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令和２年６月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和２年７月１４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 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

議案第５８号 美馬市手数料条例の一部改正について

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

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

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 ３ 議案第８６号 令和２年度美馬市一般会計補正予算（第４号）

日程第 ４ 議案第８７号 美馬市副市長の選任について

日程第 ５ 発議第 ４号 美馬市議会議員の議員報酬の特例に関する条例について

発議第 ５号 美馬市議会政務活動費の特例に関する条例について

日程第 ６ 特別委員会の設置並びに委員の選任について

日程第 ７ 閉会中の継続調査について
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令和２年６月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 令和２年７月１４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

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

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

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名
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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。

１番 田中みさき 議員

２番 立道 美孝 議員

３番 藤野 克彦 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（井川英秋議員）

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。

それでは、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ので、よろしくお願い

を申し上げます。

日程に入る前に、諸般の報告を行います。

市長より、議案第８６号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第４号）及び議案第８

７号、美馬市副市長の選任についての２件が提出されております。後程、提案理由の説明

をいただくことになっておりますので、ご報告を申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

それでは、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、１番 田中みさき君、２番 立道美孝君、３番 藤野克彦君を指

名いたします。

次に、日程第２、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及び

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）までの１０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すので、各委員長の報

告を求めます。

開催順にお願いいたします。

まず初めに、産業常任委員会委員長、都築正文君。

◎４番（都築正文議員）

議長、４番。

◎議長（井川英秋議員）

４番、都築正文君。

［４番 都築正文議員 登壇］

◎４番（都築正文議員）

議長のご指名がございましたので、産業常任委員会、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６５号、令和２年度美馬市一般

会計補正予算（第３号）のうち所管分の予算案件１件について審査のため、去る７月６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、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定いたしました。
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また、当委員会に送付されておりました陳情書１件につきましては、全議員に写しを配

付し、今後の参考としていただくことといたしました。

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６５号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分、林業費で

は、委員から「林道高越二戸線について、随分前から着工しているが、着工の時期はいつ

で、全線・総延長はどのくらいか。また、完成は」との質疑がありました。理事者からは、

「高越二戸線の全体計画延長は１６.４キロメートル、幅員が３.５メートルから４メート

ル。実施済み延長は４.４９キロメートル、残延長が１１.９１キロメートルであり、平成

７年から事業を着工している。これまでの投資額は約１４.６億円で、進捗率は２７.４％

となっている」との答弁がありました。

更に、委員からの「現在、市が実施している林道工事の箇所は」との質疑に、理事者か

らは、「現在、市で計画中である工事は、今回、補正予算を計上している県単林道事業２

路線である。そのほかに県単治山事業が２か所、林道開設事業が３路線、改良事業が１路

線である。また、県営の林道事業を３路線実施していただいている」との答弁がありまし

た。

次に、商工費では、「穴吹交流宿泊施設『ブルーヴィラあなぶき』修繕事業、真空式温

水機更新について、平成３０年１月と令和元年１１月の２回、市の単独事業で修繕を行っ

ているが、その際にかかった費用は幾らで、今回修繕する温水機と別のものであるのかど

うか。なぜ大規模改修の際に不具合が分からなかったのか」との質疑がありました。理事

者側からは、「平成３０年１月に国の地方創生拠点整備交付金事業穴吹交流宿泊施設改修

工事の際に、市単独事業で３０万円、令和元年１１月に基盤のセンサー交換のため、２２

万３,０００円を費やしている。大規模改修工事の前には点検を行い、基本的に使用でき

る設備は継続して使用するという考えの下に改修を行った。今後、壊れる可能性もあるた

め、修繕計画を立てて、しっかりと対応していく」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、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（井川英秋議員）

次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀君。

◎９番（郷司千亜紀議員）

はい、９番。

◎議長（井川英秋議員）

９番、郷司千亜紀君。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９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５９号、美馬市家庭的保育事業
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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の条例案件５件、議案第６５号、令和

２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分及び議案第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）についての予算案件２件の合計７件につい

て審査のため、去る７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、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定しました。

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、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は、委員から「両条例の改正

の概要については、乳幼児の卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保義務を緩和すると

いう点で同じだが、両条例の違いは」との質疑がありました。理事者からは、「議案第５

９号の条例は、特定地域型保育事業である家庭的保育事業など４事業についての施設等の

認可基準を定めるものであるのに対し、議案第６０号の条例は、その事業を行うための運

営基準を定めるものである」との答弁がございました。

続いて、議案第６５号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

教育費では、委員から「小学校費のタブレット端末購入費について、既に導入している台

数分を除く残り３分の２に当たる８１２台はいつ導入の予定なのか。また、導入後の活用

方法は」との質疑がございました。理事者からは、「国はＧＩＧＡスクール構想の仕様書

に基づき、県が市町村分を共同調達することを勧めており、それにより迅速に対応ができ

ると想定している。しかし、全国的な事業であるため、早期に一括購入することは難しい

ことから、全ての台数が導入されるのは年度内と想定している。タブレット端末の活用に

ついては、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の臨時休業期間中には、家庭にお

いても学習できるように端末の貸出しを行った。学習教材ソフトを導入することにより、

タブレット端末でドリルやプリントの学習ができるようになる」との答弁がございました。

続いて、同じく議案第６５号中、衛生費では、「妊婦・乳児健康診査委託料について、

医療機関に委託するとのことだが、受診できる医療機関はどこか」との質疑がございまし

た。理事者からは、「この委託事業については、新型コロナウイルス感染症の流行により、

保健センターで集団で実施している乳児健診を適切な時期に実施することが困難であるこ

とから、実施方法を医療機関委託の個別診察に切り替えるもので、県下の医療機関の代表

と市町村の代表が集合で契約しているものであるため、市内を問わず、県内の医療機関で

あれば受診できる」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、福祉文教常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（井川英秋議員）



－１１１－

次に、総務常任委員会委員長、武田喜善君。

◎８番（武田喜善議員）

議長、８番。

◎議長（井川英秋議員）

８番、武田喜善君。

［８番 武田喜善議員 登壇］

◎８番（武田喜善議員）

議長の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５８号、美馬市手数料条例の一部改正

についてまでの条例案件３件、議案第６５号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３

号）のうち所管分の予算案件１件、以上４議案について、審査のため、去る７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６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、慎重なる審査の結果、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

また、当委員会に送付されておりました陳情書１件につきましては、全議員に写しを配

付し、今後の参考としていただくことといたしました。

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５７号、美馬市税条例の一部改正についてでは、委員から「税収の猶予制

度の特例について、どのような内容であるか、また、その対応については」との質疑があ

りました。理事者からは、「現在、市民の方から徴収猶予の相談・申請を受けている。徴

収猶予の要件としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同期に比べておお

むね２０％以上の収入の減少があり、納税することが困難である方に対し、最大で１年間

の徴収猶予ができるというものである。今後も固定資産税等、各市税の納期限前には、相

談・申請等いただくケースもあると思われるので、適切に対応したい」との答弁がありま

した。

続いて、議案第６５号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

一般管理費では、委員から「新たに防災対策監を任用するに至った経緯と、担当する業務

について」質疑がありました。理事者からは、「近年、全国各地で頻発する豪雨災害、土

砂災害への備えや、発生が懸念される南海トラフ地震への対策を強化するため、地域防災

マネージャーの資格を有する退職自衛官を防災対策監として採用することとなった。主な

業務は、平時には、地域防災計画など危機管理に関する個別計画の見直しや防災訓練の充

実化のための支援、効果的な防災意識の啓発等に取り組む。また、災害発生時には、自衛

隊などの関係機関との調整等の業務を担う」との答弁がありました。

次に、委員から「コミュニティ助成金の地域防災組織育成助成事業の中で、自主防災組

織の活動状況と今後の対策については」と質疑がありました。理事者からは、「自主防災

組織の結成率は、令和２年４月１日現在で、全自治会数２５７件のうち２４８件、９７.
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２％が組織化されている。そのうち、市に届出のあった自主防災訓練については、過去５

年間で１４８団体、４,２８０人の実績であり、団体としては約１５％ぐらいである。今

後の自主防災組織への対応としては、丁寧な周知活動や先進地の事例等を研究・参考にし、

自主防災活動の活発化につなげていきたい」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、総務常任委員長の報告を終わります。

◎議長（井川英秋議員）

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、各常任委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ、質疑の通告がありませんので、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。

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、討論を終結いたし

ます。

これより、採決を行います。

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及び議案第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）の１０件について、一括採決を行います。

議案第５６号から議案第６３号及び議案第６５号、議案第６６号の１０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５６号から議案第６３号及び議案第６５号、議案第６６号の

１０件については、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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、議案第５６号から議案第６３号及び議案第６５号、議案

第６６号の１０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、議案第８６号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第４号）を議題

といたします。

本件につきましては、本日、市長から提出されたものであります。

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）
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ただいま上程をいただきました議案第８６号、令和２年度美馬市一般会計補正予算（第

４号）についてご説明をさせていただきます。

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（追加））の

１ページをお開き願います。

令和２年度美馬市一般会計補正予算（第４号）は、第１条、歳入歳出予算の補正のとお

り、歳入歳出の予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億８,０００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出予算それぞれ２３５億２,９００万円とするものであります。

この案件につきましては、去る６月１２日に成立をいたしました国の第２次補正予算に

対応した予算でございまして、国から８月末までの支給が求められているひとり親世帯臨

時特別給付金や、ウィズコロナ時代への対応に必要な経費などを計上したものでございま

す。

それでは、補正予算の主なものについてご説明をさせていただきます。

総務費につきましては、指定避難所への避難による感染拡大を防止するため、在宅避難

や分散避難をする際に必要となる物資を市民の皆様に備蓄いただくための経費といたしま

して、９,９００万円を計上しております。

また、農家の売上げ回復のため、作付を行う農作物の種代、苗代に係る経費の一部を補

助する経費として１,６３６万円を計上しております。

更に、県外在住のふるさと美馬ファン倶楽部会員の方や、県外の学校に在学している市

出身者の皆様に、本市産の藍染めマスクや農産物をお届けする経費として１,１１０万１,

０００円を計上しております。

また、地域交流センターミライズでのイベント開催時に、入場者の発熱の有無を確認し、

新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、体温測定サーマルカメラを設置する経

費として１２０万円を計上しております。

民生費につきましては、ひとり親世帯の子育てに対する負担の増加や収入の減少などに

対する支援として、児童扶養手当受給世帯などに対し臨時特別給付金を支給する経費３,

１４３万円を計上しております。

教育費につきましては、小中学校の学校再開に伴い、学校での感染対策等を徹底しなが

ら、子どもたちの学びを保障するため、消毒液など衛生用品のほか、夏季休業期間の短縮

に伴う熱中症対策備品の購入に係る経費といたしまして１,４６０万９,０００円を計上し

ております。

また、幼稚園につきましても同様に、感染防止対策を強化し、安全な教育環境を確保す

るための経費といたしまして２００万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。原案のとおりご可決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（井川英秋議員）

以上で、説明は終わりました。

これより、質疑に入ります。
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ただいまのところ、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたし

ます。

ただいま議題になっております議案第８６号については、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。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、議案第８６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、討論を終結いたし

ます。

これより、採決を行います。

お諮りいたします。議案第８６号については、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８６号については、原案のとおり可決されました。

次に、日程第４、議案第８７号、美馬市副市長の選任についてを議題といたします。

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８７号、美馬市副市長の選任について

の人事案件についてご説明をさせていただきます。

この案件につきましては、七條前副市長の退任に伴い、新しい副市長の選任について提

案をさせていただくものでございます。

選任の同意をお願いする者は、住所は東京都調布市若葉町２丁目１１番地１、氏名は長

江哲氏でございまして、生年月日は昭和２５年９月１１日でございます。

長江氏につきましては、本市のご出身で、昭和４７年９月に、当時の自治省職員として

採用され、大臣官房総務課企画係長、財政局地方債課課長補佐、自治財政局財務調査官な

どの要職を経まして、平成２０年３月に退職をされております。

また、退職後は、全国町村会事務局次長、全国市町村振興協会事務局長を歴任するなど、

地方自治の振興・発展にご尽力をされております。

同氏は、総務省職員としての豊富な経験をお持ちでございまして、その能力、知識、実

行力、行政判断は卓越したものがあると考えております。美馬市副市長として、私の政策

決定の補佐役として役割を果たすことができるものと存じます。
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なお、任期につきましては、選任の同意をいただきましたならば、令和２年７月１５日

から令和６年７月１４日までの４年間でございます。

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（井川英秋議員）

ただいまＪアラートが鳴りましたが、まもなく大雨警報が出るためのものでございます。

引き続き会議を進めさせていただきます。

以上で、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、直ちに採決いたしたいと思いますが、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８７号については成規の手続を省略し、直ちに採

決することに決しました。

議案第８７号を採決いたします。

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８７号は原案のとおり同意することに決しました。

ここで、議事の都合により小休いたします。

小休 午前１０時３２分

（長江 哲君 入室）

再開 午前１０時３２分

◎議長（井川英秋議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

先程、美馬市副市長に選任同意されました長江哲さんより挨拶の申出がありましたので、

これを許可いたします。

長江哲さん。

［長江 哲君 登壇］

◎長江 哲君

一言ご挨拶を申し上げます。

ただいまは副市長の選任にご同意を賜り、誠にありがとうございました。このたび、美

馬市副市長を務めさせていただくこととなりました長江哲と申します。

国の職員、また、県・市の職員として培ってまいりました経験を十分に生かし、市長の

補佐役として、美馬市の課題にしっかりと対応し、藤田市政の円滑な推進、更にはふるさ

とでもあります美馬市の発展に向け、全力で取り組んでまいる所存でございます。

議員の皆様方にはご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単で
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はございますが、ご挨拶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）

ありがとうございました。

ここで、ご挨拶をいただきました長江哲さんには退席を願いたいと思います。ご苦労さ

までございました。

（長江 哲君 退席）

◎議長（井川英秋議員）

次に、日程第５、発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬の特例に関する条例について

及び発議第５号、美馬市議会政務活動費の特例に関する条例についての２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。

議会運営委員会委員長、田中義美君。

◎５番（田中義美議員）

５番、田中。

◎議長（井川英秋議員）

５番、田中義美君。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

議長のご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４号、美馬市議

会議員の議員報酬の特例に関する条例について及び発議第５号、美馬市議会政務活動費の

特例に関する条例についての２件につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

本発議は、地方自治法第１０９条第６項及び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。

初めに、発議第４号、美馬市議会議員の議員報酬の特例に関する条例につきましては、

新型コロナウイルス感染拡大による厳しい社会情勢の下、様々な緊急経済対策が取り組ま

れています。そこで、市議会としても、市の新型コロナウイルス感染症対策の費用に充て

てもらうため、議員報酬の月額を減額するものです。

本条例の内容につきましては、月額報酬のうち、議長が１０％、副議長７％、議員が

５％を、令和２年７月から１２月分の６か月間減額するものです。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。

次に、発議第５号、美馬市議会政務活動費の特例に関する条例につきましても、発議第

４号と同様に、市の新型コロナウイルス感染症対策の費用に充ててもらうため、政務活動

費の半期分を交付しないとするものです。

政務活動費は、会派に所属する議員１人当たり月額２万５,０００円を年２回に分けて

交付していますが、本条例により、令和２年１０月から令和３年３月までの半期分につい

ては交付しないとするものです。また、本条例とは別に、行政視察等に係る旅費につきま

しても減額することとしております。
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以上で、発議第４号及び発議第５号について、提案理由の説明を終わります。ご審議を

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（井川英秋議員）

以上で、説明は終わりました。

お諮りいたします。ただいまの発議第４号及び発議第５号の趣旨は簡明であります。よ

って、成規の手続を省略し、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（井川英秋議員）

異議なしと認めます。よって、直ちに採決をいたします。

お諮りいたします。初めに、発議第４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、発議第４号は原案のとおり可決されました。

次に、発議第５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、発議第５号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第６、特別委員会の設置並びに委員の選任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、委員会条例第６条第１項の規定により、お

手元にご配付の構成員１０人からなる国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会

設置（案）のとおり設置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、構成員１０人からなる国道１９３号（美馬・高松間）整

備促進特別委員会を設置することに決定いたしました。

ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８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をいたします。

この後、小休を取りますので、委員会を開催していただき、正副委員長を互選し、議長

まで報告をお願いいたします。

それでは、暫時小休いたします。

小休 午前１０時４２分

再開 午前１１時００分

◎議長（井川英秋議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

小休中に、先程設置されました国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会が開
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催され、正副委員長が互選されました。その結果が報告されておりますので、議長から報

告いたします。

国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会委員長に藤野克彦君、副委員長に立

道美孝君が互選されました。よろしくお願いをいたします。

次に、日程第７、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（井川英秋議員）

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。

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）

令和２年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせてい

ただきます。

議員各位におかれましては、大変お忙しい中、市政各般にわたり、終始熱心にご審議を

賜り、提案をいたしました議案につきましては、全て原案のとおりご可決をいただき、厚

くお礼を申し上げます。

ご審議を通じまして、議員各位から賜りました数々の貴重なご意見、ご提言につきまし

ては、十分に検討いたしまして、今後の市政運営に反映をさせてまいりたいと思います。

最初に、令和２年７月豪雨によって河川の氾濫や冠水が発生し、大きな被害がもたらさ

れました。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りを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。

特に、熊本県南部を流れる日本三大急流の一つである球磨川が氾濫をし、広範囲で冠水

被害や土砂災害が発生をいたしましたが、こうした災害はいつ、どこで発生するか分かり

ません。本市におきましても、決して油断することなく、今後とも一層の防災・減災対策

を推進いたしまして、安全・安心なまちづくりを目指してまいります。

次に、このたび、県内で初めてとなります災害時の廃棄物処理に関する県外事業者との

協定を、大阪府和泉市に本社がございます大栄環境グループと締結することとなりました。

この協定の内容につきましては、災害時に発生をいたしました廃棄物を、大栄環境グル
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ープが所有する施設にて処理を行っていただくものであります。

大栄環境グループにつきましては、全国３０か所に廃棄物処理施設を有し、阪神・淡路

大震災を始め、令和元年東日本台風までの間、約３８０万トンの災害廃棄物の処理を行い、

令和２年５月現在、全国８２自治体と協定の締結を行っております。

本市の災害廃棄物処理計画では、想定される南海トラフ巨大地震において発生をする廃

棄物の量を２１万５,８３３トンと想定しており、仮にこの廃棄物を、本市のクリーンセ

ンター美馬において処理を行った場合、その処理に６年以上の期間が必要と見込まれてお

ります。

以上のことを踏まえ、本市の災害発生からいち早く復興を図るためにも、この協定に基

づき、災害廃棄物の迅速な処理を行ってまいりたいと考えております。

次に、新型コロナウイルス感染症についてであります。

去る５月２５日、全ての都道府県で緊急事態宣言が解除をされてから２か月近くが経過

をいたしましたが、徳島県では、先月２６日及び今月に合計５人の新型コロナウイルスの

感染者が確認をされました。県内では、再び感染者が発生をし、不安を感じられる市民の

方々も多いとは存じますが、引き続き３つの密の回避や、人と人との距離の確保、人との

距離が取れない場合や屋内でのマスクの着用、手洗いの励行など、国が示した新しい生活

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。

新型コロナウイルス感染症については、ワクチンの開発や治療方法が確立するまでの間

は、感染防止対策を継続しつつ、長期戦を念頭に、社会経済活動のレベルを段階的に上げ

ていく必要があります。本市では、第１弾、第２弾の緊急経済対策に引き続き、本日、議

決をいただきました第３弾の対策を切れ目なく、スピード感を持って実施することにより、

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と移行してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

さて、２０００年４月、地方分権一括法が施行をされ、今年４月で２０年が経過をいた

しました。地方分権一括法では、機関委任事務事業制度が廃止をされ、執行権者と議決権

者が二元代表として確立をされ、国と地方の関係も上下・主従の関係から対等・協力の関

係へ、地方分権改革への期待と高揚感で美馬町議会議員選挙に出馬したのが平成１３年、

２００１年のことでありました。

この間、三位一体の改革、町村合併、リーマンショック、地方分権から地方創生、様々

な出来事があり、あれから約２０年、地方分権一括法施行２０年のこのタイミングで起こ

ったコロナ禍の発生、今は２０年前とは違った期待と高揚感、これはこのコロナ禍を必ず

乗り越える、このコロナ禍の向こうにある未来を必ずつかみ取るといったもので、その実

現のために、失敗を恐れることなく、果敢に挑戦をしてまいりますと同時に、地方分権一

括法施行２０年に当たり、改めて緊張感のある機関競争での市民の皆様方の信頼確保に努

めてまいりますので、議員各位におかれましては、引き続きのご指導、ご鞭撻、ご支援、

ご協力の程、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

結びとなりますが、連日、すっきりしない梅雨空が続いております。議員各位におかれ

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
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ますようご祈念を申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。大変ありがとう

ございました。

◎議長（井川英秋議員）

令和２年６月美馬市議会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２３日から本日までの２２日間にわたり、終始ご

熱心に審議を賜り、全ての案件を議了いただきまして、厚く御礼を申し上げます。

また、市長を始め、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。

開会の挨拶でも申し上げましたが、また、今、市長の挨拶の中でもありました。今現在、

九州を始め、各地で豪雨により多くの人々が被災されております。また、今からは台風到

来の時季でもあります。台風による被害はどこで起きるか分かりません。十分に注意して

いただきたいと思います。また、暑さによる熱中症にも十分に気をつけてもらいたいと思

います。

特に、各委員会の閉会中の継続調査事件にも盛り込まれております中で、新型コロナウ

イルス感染症対策については、各自が注意することは言うまでもなく、市民の皆様方に安

心・安全で生活してもらうために、調査・対策に十分に取り組んでもらいたいと思います。

結びに当たり、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、令和２年６月美馬市議会定例会を閉会いたします。

閉会 午前１１時１１分
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