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平成２６年３月美馬市議会定例会議事日程（第４号）

平成２６年３月１３日（木）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 議案第 １号 美馬市役所の位置を定める条例の制定について

議案第 ２号 美馬市行政組織条例の一部改正について

議案第 ３号 美馬市公告式条例の一部改正について

議案第 ４号 美馬市青少年育成センター設置条例の一部改正について

議案第 ５号 美馬市福祉事務所設置条例の一部改正について

議案第 ６号 美馬市総合計画審議会条例の一部改正について

議案第 ７号 美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正につい

て

議案第 ８号 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について

議案第 ９号 美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センター条例等の一

部改正について

議案第１０号 重清北交流促進簡易宿泊施設条例の制定について

議案第１１号 美馬市工場立地法地域準則条例の制定について

議案第１２号 美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第１３号 美馬市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につい

て

議案第１４号 美馬市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て

議案第１５号 美馬市農山村研修集会施設等の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

議案第１６号 美馬市職員定数条例の一部改正について

議案第１７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

議案第１８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一部改

正について

議案第１９号 美馬市職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第２０号 美馬市立学校設置条例の一部改正について

議案第２１号 美馬市立幼稚園条例の一部改正について

議案第２２号 美馬市多世代交流センター条例の一部改正について

議案第２３号 脇町劇場設置条例の一部改正について
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議案第２４号 穴吹交流宿泊施設条例の一部改正について

議案第２５号 穴吹貸別荘施設条例の一部改正について

議案第２６号 美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て

議案第３３号 平成２６年度美馬市一般会計予算

議案第３４号 平成２６年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第３５号 平成２６年度美馬市国民健康保険特別会計予算

議案第３６号 平成２６年度美馬市後期高齢者医療特別会計予算

議案第３７号 平成２６年度美馬市介護保険特別会計予算

議案第３８号 平成２６年度美馬市公共下水道事業特別会計予算

議案第３９号 平成２６年度美馬市農業集落排水事業特別会計予算

議案第４０号 平成２６年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計予算

議案第４１号 平成２６年度美馬市簡易水道事業特別会計予算

議案第４２号 平成２６年度美馬市水道事業会計予算

議案第４３号 平成２６年度美馬市工業用水道事業会計予算

議案第４４号 美馬地区広域行政組合規約の変更について

議案第４５号 土地の取得について

議案第４６号 財産の無償譲渡について

議案第４７号 財産の無償譲渡について

議案第４８号 市道路線の認定について

議案第４９号 市道路線の変更について

議案第５０号 重清北交流促進簡易宿泊施設の指定管理者の指定について

議案第５１号 美馬市農山村研修集会施設等の指定管理者の指定について

議案第５２号 美馬市農林水産物加工施設等の指定管理者の指定について

議案第５３号 中尾山林業者等健康増進施設の指定管理者の指定について

議案第５４号 美馬市中尾山健康増進施設の指定管理者の指定について

議案第５５号 美馬市森林総合利用施設の指定管理者の指定について

議案第５６号 美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定について

議案第５９号 平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）

日程第 ３ 閉会中の継続調査について

日程第 ４ 議員派遣の件について
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平成２６年３月美馬市議会定例会会議録（第４号）

◎ 招集年月日 平成２６年３月１３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 都築 正文 ２番 田中 義美 ３番 中川 重文

４番 林 茂 ５番 武田 喜善 ６番 上田 治

７番 郷司千亜紀 ８番 藤原 英雄 ９番 井川 英秋

１０番 西村 昌義 １１番 国見 一 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 三宅 共 １７番 谷 明美 １８番 前田 良平

２０番 武田 保幸

◎ 欠席議員

１９番 三宅 仁平

◎ 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 栗栖 昭雄

事業推進監 堀 芳宏

政策監 逢坂 章人

プロジェクト推進総局長 岡田 芳宏

企画総務部長 加美 一成

保険福祉部長 宮原 竹市

市民環境部長 武田 晋一

経済部長 猪口 正

建設部長 櫻井 賢司

水道部長 山根 義弘

保険福祉部理事 藤川 一郎

プロジェクト推進総局理事 橘 博史

消防長 岡本 博久

木屋平総合支所長 藤本 高次
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企画総務部次長 緒方 利春

企画総務部秘書広聴課長 大泉 勝嗣

企画総務部財政課長 平井 佳史

会計管理者 藤野 和良

代表監査委員 松家 忠秀

教育長 光山 利幸

副教育長 大垣賢次郎

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 佐藤 健二

議会事務局次長 小野 洋介

議会事務局次長補佐 近藤 悦子

◎ 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。

７番 郷司千亜紀 議員

８番 藤原 英雄 議員

９番 井川 英秋 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（久保田哲生議員）

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、お手元にご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、三宅仁平議員より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８８条の規定により、７番 郷司千亜紀君、８番 藤原

英雄君、９番 井川英秋君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第１号、美馬市役所の位置を定める条例の制定についてから議案

第２６号、美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの２６件、

議案第３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算から議案第５６号、美馬市木屋平交流施

設の指定管理者の指定についてまでの２４件、及び議案第５９号、平成２５年度美馬市一

般会計補正予算（第５号）の、合わせて５１件を議題といたします。

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。

開催順にお願いいたします。

初めに、産業常任委員長、武田喜善君。

◎５番（武田喜善議員）

議長、５番。

◎議長（久保田哲生議員）

５番、武田喜善君。

［５番 武田 喜善議員 登壇］

◎５番（武田喜善議員）

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について審査のため、去る３月６

日に委員会を開催し、議題となっております、議案第１０号、重清北交流促進簡易宿泊施

設条例の制定についてから議案第１２号、美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例の

制定についてまでの３件、議案第１５号、美馬市農山村研修集会施設等の設置及び管理に

関する条例の一部改正について、及び議案第２３号、脇町劇場設置条例の一部改正につい

てから議案第２６号、美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで

の４件、合わせて条例案件８件、議案第３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算のうち

所管分、及び議案第３８号、平成２６年度美馬市公共下水道事業特別会計予算から議案第

４３号、平成２６年度美馬市工業用水道事業会計予算までの６件、合わせて予算案件７件、

議案第４５号、土地の取得について、及び議案第４７号、財産の無償譲渡についてから議
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案第５６号、美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定についてまでの、その他案件１１

件、議案第５９号、平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分の予算

案件１件、全て合わせて２７件について審査を行いました。

出席の委員は私を含め５名であります。

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。

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３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算のうち所管分について、まず初めに、

「穴吹川観光駐車場整備の場所と何台駐車できるか、また工事方法はどのようなものか」

との質疑がありました。理事者からは、「ブルーヴィラの対岸で、約５０台駐車できる。

工事方法は、川の景観を損なわないように、簡易な舗装をして区画を作る。駐車場ができ

ることで、違法駐車がなくなるようにしたい」との答弁がありました。

続いて、「里平野・横尾工場用地における水源の森の概要について」の質疑がありまし

た。理事者からは、「大塚製薬の工場の北側、山腹斜面約１４ヘクタールを購入し、水源

の森として管理をする。これは、大塚製薬が目指している環境と調和した工場にマッチさ

せ、かつ周辺の自然環境を守るためのものである」との答弁がありました。

次に、議案第４１号、平成２６年度美馬市簡易水道事業特別会計予算について、「簡易

水道の統合に当たって、水道料金、国の補助金等は将来どうなっていくのか」との質疑が

ありました。理事者からは、「今ある１３施設のうち、美馬町、脇町、穴吹町の９施設は

上水道に統合する。木屋平の施設は、簡易水道のままである。上水道になると補助金など

はなく、独立採算である。将来的には維持管理費等が水道料金に影響する可能性はある」

との答弁がありました。

また、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（久保田哲生議員）

次に、福祉文教常任委員長、谷明美君。

◎１７番（谷 明美議員）

議長、１７番。

◎議長（久保田哲生議員）

１７番、谷明美君。

［１７番 谷 明美議員 登壇］

◎１７番（谷 明美議員）

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４号、美馬市青少年育成センタ

ー設置条例の一部改正について、議案第５号、美馬市福祉事務所設置条例の一部改正につ
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いて、議案第９号、美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センター条例等の一部改正に

ついて、議案第２０号、美馬市立学校設置条例の一部改正についてから議案第２２号、美

馬市多世代交流センター条例の一部改正についてまでの条例案件６件、議案第３３号、平

成２６年度美馬市一般会計予算のうち所管分、及び議案第３５号、平成２６年度美馬市国

民健康保険特別会計予算から議案第３７号、平成２６年度美馬市介護保険特別会計予算ま

での予算案件４件、議案第４４号、美馬地区広域行政組合規約の変更についてのその他案

件１件、議案第５９号、平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分の

予算案件１件、以上の全１２議案について、審査のため、去る３月７日に委員会を開催い

たしました。

出席の委員は私を含め７名であります。

付託されました議案の審査に当たり、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。

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。

まず、議案第３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算のうち所管分では、まず初めに、

児童福祉費の中で、子ども・子育て会議委員報酬に関し、「委員構成について」また、「こ

れまでの会議の内容と今後の予定について」質疑がありました。理事者からは、「委員は

学識経験を有する者、教育・保育施設の代表者など５つの区分から１０名で構成されてい

る」「初回の会議では、組織の概要と役割を確認後、就学前再編成整備計画のうち美馬地

区における認定こども園についてなど、諮問を行った。これにより、第２回会合では、美

馬地区では１カ所が適正であるとの答申を受けた。第３回会合では、事業計画策定の基礎

資料となるニーズ調査の結果について審議した。以上、会議の主な内容が挙げられ、今後

は、ニーズを把握し、サービスの必要量、施策の実施などについて調査・審議の上、平成

２６年度中に美馬市子ども・子育て支援事業計画を策定したい」との答弁がありました。

続いて、小学校費では、「岩倉小学校児童送迎用地整備工事の内容について」質疑があ

りました。理事者からは、「小学校東隣の民有地を借り上げて整備するものである。現状

は果樹園であるが、果樹を撤去し砕石を敷く予定である。道路から７０センチ程度の段差

解消のため、スロープ状に道をつけ、広く見通しのよいものにしたい。また、送迎時の混

雑解消はもとより、安全確保のための周知を図りたい。なお、運用については、保育所も

含めて幼稚園・小学校の管理者と今後十分に協議してまいりたい」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、福祉文教常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（久保田哲生議員）

次に、総務常任委員長林茂君。

◎４番（林 茂議員）

議長、４番。

◎議長（久保田哲生議員）
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４番、林茂君。

［４番 林 茂議員 登壇］

◎４番（林 茂議員）

ただ今、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１号、美馬市役所の位置を定め

る条例の制定についてから議案第３号、美馬市公告式条例の一部改正についてまでの３件、

議案第６号、美馬市総合計画審議会条例の一部改正についてから議案第８号、消費税及び

地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの３件、

議案第１３号、美馬市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について及び議案第

１４号、美馬市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正についての２件、議案第１

６号、美馬市職員定数条例の一部改正についてから議案第１９号、美馬市職員の給与に関

する条例の一部改正についてまでの４件の条例案件１２件、議案第３３号、平成２６年度

美馬市一般会計予算のうち所管分、議案第３４号、平成２６年度美馬市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算及び議案第５９号、平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）

のうち所管分の予算案件３件、議案第４６号、財産の無償譲渡についてのその他案件１件、

以上１６議案について、審査のため、去る３月１０日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め４名であります。

付託されました議案の審査に当たり、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。

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。

委員から、議案第８号、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について、「美馬市の施設において、使用料等の消費税率を３％引き上げ

るとあるが、一律に引き上げるのではなく、市民サービスとして生活に密着した施設にお

いては引き上げをせず据え置くことはできないのか」との質疑がありました。理事者から

は、「今回消費税率を引き上げる施設は、消費税法上、課税対象となっている施設につい

て引き上げを行うものである。それぞれの施設の管理運営は、施設使用料及び市税等の一

般財源で賄われており、消費税率の引き上げによって、全ての施設において維持管理費の

増加が見込まれるところである。消費税率を引き上げない場合は、施設の維持管理費のう

ち一般財源分が増加することになり、市民の方全員が施設を利用するわけではないので、

結果的に施設を利用しない方にも負担を求めることとなってしまう。使用料に係る消費税

率の引き上げについては、受益者負担の公平性の観点からご理解をいただきたい」との答

弁がありました。

次に、委員から、議案第３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算のうち所管分中、

「徳島滞納整理機構負担金について、その効果と実績はどうなっているのか」との質疑が

ありました。理事者からは、「徳島滞納整理機構は、平成１８年に県下２４市町村が共同

参加により設置されたものである。美馬市においても、平成１８年度から委託をしており、
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移管件数は２１２件である。そのうち昨年度までについては、２億４,５４４万６,０００

円を徴収委託をし、収入額は１億２,０６６万円で、徴収率は４９.２％となっている。な

お、本年度については、１月末現在で、移管件数は３０件、税額にして２,８０１万５,０

００円、徴収金額１,１５０万８,０００円、徴収率４１.１％となっており、このうち完

納した件数は８件、金額にして５０６万４,０００円となっている」との答弁がありまし

た。

次に委員から、議案第５９号、平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち

所管分中、地域交流センター土地・建物購入費について、「商業施設のどの部分を購入す

るのか、また、今後の計画は」との質疑がありました。理事者からは、「商業施設の所有

権について、土地については、区分所有の所有権の設定をしており、全体の５５％を量販

店が、４５％を協同組合が所有している。そのうち協同組合が所有する４５％部分を取得

するものである。建物についても、台帳上、線が引かれており、協同組合の所有部分を取

得するものである。脇町の中心でアクセスの便利な当該土地建物を購入し、複合施設とし

て整備をすることは、美馬市にとって最善の方策と考えている。今後については、検討委

員会で市民の方々からご意見を伺い進めていきたい」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、総務常任委員会委員長の報告を終わります。よろしくお願いします。

申しわけない、出席委員が４名と僕は言ったんですけれども、７名です。申しわけあり

ません、訂正いたします。

◎議長（久保田哲生議員）

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。

質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

◎議長（久保田哲生議員）

質疑なしと認め、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。

討論はございませんか。

（「なし」の声あり）

◎議長（久保田哲生議員）

討論なしと認め、討論を終結いたします。

これより、採決を行います。

まず初めに、議案第１号、美馬市役所の位置を定める条例の制定についてを起立により

採決をいたします。

なお、本案は、地方自治法第４条第３項の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員

の３分の２以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。
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ただ今の出席議員は１９名でありますので、その３分の２は１３名であります。

本案に対する総務常任委員長の報告は、原案可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

（起立全員）

◎議長（久保田哲生議員）

起立全員でございます。ただ今の起立は、３分の２以上であります。

よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第２号、美馬市行政組織条例の一部改正についてから議案第２６号、美馬市

営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの２５件について、採決を行

います。

議案第２号から議案第２６号までの２５件については、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２号から議案第２６号までの２５件については、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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、議案第２号から議案第２６号までの２５件については、原案のとおり可決され

ました。

次に、議案第３３号、平成２６年度美馬市一般会計予算について、採決を行います。

議案第３３号については、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３３号については、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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、議案第３３号については、原案のとおり可決されました。

次に、議案第３４号、平成２６年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から議

案第４３号、平成２６年度美馬市工業用水道事業会計予算までの１０件について、採決を

行います。

議案第３４号から議案第４３号までの１０件については、各委員長の報告はいずれも原

案可決であります。

お諮りします。

議案第３４号から議案第４３号までの１０件については、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）
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◎議長（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、議案第３４号から議案第４３号までの１０件については、原案のとおり可決さ

れました。

次に、議案第４４号、美馬地区広域行政組合規約の変更についてから議案第４９号、市

道路線の変更についてまでの６件について、採決を行います。

議案第４４号から議案第４９号までの６件については、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４４号から議案第４９号までの６件については、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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、議案第４４号から議案第４９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５０号、重清北交流促進簡易宿泊施設の指定管理者の指定についてから議

案第５６号、美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定についてまでの７件について、採

決を行います。

議案第５０号から議案第５６号までの７件についての委員長報告は、いずれも原案可決

であります。

お諮りいたします。

議案第５０号から議案第５６号までの７件については、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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、議案第５０号から議案第５６号までの７件については、原案のとおり可決され

ました。

次に、議案第５９号、平成２５年度美馬市一般会計補正予算（第５号）について採決を

行います。

議案第５９号についての各委員長報告は、いずれも原案可決であります。

お諮りいたします。

議案第５９号については、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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。
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よって、議案第５９号について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。

お手元にご配付をしておりますとおり、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、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（久保田哲生議員）

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。

次に、日程第４、議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。

地方自治法第１００条第１３項及び美馬市議会会議規則第１６７条の規定により、お手

元にご配付のとおり議員派遣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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。

よって、お手元にご配付のとおり、議員派遣することに決定をいたしました。

ただ今議決されました議員派遣に変更がありました場合の措置については、議長に委任

されたいと思います。

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。

閉会に当たり、市長よりご挨拶をいただきます。

牧田市長。

（市長 牧田 久君 登壇）

◎市長（牧田 久君）

美馬市議会３月定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本定例会は、平成２６年度当初予算を始め、条例改正など数々の重要案件を提出させて

いただきました。２月２５日の開会以来、議員各位におかれましては、連日にわたりまし

て活発なご審議を賜り、提出をさせていただきました全ての議案につきまして、原案のと

おりご可決、またご同意を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。

議案審議等の過程におきまして、議員各位からいただきましたご意見、ご提言につきま

しては、今後の市政運営に反映をさせてまいる所存でございますので、引き続きご支援、

ご協力を賜りますよう、心よりお願いを申し上げる次第でございます。

さて、今議会は、議員各位におかれましては、任期最後の定例会となるわけでございま

して、感慨深いものがあろうかと拝察をいたします。一方、今期をもちまして勇退をされ



－１３－

る議員におかれましては、長年にわたりまして市政の推進にご尽力を賜り、心から厚く御

礼を申し上げる次第でございます。

この４年間を顧みますと、東日本大震災という未曽有の大災害の発生によりまして、多

くの人命が失われました悲しみを抱えまして、日本全体が懸命に復興に取り組んでまいっ

た期間でございました。また、国政におきましては、いわゆるねじれ国会の解消とともに、

アベノミクスと呼ばれる経済政策の推進や、社会保障と税の一体改革法案が成立をするな

ど、目まぐるしい社会経済状況の変化に直面をした時期でもございました。

こうした中にあって、本市におきましても、厳しい財政状況や市内経済の活性化など、

多くの課題と対面しつつも、長年の懸案でございました、拝原最終処分場事業の着手、庁

舎一元化事業、そして大塚製薬株式会社の工場用地造成事業など、市の将来を見据えた重

要プロジェクトに着手することができました。これもひとえに議員各位を始め、市民の皆

様のご支援、ご協力のたまものであると、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。

いよいよ来月には、市議会議員選挙が行われるわけでございます。引き続き立候補なさ

れます皆様方には、ぜひともご健闘をいただきまして、また、再びこの議場でお目にかか

れることを心から祈念を申し上げますとともに、市政の円滑な推進に今まで以上に一層の

ご尽力を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。

終わりになりますが、春を告げる桜前線の声も聞かれるころとなりました。日増しにう

ららかな春の陽気となってまいりますが、時節柄気温の変化の大きい時期でもございます。

くれぐれもご自愛をいただきまして、今後とも行政の各般にわたりまして、ご指導、また

ご鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていた

だきます。

４年間大変いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

◎議長（久保田哲生議員）

私の方からも一言ご挨拶を申し上げます。

我々議員も４月２２日をもって任期満了を迎えることになり、本日が最後の本会議にな

るかと思います。

私事でございますけれども、平成２４年５月の第１回美馬市議会の臨時議会において、

議員各位から議長にご推挙いただき、本日まで無事議長の職を務めることができました。

これも議員各位の温かいご支援、ご協力、また、牧田市長を始め、理事者の皆様方のご指

導、ご協力によりなし遂げることができたものであります。心から厚く御礼を申し上げま

す。

そして、今期最後に勇退を決意されております方におかれましては、これまでのご活躍

とご尽力に対する敬意を表する次第であります。健康に留意され、今後も美馬市と美馬市

議会の発展のためにご指導、ご鞭撻のほど賜りますよう、お願いを申し上げます。

また、引き続き立候補されます議員各位におかれましては、来月執行されます選挙によ

りまして、再び市民の負託を受けられ、本市の発展に対し更なるご活躍をいただきますこ

とをご祈念申し上げます。
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結びに当たり、美馬市長を始め、職員各位の更なるご活躍、また、美馬市の大いなる発

展と市民の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、挨拶に代えさせていただきま

す。大変どうもありがとうございました。

これをもちまして、平成２６年３月美馬市議会定例会を閉会といたします。

大変お疲れでございました。

閉会 午前１０時３５分
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