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平成２７年９月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

平成２７年９月１６日（水）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６８号 美馬市個人情報保護条例の一部改正について

議案第６９号 美馬市手数料条例の一部改正について

議案第７０号 穴吹農村環境改善センター条例の一部改正について

議案第７１号 美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正について

議案第７３号 平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第５号）

議案第７４号 平成２７年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

議案第７５号 平成２７年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第７６号 平成２６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７７号 平成２６年度美馬市公営企業会計決算認定について

議案第７８号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第７９号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第８０号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第８１号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第８２号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第８３号 辺地に係る総合整備計画の変更について

議案第８４号 辺地に係る総合整備計画の変更について

議案第８５号 辺地に係る総合整備計画の変更について

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２７年９月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 平成２７年９月１６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 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 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
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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 三好 明美

◎ 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。

１４番 片岡 栄一 議員

１５番 原 政義 議員

１６番 川西 仁 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（藤原英雄議員）

皆さん、改めましておはようございます。

ただいまの出席議員は全員であります。

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

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。

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、１４番 片岡栄一君、１５番 原

政義君、１６番 川西 仁君を指名いたします。

次に、日程第２ 議案第６８号「美馬市個人情報保護条例の一部改正について」から議

案第７１号「美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正について」まで及び議案第７３号

「美馬市一般会計補正予算（第５号）」から議案第８５号「辺地に係る総合整備計画の変

更について」までの合わせて１７件を一括し、議題といたします。

この件につきましては、所管の常任委員会及び決算特別委員会に付託しておりましたの

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、４番。

◎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７１号「美馬市事業所等設置奨

励条例の一部改正について」及び議案第７３号「平成２７年度美馬市一般会計補正予算

（第５号）のうち所管分」、以上２議案について、審査のため、去る９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６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７１号「美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正について」では、「雇用奨励金
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の上限を１，０００万円から４，０００万円に改正するということであるが、今までにこ

の条例により奨励金を出したことがあるか。」との質疑がありました。

理事者からは、「今までに適用したことがある。今回、上限額を４，０００万円とする

ことで、大規模企業の誘致を図るものであり、議案可決後は、商工会等関係機関や広報誌

等で周知に努めていきたい。」との答弁がありました。

次に、議案第７３号「平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分」

では、農業振興費の補助金の中で、「耕作者集積協力金の内容及び申請人数は。」との質

疑がありました。

理事者からは、「農地中間管理機構に農地を貸し付けた際、農地集積協力者に対して交

付されるものである。今回は２筆以上を連反して貸し付けた時に、追加で１０アール当た

り２万円の交付金がつき、１名が申請している。」との答弁がありました。

また、委員からは「農地中間管理機構を利用する人が少ないのではないか。今後の取り

組み方は。」との質疑がありました。

理事者からは、「全国的、県下的にも貸し付ける方が少なく、美馬市も例外でない。制

度の中で貸付期間が１０年以上という制約があるというのもネックになっているが、今後、

県や農地中間管理機構と協議して、推進、啓発していきたい。」との答弁がありました。

次に、委員から、住宅管理費の中の市営住宅解体・撤去工事請負費について、「解体し

た所に新しく増設の計画はないのか」との質疑がありました。

理事者からは、「今回、木造で老朽化している住宅３棟を取り壊しする。今後、長寿命

化計画に基づき、取り壊しするか、修繕すれば入居が可能な住宅については修繕していく

ことになる。」との答弁がありました。

次に委員から、企業立地推進費の中で「予算の中に設計の変更によるものがどのくらい

含まれているか。」との質疑がありました。

理事者からは、「施工前の地質調査で、想定よりも地山が深かったことによる地盤改良

の改良長の変更と、湧水取水工の取水管をＶＰ管からステンレス管に変更するもので

す。」との答弁がありました。

また、「最初に設計委託しているので、それなりにやっていかなければいけないのでは

ないか。」との質疑がありました。

理事者からは、「企業側のオーダーメイド型工場ということを踏まえ、月１回企業側と

施工業者を交えて設計内容の協議等を行っている。現場の地質を考慮しての設計内容の変

更である。」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。

その他所管事項について、８月の議員全員協議会で議長より参考人招致についての要請

があり、当委員会で株式会社清流の里、ふるさと脇町、２社の新社長に参考人として出席

要請を行いました。内容につきましては、指定管理における業務及び経理について今後の

取り組み、決意などについて経営方針を述べていただきました。その後、質疑を行いまし

た。
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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）

はい、８番。

◎議長（藤原英雄議員）

８番、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）

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７３号「美馬市一般会計補正予

算（第５号）」のうち所管分、議案第７４号「平成２７年度美馬市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）」及び、議案第７５号「平成２７年度美馬市介護保険特別会計補正予

算（第１号）」の予算案件３件の議案について、審査のため去る９月８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、関係部署へ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７３号「平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分」では、

児童福祉総務費の児童クラブ運営委託料について、「脇町児童クラブの支援員を非常勤か

ら常勤扱いにした理由と根拠」また、「今回支援員の給与が上がるということだが、人数

や一人当たりの給与を増やすのは運営している団体の判断か。また、利用料についてどの

ように考えているのか。」などの質疑がありました。

理事者からは、「美馬市全体の児童クラブの運営がスムーズにできるように、中核的な

脇町第１と脇町第２児童クラブにそれぞれ１名ずつ常勤職員を配置。今後も状況を見なが

らほかの児童クラブについても検討していく」との答弁が、また、「各児童クラブには地

元の学校長、民生委員、ＰＴＡ関係者、行政、児童クラブの会長等で構成された運営委員

会を立ち上げており、さまざまな問題に対し協議しております。支援員の賃金等について

は、少しでも上げられるように努力していきたい。利用料については、来年度から減額を

行うため準備を進めている。」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）
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議長、１４番。

◎議長（藤原英雄議員）

１４番、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６８号「美馬市個人情報保護条

例の一部改正について」から議案第７０号「穴吹農村環境改善センター条例の一部改正に

ついて」までの条例案件３件、議案第７３号「平成２７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、議案第７８号「辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて」から議案第８５号「辺地に係る総合整備計画の変更について」まで、その他案件

８件について、以上１２議案について、審査のため、去る９月９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６９号「美馬市手数料条例の一部改正について」、委員から「やむを得な

い理由により住所地において個人番号の通知カードを受け取ることができない方への情報

提供、広報はできているか。」との質疑があり、理事者から「広報誌への掲載、総務省で

も新聞広告により居所の登録をするように周知はしている。」また「各施設や病院を回り

該当がある方への周知を行っている。」との答弁がありました。

次に議案第７３号「平成２７年度美馬市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分」で

は、危機管理費の消耗品費について「賞味期限が近づいている飲料水、缶詰等はどのよう

にするのか。」との質疑がございました。

理事者からは、「そのようなものについては市の防災訓練や自主防災組織の訓練で使用

する予定である。」との答弁がございました。

次に、電子計算費の委託料について、「今まであった分の改修か。また、何年に１度程

改修する必要があるのか。」との質疑があり、理事者から、「今回の補正は、来年１月か

らのマイナンバー制度に対応するための改修である。」また、「通常のコンピュータ機器

については５年をめどに更新をしていくこととしている」との答弁がありました。

次に、支所及び出張所費の木屋平地区買物支援体制構築実証事業補助金で、「今後は他

の地域でも進めていくのか。また補助金の詳細は。」との質疑がございました。

理事者からは、「木屋平地区の地域づくり団体が主体となり大手コンビニチェーンの協

力をいただき車両を無償でお借りし、移動販売をする。実質の販売は地域づくり団体で行

い人件費、燃料費等を補助する。」また、「今後は要望、採算制を考え他の地域にも広げ

ていきたい。」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
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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）

次に、決算特別委員会委員長 谷 明美君。

◎１８番（谷 明美議員）

議長、１８番。

◎議長（藤原英雄議員）

１８番、谷 明美君。

［１８番 谷 明美議員 登壇］

◎１８番（谷 明美議員）

議長のご指名がございましたので、決算特別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「平成２６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」及び、議案第７７号「平成

２６年度美馬市公営企業会計決算認定について」の２議案について審査のため、去る９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９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、原案のとおり認定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、「一般会計の財産収入で不動産売却収入があるが、市内に売り払いの対象と

なっている遊休地はどのくらいあるのか。また、そういう財産について売却計画はあるの

か。」との質疑がありました。

理事者からは、「処分を予定している土地が４２カ所あり、そのうち売却できていない

土地が１０カ所ある。現在、公共施設総合管理計画を策定中であるため、その計画に含め

て売却を進めたい。」との答弁がありました。

次に、委員から「歳入の寄附金について、寄附してくれた人に対し感謝の意を込めて、

公表してあげることも大事と思うが、どう考えているか。」との質疑がありました。

理事者からは、「寄附いただいた方で、本人の承諾を得た方については、広報誌に名前

を掲載している。また永年、寄附いただいている方については、感謝状を贈っている。」

との答弁がありました。

次に、委員から「消防費の消防施設費の不用額が多いが、その理由は。」との質疑があ

りました。

理事者からは、「平成２５年度繰越事業の美馬地区消防救急デジタル無線整備事業に伴

うもので、この事業については平成２５年度３月追加補正において、国の好循環実現のた

めの経済対策による追加配分がされた事業であり、予定価格より安価で入札されたことに

より生じたもので、予算についても繰越予算のため専決での減額はできない。」との答弁

がありました。
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次に、委員から「美馬市公共下水道事業特別会計の歳入では、使用料の額が少ない。公

共下水道事業の加入率が少ないと思うが、このことに対する今後の取り組みは。」との質

疑がありました。

理事者からは、「下水道事業、農業集落排水を含め汚水処理構想を市民に理解してもら

う努力が必要であるため、戸別訪問を含めながらパンフレットを作成し、加入促進に向け

努力する。」との答弁がありました。

以上で、決算特別委員会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、ただいまの各委員長報告に対する質疑に入ります。何かご質疑はございませ

んか。

ありませんか。

（「なし」の声あり）

◎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）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

これより、採決をいたします。

まず、議案第６８号「美馬市個人情報保護条例の一部改正について」から議案第７１号

「美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正について」の４件について、一括採決を行いま

す。議案第６８号から議案第７１号までの４件については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６８号から議案第７１号までの４件については、各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（藤原英雄議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６８号から議案第７１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７３号「平成２７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７３号については、各委員長報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。

議案第７３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（藤原英雄議員）
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異議なしと認めます。よって、議案第７３号については、原案のとおり可決されました。

次に議案第７４号「平成２７年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」及

び議案第７５号「平成２７年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）」の２件につ

いて採決を行います。

議案第７４号及び議案第７５号の２件については、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７４号及び議案第７５号の２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（藤原英雄議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７４号及び議案第７５号の２件については、原案

のとおり可決されました。

◎議長（藤原英雄議員）

次に、議案第７６号「平成２６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」及び議案第７７号「平成２６年度美馬市公営企業会計決算認定につい

て」の２件について、一括採決を行います。

委員長の報告は、議案第７６号及び議案第７７号については、いずれも原案認定であり

ます。

お諮りいたします。

議案第７６号及び議案第７７号の２件については、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７６号及び議案第７７号は、原案のとおり認定す

ることに決しました。

ただいま、決算特別委員会に付託をいたしておりました２議案について、認定をいたし

ましたので、決算特別委員会は、これをもちまして消滅といたします。

大変ご苦労でございました。

次に、議案第７８号「辺地に係る総合整備計画の策定について」から議案第８５号「辺

地に係る総合整備計画の変更について」までの合わせて８件について一括採決をいたしま

す。

議案第７８号から議案第８５号の８件について、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７８号から議案第８５号までの８件について、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）
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◎議長（藤原英雄議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７８号から議案第８５号までの８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「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

出されています。

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（藤原英雄議員）

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いた

しました。

ただいま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）

美馬市議会平成２７年９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が、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、ご同意、またご承認を賜り、厚く御礼申し上げる次第でござい

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、そして検討を加えまして、今後の市政に反映をさせてまいりたいと思

っておる所存でございます。

さて、先週、また豪雨による大きな災害が発生いたしました。堤防の決壊などにより、

栃木県、茨城県、宮城県では、多くの方が亡くなられ、家屋や農作物などに甚大な被害が
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出ております。亡くなられました方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被

害に遭われた皆様方にお見舞いを申し上げる次第でございます。

近年、台風はもとより、低気圧、前線の通過に伴う、急激な気象の変化、加えて火山の

噴火などの自然災害が、全国各地で発生をいたしておりまして、各自治体では対応の難し

さに直面しているところでございます。

本市におきましても、大量の雨による土砂災害の発生が懸念される区域も大変多く、ま

た、河川の増水による影響も心配されるところでございます。引き続き、防災対策、減災

対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

次に、いよいよ開催が目前になりました「第２２回高円宮牌グラススキージャパンオー

プン」についてでございます。

国内外のトッププレイヤーが競い合うこの大会は、来週９月２５日の開会式を皮切りに、

２６日、２７日の３日間、木屋平、中尾山高原グラススキー場を会場に開催をされること

となっております。

この大会は、美馬市制１０周年記念を飾る重要な行事と位置づけをいたしますとともに、

「四国のまほろば美馬市」を全国に発信する絶好の機会でもございまして、現在、実行委

員会におきましては、大会の円滑な開催に向けまして最終的な準備に余念がないところで

ございます。

また、先般、９月６日には、国道４９２号におきまして、「まほろばの里クリーン作

戦」が行われました。この取り組みが、災害時に備えた支障木の除伐作業であることは言

うまでもないことでございますが、大会会場へのアクセス面にとりましても大きな効果が

あったと思っております。

当日は、雨模様の悪天候にもかかわらず、消防団や自治会の皆様、そして建設業協会、

四国電力、ＮＴＴ等企業関係の皆様４５０名になんなんとする方々に、それぞれ作業機材

や高所作業車等持参の上、ご参加をいただき大変ありがとうございました。

作業に当たっていただきました皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げる次第でござい

ます。

大会では、競技をごらんいただくことはもちろんでありますが、期間中は、会場に隣接

いたします施設におきましても、「少女バレーボール大会」、「グラウンド・ゴルフ交流

大会」などの共催イベントが開かれます。

議員各位を初め、多くの市民の皆様にお越しいただきますようご案内いたしますととも

に、この大会が、市制１０周年を盛り上げ、心に残る催しとなりますよう、関係各位、そ

して周辺地域の皆様のご協力を改めてお願いを申し上げる次第でございます。

結びとなりましたが、朝夕は涼しくなってまいりました。昼間は気温が高い日々もあろ

うかと思われますが、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ま

して、市勢発展のために、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

当たってのご挨拶にかえさせていただきます。

大変ありがとうございました。

◎議長（藤原英雄議員）
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平成２７年９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８月２５日の開会以来、本日までの２３日間にわたり、

終始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、市長を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反映されますようお願いをいたすものであり

ます。

また、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を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３６分
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