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令和２年６月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

令和２年６月２３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５６号 美馬市特別職の給料の特例に関する条例の一部改正について

議案第５７号 美馬市税条例の一部改正について
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議案第６０号 美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める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

議案第６２号 美馬市国民健康保険条例の一部改正について

議案第６３号 美馬市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

議案第６５号 令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）

議案第６６号 令和２年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第 ４ 議案第６４号 令和２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）

日程第 ５ 議案第６７号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第６８号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第６９号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７０号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７１号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７２号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７３号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７４号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７５号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７６号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７７号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７８号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第７９号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第８０号 美馬市農業委員会委員の任命について
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議案第８１号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第８２号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第８３号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第８４号 美馬市農業委員会委員の任命について

議案第８５号 美馬市農業委員会委員の任命について

日程第 ６ 報告第 ３号 令和元年度美馬市繰越明許費繰越計算書

日程第 ７ 徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について
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令和２年６月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和２年６月２３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 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 西野 佳久

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

企画総務部秘書広報課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画財政課長 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 藤村 孝志

議会事務局次長 見立 貞治

議会事務局次長補佐 宮内 聡美

◎ 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。

１３番 片岡 栄一 議員

１４番 原 政義 議員

１５番 川西 仁 議員
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開会 午前１０時０１分

◎議長（井川英秋議員）

ただいまの出席議員は１８名に達しておりますので、これより令和２年６月美馬市議会

定例会を開会いたします。

なお、藤田市長の所信表明につきましては、提案理由の説明の際に併せてお願いするこ

とにいたします。

日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。

議長諸般の報告といたしましては、まず、５月２５日、阿南市、小松島市、徳島市、鳴

門市を副議長と共に訪問し、意見交換をしました。

次に、５月２６日、吉野川市、阿波市、三好市、つるぎ町を副議長と共に訪問し、意見

交換をしました。

また、６月に入り、６月４日には高松市、１１日には洲本市に副議長と共に訪問し、意

見交換をいたしました。

意見交換の内容としましては、主に各議会共に新型コロナウイルス感染症対策について

でございました。

次に、監査委員から令和２年４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。関係書類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。

これ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、１３番 片岡栄一議員、１４番 原政義議員、１５番 川西仁議員を指名い

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６月１６日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から７月１４日までの２２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（井川英秋議員）

異議なしと認め、本定例会の会期は本日から７月１４日までの２２日間とすることに決

定いたしました。

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。

日程第３、議案第５６号、美馬市特別職の給料の特例に関する条例の一部改正について

から議案第６３号、美馬市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、議案第６５

号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）及び議案第６６号、令和２年度美馬市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）までの１０件を一括上程し、議題といたします。
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議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（井川英秋議員）

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６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、誠にありがとうございます。また、日頃は市勢発展の

ために、ご支援、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。

さて、私は、去る５月１７日告示をされました美馬市長選挙におきまして、無投票当選

をさせていただきました。無投票での再選、これは市民の皆様から私に対し、また美馬市

政に対し、これから少子高齢化によります人口減少、自然災害への対応、プラスアルファ

いただいたものと認識をしており、改めてその責任の重大さを痛感しております。

私は、平成２８年６月に市長に就任以来、美馬市が抱える様々な地域課題の解決に向け、

失敗を恐れず、果敢に挑戦をし、１期目には沢山の種をまいてまいりましたが、２期目に

はいろいろな成果の芽を育み、そして美しい大輪の花々を咲かせることが私の使命である

と考えております。

また、令和２年度は第３次総合計画のスタートの年でもあります。今後は、この総合計

画に基づきまして、全身全霊で取り組んでまいりますと同時に、これからの４年間をこれ

までとは全く違う、これまでの常識が全く通用しない我々が経験をしたことのない未知の

世界が待ち受けている今、「一歩先の確かな未来」の具現化を図り、本市の将来像であり

ます「美しく駆ける 活躍都市 美馬」の実現に向けて、我々を待ち受けている目の前に

広がる未知の世界へ果敢に挑戦をしてまいりたいと思いますので、皆様方のご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、新型コロナウイルス感染症についてであります。

５月２５日、国は全ての都道府県において緊急事態宣言の解除を決定をいたしました。

国の基本的対処方針では、緊急事態宣言の全面解除後は、感染拡大を予防する「新しい生

活様式」の定着等を前提に、一定の移行期間を設け、段階的に社会経済の活動レベルを引

き上げていくとされております。今後、感染の第２波、第３波が起こることが予想されて

おりますが、市民の皆様方におかれましては、引き続き「三つの密」の回避や人と人との

距離の確保、マスクの着用、手洗いの励行など基本的な感染症対策を継続していただくと

ともに、国が示しました「新しい生活様式」を日常生活の中に取り入れていただきますよ

うお願いをいたします。

また、事業者の皆様につきましても、業種ごとに策定をされました感染拡大予防のため
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のガイドライン等の実践をお願いいたします。

今後は、こうした感染拡大の防止対策と社会経済活動の維持を両立させていく必要があ

ります。本市では、４月の「緊急経済対策～第１弾～」に続き、「緊急経済対策～第２弾

～」を盛り込んだ補正予算を今定例会に提案をさせていただいておりまして、応急手当の

ステージから感染拡大の防止と地域経済の回復を両立させるステージへ移っていきたいと

考えております。

本市におきましては、６月１日以降、県をまたぐ移動などが段階的に緩和されたことを

受け、これまで臨時休業をしておりました観光関連施設につきましても、順次再開をして

まいりました。市民の皆様には、「新しい生活様式」を取り入れつつ、日常を取り戻して

いただけるように取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

次に、プレミアム付商品券の発行事業についてであります。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、停滞をしている市内経済を活性化させ、回復

を図るため、主に市内の小規模事業所で利用できるプレミアム付商品券を発行いたします。

内容につきましては、市民の皆様を対象に１セット当たり１万３,０００円の商品券を１

万円で販売するもので、１世帯当たり４セットを上限に購入いただけます。更に学校の臨

時休業の影響を受けた子育て世帯への生活支援を図るため、高校生以下の子どもに１セッ

ト当たり１万３,０００円の商品券を子ども１人当たり２セット支給をいたします。購入、

利用方法などについては、随時、「広報みま」などで周知をいたしますが、市民の皆様方

にとって利便性の高いものにしていきたいと考えております。

次に、地域交流センターミライズのＢＥＬＣＡ（ベルカ）賞受賞についてであります。

このＢＥＬＣＡ（ベルカ）賞とは、公益社団法人ロングライフビル推進協会が主催をす

る表彰制度で、長期にわたり適切な維持や保全を実施した建築物に与えられるロングライ

フ部門と、優れた改修を施した建築物に与えられるベストリフォーム部門の２部門から成

る賞であります。ほかにも「日本万国博覧会 記念公園 太陽の塔」や「赤坂プリンス

クラシックハウス」が受賞している賞であります。

選考の講評では、隣接するうだつの町並みに調和する旧大型民間商業施設の外観を生か

し、様々な市民サービス機能の拡張と交流スペースの充実化、また一部の商業施設部が継

続するなど、官民が一体となったプロジェクトとして完成したことなどについて高い評価

をいただきました。今回の受賞を励みに、今後ともミライズが県西部の中核拠点としての

にぎわいを生み、更には市民の皆様方を始め、多くの方々の交流の拠点となるべく努めて

まいります。

さて、本定例会には、令和２年度一般会計補正予算を始め、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、当面する市政の課題と主

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、「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」であります。

先月、Ｊリーグ全５６クラブの社会連携活動の中から、特に社会に共有したい活動を表
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彰する「２０２０シャレン！アウォーズ」のパブリック賞に美馬市、大塚製薬及び徳島ヴ

ォルティス連携により実施しておりますヴォルティスコンディショニングプログラムが選

ばれました。これは、Ｊリーグが今年から新しく設けた表彰制度で、パグリック賞は国や

自治体が掲げる政策を活用し、地域課題解決に向け、多様なステークホルダーと連携をし、

持続可能な活動となるように取り組んでいる者に贈られる賞であります。今回のパブリッ

ク賞の受賞は、大変喜ばしいことであり、これまで本市の取組が認められたことに勇気づ

けられる思いがしております。ヴォルティスコンディショニングプログラムを始め、今年

度、新規事業を予定しております「食の教室」や健康アンバサダー育成・活動事業等につ

きましては、新型コロナウイルス感染症の影響で４月からの実施は見合わせておりますが、

今後、状況を見極め、感染症予防対策を十分に取りつつ、延期しております事業の再開や

テレビ会議システムの活用などによりまして、市民の皆様が健康で活躍できるまちづくり

に取り組んでまいります。

また、次に、「元気な美馬！にぎわいがあり『ひと』と『しごと』が好循環するまちづ

くり」であります。

大塚製薬株式会社徳島美馬工場では、本年９月の操業開始に向け、最終の準備が進んで

いるとお聞きをしております。操業時の予定従業員数は８６名と発表されており、これま

でにも既に複数名の雇用があったことや、操業後の事業拡大により、更に増員を予定して

いるとのことから、本年の操業開始及び今後の工場本格稼働は本市に取りましても地元経

済の活性化はもとより大きな雇用の場として期待を寄せているところであります。引き続

き、同社との連携を図り、本年度末には徳島美馬工場敷地を会場とする工場と市民、行政

の３者協働による新たなイベントの企画を進めてまいりたいと考えております。

次に、「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」であります。

本年８月から新たに防災対策監を設置することとしております。これは、近年、全国各

地で頻発をする豪雨災害や土砂災害や、発生が懸念をされております南海トラフ地震に対

応するため、内閣府において証明される地域防災マネージャーの資格を持つ防災対策監を

設置するものであります。具体的には、自衛隊徳島地方協力本部を通じ、地域防災マネジ

ャーの資格を有する退職自衛官の斡旋を受け、美馬市一般職の任期付職員採用に関する条

例に基づき、任期付職員として採用することとしております。

防災対策監の具体的な職務といたしましては、危機管理課において所管をする地域防災

計画等の見直しや防災訓練の実施、より効果的な防災意識の啓発など防災・減災業務に幅

広く従事することとしております。

次に、「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」であります。

昨年度、日本遺産に認定をされた阿波藍につきましては、国内外に向け、魅力を発信す

ることによって、地域の活性化を図ることを目的に、本市を含めた吉野川流域９市町と民

間団体から構成をされる協議会が設立をされ、事業を行っているところであります。これ

までの事業内容といたしましては、魅力発信事業の基礎となる「藍のふるさと 阿波スマ

ートガイド」の作成を始め、美馬市観光交流センターやＪＲ穴吹駅にございます美馬市観
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光情報発信センターに協議会で定めた統一したデザインの説明板などの整備を行いました。

「阿波スマートガイド」につきましては、５か国語の音声ガイドを始め、うだつの町並み

や吉田家住宅裏の船着場を、コンピューターを用いて作られた仮想現実の画像、いわゆる

ＶＲＣＧを公開しております。このＶＲＣＧは、スマートフォンやタブレットがあれば、

現地でかつてのうだつの町並みや船着場の雰囲気を味わっていただけると同時に、どこに

いてもごらんをいただくことができるので、観光客の誘客などにもつながるものと期待を

しております。

今年度につきましては、全国に阿波藍の認知度を高めるため、テレビ局とタイアップし

て、魅力発信画像を作成し、全国放送をする予定でございます。また、阿波藍の価値や魅

力を発信するための小冊子のほか、分かりやすい副読本も作成をいたしまして、小・中学

生を含めた市民の皆様方がふるさと美馬市に一層の愛着と誇りを持てるように事業を推進

してまいります。

次に、「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」であります。

本市の財政は、普通交付税の合併特例加算が令和元年度で終了したことや人口減少に伴

う市税の減少など、今後、財源の確保が一層厳しくなると見込まれております。こうした

中、本市が将来にわたり持続可能な財政運営を推進していくためには、歳出の削減を徹底

するとともに、安定的に行政サービスを提供できるよう取組を進める必要があります。今

後におきましても、第３次総合計画の着実な推進により、行政サービスの利便性の向上を

図るとともに、効率的で質の高い行政運営に取り組むことによりまして、将来にわたって

持続可能な財政運営の確立を目指してまいります。

それでは、上程をいただきました議案につきまして、ご説明を申し上げます。

最初に、議案第５６号、美馬市特別職の給料の特例に間する条例の一部改正についてで

あります。

この案件は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、対策経費に充てるため、本年

７月から令和３年３月まで、市長、副市長及び教育長の給料月額を削減することについて

所要の改正を行うものであります。

次に、議案第５７号、美馬市税条例の一部改正についてであります。

この案件は、地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減期間

の延長等について所要の改正を行うものであります。

次に、議案第５８号、美馬市手数料条例の一部改正についてであります。

この案件は、関係法律の一部改正に伴い、手数料の減免及び廃止するなど所要の改正を

行うものであります。

次に、議案第５９号、美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について及び議案第６０号、美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。この２議案につき

ましては、関係省令及び内閣府令が一部改正されたことに伴い、一定の要件を満たした場

合、連携施設の確保義務を緩和することなど所要の改正を行うものであります。

次に、議案第６１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



－１０－

める条例の一部改正についてであります。

この案件は、関係省令が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員認定資格研修に

中核市の長が行う研修を加えるため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第６２号、美馬市国民健康保険条例の一部改正について及び議案第６３号、

美馬市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてであります。

この２議案につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などに傷病

手当金を支給するため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第６５号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）であります。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億８,０００万円を追加

し、補正後の歳入歳出予算の総額を２３３億４,９００万円とするものであります。補正

予算の主なものについてご説明させていただきます。

総務費につきましては、自治総合センターによるコミュニティ助成事業を活用し、宗ノ

分自治会及び大工町自主防災会の活動備品や集会所１２か所の備品整備に対する助成金と

いたしまして、５４０万円を計上しております。また、先程申し上げました防災対策監の

人件費を計上しております。

民生費につきましては、小学校の休業に伴う放課後児童クラブへの追加経費といたしま

して１９７万６,０００円を、また認定こども園等に空気清浄機を設置する経費といたし

まして１７４万円を計上しております。

衛生費につきましては、乳児健診を集団健診から医療機関での個別健診に切り替える経

費といたしまして１６４万８,０００円を計上しております。

農林水産業費につきましては、県営ため池等整備事業負担金といたしまして１,５６０

万円を、森林基幹道整備事業負担金といたしまして２,１２０万２,０００円を、また補助

金交付の内示を受けた地方創生道整備推進交付金事業の測量・設計委託料や工事請負費と

いたしまして２,５００万円を計上しております。

商工費につきましては、サテライトオフィス誘致候補企業の洗い出し等の委託料といた

しまして４３５万円を計上しております。また、交流会館ブルーヴィラあなぶきの真空式

温水機の更新経費といたしまして１,０５０万円を計上しております。

土木費につきましては、補助金の交付の内示を受けた地方創生道整備推進交付金事業の

測量・設計委託料や工事請負費といたしまして、１億４,９３１万８,０００円を計上して

おります。また、高質空間形成施設整備事業として美馬町鍋倉谷川高水敷の整備に係る経

費といたしまして４,０００万円を計上しております。

教育費につきましては、「ＧＩＧＡスクール構想」によるＩＣＴ教育の充実を図るため

「１人１台」のタブレット端末の購入に係る経費といたしまして５,５３９万５,０００円

を計上しております。また、国の補助金の内示を受けまして、小学校及び中学校における

理科教育等備品を購入する経費といたしまして３２０万円を計上しております。

以上が一般会計補正予算の概要であります。

次に、議案第６６号、令和２年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、先程申し上げましたように新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者な
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どに傷病手当金を支給するための経費であります。

さて、本定例会には、ただいまご説明を申し上げましたものを含めまして、条例案件が

８件、予算案件が３件、人事案件が１９件、そして報告案件が１件の計３１件を提案させ

ていただいております。このうち人事案件１９件に加えまして、議案第６４号、令和２年

度美馬市一般会計補正予算（第２号）の１件を合わせた２０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２０件の議案につきましては、後程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、原案のとお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（井川英秋議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

次に、日程第４、議案第６４号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）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。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（井川英秋議員）

企画総務部長、吉田部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎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補正予算案につきましてご説明申し上げます。

議案第６４号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）でございます。お手元の

令和２年度美馬市一般会計補正予算書（６月議会定例会提出議案（その１））の１ページ

をお願いいたします。

令和２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）につきましては、第１条のとおり歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億３,４００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２２９億６,９００万円とするものでございまして、新型コロナ

ウイルス感染症の第２波への警戒、備えを行いつつ、落ち込んだ市内経済の回復に向けた

緊急経済対策の第２弾として、国の地方創生臨時交付金などを活用し、早急に着手が必要

な経費を計上したものでございます。

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。

まず、歳出補正予算から説明をさせていただきます。予算書の８ページ及び９ページを

お開きください。

５款総務費、１項総務管理費、３５目新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費に

８億３,４００万円を追加計上しております。このうち市内経済の回復に向けた対策とい

たしまして、プレミアム付商品券発行事業を実施したいと考えておりまして、１節報酬か
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ら１２節委託料及び１８節負担金補助及び交付金に合わせて７億８,０９６万７,０００円

を計上しております。これは、１セット当たり１万３,０００円の商品券を１万円で販売

するものでございまして、１世帯当たり４セットまで購入いただけるよう計画をしており

ます。また、高校生以下の子どもにつきましては、これとは別に１セット１万３,０００

円の商品券を子ども１人当たり２セット支給したいと考えておりまして、子育て世帯の負

担軽減も併せて行いたいと考えております。

更に、１８節負担金補助及び交付金の最下段に記載しておりますが、商品券を取り扱う

登録事業者に店舗等で感染防止対策に取り組んでいただくため、登録時に協力金として１

件当たり１万円を支給したいと考えております。

次に、美馬市企業応援給付金第２号事業といたしまして、１８節負担金補助及び交付金

に６,０００万円を、また１１節役務費に新聞折込料手数料として５万円を計上しており

ます。これは、対象業種を問わず、前年の同時期と比較して２０％以上売上げが減少した

場合に、融資を受けていなくても給付金を給付できるよう制度を新設するものでございま

して、１件当たりの上限を２０万円とし、３００社からの申請を見込んで計上しておりま

す。

次に、１８節負担金補助及び交付金にＧｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキャンペーン推進事業補助

金として３,２００万円を計上しております。これは国のＧｏ Ｔｏキャンペーンや県の

観光キャンペーンに合わせ、美馬観光ビューローと観光バスやタクシー、旅行会社など市

内の観光事業者が連携し、体験型観光ツアーを造成するとともに体験メニューの提供者へ

の補助や土産物の贈呈、宿泊料の割引を実施するものでございます。また、タクシーデリ

バリー普及促進事業補助金５００万円につきましては、市内のタクシー事業者と飲食店が

連携し、デリバリーサービスを開始する際に必要となる注文・配車システムの構築や備品

の購入等を支援するとともに、来年３月まで配送料金の一部を補助する制度を創設するも

のでございます。また、テイクアウト支援事業補助金４７万９,０００円につきましては、

美馬青年会議所が取り組む美馬市とつるぎ町内の飲食店によるテイクアウト情報を掲載し

た冊子の作成・配布を支援するものでございます。

次に、小・中学校の臨時休業に伴う対策といたしまして、同じく１８節負担金補助及び

交付金に給食食材充実事業補助金として１,２４８万３,０００円を計上しております。こ

れは、新型コロナウイルス感染症の影響で小・中学校が臨時休業となり、児童・生徒の負

担が大きかったことを踏まえ、臨時休業の期間中、保護者の皆様から徴収をしなかった給

食費の５０％相当額を８月２４日から来年３月２３日までの間、市費で給食材料費に上乗

せをし、児童・生徒の皆さんに充実した学校給食を提供するというものでございます。

また、臨時休業による授業日数の減少につきまして、夏季休業中に補充されることとさ

れておりますが、これに伴い必要となります支援員、給食調理員等の人件費を合わせて２

４４万６,０００円を追加するほか、熱中症を予防するため児童・生徒１人当たり１日１

本分の飲料を提供する経費として１０節需用費の消耗品費に２６７万２,０００円を計上

しております。

また、当面マスクを着用しての授業となりますことから、児童・生徒の皆さんが先生の
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声を聞き取りやすくするため１７節備品購入費に小型拡声器購入費として２０７万１,０

００円を計上するとともに、スクールバスにおける密接を回避するため、増便をするため

の委託料として１２節委託料に４１７万６,０００円を計上しております。

また、福祉避難所を含めた避難所における感染症対策といたしまして、１０節需用費の

消耗品費のうち１２３万７,０００円と１７節備品購入費のうち避難所感染症対策用備品

購入費として９５４万３,０００円、合わせて１,０７８万円を計上しております。

また、「新しい生活様式」の中で市役所の業務もオンラインにより行うことが促されて

おります。そこで、市役所会議室において関係者との打合せや国・県との会議をオンライ

ンで行えるよう必要な環境整備を行う経費として、１７節備品購入費にオンライン会議用

備品購入費として２００万円を計上するとともに、ヴォルティスコンディショニングプロ

グラムのＯＢ・ＯＧ会などの健康づくりイベントを保健センターからオンラインで行うこ

とができるよう、同じく１７節備品購入費にオンライン健康づくり事業備品購入費として

１４７万５,０００円を計上しております。

なお、一般会計補正予算（第１号）に計上いたしました各事業のうち５月１８日に学校

が再開したことに伴い、不要となった経費や５月末までに事業費が確定した事業などにつ

きまして減額を行い、充当しておりました地方創生臨時交付金を今回、計上いたしました

新規事業に振り替えて充当をいたしております。

歳出補正予算の主な内容につきましては、以上でございます。

次に、財源となります歳入補正予算についてでございますが、恐れ入りますが、前にお

戻りいただき、予算書の７ページをお願いいたします。

上段の４０款国庫支出金、５項国庫補助金、１目総務費国庫補助金につきましては、国

の補正予算に計上されました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を２億９,

４００万円計上しております。

次の４５款県支出金、５項県補助金、１目総務費県補助金につきましては、福祉避難所

を含む避難所における感染症対策事業に係る補助金合わせて１５０万円を計上しておりま

す。

続く６５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては、令和元年度からの純剰余

繰越金のうち３,０８６万円を計上しております。

最後に、７０款諸収入、２５項雑入、５目雑入に計上しております５億７６４万円につ

きましては、プレミアム付商品券の売払収入でございます。

以上で、議案第６４号、令和２年度一般会計補正予算（第２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（井川英秋議員）

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６４号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第

２号）については、提案説明にあったように先議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）
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◎議長（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６４号については先議とすることに決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の通告はお手元にご配付の議案質疑一覧のとおり２件であります。順次発言を許可

いたします。

議席番号１番、田中みさき議員。

◎１番（田中みさき議員）

議長、１番。

◎議長（井川英秋議員）

田中みさき議員。

［１番 田中みさき議員 登壇］

◎１番（田中みさき議員）

ただいま議長より許可をいただきましたので、本定例会において提出された議案におい

て先議される案件について、通告のとおり質疑させていただきたいと思います。

１件目は、議案第６４号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）、予算書８ペ

ージ及び９ページ記載の１２節委託料、１８節負担金補助金及び交付金の中で議案等説明

資料８ページ記載のプレミアム付商品券発行事業に関する予算、①一般分、②子育て支援

分、③登録事業者感染症対策協力金、予算額合計７億５,４８９万４,０００円について。

２件目は、同じく議案第６４号、令和２年度美馬市一般会計補正予算、予算書９ページ

１３節使用料及び賃借料、家庭学習用タブレット端末借上料の減額３,０００万円、１８

節負担金補助及び交付金のうちＩＣＴ活用家庭学習支援環境整備補助金の減額１,３６４

万２,０００円について質疑させていただきたいと思います。

今朝もニュースで新型コロナウイルス感染者数は、世界全体で１日当たり最多の１８万

人を超え、現在、９００万人を超えた感染者数となり、ＷＨＯでは再び感染の対応を強化

するよう呼びかけられているという放送がされていました。日本においては、先日、県を

またいでの移動も解除にはなりましたが、第２波の不安を抱えながらも「新しい生活様

式」の下、経済活動と感染拡大防止策の在り方についての両立しながらの対応には、どの

自治体においても多くの課題を抱えていると思います。

そこで、美馬市においての市内経済の回復に向けた対策として、このプレミアム付商品

券発行事業の概要について説明していただき、再度になる部分もありますが、美馬市内の

事業者の現状及びこの事業の目的と詳細について、質疑させていただきたいと思います。

２件目の経費については、５月の臨時議会において、４月２７日専決処分による令和２

年度美馬市一般会計補正予算書、５款総務費、１３節使用料及び賃借料、家庭学習用タブ

レット端末借上料については３,０００万円で今回の減額と同額。１８節負担金補助金及

び交付金、ＩＣＴ活用家庭学習支援環境整備補助金１,５７２万円が計上され、承認され

ていたと思います。教育環境においては、新型コロナウイルスの影響により子育て世代は

もちろん教育現場においても、誰もが経験したことがない事態において、感染拡大防止対

策として美馬市内小・中学校では、３月２日から３月２４日まで臨時休業の措置が取られ、



－１５－

異例の卒業式や修了式になり、みんなが先行きの不安を抱えたまま春休みに入りました。

その後、４月７日に７都府県の緊急事態宣言が発令されたことにより、入学、進級もまま

ならないまま５月６日までの臨時休業が更に延長され、５月３１日までとなった時には、

予測が立たない日々の状況に今後どうしていけばいいのかと多くの方が思い、悩まれたの

ではないでしょうか。そんな中、長期にわたる臨時休業期間中、各家庭に行く学校からの

お知らせで、タブレットを使っての家庭学習支援の情報発信やインターネット環境に関す

るアンケートの実施などもあったとお聞きしております。そこで、これまでの間、インタ

ーネットを活用した学習支援として家庭で使用するタブレットの貸出し希望者数やインタ

ーネットの環境整備についての申請数など実施状況とそれに伴っての減額かと思われます

ので、その主な理由をお教えいただけたらと思います。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（井川英秋議員）

経済建設河野部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

１番、田中みさき議員からの議案質疑のうち、私からはプレミアム付商品券発行事業に

おける美馬市内の事業者等の状況や事業の目的及び詳細についてお答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響は、本市におきましても多くの企業や個人事業主の皆

様が影響を受け、市内経済が停滞している状況にあることから、早急な市内経済の活性化

や小規模事業所等の経営回復を支援すると同時に、市民の皆様の消費支援策及び子育て支

援策の一環として、新たなプレミアム付商品券発行事業を行うものでございます。

まず、一般販売分としては、１セット１３枚つづり、１万３,０００円分の商品券を１

万円で販売し、１世帯当たり４セットまで購入可能とするものであり、うち１０枚は主に

市内の小規模店で利用できる専用券とし、３枚は大型店舗でも利用できるフリー券とする

予定でございます。

一般販売分の予算は、４月１日現在の市内の全世帯数１万２,６９１世帯を対象に、１

世帯購入可能セット数４セット、計５万２,０００円を乗じて６億５,９９３万２,０００

円を計上しております。また、これとは別に高校生以下のお子様のいる世帯には、同商品

券をお子様１人当たり２セット受け取ることができる引換証を発行し、学校の休校等で負

担のあった子育て世帯への支援策として取り組みたいと考えております。同予算につきま

しては、５月末日現在の高校生以下の人数３,５３７人に１人当たり２セット、計２万６,

０００円を乗じて、９,１９６万２,０００円でございます。

そのほか、商品券を利用できる登録店舗等に対しましては、市民の皆様が安心して来店

いただけるように感染防止対策に取り組んでいただくため、感染症対策協力金として１万

円を支給することとしており、登録事業者数を３００事業所と見込み、３００万円を計上

しております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）
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議長、副教育長。

◎議長（井川英秋議員）

教育委員会、大泉副教育長。

［副教育長 大泉勝嗣君 登壇］

◎副教育長（大泉勝嗣君）

続きまして、私からは、家庭学習用タブレット端末借上料、合計３,０００万円の減額

及びＩＣＴ活用家庭学習支援環境整備補助金、合計１,３６４万２,０００円の減額につき

まして、事業の実施状況と減額理由についてのご質問にお答えをいたします。

このたび、減額いたします予算は、学校の臨時休業に伴い、児童・生徒が家庭において

インターネットを活用した学習ができるように支援をするために、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を財源として本年度の一般会計補正予算（第１号）に計上を

していたものでございます。

家庭学習用タブレット型端末借上料は児童・生徒への貸出しに必要なタブレット端末の

借り上げに要する経費であり、またＩＣＴ活用家庭学習支援環境整備補助金は、インター

ネットに接続していない家庭について、その環境整備を行うための費用の一部を補助する

ための経費でございます。

これらについて、予算化を検討しておりました本年４月は、学校の臨時休業の期間がど

のくらい長期になるのか分からない時期でございましたので、タブレット端末借上料につ

きましては、その期間を６か月と長期化をした場合を想定して３,０００万円を計上して

おりました。また、ＩＣＴ活用家庭学習支援環境整備補助金につきましては、インターネ

ットの引込工事に係る補助金などの申請数を３３０世帯と見込んで１,５７２万円を計上

しておりました。その後、先月１８日に学校が再開いたしまして、想定よりも臨時休業期

間が短かくなったこともございまして、タブレット端末につきましては、学校が保有をし

ております６４８台のうちの４１６台を貸し出すことにより対応することができましたの

で、借り上げの必要がなかったことから３,０００万円を、またインターネット環境整備

につきましても申請数が想定より少ない見込みとなったことから、１,３６４万２,０００

円をそれぞれ減額するものでございます。

◎１番（田中みさき議員）

議長、１番。

◎議長（井川英秋議員）

１番、田中みさき議員。

［１番 田中みさき議員 登壇］

◎１番（田中みさき議員）

ご答弁、ありがとうございました。

２件目の既決予算の減額理由については、丁寧なご説明により理解できました。今後、

第２波の影響により万一、学校の臨時休業を行うことになった場合、できるだけ迅速に対

応して支援いただけますよう、お願いいたします。

先のプレミアム付商品券発行事業については、できるだけ早くに実施することで事業者
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の経営回復支援だけでなく、幅広く多くの市民の方々の消費支援、子育て支援にもつなが

る対策としての事業であるということですが、今後のスケジュールと商品券の利用期間に

ついて再質疑させていただき、今回の議案質疑を終えたいと思います。

貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（井川英秋議員）

経済建設部、河野部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

１番、田中みさき議員からの商品券発行事業の今後のスケジュール及び利用期間につい

ての再問でございますが、当事業の予算についてご承認をいただいた後は、早急に事業実

施の準備に取りかかり、７月から８月の間に登録事業者の募集や商品券の印刷、購入希望

者の募集などを行い、９月下旬以降の早い時期から市民の皆様に商品券をご利用いただけ

るよう、スピード感を持って取り組んでまいります。

また、商品券のご利用期間は、発行日から年末年始を挟む数か月間として、２月末頃ま

でを予定しております。

◎議長（井川英秋議員）

ここで、議事進行上の都合、１０分間小休いたします。

小休 午前１０時５５分

再開 午前１１時０３分

◎議長（井川英秋議員）

それでは、再開をいたします。

もう１名の方から議案質疑の申出がございます。

議長から申し上げます。議案質疑は私見など入れないように、議案の内容だけの質問と

いうことでよろしくお願いをいたします。

次に、議席番号３番、藤野克彦議員。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（井川英秋議員）

藤野克彦議員。

［３番 藤野克彦議員 登壇］

◎３番（藤野克彦議員）

議長の許可をいただきましたので、通告のとおり先議分であります議案第６４号、令和

２年度美馬市一般会計補正予算（第２号）、総務管理費、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生事業費、負担金補助及び交付金のうち企業応援給付金、Ｇｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキ

ャンペーン推進事業補助金について質疑をさせていただきます。
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新型コロナ感染症の全国的な流行が確認されてから早くも４か月がたったわけでござい

ますが、県内ではようやく５月１４日の緊急事態宣言解除を受けて、本市の学校や様々な

施設を始め、自主的に営業自粛を行っていた商店や文化活動等も再開を始め、抑制されて

いた経済活動が再起動されつつあります。

しかしながら、ワクチン等の開発がなされるまでは、今後もこれまでの間と同様に、身

体的距離の確保、マスクの着用、手洗いや３密を避ける等の対策を取り入れた「新しい生

活様式」を実践することが求められており、人と人との距離が制約され、人とものの動き

が遮断されたことによる国内経済の低迷は消費税増税の影響も残る中にあって、長期化が

避けられない状況となっております。

一方で、新型コロナ感染症による経済への影響は人、ものの動きの遮断、国内の経済活

動抑制による外出規制などによって需要が蒸発したことによるものであって、潜在需要は

存在しており、感染が収束するまでの間に企業の資金繰りや雇用を維持し、コロナ危機後

は景気を回復軌道に乗せていかなければなりません。国や県においては、中小法人、個人

事業者向けの持続化給付金や家賃支援給付金等のほか、民間金融機関による実質無利子・

無担保融資施策による事業者への支援とともに、本市におきましても既にセーフティーネ

ット保障制度による美馬市企業応援給付金第１号はもとより５月１日に他市より先行して

飲食業、宿泊業、運輸業といった、特に著しく感染症の影響を受けている事業者に対して

美馬市営業持続化給付金の事業を行ったところであり、これにより企業活動の持続や維持

につながっており、迅速かつ効果的な対応であったと考えております。

更に、この６月定例会においても補正予算に計上されております給付金事業である美馬

市企業応援給付金第２号につきまして、先の第１号、営業持続化給付金で給付対象となら

なかった事業者からの相談等も少なからずあったのではないかと考えられますが、これま

での給付金制度との第２号の給付金事業の違いはどのようなものであるのかについて、ま

た第２号の概要についてご説明いただきたいと思います。

また、様々な給付金や支援金による市内業者の持続や維持をし、生活を支えていくこと

は最も重要でありますが、長期化が危ぶまれるコロナ危機の下では、第２波、第３波のリ

スクを抱えながらも経済活動を促していく「ＷＩＴＨ・コロナ」の段階へと移行していか

なければなりません。

国においては、新型コロナウイルスの感染拡大によって外出自粛などの影響により、旅

行事業が激減するなど地域の様々な産業に甚大な被害を与えていることから、事態収束後

に地域を活性化するための需要喚起策として１.７兆円をかけて官民一体型の需要喚起策

であるＧｏ Ｔｏキャンペーンを行うことが４月の段階から検討されておりまして、よう

やく８月初旬に開始する予定となっております。県でも既に徳島観光キャンペーンとして

第１弾が今月８日からスタートしており、８月１日からは第２弾としてＧｏ Ｔｏキャン

ペーンのタイアップ事業が始まります。国のＧｏ Ｔｏキャンペーンは、旅行業者経由で

旅行商品を購入した方を対象に、旅行代金の最大５割、上限１人１泊当たり２万円を補助

し、補助額のうち７０％に当たる部分は宿泊や日帰り旅行商品の割引を行い、３０％に当

たる部分は観光地周辺の地域産品、飲食店、観光施設等の登録加盟店で幅広く利用できる
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地域共通クーポンの発行をし、観光地全体の消費を促すことを目的としているようでござ

います。

そこで、今回補正予算に計上されておりますＧｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキャンペーン推進事

業補助金につきまして、事業開始時期や事業概要についてどのようなものかお聞きいたし

ます。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（井川英秋議員）

経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

３番、藤野克彦議員からの議案質疑のうち、私からは、美馬市企業応援給付金第１号と

第２号の違いについて及び第２号給付金の概要について、お答えいたします。

初めに、美馬市企業応援給付金第１号につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、売上高が減少した事業者がセーフティーネット保証４号及び５号、又は危機関

連保証の認定により受けた融資額の１０％、上限は３０万円として給付を行うものでござ

います。

今回、新たに設ける美馬市企業応援給付金第２号につきましては、融資の有無を問わず、

美馬市内で事業を行っている小規模事業者及び個人事業者が対象で、本年２月から６月ま

での５か月間のうち連続する３か月間の売上高が昨年の同時期と比較し、２０％以上減少

する事業者に、最大で２０万円の給付を行うものでございます。

ただし、企業応援給付金第１号で２０万円以上の給付を受けた事業者及び運輸、飲食、

宿泊業のうち美馬市営業持続化給付金の給付を２０万円以上受けた事業者を除く、その他

の事業者を対象とするものでございます。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（井川英秋議員）

美来創生局、前川局長。

［美来創生局長 前川正弘君 登壇］

◎美来創生局長（前川正弘君）

続きまして、私からは、Ｇｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキャンペーン推進事業補助金の実施時期

や事業概要とはとのご質問にお答えいたします。

このキャンペーンは、国のＧｏ Ｔｏキャンペーンや県の観光キャンペーンに合わせ実

施するものでございまして、実施時期につきましては、国が示す外出自粛の段階的緩和の

目安に基づき、７月の中旬頃からを想定しており、美馬観光ビューローと観光課が連携し

て事務局を担ってまいります。

キャンペーン事業費の内訳でございますが、まず市内の貸切バス・タクシーを利用した

体験型ツアー商品の造成と販売でございます。これは、市内への観光誘客、滞在型観光を
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目的とし、美馬観光ビューローと市内の貸切バス・タクシー事業者や旅行会社が連携し、

貸切バス・タクシーを利用した市内の観光拠点巡りや剣山登山、ＪＲ四国とのタイアップ

による体験型ツアーなどの旅行商品を造成し、販売を行うものでございます。

事業費は、ツアー企画やプロモーション及びＰＲ、貸切バス・タクシー料金などの助成

に６５０万円の経費を見込んでおります。

また、キャンペーンツアー参加者には、三つの特典を用意いたしております。

まず一つには、藍染め体験や和傘作り体験、世界農業遺産認定地域での収穫体験、剣山

ガイド付トレッキングなどを利用した方に１人上限５,０００円までの助成をすることと

し、３,０００人分、１,５００万円の事業費を見込んでおります。

二つ目は、ツアー参加者に１人１,０００円相当の藍染めハンカチ、和菓子などの市特

産品をプレゼントいたします。なお、市の伝統工芸品である美馬和傘や民芸品、市特産品

詰め合わせなどの高額商品につきましては、ツアー参加者のうち抽選でプレゼントいたし

ます。対象は３,０００人分で、４５０万円の事業費を見込んでおります。

三つ目は、市内宿泊施設を利用したツアー参加者に１人１泊２,０００円の割引サービ

スを行うもので、国のＧｏ Ｔｏトラベルなどの宿泊割引と併用して利用することができ、

対象者は３,０００人分で６００万円の事業費を見込んでおります。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（井川英秋議員）

３番、藤野克彦議員。

［３番 藤野克彦議員 登壇］

◎３番（藤野克彦議員）

それぞれに、ありがとうございました。

まず、美馬市企業応援給付金第２号について、再質疑いたします。

先程いただきましたご答弁の中で、今回の給付金事業については、先行する事業で、既

に２０万円以上給付を受けた事業者を除くその他の事業者が対象ということでございまし

た。

そこで、今回対象となるのは、どのような事業者や業種であるのか。また、売上高の確

認方法や申請方法の詳細についてお聞きいたします。

また、Ｇｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキャンペーン推進事業補助金につきまして、開始時期や事

業概要の詳細をご説明いただきました。市内のバス・タクシー事業者と旅行会社の連携に

より、市内への観光誘客を目的として様々な特典付の体験型ツアーの造成と販売を行うと

いうことでございまして、コロナ危機下における経済対策の一環であると考えております。

しかしながら、運行が再開された高速バス会社でも、バス車内での３密対策のため、乗客

に対し、乗車前の検問や社内換気システムを常時稼動し、二人掛けシートであれば窓際の

み使用し、通路側を空席にすることや、更には乗客の座るシートには使い捨てのフェイス

カバーを装着し、前後の乗客との密接を避けることにより飛沫感染を減らすなどの対策が

講じられております。運輸業者においてもこのような「新しい生活様式」を取り入れてい
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くことを考えますと、バス・タクシーの定員は満席の状態でも半分程度に抑えられること

となり、客単価が上がらなければ、今までのような売上げは見込めないことが考えられ、

また一度離れた需要を喚起していくためには常時よりコストパフォーマンスの高さが感じ

られる企画でなければならないと考えております。

そこで、今回の事業費は、ツアーの企画とプロモーションやＰＲのほか、貸切バス・タ

クシーなどの助成にも経費を見込んでいるということでございますが、体験型ツアー自体

の価格を抑えるために貸切バスやタクシー費用の補助は含まれているのかについて、また、

この事業における「ＷＩＴＨ・コロナ」としての経済対策の位置づけはどうであるのかに

ついて、詳しくお聞かせいただきまして、議案質疑を終わりたいと思います。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（井川英秋議員）

経済建設部長、河野君。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

３番、藤野克彦議員からのご質問で、対象となる事業者及び業種、売上高の確認方法や

申請方法についての再問にお答えさせていただきます。

美馬市企業応援給付金第２号の申請対象となる事業者等につきましては、市内に本社又

は事業所等があり、おおむね常時雇用する従業員が２０人以下である小規模事業者、若し

くは個人事業者を対象とするものでございます。また、業種等の制限は原則、設けていな

いことから農林業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で事業収入を得ている法人・

個人の事業者を対象といたします。

なお、事業収入の有無の確認及び売上高の減少を把握して給付を決定する必要があるこ

とから、前年度の確定申告書の写しと併せて、月ごとの売上高が確認できる書類及び本年

２月から６月までの間の売上高減少を証明する台帳等の提出が必要となります。

申請受付期間は、７月１日から８月３１日の２か月間を予定しており、ご承認後は音声

告知端末でのご案内や新聞折り込み広告及び広報紙、ホームページへの掲載など、各媒体

を使って広く周知を行うこととしております。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（井川英秋議員）

美来創生局、前川局長。

［美来創生局長 前川正弘君 登壇］

◎美来創生局長（前川正弘君）

続きまして、私からは、「ＷＩＴＨ・コロナ」としての事業の位置づけについての再問

にお答えいたします。

まず、体験型ツアーの価格を抑えるためのバス・タクシー費用の補助は今回の事業に含

まれているのかについてでございますが、貸切バスなど運輸事業者においても、国の業種
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別ガイドラインや「新しい生活様式」を取り入れる必要があるため、体験ツアー商品につ

きましては、貸切バスやタクシー料金の一部を市が助成し、ツアー価格を安価に抑えたい

と考えております。

また、「ＷＩＴＨ・コロナ」としての経済対策の位置づけはとのご質問でございますが、

今回のＧｏ Ｔｏ Ｍｉｍａキャンペーンで実施する体験型観光ツアーの造成や宿泊割引、

土産物のプレゼントにつきましては、新型コロナ収束後の国内観光需要をいち早く獲得す

ることにより、疲弊する市内観光事業者の活性化を図ることを第一の目的としたものでご

ざいます。

◎議長（井川英秋議員）

以上で、通告による質疑は終わりました。これをもって質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

議案第６４号について、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。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６４号については委員会付託を省略することに決

しました。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。これによって、

討論を終結いたします。

これより、採決いたします。

お諮りいたします。議案第６４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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６４号は、原案のとおり可決されました。

次に、日程第５、議案第６７号、美馬市農業委員会委員の任命についてから議案第８５

号、美馬市農業委員会委員の任命についての１９件を一括して議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（井川英秋議員）

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６７号から議案第８５号までの美馬市

農業委員会委員の任命につきましてご説明を申し上げます。

この１９議案につきましては、美馬市農業委員会委員の任命につきまして、農業委員会
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等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

最初に、議案第６７号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市

穴吹町穴吹字戎２４番地、氏名は安達英雄氏でありまして、生年月日は昭和２５年１月２

９日でございます。

次に、議案第６８号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町字小星８６２番地、氏名は大久保孝雄氏でありまして、生年月日は昭和２３年１２月１

日でございます。

次に、議案第６９号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町字西赤谷８５２番地、氏名は尾方隆子氏でありまして、生年月日は昭和３１年４月１１

日でございます。

次に、議案第７０号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町字曽江名４１６番地２、氏名は小田一夫氏でありまして、生年月日は昭和２８年９月６

日でございます。

次に、議案第７１号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町木ノ内４０４４番地の２、コーポカネヨシ２０３、氏名は蔭山勝利氏でありまして、生

年月日は昭和５９年５月２３日でございます。

次に、議案第７２号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町大字北庄１２１４番地の２、氏名は河野耕八郞氏でありまして、生年月日は昭和３０年

９月２５日でございます。

次に、議案第７３号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町字拝原１３５０番地７、氏名は河野弘彦氏でありまして、生年月日は昭和４２年３月９

日でございます。

次に、議案第７４号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町大字脇町９３１番地、氏名は櫻間芳幸氏でありまして、生年月日は昭和２８年２月２５

日でございます。

次に、議案第７５号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字鵜飼口２２番地１、氏名は田中耕治氏でありまして、生年月日は昭和２６年３月４

日でございます。

次に、議案第７６号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市穴

吹町三島字舞中島１４２７番地、氏名は谷富廣氏でありまして、生年月日は昭和２５年１

月１９日でございます。

次に、議案第７７号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字谷ヨリ西４９番地、氏名は都築吉弘氏でありまして、生年月日は昭和２７年１２月

１７日でございます。

次に、議案第７８号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字大上２番地、氏名は長浦勝幸氏でありまして、生年月日は昭和２５年８月１日でご

ざいます。

次に、議案第７９号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇
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町字西赤谷１６２番地、氏名は原田政憲氏でありまして、生年月日は昭和２１年３月２３

日でございます。

次に、議案第８０号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇

町大字脇町１３６０番地、氏名は藤岡由信氏でありまして、生年月日は昭和２４年８月２

３日でございます。

次に、議案第８１号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字一ノ宮１２番地１、氏名は藤本尚人氏でありまして、生年月日は昭和３３年５月１

１日でございます。

次に、議案第８２号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字小長谷８２番地１、氏名は藤原和夫氏でありまして、生年月日は昭和２５年８月２

９日でございます。

次に、議案第８３号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美

馬町字中横尾３６番地、氏名は藤原昌樹氏でありまして、生年月日は昭和６０年６月１４

日でございます。

次に、議案第８４号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市木

屋平字森遠６９４番地、氏名は松家安信氏でありまして、生年月日は昭和２４年６月１４

日でございます。

最後に、議案第８５号で任命の同意をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市

脇町字井口２０２番地の２、氏名は村上一好氏でありまして、生年月日は昭和２２年９月

２５日でございます。

いずれも農業委員会委員として適任であると認められますので、任命について議会の同

意をお願いを申し上げます。

なお、任期につきましては、１９人全員、令和２年７月２０日から令和５年７月１９日

までの３年間であります。

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

とさせていだきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（井川英秋議員）

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ありますので、

成規の手続を省略し、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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、成規の手続を省略し、直ちに採決することに決しました。

初めに、議案第６７号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６７号は原案のとおり同意することに決しました。
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次に、議案第６８号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６８号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第６９号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第６９号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７０号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７０号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７１号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７２号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７２号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７３号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７４号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７４号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７５号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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）
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◎議長（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７５号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７６号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７６号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７７号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７７号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７８号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７８号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第７９号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第７９号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８０号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８１号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８２号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８２号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８３号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
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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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８３号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８４号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８４号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、議案第８５号、美馬市農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８５号は原案のとおり同意することに決しました。

次に、日程第６、報告第３号、令和元年度美馬市繰越明許費繰越計算書についての報告

を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（井川英秋議員）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、報告第３号、令和元年度美馬市繰越明許費繰越計算書について、ご説明申し

上げます。

議案書の１４ページ及び１５ページをお開き願います。この案件は、令和元年度美馬市

一般会計予算におきまして繰越明許費のご承認を賜りました２５事業のうち令和元年度中

に事業が完了又は取りやめた２事業を除く２３事業につきまして、令和２年度への繰越額

が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、報告を申

し上げるものでございます。

令和２年度へ繰越しいたしました合計額は、１０億３,４０１万１,０００円でございま

して、その財源につきましては既収入特定財源が２６７万２,０００円、未収入特定財源

のうち国県支出金が３億９,１７５万１,０００円、地方債が５億３,９５０万円、その他

が３１４万５,０００円でございまして、差引き一般財源は９,６９４万３,０００円とな

っております。なお、これらの事業に係る５月末時点の執行率につきましては、全体で約

５３.２％となっております。また、繰越しの理由につきましては、関係機関や地元関係

者等との協議に日数を要したこと、また補正予算に計上した事業につきまして工期や履行

期間の確保が困難であったことなどが主な理由となっております。

今後、事業の早期完了に向けまして、鋭意努力してまいりますのでご理解を賜りますよ
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うお願い申し上げます。

以上で、報告第３号の説明とさせていただきます。

◎議長（井川英秋議員）

以上で報告が終わりました。

お昼を少し過ぎるかもしれませんが、会議を続行させていただきますので、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

次に、日程第７、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙についてを議題といたしま

す。

本市選出の徳島県後期高齢者医療広域連合議会の議員、川西仁議員から広域連合議会議

員の辞職願が広域連合議会議長に提出されており、後任者の選出依頼が届いております。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により

指名推選にいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（井川英秋議員）

異議なしと認め、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。

指名の方法は、いかがいたしましょうか。

（「議長、動議があります」の声あり）

◎議長（井川英秋議員）

２番、立道美孝議員。

◎２番（立道美孝議員）

動議をご提出いたします。

指名の方法につきましては、議会運営委員会 田中義美委員長が指名者となることを提

案させていただきます。よろしくお願いいたします。

◎議長（井川英秋議員）

ただいま立道美孝議員から議会運営委員会 田中委員長が指名者となるとの動議が出さ

れましたが、この動議に賛成者はございますか。

（「賛成」の声あり）

◎議長（井川英秋議員）

ただいま賛成の声がございましたが、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしま

した。

お諮りいたします。この動議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（井川英秋議員）

異議なしと認め、議会運営委員会 田中委員長を指名者とすることに決定いたしました。

それでは、議会運営委員会 田中委員長、ご指名をお願いいたします。

◎５番（田中義美議員）

５番、田中。

◎議長（井川英秋議員）
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５番、田中義美議員。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

徳島県後期高齢者医療広域連合議員に井川英秋議長を推薦いたしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

◎議長（井川英秋議員）

お諮りいたします。ただいま議会運営委員会 田中委員長より指名のありました私、井

川を徳島県後期高齢者医療広域連合議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（井川英秋議員）

ありがとうございます。

異議なしと認め、徳島県後期高齢者医療広域連合議員に私、井川英秋が当選いたしまし

た。よろしくお願いをいたします。

以上で本日の議事日程の全てを終了いたしました。

なお、次会は７月１日午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。

ここで、藤田市長よりご報告があります。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（井川英秋議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

私から報告をさせていただきます。

今月１日付で七條副市長から一身上の都合により、今月３０日をもって退任したい旨の

申出がございました。

今日まで私の補佐役として、本市の発展のため、尽力をされてきたところであり、慰留

をいたしましたが、奥様の看病のため、少しでもそばにいてあげたいというお気持ちが強

く、本人の意思を尊重することといたしました。

七條副市長におかれましては、平成２９年４月１日に副市長に就任いただき、３年３か

月の間、本市の発展のため、ご尽力をいただいてきたところでございます。この間、地域

交流センターミライズや道の駅みまの里の整備など大型プロジェクトの推進に手腕を発揮

されるとともに、市政全般にわたり意欲的かつ積極的に取り組んでいただきました。そし

て、徳島県職員としての豊富な経験によって、特に県とのパイプ役として私をしっかりと

サポートをしていただき、私が目指しております「美来創生のまち美馬市～一歩先の確か

な未来へ～」の実現に向け、誠心誠意取り組んでいただきましたことに、心から感謝を申

し上げる次第であります。

今後は、くれぐれも健康には十分留意をされ、ますますのご活躍をご祈念を申し上げま

して、お礼の言葉といたします。大変お世話になりました。ありがとうございました。
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◎副市長（七條浩一君）

議長、副市長。

◎議長（井川英秋議員）

七條副市長。

七條副市長の挨拶の申出がありましたので、これを許可いたします。

◎副市長（七條浩一君）

貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。一言ご挨拶を申し上げます。

このたび、一身上の都合により退任させていただくこととなりました。家族の病気によ

るものではありますが、任期を残しての退任ということで、関係する皆様にご迷惑をおか

けすることにつきまして、深くおわびを申し上げるものでございます。

平成２９年４月の着任以来、３年余りと短い期間ではありましたが、市議会を始め、多

くの皆様方から温かいご指導、ご支援、そしてご協力を賜りましたことにつきまして、厚

く御礼を申し上げます。この３年間を振り返りますと、地域交流センターミライズや道の

駅みまの里のオープン、更にはブルーヴィラあなぶきのリニューアルなど観光交流施設の

オープンが相次いだほか、世界農業遺産や日本遺産の認定を受けるなど、正に変革と飛躍

の時代だったように思います。こうした時代を藤田市長の下で職員の皆様や議会の皆様と

切磋琢磨しながら仕事ができたことを大変嬉しく思うと同時に、感謝の気持ちでいっぱい

でございます。今後の人生におきましても、美馬市での経験を大切にして歩んでまいりた

いと考えております。

美馬市には優れた人材とすばらしい地域資源がございます。これらの資源を市民の皆様

と一緒になって、更に磨きをかけていただき、地域の活性化につなげていただくとともに、

多くの多彩な人々を美馬市に呼び込み、にぎわいを創出するなどによりまして、本市が目

指す「美しく駆ける 活躍都市 美馬」が実現されることを心よりお祈りしております。

結びといたしまして、美馬市議会並びに美馬市のますますのご発展と議員各位を始め、

全ての皆様の今後のご活躍とご健勝をご祈念申し上げまして、お礼の言葉に代えさせてい

ただきます。本当にありがとうございました。

◎議長（井川英秋議員）

ただいまご挨拶いただきました七條副市長におかれましては、平成２９年４月から約３

年３か月の間、美馬市の発展のためにご尽力いただきました。衷心より御礼を申し上げる

次第でございます。本当に大変お疲れさまでございました。これまでのご活躍とご尽力に

対し、敬意を表する次第であります。今後は健康に留意されまして、美馬市と美馬市議会

の発展のために変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げる次第でございま

す。本当に大変ありがとうございました。

それでは、本日はこれをもって散会といたします。ご苦労さまでございました。

散会 午前１１時５３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。

令和２年６月２３日
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