
－８９－ 

 

平成２７年６月美馬市議会定例会議事日程（第３号） 

 

平成２７年７月２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５７号 美馬市職員の再任用に関する条例の一部改正について 

      議案第５８号 美馬市立幼稚園条例及び美馬市立幼稚園預かり保育実施条例 

             の一部改正について 

      議案第５９号 平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第２号） 

      議案第６０号 平成２７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６１号 平成２７年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

      議案第６２号 平成２７年度美馬市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

      議案第６３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 

      議案第６４号 工事請負契約の変更について 

      議案第６５号 市道路線の認定について 

 

日程第 ３ 発議第 ３号 美馬市議会会議規則の一部改正について 

 

日程第 ４ 閉会中の継続調査について 

 

日程第 ５ 議会のあり方検討協議会について 



－９０－ 

 

平成２７年６月美馬市議会定例会会議録（第３号） 

                                         

◎ 招集年月日   平成２７年７月２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  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    ９番  藤原 英雄 

  １０番  井川 英秋   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 

  １１番  西村 昌義 

                                         

◎ 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               佐藤 健二 

  プロジェクト推進総局長       橘  博史 

  企画総務部長            上谷 敏也 

  保険福祉部長            緒方 利春 

  市民環境部長            佐藤 充生 

  経済建設部長            奥村 敏彦 

  水道部長              仁木  崇 

  消防長               岡本 博久 

  保険福祉部理事           森本 康史 

  経済建設部理事           山田 一弘 

  プロジェクト推進総局理事      四宮  明 

  木屋平総合支所長          江口 文之 

  企画総務部秘書課長         大泉 勝嗣 

  企画総務部企画政策課長       西野 佳久 



－９１－ 

 

  会計管理者             井関 敏秀 

  代表監査委員            松家 忠秀 

  教育長               光山 利幸 

  副教育長              加美 一成 

  理事（文化・スポーツ課長）     緒方 義和 

                                         

◎ 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 

  議会事務局次長補佐         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。 

               ３番  都築 正文 議員 

               ４番  田中 義美 議員 

               ５番  中川 重文 議員 

 

 



－９２－ 

 

開議 午前１０時００分 

◎議長（藤原英雄議員） 

 ただいま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

いたします。 

 なお、西村昌義議員より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。 

 まず、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、平成２７年５月分の例月出納検査についての報告が提出されております。

なお、ただいま報告いたしました関係書類につきましては事務局に保管しておりますので、

必要に応じてごらんいただきたいと思います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

 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、３番 都築正文君、４番 田中義

美君、５番 中川重文君を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第５７号、美馬市職員の再任用に関する条例の一部改正について

から、議案第６５号、市道路線の認定についてまでの９件を一括し、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いたしておりましたので、各委員長の

報告を求めます。 

 開催順にお願いいたします。 

 初めに、産業常任委員会委員長、田中義美君。 

◎４番（田中義美議員） 

 はい。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 田中義美君。 

［４番 田中 義美議員 登壇］ 

◎４番（田中義美議員） 

 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につきまして、ご報告申

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５９号、平成２７年度美馬市一

般会計補正予算（第２号）のうちの所管分、及び議案第６２号、平成２７年度美馬市工業

用水道事業会計補正予算（第１号）の予算案件２件、議案第６４号、工事請負契約の変更

について、及び議案第６５号、市道路線の認定についてのその他案件２件。以上、４議案

について、審査のため、去る６月２６日に委員会を開催いたしました。出席の委員は、私

を含め６名であります。 

 付託された議案の審査に当たり、関係部署より詳細な説明を求め、その上地図・写真等

３件の追加資料を提出いただき、慎重に審査いたしました結果、原案のとおり可決するも
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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。 

 まず初めに、委員から議案第５９号、平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第２号）

の所管分では、農業振興費の経営体育成支援事業補助金について、今までどういったとこ

ろに交付しているのか。また、融資を受けるに当たって規約はあるか等の質問がありまし

た。理事者からは、融資主体型の補助金であり、農業機械や設備に対し、税抜き事業費の

３０％、または上限３００万円を交付するものである。融資を受けるに当たっては、市内

で策定されている人・農地プランに加入していることが必要で、現在８地区１２０名ほど

の個人と団体が加入している。今回その中で、４人の個人と２つの団体から補助金交付申

請が出ているとの答弁がありました。 

 次に、林業振興費のとくしま明日の農林水産業づくり事業補助金について。機械の改修

や新しく購入するための補助金かとの質疑がありました。 

 理事者からは、県単事業で、３人以上の林業を推進している団体の申請により、地域で

使用する林業作業用機械の導入に対し、県から３割、市から１割を補助し、地域の林業の

振興を図るものであるとの答弁がありました。 

 次に農地費では、ため池ハザードマップは、今まで何カ所作成しているのか。または今

後予定しているところはあるかとの質疑がありました。 

 理事者からは、比較的規模の大きいため池で実施しており、平成２４年度から２６年度

にかけて６カ所実施、今年度は２カ所を予定している。当初８カ所で計画していたため、

今年で全て完了となるとの答弁がありました。 

続いて、議案第６４号、工事請負契約の変更についてでは、当初の計画どおりに行かなか

った理由は何かとの質疑がありました。 

 理事者からは、設計を起こす段階で、地権者の同意が得られていなかったため、工事用

進入道路を１カ所としていたが、資材搬入や車両の往来などに支障をきたし、工期のおく

れが出るおそれがある。今回、地権者から工事施工承諾が得られたことから、進入道路を

１カ所追加することになった。このことにより、工事車両の進入がスムーズになり、施工

期間を短縮できると考えているとの答弁がありました。 

 また、当委員会で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（藤原英雄議員） 

 次に、福祉文教常任委員会委員長。郷司千亜紀君。 

◎８番（郷司千亜紀議員） 

 ８番。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 郷司千亜紀君。 

［８番 郷司 千亜紀議員 登壇］ 

◎８番（郷司千亜紀議員） 
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 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いて、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５８号、美馬市立幼稚園条例及

び美馬市立幼稚園預かり保育実施条例の一部改正についての条例案件１件、また議案第５

９号、平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分について、及び議案

第６０号、平成２７年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の予算案件２件

の合計３議案について、審査のため、去る６月２９日に委員会を開催いたしました。出席

の委員は、私を含め６名でございます。 

 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。 

 議案第５９号、平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分では、幼

稚園費の保育士資格取得特例講座受講負担金に関し、幼稚園教諭が幼保連携型認定こども

園で勤務するためには、保育士資格も有する保育教諭となる必要があることから、保育士

資格を有していない幼稚園教諭１１名のうち、今回５名分の負担金を計上しているとのこ

とだが、残りの６名の資格取得をどのように考えているのか。また、四国大学の西部地区

スーパーサテライトオフィスで、この講習が受けられるということであるが、民間の方も

受講することができるのか。今後、認定こども園を全域に進めていくと思うが、採用資格

枠も変わってくるのかとの質疑がありました。 

 理事者からは、認定こども園法の施行後５年間は、幼稚園教諭の免許があれば保育教諭

として勤務できるという経過措置があり、残り６名については、この間に保育士資格が取

得できるよう計画する。また、四国大学の西部地区サテライトオフィス（脇庁舎）で、保

育士資格の受講については定員が２０名までで、民間の方が講習を受けることも可能とな

っている。採用資格枠については、平成２５年から採用試験を行う際、両方の資格が条件

となっている。子どもの状況を見ながら、両方の資格の中で考え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、福祉文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 次に、総務常任委員会委員長、片岡栄一君。 

◎１４番（片岡栄一議員） 

 議長、１４番。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 片岡栄一君。 

［１４番 片岡 栄一議員 登壇］ 

◎１４番（片岡栄一議員） 

 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をご報告いたします。 
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 本委員会は、今期定例会において付託されました議案第５７号、美馬市職員の再任用に

関する条例の一部改正について条例案件１件、議案第５９号、平成２７年度美馬市一般会

計補正予算（第２号）のうち所管分、及び議案第６１号、平成２７年度美馬市公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）の予算案件２件、議案第６３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、その他案件１件の４議案について、審査のため、去る６月３０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審査に当たり、詳細なる説明を求め、慎重に審査の結果、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。 

 まず、議案第５９号、平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分で

は、危機管理費の備品購入費について購入する備品の保管設置場所はどこを予定している

のか、また指定避難所はどのような場所を指定しているのかとの質疑がございました。 

 理事者からは、折り畳み式担架等を購入し、指定避難所４４カ所のうち３２カ所、及び

災害時の活動拠点となる３カ所に保管する予定としている。また、指定避難所については

主な小・中学校のほか、小学校を改修して地元で利用できるような施設等を指定避難所と

して指定しているとの答弁がございました。 

 次に、ふるさと振興費では、一般コミュニティ助成事業の仕組みはどのようになってい

るのか。また、その上限助成額はとの質疑がございました。 

 理事者からは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として住

民のコミュニティ活動を推進し、健全な育成を図るため実施している事業で、市が住民団

体から申請を取りまとめて県を経由して自治総合センターに申請を行う。また、上限とし

て、１つの事業で２５０万円であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第６１号、平成２７年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

では、委員より汚水処理普及率を１０年後に１００％とした計画をしているが、その内容

はどのようなものかとの質疑がございました。 

 理事者からは、徳島県の汚水処理人口の普及率は５４．１％で、全国で最下位である。

専門的にいえば普及率・加入率・接続率があるが、普及率とは、その地域における全ての

住民が使えるように整備することである。公共下水道事業、農業集落排水事業・合併浄化

槽等により、この先１０年間で全ての地域において、地域の住民全ての汚水処理設備の整

備を目指す計画を平成２７年度中に作成するということである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。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 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、ただいま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） 
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◎議長（藤原英雄議員） 

 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（藤原英雄議員） 

 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。 

 議案第５７号、美馬市職員の再任用に関する条例の一部改正についてから議案第６５号、

市道路線の認定についてまでの９件について、一括採決を行います。 

 議案第５７号から議案第６５号までの９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５７号から議案第６５号までの９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（藤原英雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第５７号から議案第６５号までの９件については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、発議第３号、美馬市議会会議規則の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 

◎７番（武田喜善議員） 

 議長、７番。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 ７番、武田喜善君。 

［７番 武田喜善議員 登壇］ 

◎７番（武田喜善議員） 

 議長の指名がございましたので、ただいま上程いただきました発議第３号、美馬市議会

会議規則の一部改正について、説明させていただきます。 

 本発議は、美馬市議会会議規則第１４条第２項の規定により、議会運営委員会発議とし

て提出するものです。 

 提案理由の説明としまして、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、美馬市

議会会議規則において、出産に伴う会議の欠席に関する規定を明記するものでございます。

なお、同規則第９１条、委員会の欠席についても同様の改正を行うものでございます。詳

細につきましては、議案書をごらんいただきたいと思います。 

 以上で、発議第３号について提案理由の説明を終わります。ご審議いただき、議員各位

のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 以上で説明は終わりました。 



－９７－ 

 

 お諮りいたします。ただいまの発議第３号の趣旨は簡明であります。よって、成規の手

続きを省略し、直ちに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。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（藤原英雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。 

 お諮りいたします。発議第３号について、原案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（藤原英雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 お手元にご配付をいた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（藤原英雄議員） 

 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５、議会のあり方検討協議会についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 この件につきましては、お手元にご配付の議会のあり方検討協議会設置（案）のとおり

決定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（藤原英雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたします。 

 ただいま設置されました協議会構成員の選任については、協議会規程第２条第１項の規

定により、議長において、お手元にご配付のとおり指名いたします。 

 ここで、議事の都合により小休をいたします。 

小休 午前１０時２３分 

                                         

再開 午前１０時３２分 

◎議長（藤原英雄議員） 

 小休前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど、小休中に開催をされました協議会において、正・副会長の互選結果が報告をさ

れておりますので、議長から報告いたします。 

 議会のあり方検討協議会会長に林 茂君。副会長に藤野克彦君が互選されました。 

 以上で、報告を終わります。 
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 以上をもちまして、本定例会に付議を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たいと思います。 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 美馬市議会６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。 

 本定例会も本日最終日を迎えました。議員各位におかれましては、大変お忙しい中、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

して原案どおりご可決またご同意をいただきましたことにつきまして、厚く御礼を申し上

げます。議案審議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

きましては十分に研究、検討を加えまして、今後の市政運営に反映をしてまいる所存でご

ざいます。 

 さて、いよいよ明後日４日は、美馬市制１０周年記念式典及び総合落成式でございます。

この式典には、県副知事を初め、県選出の国会議員及び地元県議の皆様、さらには在大

阪・神戸オランダ総領事様、姉妹都市、県市長会代表者の皆さん、多数のご来賓の皆様方

にご臨席を賜ることとなっております。 

 また、市政推進のためにご尽力をいただきました方々や、庁舎一元化事業に当たり用地

をご提供いただきました方々への表彰状並びに感謝状の贈呈もいたしたいと考えておりま

す。約２００名のご出席で盛大にとり行うことと準備を進めておるところでございます。 

 議員の皆様方には、先般ご案内を申し上げております。大変お忙しいこととは存じます

が、ご臨席を賜り、式典を盛り上げていただきたく、再度ご案内を申し上げる次第でござ

います。 

 この記念式典のほかにも、来年の２月末まで美馬市制１０周年記念事業に係る諸行事を

実施していくことといたしておりますので、今後とも議員各位、また市民の皆様にも、ご

支援・ご協力を賜りますように重ねてお願いを申し上げる次第でございます。 

 次に、美馬地区統合小学校についてでございます。統合小学校につきましては、平成２

９年４月の開校に向けた準備を進めておりまして、一昨日、この工事に係る入札公告を実

施いたしたところでございます。入札の方法は、入札後審査方式一般競争入札でございま

して、開札は今月３０日に執行する予定といたしておりますが、この工事は美馬中学校の

敷地内で実施することもあり、安全かつ円滑な進捗を図るためには、少しでも早く工事に

着手いたしまして、早期の完成を目指してまいりたいと考えております。 

 そこで工事請負契約の締結につきましては、議会の議決が必要となりますので、落札者

が決定いたしましたなら、仮契約を締結した上で、できるだけ早い時期に議案審議をお願

いいたしたいと考えておりますので、その際にはどうかよろしくお願い申し上げます。 

 結びとなりますが、これからしばらくは梅雨の蒸し暑い日々が続くと思われます。議員

の皆様方におかれましては、健康には十分ご留意をいただき、市政発展のためにますます

ご活躍されますようご祈念を申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていただき

ます。 
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 大変ありがとうございました。 

◎議長（藤原英雄議員） 

 平成２７年６月美馬市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。 

 議員各位におかれましては、去る６月１５日の開会以来、本日までの１８日間にわたり、

始終ご熱心にご審議を賜り、全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、市長初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に反映いただきますよう、心からお願いするも

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申し上げまして、

閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 これをもちまして、平成２７年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３９分 
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