかれましては、大変ご多用

の中、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４号）など、上程をしておりました議案すべてにつきまして、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。 

 なお、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遺

漏のないように万全を期してまいりたいと考えておるところでございます。また、代表質

問、並びに一般質問、更には各常任委員会等を通じまして、議員各位から市政の重要課題

についてさまざまなご意見や、あるいは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い
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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、今、世間では新型のインフルエンザが本格的に流行がするというこ

とで懸念をされております。美馬市におきましても例外ではないわけでございます。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

にご活躍賜りますようご祈念を申し上げまして閉会に当たってのごあいさつにさせていた

だきます。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９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９月３日より本日までの２８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。皆様方には市政発

展のために、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９月美馬市議会定例会を閉会といたします。 

閉会 午前１０時２９分 

 


