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平成２８年９月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

平成２８年９月２０日（火）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 会期の決定について

日程第 ３ 議案第５２号 美馬市道の駅地域振興施設条例の制定について

議案第５３号 平成２８年度美馬市一般会計補正予算（第２号）

議案第５４号 平成２８年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

議案第５５号 平成２８年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５６号 平成２７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

議案第５７号 平成２７年度美馬市公営企業会計決算認定について

議案第６８号 土地及び建物の取得について

議案第６９号 工事請負契約の変更について

議案第７０号 工事請負契約の変更について

日程第 ４ 議案第５８号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第５９号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６０号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６１号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６２号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６３号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６４号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第６５号 辺地に係る総合整備計画の変更について

議案第６６号 辺地に係る総合整備計画の変更について

議案第６７号 辺地に係る総合整備計画の変更について

日程第 ５ 報告第 ２号 平成２７年度美馬市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て

報告第 ３号 市長専決処分の報告について

報告第 ４号 有限会社ミマコンポストの経営状況について

報告第 ５号 株式会社ウッドピアの経営状況について

報告第 ６号 ふるさとわきまち株式会社の経営状況について

報告第 ７号 株式会社清流の郷の経営状況について
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平成２８年９月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 平成２８年９月２０日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時０１分

◎ 出席議員

１番 藤野 克彦 ２番 浪越 憲一 ３番 都築 正文

４番 田中 義美 ５番 中川 重文 ６番 林 茂

７番 武田 喜善 ８番 郷司千亜紀 １０番 井川 英秋

１１番 西村 昌義 １２番 国見 一 １３番 久保田哲生

１４番 片岡 栄一 １５番 原 政義 １６番 川西 仁

１７番 三宅 共 １８番 谷 明美 １９番 前田 良平

２０番 武田 保幸

◎ 欠席議員

なし

◎ 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 藤田 元治

副市長 栗栖 昭雄

政策監（企画総務部長） 加美 一成

地方創生推進総局長 上谷 敏也

保険福祉部長 平井 佳史

市民環境部長 佐藤 充生

経済建設部長 奥村 敏彦

水道部長 武田 光男

プロジェクト推進総局長 四宮 明

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 川口 種満

経済建設部理事 山田 一弘

プロジェクト推進総局理事 矢田 孝志

企画総務部秘書課長 住友 礼子

企画総務部企画政策課長 西野 佳久

会計管理者 井関 敏秀

代表監査委員 松家 忠秀
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教育長 光山 利幸

副教育長 緒方 利春

理事（文化・スポーツ課長） 中川 貴志

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 岡 建樹

議会事務局次長 南 佳幸

議会事務局主幹 篠原 純子

◎ 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。

１８番 谷 明美 議員

１９番 前田 良平 議員

２０番 武田 保幸 議員
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開会 午前１０時０１分

◎議長（久保田哲生議員）

開会に先立ちまして、去る８月９日にご逝去されました藤原英雄議員に謹んで哀悼の意

を表したいと思います。

藤原英雄議員は、平成１３年に美馬町議会議員に初当選されまして、町村合併後は美馬

市議会議員として通算１５年の長きにわたり町政並びに市政の発展に尽くされました。特

に、平成２６年５月から２年間、美馬市議会第６代目の議長としてその手腕を大いに発揮

され、そのご功績は多大なものでありました。今後のご活躍に期して持つべきもの大であ

りましたのに、再び温容に接することのできないことは悲しみに耐えません。ここに、藤

原英雄議員のご冥福をお祈りし、謹んで黙禱をささげたいと思います。

それでは、全員ご起立をお願いいたします。

（全員起立）

◎議長（久保田哲生議員）

黙禱、始めてください。

（黙禱）

◎議長（久保田哲生議員）

黙禱を終わります。ご着席ください。

ただいまの出席議員は１９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

２８年９月美馬市議会定例会を開会いたします。

ただいまから本日の会議を開きます。

それでは、諸般の報告をいたします。議長諸般の報告といたしまして、主なものについ

て報告をいたします。

まず、８月１０日、徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会が徳島県国保会館で開催

され、出席をいたしました。

次に、８月１１日、第１１回うだつまつりが開催され、出席をいたしました。

次に、８月２３日、平成２８年度吉野川上流改修促進期成同盟会通常総会がつるぎ町で

開催され、出席をいたしました。

次に、８月２９日、美馬西部特別養護老人ホーム組合など、つるぎ町と構成する一部事

務組合の臨時会がそれぞれ招集され、副議長並びに所管常任委員長とともに出席をいたし

ました。

次に、９月３日、近畿美馬市ふるさと会ふるさと体験交流事業親睦会が開催され、議員

各位とともに参加をいたしました。

次に、監査委員から平成２８年７月分及び８月分の例月出納検査についての報告が提出

をされております。

なお、ただいまの報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきましては、事務局に保

管をしておりますので、必要に応じてご高覧いただきたいと思います。

以上で諸般の報告を終わります。

これより本日の日程に入ります。
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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。

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、１８番 谷明美君、１９番 前田良平君、２０番 武田保幸君を指名いたし

ます。

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は９月１３日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から１０月１７日までの２８日間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（久保田哲生議員）

異議なしと認め、本定例会の会期は本日から１０月１７日までの２８日間とすることに

決定をいたしました。

なお、会期中の会議日程につきましては、お手元にご配付のとおりにしたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。

ここで、お諮りいたします。台風１６号の接近により、美馬市に大雨洪水暴風警報、並

びに土砂災害警戒情報が発令され、本日９時に災害対策本部が設置されております。災害

の未然防止と市民の安全確保のため、本日の会議はこれにて延会とし、明日は休会の日で

ありますが、議事の都合により会議を開くこと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（久保田哲生議員）

異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決しました。明日の午前１０時か

ら会議を開きます。

本日はこれをもって散会といたします。

延会 午前１０時０８分
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。

平成２８年９月２０日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １８番

会議録署名議員 １９番

会議録署名議員 ２０番


