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令和２年３月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

令和２年２月２５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 １号 美馬市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に

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 美馬市行政不服審査法施行条例及び美馬市固定資産評価審査

委員会条例の一部改正について
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を定める条例の一部改正について
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議案第１２号 美馬市隣保館設置条例の一部改正について
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部改正について
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議案第１９号 美馬市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について

議案第２０号 美馬市学校林条例の廃止について

議案第２２号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第５号）

議案第２５号 令和２年度美馬市一般会計予算

議案第２６号 令和２年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
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議案第２９号 令和２年度美馬市介護保険特別会計予算

議案第３０号 令和２年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計予算
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議案第４０号 辺地に係る総合整備計画の策定について

議案第４１号 辺地に係る総合整備計画の策定について
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議案第４３号 財産の無償譲渡について

議案第４４号 市道路線の認定について
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日程第 ４ 議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第４号）

議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第２４号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）
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令和２年３月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和２年２月２５日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 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 谷 明美 １７番 前田 良平 １８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 加美 一成

副市長 七條 浩一

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 中川 貴志

経済建設部長 河野 功

水道部長 藤田 英雄

美来創生局長 前川 正弘

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 小野 洋介

木屋平総合支所長 佐古 真澄

会計管理者 山田富久治

企画総務部秘書課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画政策課長 小倉 進

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 大泉 勝嗣
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 西野 佳久

議会事務局次長 見立 貞治

議会事務局主幹 山口 慶子

◎ 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。

１４番 原 政義 議員

１６番 谷 明美 議員

１７番 前田 良平 議員
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開会 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

ただいまの出席議員は１７名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

２年３月美馬市議会定例会を開会をいたします。

なお、藤田市長からのご挨拶につきましては、提案理由の説明の際にあわせてお願いを

することといたしております。

なお、片岡議員より少し遅れるとの連絡がありましたので、ご報告させていただきます。

それでは諸般の報告をさせていただきます。議長諸般の報告といたしまして、主なもの

について報告をさせていただきます。

まず、１２月２６日、第６６回徳島駅伝美馬市選手団の結成及び結団式が開催をされ、

所管の常任委員会委員長ととともに出席をさせていただきました。

次に、１月２日、令和元年度美馬市成人式が開催をされ、議員各位とともに出席をさせ

ていただきました。

次に、１月１２日、美馬市消防出初め式が開催をされ、議員各位とともに出席をさせて

いただきました。

次に、２月１０日、令和２年徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会が徳島市で開催

をされ、出席をさせていただきました。

次に、２月１２日、全国過疎地域自立促進連盟理事会が東京都で開催をされ、出席をい

たしました。

次に、２月１９日、兵庫県洲本市議会議員が本市を訪問をされ、議員各位とともに意見

交換をさせていただきました。

次に、２月２１日、美馬西部特別養護老人ホーム組合など、つるぎ町と構成をする一部

事務組合の定例会がそれぞれ招集をされ、副議長及び所管の常任委員会委員長とともに出

席をさせていただきました。

次に、監査委員より令和元年度１１月分と１２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、必要に応じてごらん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。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、１４番原政義議員、１６番谷明美議員、１７番武田保幸議員を指名させていた

だきます。

日程第２ 会期の決定について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、２月１８日の議会運営委員会の決定のとおり、本日から３月１８日までの２３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）



－６－

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認め、本定例会の会期は本日から３月１８日までの２３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と

いたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

次に、日程第３ 議案第１号 美馬市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の

制定についてから、議案第２０号 美馬市学校林条例の廃止についてまでの条例案件２０

件、議案第２２号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第５号）及び議案第２５号 令

和２年度美馬市一般会計予算から、議案第３５号 令和２年度美馬市簡易水道事業会計予

算までの予算案件１２件、議案第３６号 美馬市基本構想の策定についてから、議案第４

７号 債権の放棄についてまでのその他案件１２件、合わせて４４件を一括し議題といた

します。議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆さん、おはようございます。

令和２年３月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、

大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろは市

政発展のためにご支援とご協力を賜っておりますことにつきましても、重ねて厚くお礼を

申し上げる次第であります。

最初に、職員による公印の不正使用事案についてであります。先般、市民環境部環境下

水道課の職員が、上司の決裁を得ずに公印を無断で使用するという事案が発生をいたしま

した。これは公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様に対し心から深くおわびを

申し上げます。大変申し訳ございませんでした。今後はこのようなことが二度と発生しな

いよう、法令遵守と服務規律の確保に努め、徹底した再発防止と市民の皆様への信頼回復

に向け、職員一丸となって全力で取り組んでまいる所存でありますので、よろしくお願い

を申し上げます。

次に、吉野川環境整備組合の新処理施設整備事業についてであります。この事業につき

ましては、本年１月２８日付で環境大臣から国の交付金申請に必要な循環型社会形成推進

地域計画の承認をいただいたところでありまして、令和２年度から施設整備に向けた本格

的な作業に着手をしてまいります。令和２年度の主な事業といたしましては、施設整備基

本計画の策定や周辺地域の生活環境影響調査、移転先である穴吹浄化センター敷地内の測

量・地質調査、そして国道１９２号からのアクセス道路の測量・設計や用地取得などを実

施する計画であります。新処理施設の供用開始は令和７年度の計画であり、今後、吉野川

環境整備組合が主体となって取り組んでいくことになりますが、この施設整備事業は本市

にとりましても最重要プロジェクトの一つでございます。事業の推進に向けましてはしっ

かりと連携を図るとともに、関係者の皆様には引き続き丁寧な説明を行いながら取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、第３次美馬市総合計画についてであります。昨年、総合計画審議会条例に基づき
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審議会を設置し、第３次総合計画の基本構想及び基本計画について諮問を行い、ご審議を

いただいておりましたが、先日、審議会会長から答申を受け取ったところでございます。

計画期間については、令和２年度から令和１１年度までの１０年間でございますが、長期

的な展望を考慮することができる羅針盤としての機能を持たせるため、２０年先、３０年

先を見据えた計画としております。基本構想のうち基本理念につきましては「ともに未来

をつくる」とし、将来像につきましても美馬市の未来を市民の皆様と行政が力を合わせて

つくり生み出すこと、すなわち未来創生により誰もが健康で活躍できる美馬市を目指し、

「美しく駆ける活躍都市美馬～住み続けたいまちをめざして～」としております。

また、基本方針につきましては、将来像の実現に向け、各分野で取り組む基本的な方向

性を示すものでございまして、一つ、未来へつなげる！市民の誰もが思いを実現し、健康

で活躍できるまちづくり、二つ、元気な美馬！賑わいがあり「ひと」「しごと」が好循環

するまちづくり、三つ、未来の暮らしを守る！安全・安心、快適な環境で便利に生活でき

るまちづくり、四つ、好きです美馬！市民が地域に愛着と誇りを持てるまちづくり、五つ、

未来のために！市民と行政がともに進める持続可能なまちづくりの五つとしております。

この五つの基本方針のもと、各分野の施策や事業、成果目標を掲載したものが基本計画で

ございまして、令和２年度から令和６年度までの５年間に取り組む前期基本計画について

は、一歩先の確かな未来の創世に向けた計画として位置づけ、着実に取り組んでまいりま

す。

さて、本定例会には令和２年度美馬市一般会計予算を始め、条例などの議案を提案させ

ていただいておりますが、提案理由をご説明申し上げます前に、市政の課題と主要施策に

つきましてご報告を申し上げ、議員各位を始め市民の皆様方のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。

最初に、「地方創生『県西部の中核拠点』としての美馬市創生の実現」であります。去

る２月１３日、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社及びネッツフォレスト陸上養殖株式会社と

陸上養殖事業の展開に関する連携協定を締結いたしました。これは、本市において世界的

に需要が高い養殖魚であるサーモンの陸上養殖事業を展開し、経済の活性化や地域活力の

創造に寄与するとともに、将来的には世界規模で食の安定供給に貢献することを目的とす

るものでございます。本市といたしましては、今回締結をした連携協定に基づき、本事業

への参入事業者の誘致を推進するとともに、企業立地適地調査を実施するなど丁寧に事業

用地の選定を進めてまいりたいと考えております。

次に、「未来へはばたく『市民の個性と能力が発揮できるまちづくり』」であります。近

年、少子化や核家族化が進展をし、また、社会情勢も大きく変革している中で、痛ましい

児童虐待のニュースが連日のように報道されております。本市においては、幸いなことに

このような痛ましい事案は発生しておりませんが、問題が大きく深刻化する手前で支援す

ることが重要であると考えております。そこで、市民の皆様にとって一番身近な存在であ

る市役所内に、子育ての不安や子どもの発達などについて気軽に相談できる窓口を設け、

早期に適切な支援ができるように取り組んでまいります。具体的には、令和２年度から保

険健康課に子育て世代地域包括支援センターを、また、子どもすこやか課には子ども家庭
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総合支援拠点を設置し、保健師や家庭児童相談員を配置するなど、妊娠期から学童期にか

けて切れ目のない支援ができる体制を整備いたします。健やかに安心して妊娠期を過ごし、

出産・子育てができるよう子育て世代の皆様方を総合的に支援することで、子育てしやす

いまちづくりを更に進めてまいります。

次に、地域社会の未来を担う人材育成に関する連携協定の締結についてであります。去

る２月１７日、株式会社マイナビとの地域社会の未来を担う人材育成に関する連携協定を

締結をいたしました。これは、本市と株式会社マイナビが相互に連携・協力をしながら、

美馬市の次世代の産業を担う人材の育成を図り、地域産業の発展に寄与することを目的と

するものでございます。今後、地域課題の解決に向けた人材の確保や育成のための事業を

展開してまいります。

次に、「未来を支える『いきいきと健やかに暮らせるまちづくり』」であります。美馬市

版ＳＩＢヴォルティス・コンディショニング・プログラムにつきましては、本年１月から

スタートしている第３クールにおきましても、９７人の方々にご参加をいただいており、

本事業は市民の皆様方のご理解とご協力により順調に推移をしております。参加された皆

様方には、姿勢や動作環境の改善が多く見られ、大変好評を得ているところでございます

が、令和２年度はこの事業を更に広がりを持って取り組んでまいります。具体的には、プ

ログラムの参加者が修了後も継続して運動に取り組むことができるよう、ＯＢ・ＯＧ会を

開催いたしますとともに、健康に関する正しい知識を地域に伝える人材である「健幸アン

バサダー」の育成など、市内全域で様々な健康増進事業を展開していく予定としておりま

す。引き続き多くの市民の皆様方にご参加いただき、更なる健康増進につながるよう取り

組みを進めてまいります。

次に、美馬市生涯活躍のまち構想の推進についてであります。現在、既存建物などの解

体撤去工事を進めておりますが、令和２年度におきましては、脇町小星の移住交流促進拠

点に地域共生交流施設の整備を進めてまいります。この施設の果たす役割といたしまして、

一つは「健康の拠点」として健康増進のためのプログラムや健康・介護予防事業などに活

用してまいりたいと考えております。二つ目は、「知の拠点」といたしまして、四国大学

によります「みま学講座」や、人生１００年時代と言われる中で中高年の潜在能力を引き

出し、社会活動に活かされるようなプラットホームづくりを進めるための学びの場として。

三つ目は、「住まいの拠点」といたしまして、移住交流センターの移設により、様々な空

き家相談にワンストップで対応し、一層の空き家の利活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。そのほか、地域交流スペースもあわせた施設整備によりまして、移住者や市民の

皆様の様々な活動を支援する拠点とするなど、誰もが活躍するコミュニティーづくりを促

進し、全世代・全員活躍のまちづくりを進めてまいります。

次に、「未来を守る『安全・安心で環境に優しいまちづくり』」であります。本市におき

ましては、防災士養成助成制度を創設し、市民の皆様方による防災士の資格取得を促進し

ているところでございますが、令和２年度から、防災士の資格を全ての市職員に取得させ

るため、職員防災士資格取得促進事業を実施いたします。これは、消防職員などを除く全

職員に計画的に資格を取得させることで、職員自身が自分の問題として防災に向き合う意
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識を高め、各自が所管する業務に防災の観点を取り入れたり、地域の防災訓練に防災リー

ダーとして活動することなどにより、地域防災力の更なる向上につなげるものでございま

す。今後はハード面だけではなく、こうしたソフト面でも地域防災力の充実・強化を図る

とともに、災害に強いまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。

次に、「未来を創る『快適で便利・活力がみなぎり、交流がうまれるまちづくり』」であ

ります。マイナンバーカードの普及促進につきましては、国はマイナンバーカードを活用

した消費活性化策や健康保険証への利用などを順次実施しているところであり、今後マイ

ナンバーカードの取得ニーズが大きく増加をすることが見込まれております。市といたし

ましても、これまで休日の申請受付窓口の設置やイベント会場での普及啓発活動などを実

施してまいりましたが、今後見込まれるマイナンバーカードの申請件数の増加に対応する

ため、端末機器の増設や人員を増やすなど交付体制の充実を図りたいと考えております。

こうした取り組みにより、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナン

バーカードの普及とその利活用に努めてまいりますので、まだ取得がお済みでない方につ

きましてはできるだけ早期に取得をお願いいたします。

それでは、上程をいただきました議案の概要につきまして、ご説明を申し上げます。

最初に、議案第２２号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第５号）であります。今

回の補正予算は、歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ２億９,２００万円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を２０２億１,０００万円とするものであります。この補正予

算は国の補正予算に呼応し、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備を実施するた

めの経費や、地方創生道整備推進交付金事業の経費を計上しております。また、県からの

内示を受けて、県単急傾斜地崩壊対策事業についても追加計上をしております。

次に、議案第２５号 令和２年度美馬市一般会計予算であります。令和２年度の一般会

計予算規模は１８９億８,０００万円で、前年度と比較して４億５,０００万円、率にして

２.３％の減額となっております。これは、市長選挙を控えている関係の当初予算である

ことから、新規事業や普通建設事業の計上を抑制したことが主な要因であります。

予算の概要につきましては、歳出予算の主なものをご説明申し上げます。総務費につき

ましては、地域情報ネットワークシステム更新事業に係る経費の減少などによりまして、

前年度比１７.１％減の２４億２,７４３万８,０００円を計上しております。民生費につ

きましては、障害福祉サービス給付費の増加などによりまして、前年度比３.０％増の６

７億１７７万８,０００円を計上しております。衛生費につきましては、美馬環境整備組

合及び吉野川環境整備組合負担金の増額などによりまして、前年度比０.７％増の１５億

１,０７０万１,０００円を計上しております。農林水産業費につきましては、地籍調査及

び林道整備に係る経費の減少などによりまして、前年度比１０.１％減の９億６,０３９万

円を計上しております。商工費につきましては、西赤谷工場用地造成事業などに係る経費

の減少のほか、木ノ内地区立地基盤整備事業の終了によりまして、前年度比３１.５％減

の３億２,６７９万６,０００円を計上しております。土木費につきましては、市道整備事

業及び社会資本整備総合交付金事業に係る経費の減少などによりまして、前年度比１５.

１％減の１４億６,１６０万８,０００円を計上しております。消防費につきましては、消
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防指令センター機器更新事業及び高規格救急自動車購入事業を計上したことなどによりま

して、前年度比３２.１％増の９億７,５９７万５,０００円を計上しております。教育費

につきましては、うだつアリーナ大規模改修事業を新たに計上したことなどによりまして、

前年度比３.５％増の１３億５,９２０万２,０００円を計上しております。公債費につき

ましては、社会資本整備総合交付金事業債の元利償還開始などによりまして、前年度比１.

７％増の２９億１,４７７万円を計上しております。

続きまして、特別会計及び企業会計の令和２年度予算についてご説明を申し上げます。

最初に、特別会計につきましては、議案第２６号 令和２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３１号 令和２年度美馬市小水力発電事業特別会計予算

までの６会計であります。これら六つの特別会計の予算総額は７７億３,７５８万６,００

０円でありまして、前年度と比較しますと４,９２０万円の減、率にして０.６％の減とな

っております。

次に、企業会計につきましては、議案第３２号 令和２年度美馬市下水道事業会計予算

から、議案第３５号 令和２年度美馬市簡易水道事業会計予算の４会計であります。これ

ら四つの企業会計の予算総額は１８億９３９万円でありまして、前年度と比較しますと１,

６９３万６,０００円の減、率にして０.９％の減となっております。

次に、議案第１号 美馬市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につきま

しては、地方自治法の一部を改正する法律に基づきまして、市長等の損害賠償責任の一部

免責について規定をするため、条例を制定するものでございます。

次に、議案第２号 美馬市行政組織条例の一部改正につきましては、現在、市民環境部

において所管をしている広報・公聴に関することを企画総務部に、企画総務部で所管して

いる交通安全に関することを市民環境部に、それぞれ移管するため所要の改正を行うもの

であります。

次に、議案第３号 美馬市行政不服審査法施行条例及び美馬市固定資産評価審査委員会

条例の一部改正につきましては、関係法律の一部改正に伴い法律の題名を変更するなど、

所要の改正を行うものであります。

次に、議案第４号 美馬市印鑑条例の一部改正につきましては、成年後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第５号 美馬市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、

新たに任用する会計年度任用職員の服務の宣誓について別段の定めをするため、所要の改

正を行うものであります。

次に、議案第６号 美馬市特別職の給料の特例に関する条例の一部改正及び議案第７号

美馬市職員の給与に関する条例の一部改正の２議案につきましては、市長、副市長及び教

育長、並びに管理職の職員の給料月額を引き続き減額するため、所要の改正を行うもので

あります。

次に、議案第８号 美馬市手数料条例の一部改正につきましては、関係法律の一部改正

に伴い住民票の除票の写しの交付等が制度化されたことにより、関係規定を追加するもの

であります。
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次に、議案第９号 美馬市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につきましては、

関係法律等の一部改正に伴い生じた条項ズレ等に対応するため、所要の改正を行うもので

あります。

次に、議案第１０号 美馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正につきましては、関係省令の一部改正に伴い、みなし支援員に係る経

過措置を延長するものであります。

次に、議案第１１号 美馬市放課後児童クラブ条例の一部改正につきましては、脇町児

童クラブを令和２年４月１日から旧脇町老人福祉センターで運営することなどに伴い、所

要の改正を行うものであります。

次に、議案第１２号 美馬市隣保館設置条例の一部改正につきましては、隣保館の事業

目的や内容に関する規定を見直すなど、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１３号 美馬市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては、

後期高齢者医療保険料の納期を８期から４期に改め、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１４号 美馬市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきまして

は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い生じる条ズレに対応するため、所要

の改正を行うものであります。

次に、議案第１５号 美馬市農林産物加工施設等の設置及び管理に関する条例の一部改

正についてにつきましては、地元自治会に無償譲渡する中ノ谷農産加工施設を削除するた

め、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１６号 美馬市森林空間活用施設条例の一部改正及び議案第１７号 美馬

市穴吹川観光駐車場条例の一部改正の２議案につきましては、駐車場使用料を改定するも

のであります。

次に、議案第１８号 美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正につきま

しては、民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第１９号 美馬市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正につきまして

は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い生じる条ズレに対応するため、所要

の改正を行うものであります。

次に、議案第２０号 美馬市学校林条例の廃止につきましては、江原中学校において学

校林の管理が困難となっていることから、条例を廃止するものであります。

次に、議案第３６号 美馬市基本構想の策定につきましては、令和２年度からスタート

をいたします第３次美馬市総合計画の基本構想を策定することにつきまして、議決をお願

いするものでございます。

次に、議案第３７号から議案第４１号までの辺地に係る総合整備計画の策定につきまし

ては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。

次に、議案第４２号 新市まちづくり計画の変更につきましては、旧市町村の合併の特

例に関する法律第５条第７項の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。

次に、議案第４３号 財産の無償譲渡につきましては、先ほどの議案第１５号と関連し
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ておりまして、中ノ谷農産加工施設を地元自治会に無償で譲渡することについて、議決を

お願いするものであります。

次に、議案第４４号 市道路線の認定につきましては、市道路線の認定について、道路

法第８条の規定により、議決をお願いするものであります。

次に、議案第４５号 美馬市農山村研修集会施設等の指定管理者の指定及び議案第４６

号 美馬市農林産物加工施設等の指定管理者の指定につきましては、公の施設について、

本年４月１日から指定管理者を指定することについて、それぞれ議決をお願いするもので

あります。

次に、議案第４７号 債権の放棄につきましては、市営住宅の家賃にかかる金銭債権の

うち、当事者の死亡などの理由によって回収が見込めないものを放棄することについて、

議決をお願いするものであります。

さて、本定例会には、ただいまご説明申し上げたものを含め、条例案件が２０件、予算

案件が１５件、人事案件が１件、その他案件が１２件、報告案件が２件の計５０件を提案

をさせていただいております。このうち人事案件に加えまして、議案第２１号、議案第２

３号及び議案第２４号の令和元年度の各会計補正予算３件を合わせた４件につきましては、

迅速な対応を図る必要がありますことから、本日、先議をお願いしたいと存じます。これ

ら４件の議案につきましては、後ほどご説明をさせていただきますので、よろしくお取り

計らいをお願いいたします。

ご審議を賜り、原案の通りご可決及びご同意をくださいますようお願いを申し上げまし

て、私からのご挨拶及び提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを

いたします。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。ここで会議録署名議員の訂正を行わせていただきます。先ほ

ど１８番武田保幸議員を指名をさせていただきましたが、１７番前田良平議員の誤りでご

ざいましたので、訂正をお願をいたしたいと思います。大変申し訳ありませんでした。

また、議事の都合により、暫時小休をいたします。

小休 午前１０時３５分

（片岡議員 入室）

再開 午前１０時３５分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を再開いたします。

次に、日程第４ 議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第４号）及び議

案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、議案第２４号

令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）の３件を一括し議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

企画総務部長、吉田部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］
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◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、本日、先議をお願いいたします各補正予算につきまして、ご説明申し上げま

す。ただいま上程をいただきました議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算

（第４号）でございます。お手元の令和元年度美馬市補正予算書その１の１ページをお開

き願います。令和元年度美馬市一般会計補正予算（第４号）につきましては、第１条のと

おり歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９,５００万円を減額し、補正後の歳入歳

出予算の総額を１９９億１,８００万円とするものでございます。第２条は繰越明許費の

補正、第３条は債務負担行為の補正、第４条は地方債の補正となっております。

それでは７ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正でございますが、防犯灯

施設整備事業など１８事業を追加いたしますとともに、林業施設災害復旧事業を９５７万

４,０００円増額変更させていただいております。次の９ページ、第３表債務負担行為補

正は、本年５月２４日投開票の市長選挙に係るポスター掲示板の作成、設置、維持管理及

び撤去委託につきまして、期間及び限度額を設定させていただくものでございまして、年

度内に契約を締結する必要がございますため、補正予算に計上させていただくものでござ

います。次に１０ページ、第４表地方債補正でございますが、地方債を充当する各種企業

の実績見込みや臨時財政対策債の発行可能額が決定されたことを受け、限度額を変更する

ものでございます。

それでは今回の補正予算の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。今回の補正予

算では、事業の実績見込みによる減額や財源構成を行っている費目が多くございます。こ

のため、主に増額補正を行った予算を中心に説明をさせていただきますので、ご理解をお

願いいたします。

それでは、歳出補正予算から説明をさせていただきます。予算書の１７ページをお開き

ください。まず、一般管理費でございますが、職員退職組合特別負担金として、本年度末

をもって退職する職員の確定に伴い、退職手当組合に対する負担金の不足額１,８６４万

円を追加するものでございます。最下段の社会福祉総務費でございますが、保険基盤安定

化支援事業及び財政安定化支援事業に係る国民健康保険特別会計に対するルール分の繰り

出し金として、合わせて７６０万３,０００円を追加するものでございます。１８ページ

をお願いいたします。最上段、介護保険費につきましては、介護サービス給付費の増に伴

う一般会計負担分として、４５５万７,０００円を追加計上しております。２０ページを

お願いいたします。下段の小学校管理費では、教科書、指導書、指導用教材購入費として

１,６２３万５,０００円を計上しておりますが、これは来年４月から小学校の学習指導要

領が改訂されることに伴い、教員が使用いたします教科書や指導書を新たに購入するもの

でございまして、年度内に購入準備を行い、４月初旬から使用できるよう補正予算に計上

をさせていただくものでございます。２１ページ中段のまちづくり基金費では、１６８万

８,０００円を計上しておりますが、各種指定寄付金をいったん同基金に積み立て、令和

２年度当初予算において指定された事業に活用するものでございます。歳出補正予算の主

なもにつきましては、以上のとおりでございます。

次に、財源となります歳入補正予算について、説明をさせていただきます。前にお戻り
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いただき予算書１３ページをお願いいたします。上段の地方特例交付金及び地方交付税に

つきましては、それぞれ減収補塡特例交付金及び普通交付税を予算化するものでございま

す。次の民生費国庫負担金から１４ページの土木費県補助金までにつきましては、負担金

や補助金の内示、交付決定、また事業の実績見込みに伴う調整を行ったものでございます。

１４ページ下段の不動産売り払い収入では、西赤谷工場用地売り払い収入として６,０７

９万２,０００円を計上しておりますが、これは株式会社ナプラ徳島工場北側の造成済み

の工場用地を同社に売却したことに伴う売り払い収入でございます。最下段から１５ペー

ジの寄付金につきましては、これまでにご寄付いただいた寄付金をそれぞれ計上したもの

でございます。続く財政調整基金繰入金及びまちづくり基金繰入金につきましては、普通

交付税や前年度純剰余繰越金を予算化したことに伴い、それぞれ基金の積戻しを行うもの

でございます。次の繰越金では、前年度からの純剰余繰越金のうち未計上分を予算化する

とともに、下段の諸収入及び最下段から１６ページにかけての市債につきましては、説明

欄記載のとおり各事業の追加、減額に対応し、計上するものでございますが、総務債のう

ち過疎地域自立促進特別事業債につきましては、発行限度額超過分の配分を受け２,１３

０万円を増額計上しております。

以上で議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第４号）の説明とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎議長（川西 仁議員）

保険福祉部、住友部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、私からは議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）及び議案第２４号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）に

つきまして、ご説明させていただきます。同じく補正予算書その１の２５ページをお願い

いたします。まず、議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）のご説明をさせていただきます。今回の国民健康保険特別会計補正予算につきまし

ては、第１条にありますとおり、事業勘定におきまして歳入歳出予算の総額にそれぞれ５

０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３５億１,９６３万

６,０００円とするものでございます。

補正の内容でございますが、まず歳出予算からご説明いたします。３２ページをお願い

いたします。３５款諸支出金の１０項１目一般被保険者保険税還付金でございまして、過

年度分の保険税還付の実績に伴い５０万円を追加補正するものでございます。

次に、１ページお戻りいただきまして、３１ページをお願いいたします。歳入でござい

ます。上段の３５款繰越金として、前年度繰越金を５０万円追加補正し、先ほどの歳出の

財源としております。次の４５款繰入金につきましては、１０項１目一般会計繰入金とし

て、説明欄記載の各事業繰入金を実績に応じて規定の割合を一般会計から繰り入れるもの

で、合わせて７６０万３,０００円を追加補正し、２目の財政調整基金繰入金で同額を調

整するものでございます。国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明は以上でござ
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います。

続きまして、３３ページをお願いいたします。議案第２４号 令和元年度美馬市介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、ご説明いたします。今回の介護保険特別会

計補正予算につきましては、第１条にありますとおり事業勘定におきまして歳入歳出予算

の総額にそれぞれ３,６４５万５,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３７億５,１７７万９,０００円とするものでございます。

補正の内容でございますが、まず歳出予算からご説明させていただきます。４１ページ

をお願いいたします。５款保険給付費１項１目介護サービス給付費について、施設介護サ

ービス給付の実績により３,６４５万５,０００円を追加補正するものでございます。２ペ

ージお戻りをいただきまして３９ページをお願いいたします。歳入でございます。１款保

険料１項１目第１号被保険者保険料、補正額は７０５万５,０００円で、現年度分特別徴

収保険料でございます。１０款国庫支出金１項１目介護給付費国庫負担金、補正額は２７

５万４,０００円の減額、２項１目調整交付金、補正額は３１５万４,０００円の増額、ま

た、１５款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金、補正額は９８４万３,０００円の

増額、最下段の２０款県支出金１項１目介護給付費県負担金、補正額は１,４６０万円の

増額。これらは、それぞれ介護サービス給付の実績に応じて、国又は県支払基金から交付

される額でございます。４０ページをお願いいたします。３０款繰入金１項１目介護給付

費繰入金として、介護サービス給付の実績に応じて一般会計より４５５万７,０００円を

繰り入れるものでございます。

以上で、議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）及

び議案第２４号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で提案理由の説明は終わりました。

ただいま議題となっております議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第

４号）及び議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、

議案第２４号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）の３件については、

先ほどの提案説明にもございましたように先議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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第２１号及び議案第２３号、議案第２４号の３件に

つきましては、先議することと決しました。

これより質疑に入ります。ただいまのところ質疑の通告がございませんので、質疑なし

と認めます。これをもって質疑を終結させていただきます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２１号及び議案第２３号、議

案第２４号の３件につきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を

省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第２１号及び議案第２３号、議案第２４号の３件に

つきましては、委員会付託を省略することと決定をいたしました。

これより討論に入ります。ただいまのところ討論の通告がございませんので、討論なし

と認めます。これをもって討論を終結させていただきます。

これより採決いたします。はじめに議案第２１号 令和元年度美馬市一般会計補正予算

（第４号）を採決いたします。お諮りいたします。議案第２１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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第２１号は、原案のとおり可決をされました。

次に、議案第２３号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）及び

議案第２４号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の２件につい

て、一括して採決をいたしたいと思います。お諮りいたします。議案第２３号及び議案第

２４号の２件につきまして、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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第２３号及び議案第２４号の２件につきまして、原

案のとおり可決をされました。

次に、日程第５ 議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦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。

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

それでは、ただいま上程をいただきました議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついての人事案件について、ご説明をさせていただきます。この案件は、人権擁護委員法

第６条第３項の規定によりまして、議会の意見を求めるものであります。推薦をお願いす

る者は、議案書のとおり、住所は美馬市穴吹町穴吹字辻３８番地４の１、氏名は大野智子

氏でございまして、生年月日は昭和３９年９月３日でございます。大野氏は、現在人権擁

護委員に委嘱されておりまして、その任期は本年６月３０日をもって満了いたします。人

権擁護委員候補者として適任であると認められますことから、再度推薦をすることについ

てご同意をお願いするものであります。

以上、原案のとおりご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は人事案件でございますので、
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成規の手続を省略し、直ちに採決を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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、成規の手続を省略し、直ちに採決をすることに決定をい

たしました。

議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。お諮りいたしま

す。本案は原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第４８号は、原案のとおり同意することに決定をい

たしました。

ここで１０分程度小休をいたします。

小休 午前１０時５４分

再開 午前１１時０４分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、日程第６ 報告第１号 市長専決処分の報告について及び報告第２号 市長専決

処分の報告についての２件の報告を求めます。

経済建設部、河野部長。

◎経済建設部長（河野 功君）

報告第１号及び報告第２号 市長専決処分の報告について、ご説明申し上げます。議案

書の４７ページをお願いいたします。報告第１号 市長専決処分の報告について、地方自

治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長専決処分事項に関する条例本則第２号の

規定により、訴えの提起をすることについて専決処分したので、地方自治法第１８０条第

２項の規定により報告するものございます。４８ページをお願いします。専決第１号、専

決処分書のとおり、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明け渡し等の請求の訴えを、提

起することについての専決処分でございます。相手方は、相手方及び明け渡し物件等につ

きましては、議案書に記載のとおりでございます。本件につきましては、平成２６年に明

け渡しについての訴えを提起し、同年１１月７日に平成２６年１１月から平成２９年１０

月にかけて、分納していただくことで和解が成立し、和解条項に基づいた支払いは完了し

ております。しかしながら、平成２９年１１月からの家賃納付が滞りがちで、現在２９万

９,０００円を滞納している状況でございます。続きまして、４９ページをお開きくださ

い。報告第２号 市長専決処分の報告についてでございます。本件につきましても、５０

ページの専決第２号 専決処分書のとおり、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明け渡

し等の請求の訴えを提起することについての専決処分でございます。相手方及び明け渡し

物件等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。本件につきましては、納付
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指導などにより、平成２９年度からある程度納付滞納状況が改善されておりましたが、平

成３１年４月１８日以降家賃納付が滞り、再三にわたり支払請求を行ったにもかかわらず

２１万８,６００円を滞納している状況でございます。

以上、報告第１号及び報告第２号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

◎議長（川西 仁議員）

以上で報告が終わりました。

次に、休会についてお諮りをいたします。会期中の会議日程につきましては、お手元に

ご配付のとおりでありますが、明日２月２６日から３月３日までの７日間は、議案精査及

び市の休日のため休会と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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。明日２月２６日から３月３日までの７日間は、休会とすることに

決しました。

以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

なお、次回は３月４日午前１０時から再開をし、代表質問及び一般質問を行いたいと考

えております。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午前１１時０９分



－１９－

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。

令和２年２月２５日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １４番

会議録署名議員 １６番

会議録署名議員 １７番


