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平成３１年３月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

平成３１年２月２６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 美馬市森林環境基金条例の制定について

議案第 ２号 美馬市中小企業振興基本条例の制定について

議案第 ３号 美馬市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て

議案第 ４号 美馬市職員の定年等に関する条例の一部改正について

議案第 ５号 美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて

議案第 ６号 美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例及び美馬市議会議員の職員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部改正について

議案第 ７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 ８号 美馬市職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第 ９号 美馬市税条例の一部改正について

議案第１０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いて

議案第１１号 美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条

例の一部改正について

議案第１２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１３号 美馬市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布

設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例

の一部改正について

議案第１４号 美馬市火災予防条例の一部改正について

議案第１５号 美馬市美馬福祉センター設置条例の廃止について

議案第１７号 平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第６号）

議案第２０号 平成３１年度美馬市一般会計予算

議案第２１号 平成３１年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議案第２２号 平成３１年度美馬市国民健康保険特別会計予算

議案第２３号 平成３１年度美馬市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２４号 平成３１年度美馬市介護保険特別会計予算

議案第２５号 平成３１年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計予算

議案第２６号 平成３１年度美馬市小水力発電事業特別会計予算
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議案第２７号 平成３１年度美馬市下水道事業会計予算

議案第２８号 平成３１年度美馬市水道事業会計予算

議案第２９号 平成３１年度美馬市工業用水道事業会計予算

議案第３０号 平成３１年度美馬市簡易水道事業会計予算

議案第３１号 過疎地域自立促進計画の変更について

議案第３２号 市道路線の認定について

議案第３３号 市道路線の廃止について

議案第３４号 債権の放棄について

日程第 ４ 議案第３５号 美馬市教育委員会委員の任命について

議案第３６号 美馬市公平委員会委員の選任について

議案第３７号 美馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案第３８号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第３９号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第４０号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第４１号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第 ５ 議案第１６号 平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第５号）

議案第１８号 平成３０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１９号 平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第 ６ 報告第 １号 市長専決処分の報告について

報告第 ２号 市長専決処分の報告について

報告第 ３号 市長専決処分の報告について
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平成３１年３月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 平成３１年２月２６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

戦略監 浅野誠一郎

企画総務部長 吉田 貞伸

保険福祉部長 川口 種満

市民環境部長 中川 貴志

経済建設部長 山田 一弘

水道部長 小山 陽央

美来創生局長 前川 正弘

会計管理者 平井 佳史

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

企画総務部次長（企画政策課長事務取扱） 吉田 正孝

企画総務部秘書課長 渡邊 晴樹

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美
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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

議会事務局長 住友 礼子

議会事務局次長 見立 貞治

議会事務局事務副主任 井手 和輝

◎ 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。

５番 田中 義美 議員

６番 中川 重文 議員

８番 武田 喜善 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１８名であります。定足数に達しておりますので、これより平成

３１年３月美馬市議会定例会を開会いたします。

なお、藤田市長よりのご挨拶につきましては、提案理由の説明の際に併せてお願いをす

ることといたします。

それでは諸般の報告をいたします。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２５日、第６５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もに出席をさせていただきました。

次に、１月２日、平成３０年度美馬市成人式が開催をされ、議員各位の皆さんとともに

出席をさせていただきました。

次に、１月１３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。

続きまして、２月２日、シンポジウム「新幹線で四国を変えよう」が高松市で開催をさ

れ、これに出席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、つるぎ町と構成をいたしま

す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長とともに出

席をさせていただきました。

次に、１２月定例会以降、１月２９日に岡山県久米南町議会によりますまちづくり施設

等につきまして、これの行政視察がありまして、市長部局とともに対応をさせていただき

ました。

次に、監査委員より平成３０年１１月分から平成３１年１月分までの例月出納検査につ

きまし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、事務局で保管

をしておりますので、必要に応じましてごらんいただきたいと存じます。

次に、議会運営委員長より閉会中の継続調査の報告を行います。

議会運営委員長、中川重文委員長。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文委員長。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

おはようございます。ただいま議長よりの許可をいただきましたので、閉会中の議会運

営委員会の調査報告をさせていただきます。

去る１月３０日から２月１日にかけまして、当委員会で岩手県久慈市、青森県八戸市及

び十和田市への先進地視察を実施いたしました。
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美馬市議会では、これまでに少しずつ議会改革にも取り組んでまいりましたが、議会の

ペーパーレス化や議会基本条例の制定など、取り組むべき課題がいまだに沢山ありますの

で、議会改革に先進的に取り組んでいる市議会を訪問させていただき、本市議会の議会改

革に反映したいという目的で視察を行ったものでございます。

視察項目としては、議会基本条例制定のプロセスや市民との意見交換会の実施方法、Ｉ

ＣＴ化への取り組み、またそのほか議会改革などについてでございまして、それぞれ担当

議員や担当職員から詳しくご教示いただいたものでございます。

まず、久慈市では、通称「じぇじぇじぇ議会基本条例」と言われる条例を制定しており、

市民が親しみやすいように前文に方言を盛り込み、条文には市民と議会が協働する場「か

だって会議」の設置やＩＣＴの積極的活用を盛り込んでいるなど、特徴がありました。特

に、「かだって会議」の取り組みは非常に参考となるものがありました。「かだって」には

久慈市の方言で一緒にやろうという意味と語ろうという意味があるそうでございます。美

馬市議会でも昨年から市民と議会の意見交換会を行っていますが、参加人員の減少や参加

者の偏りが課題となっているところでございます。久慈市では、この「かだって会議」を

無作為抽出した市民を対象にワールドカフェ方式、つまりカフェのようなオープンでリラ

ックスした雰囲気の中で各テーブルに１人の議員が入り、少人数のグループ討議のような

形で進めることにより、市民と議会が垣根を越え、雰囲気よく一緒に話し合う場が実現し

たとのことです。そのためには、議員の対話スキルの向上が必要だということで、議員対

象にファシリテーション研修を行っているとのことでございました。

次に、八戸市では、議会改革推進委員会を設置し、様々な議会改革に取り組んでいまし

た。特に、平成２７年９月よりタブレット端末を導入し、印刷経費等のコスト削減及び事

務の効率化や省力化の観点から議会資料や冊子などの紙資料を減らすペーパーレス化を図

るとともに、議員への情報伝達の迅速化、インターネット活用による政務調査活動の充実

を図っているとのことでございました。導入効果も多く得られており、３月からは本会議、

各種委員会も一部図面などを除き、完全にペーパーレス化にし、今後更に議会システムを

改善していくということでありました。美馬市議会においても、ペーパーレス化を図るた

めに、研修や視察を重ねていますが、八戸市議会の取り組みも大いに参考にさせていただ

き、今後も継続して調査研究を進めていきたいと思っています。

次に、十和田市では、議会改革の特別委員会を設置し、十和田市議会での課題５０項目

について一つ一つ議論し、その中で２５項目を改めたということでした。その一つとして、

議会基本条例の制定にも取り組み、平成２６年に「十和田市ひらかれた議会づくり基本条

例」を制定したとのことです。また、市民に分かりやすい議会運営を行うために、本会議

における一問一答方式の導入、ホームページによる会議録検索システムの導入や、議会の

インターネット中継の実施などにも取り組んでいました。十和田市の市民に開かれた議会

づくりという姿勢は、美馬市議会においても、今後、議会基本条例の制定に取り組んでい

くに当たり、参考とすべき点が多々あると感じました。

以上、今回は、議会改革の先進地を視察しましたが、どの市においてもそれぞれの特徴

を盛り込んだ議会基本条例を制定し、その中に取り組むべき項目を盛り込むことによって、
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議会改革を進めていました。また、その結果を検証することによって、いわゆるＰＤＣＡ

サイクルを回すことによって、更に次への進歩につながっていると感じました。視察によ

り得られましたそれぞれの取り組みは、参考とすべき点が多く、今後の美馬市議会の議会

改革につなげていけるよう、参考にしてまいりたいと考えています。

以上で、議会運営委員会の調査報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

続きまして、広報編集特別委員会委員長より先進地視察についての報告を行います。

広報編集特別委員会委員長、藤野克彦議員。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（川西 仁議員）

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）

ただいま議長の許可をいただきましたので、閉会中の広報編集特別委員会の調査報告を

させていただきます。

去る２月１３日から１４日にかけまして、当委員会で大分県大分市及び日出町へ先進地

視察を実施いたしました。

美馬市議会では、今年度から定例会ごとに議会広報の発行を行うこととし、これまで３

号を発行し、市民の皆様に配布させていただいているところです。本視察は、合併して初

めての議会広報の作成に当たり、市民の皆様に気軽に手にとってお読みいただけるような

広報を目指すため、議会広報の先進地であります市議会及び町議会を訪問し、参考とさせ

ていただくことを目的に行ったものでございます。

視察項目としては、議会広報の発行体制や記事の選定、レイアウトの工夫などについて

でございまして、それぞれ担当議員から詳しくご教示いただきました。

まず、大分市議会では、これまで中核市議会報コンクールで数回、最優秀賞等を受賞さ

れており、優れた議会広報を毎回、発行されております。議会広報の作成に当たり、市民

との意見交換会で出された議会広報に関する意見や外部専門家の意見を参考にしながら、

随時改訂を行っており、また表紙写真には毎号、議会に関するものを載せ、議会活動を広

く周知している点について、特に参考になるところでありました。

続いての日出町議会におきましても、平成３０年６月定例会号から紙面の改革をしたこ

とにより、紙面構成や内容、色使いなど市民が見やすく、読みやすい議会広報を発行され

ています。その中で、表紙の議会広報紙名を毎号、町内小学校に通う児童に手書きしても

らっていることや日出町のことについて原則自由に町民の声として住民に執筆してもらっ

ていることなど、住民に親しまれている議会広報を作成している点について、特に参考に

なるところでありました。

以上、今回の先進地において得られましたそれぞれの取り組みとして、住民にご意見を
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伺うなど住民参加の議会広報を発行していることなど、参考とすべき点が多く、美馬市議

会だより「みらい」が、より市民の皆様に身近にご愛読いただけるよう今後の編集におき

まして、それらについて検討・精査してまいりたいと考えております。

以上で、広報編集特別委員会の調査報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

はい、ありがとうございました。

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、５番 田中義美議員、６番 中川重文議員、８番 武田喜善議員を指名させ

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１９日の議会運営委員会の決定のとおり、

本日から３月２０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）

◎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２０日までの２３日間とすることと決

定をさせていただきました。

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、美馬市森林環境基金条例の制定についてから議案第１５

号、美馬市美馬福祉センター設置条例の廃止についてまでの１５件、議案第１７号、平成

３０年度美馬市一般会計補正予算（第６号）及び議案第２０号、平成３１年度美馬市一般

会計予算から議案第３４号、債権の放棄についてまでの１５件、合わせて３１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）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

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。

平成３１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
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市政発展のため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。

さて、早いものでございまして、本年６月には、私が本市の市長に就任をさせていただ

いてから３年が経過をいたします。また、平成３１年度は私にとりまして４年目となり、

総合計画や総合戦略の最終年度となりますことから、仕上げの年度でもございます。

いま一度、初心に返り、「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」の実現を

目指してまいります。そのためにも一つ、地方創生「県西部の中核拠点」としての美馬市

創生の実現、二つ、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」、三つ、

未来を支える「いきいきと健やかに暮らせるまちづくり」、四つ、未来を守る「安全・安

心で環境にやさしいまちづくり」、五つ、未来を創る「快適で便利・活力がみなぎり、交

流が生まれるまちづくり」、以上の五つの基本方針に基づきまして、現状打開・未来への

挑戦を基本姿勢とし、創造的実行力を持って、各種施策を積極的に展開してまいります。

次に、吉野川環境整備組合施設移転整備についてであります。

昨年３月の所信表明の中でご報告をさせていただいておりますが、平成３０年２月２０

日に吉野川浄園・し尿処理場早期移転促進期成同盟会との間で、処理施設閉鎖期間延伸に

ついての協定書を締結いたしました。この協定につきましては、昭和４９年３月３０日に

最初の協定書を交わして以来、３回目の延伸となることから、できる限り早い時期に新施

設の整備を着手することにより、今回の和解が最終となるよう強く決意をしたところでご

ざいます。

そのため、今年度は、昨年５月１５日に加美副市長をトップとした吉野川浄園・し尿処

理施設移転整備プロジェクトチームを設置し、移転候補地や新施設の処理方法について協

議を行ってまいりました。その協議内容を踏まえ、２月５日に行われました吉野川環境整

備組合議会議員全員協議会において、市内６カ所の移転候補地より最適候補地として、穴

吹町穴吹福戸原にございます公共下水道施設穴吹浄化センターの敷地内を選定することに

ご理解をいただいたところでございます。そして、まず、近隣住民の皆様を対象とした第

１回目の説明会を２月１６日に開催をしております。

今後とも新施設の早期整備に向け、関係者の皆様方に丁寧にご説明を申し上げ、ご理解

をいただけますよう努めてまいります。

次に、地域情報ネットワークシステム更新事業についてであります。

この事業につきましては、市内３地区におきまして、通信機器等の更新を行うものでご

ざいます。この中で穴吹地区及び木屋平地区では、情報センター等及び各家庭に設置して

いる通信機器が平成２９年に販売終了となり、故障対応が難しくなっていることから、他

社製の通信機器等に更新をいたします。

また、脇町地区では、旧脇町庁舎に設置しております脇町サブセンターを旧脇町老人福

祉センターの大規模改修が完了した後の施設内に移設することに伴い、通信機器等の更新

を行うものであります。

これらの更新事業は、２カ年で実施することとしており、関連予算を本定例会におきま

して、提案をさせていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げま
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す。

次に、広報事業についてであります。

本市の広報紙である広報みまにつきましては、これまでできるだけ多くの情報を詰め込

もうとすることで文字情報の多さが目立つなど、かたい印象がございました。そこで担当

部署に対しまして、市民の皆様方に見やすく、分かりやすい紙面に作りかえるように指示

をし、昨年６月号から紙面をリニューアルいたしました。そうしたところ、先月の第４６

回県広報コンクールにおきまして、広報みま６月号が広報部門の特選に選ばれました。こ

れは、移住者のインタビューなどで構成した特集が企画力や紙面のレイアウト、内容の分

かりやすさなどで高く評価をされたことによるものでございました。更に、画像部門でも

「吉野川で栄えた美馬市の藍文化」が入選をしております。この受賞を糧に、今後も身近

に感じられる情報を親しみやすく、そして分かりやすく、市民の皆様方に伝わる広報紙づ

くりに取り組んでまいります。

次に、浅野誠一郎戦略監について、ご報告をさせていただきます。

浅野戦略監は、内閣府の地方創生人材支援制度を利用いたしまして、常勤の特別職職員

として現在、勤めていただいております。戦略監としての任期は、平成２９年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までの２年間となっており、このたび任期が満了いたします。浅

野戦略監には、民間企業でのマーケット開拓担当やスーパーバイザーの経験を発揮してい

ただき、美来創生局において所管する観光振興のため、市の職員などの人材育成を含め、

美馬市版ＤＭＣである美馬観光ビューローの設立にご尽力をいただき、本市の観光全般の

マネージャーとして、その能力を遺憾なく発揮していただきました。

このたび任期満了に伴いまして、派遣元の東京海上日動火災保険株式会社に復帰するこ

ととなります。非常に残念ではありますが、今後とも美馬市の観光活性化のためにご支援、

ご指導をお願いしたいと考えております。

さて、本定例会には、平成３１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。このた

び、産業の活性化、地域振興を図るため、重点的な取り組みを体系化した「美馬市産業振

興ビジョン」を策定いたしました。計画期間を平成３１年度から平成３５年度までの５年

間とし、特に商工業の振興に焦点を当てた計画としております。本ビジョンでは、コンセ

プトを「活力・にぎわい・躍動・未来の創出～稼げる産業が集積する好循環都市」とし、

市民の皆様方を始め、事業者、産業関係団体等、そして行政が「オール美馬」で一体的、

持続的かつ自律的な取り組みを行うことで、美馬市経済の好循環を創出し、更に加速させ

てまいりたいと考えております。

次に、廃校施設の利活用についてでございますが、平成３１年３月末に閉館予定の美馬

福祉センターの機能の一部を旧郡里小学校に移転することとしております。これには、国

の地方創生拠点整備交付金を活用し、旧郡里小学校を改修し、地域コミュニティーの拠点
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とするため、活動室の改修やエレベーターなどの整備をいたします。また、機能移転後の

施設貸し出し等の管理業務につきましては、郡里まちづくり協議会へ委託をしたいと考え

ております。これらの事業費などの関連予算を本定例会に提案させていただいております

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

一方、旧清水小学校の利活用につきましては、徳島市に本社を置く株式会社広沢自動車

学校と本市の間でドローンスクールを開校することについて、基本合意をいたしました。

同自動車学校は、昨年９月から一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会の認定を受け、

ドローンスクールを開校されており、全国でもトップクラスの入校者数を誇っているとお

聞きをしております。このドローンスクールの開校によりまして、廃校施設の利活用が図

られるとともに、地域の活性化が図られると考えておりますので、できるだけ早い時期に

開校できるように地元自治会などと協議を進めてまいります。

廃校施設の利活用につきましては、今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、関係各位のご理解とご協力をお願いいたします。

次に、未来にはばたく「市民の個性と能力が発揮できるまちづくり」であります。

穴吹地区認定こども園整備事業についてでございますが、去る１月２２日に穴吹地区認

定こども園建設現場内で発生をいたしました車両火災につきましては、近隣住民の皆様方

を始め、多くの関係者に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました。この火災による施

設本体への影響は、幸いにも一部プラスチック類が溶けるなどの最小限の被害で済み、全

て交換により対応をいたしました。

なお、今回の火災による本体工事の工期への影響はなく、予定どおり３月中旬の完成に

向け、いよいよ大詰めを迎えてまいりました。また、併せて外構部分の園庭や外観工事も

順調に進み、３月２８日の落成式及び４月１日の開園に向けた諸準備を進めているところ

でございます。

そして、本市の幼保連携型認定こども園としては、３園目となる穴吹地区認定こども園

の開園によりまして、就学前教育・保育のより一層の充実が図られるものと考えておりま

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。

まず、美馬市、大塚製薬、徳島ヴォルティス連携による健康づくりプロジェクトについ

てでございますが、昨年１１月に大塚製薬株式会社と締結をいたしました健康増進に関す

る連携協定、また、徳島ヴォルティス株式会社を含む３者による覚書に基づきまして、Ｊ

リーグクラブ初となるヘルスケア分野のソーシャル・インパクト・ボンド、成果連動型の

民間委託方式といたしまして、ヴォルティス コンディショニング プログラムに取り組

みます。これは、姿勢の悪さや腰痛、肩の痛みなどを感じる市民の皆様方を対象に、運動

プログラムや栄養補給などを通じて運動機能を改善し、美しい姿勢から健康になることを

目的といたしておりまして、美や健康に関する企業が多く立地する本市の特性を生かし、

美と健康のまちづくりを推進するものでございます。

次に、美馬市生涯活躍のまち構想についてであります。

昨年１１月に、外部有識者や地元自治会等で構成をされる美馬市生涯活躍のまち推進会
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議において協議をいただき、事業計画を策定いたしました。

その事業計画の概要としましては、脇町小星地区を中心とした遊休農地を活用いたしま

して美馬市産藍のブランド化、その藍を利用しました様々な藍の関連事業の取り組みによ

り、うだつの町並みや寺町などの観光地との連携も図り、藍事業に従事する移住者の受け

入れや定住人口、交流人口、関係人口の増加へつなげてまいりたいと考えております。

また、介護・看護職における慢性的な人材不足といった地域課題の解決に向け、有資格

者や就労経験者等の移住促進につきましても併せて、重点的に進めてまいりたいと考えて

おります。

なお、事業実施の初年度に当たります平成３１年度におきましては、移住促進拠点の整

備のため、脇町小星の県有地約１万２,０００平方メートルの用地取得等を予定しており

ます。これらの事業費などの関連予算を本定例会におきまして提案をさせていただいてお

りますので、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。

次に、未来を守る「安全・安心で環境にやさしいまちづくり」であります。

このたび、美馬市消防本部に最新鋭の救助資機材を登載した最新型の救助工作車を配備

いたしました。この救助工作車には、最大５トンまで牽引可能なウインチを始め、最大２.

９トンまでつり上げ可能なクレーン、屋上自動上昇式発電照明器具を装備しております。

更に救助隊員が社内で立った状態で装備や資機材の準備を行うことができるハイルーフキ

ャビンを採用し、災害現場に到着後、速やかに活動ができるようになっております。また、

この救助工作車は、緊急消防援助隊登録車両でもあり、管轄外で発生した大規模災害時に

おいて要請があれば全国あらゆる災害現場へ出動することになっております。今後ともこ

の救助工作車を最大限、有効に活用できるように、訓練等を重ね、消防力の充実強化を図

ってまいります。

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

ます。

まず、デマンドバス事業、美馬ふれあいバスについてでございますが、平成２３年６月

から運行を開始した美馬ふれあいバスの利用者が昨年１２月１９日に１０万人に達しまし

た。美馬ふれあいバスの利用者は、平成２７年度を除き、毎年増加をしており、昨年度は

最多の１万６,６９５人にご利用いただいております。今後におきましても、市民の皆様

方の日常生活に必要不可欠な地域公共交通としてご利用いただけるよう、更なる利便性の

向上に努めてまいります。

次に、道の駅みまの里の運営状況についてであります。

オープンから早８カ月が経過をいたしましたが、本年１月末までの産地直売所、農家レ

ストランの来場者数は延べ１４万２,０００人に上り、売上高につきましては総額１億３,

０００万円、１日当たり約５０万円となっております。本施設では、本市の農林産物特選

ブランド商品の試食会及び対面販売、更には本市と鳴門北灘漁協、指定管理者との３者が

連携をした鮮魚類の販売など、新たな取り組みにもチャレンジをしているところでござい

ます。

また、地域交流センターを利用した情報発信の取り組みといたしまして、近隣の高校生
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が作成をした世界農業遺産ＰＲ動画の上映会や本市の伝統工芸である美馬和傘の展示など、

本市の魅力を活発かつ継続的に発信する拠点として、その役割が発揮されているところで

ございます。

今後も関係各位からいただきましたご意見やご要望を真摯に受けとめ、改善努力を重ね

るとともに、指定管理者との連携を密に図りながら、施設全体の魅力向上に向け取り組ん

でまいります。

次に、地域交流センターミライズについてであります。

地域交流センターミライズの市民ホールは、去る１月１２日に開催をした高島ちさ子さ

んと１２人のバイオリニストによる豪華コンサートや成人式の開催など、市民の皆様方を

始め、市内外の各種団体からご利用をいただいており、この間、市民ホール及び各種のハ

コの利用者数は、累計約４万人、市民ホール２万人、各種ハコ２万人となっております。

また、美馬市立図書館の利用状況につきましては、来場者数が昨年５月の開館から先月

までの約８カ月間で１０万人を突破いたしております。最近では、英語の絵本の読み聞か

せや将棋サロンの開設なども行っておりまして、今後ともより多くの方々にご来館をいた

だき、ご利用いただけるように指定管理者と連携を図ってまいります。

次に、交流会館ブルーヴィラ穴吹についてであります。

まず、昨年１０月から１２月の実績についてでありますが、宿泊者数につきましては６

２５人となっており、施設改修前年の平成２８年度と比較して、率にして５３％の伸びと

なっております。増加の要因といたしましては、ネット予約販売の導入や効果的なプロモ

ーション活動により、インバウンドが増加したことによるものでございます。また、レス

トラン客数につきましても１,７７１人となっており、平成２８年度と比較して、率にし

て９％の伸びとなっております。一方で、入浴者数につきましては１万６１８人となって

おり、平成２８年度と比較して率にして１４％の減少となっております。今後とも利用者

を増やすための効果的な施設運営に努めるとともに、本市の滞在型観光の拠点施設となる

ようしっかりと指導監督を行ってまいります。

次に、市の観光施策の推進役である美馬観光ビューローについてであります。

新たな取り組みといたしまして、歴史・文化・景観・人材を生かした体験メニューコン

テンツを４３本造成し、大手ウェブ販売サイトに掲載をしたほか、美馬市の認知度を向上

させるためのテレビＣＭの作成や地元食材を生かした特産品の開発・販売などに取り組ん

でおります。

次に、市の主要観光拠点でありますうだつの町並みへの入り込み客数についてでありま

すが、吉田邸でのマイクロイベントや藍染め、和傘体験の効果などにより、昨年度と比較

して増加傾向にございます。特に冬場の風物詩として定着をしている「うだつをいける」

につきましては、今年は趣向を変え、吉田家住宅のほか、脇町劇場、オデオン座、河野メ

リクロンあんみつ館の３会場で実施をしましたことから、入場者数も例年より増加をして

いるようであります。本市といたしましては、観光客の増加を目指すことはもちろんのこ

と、地域観光関連事業者の活力向上と自主事業基盤の安定化を意識し、儲かる観光の実現

に向けて、引き続きビューローと連携をし、強力に取り組みを進めてまいります。
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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させていただきます。

最初に、議案第１７号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第６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１億４,１５０万円を追加

し、補正後の歳入歳出予算の総額を２０６億４,８００万円とするものであります。

この補正予算は、国の第２次補正予算に呼応し、コミュニティー拠点施設の整備や消防

団の救助能力向上のための資機材の購入経費のほか、消費税引き上げ対策としてプレミア

ム付商品券の発行事業の経費を計上しております。

また、県から内示を受け、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２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算であります。

平成３１年度の一般会計予算規模は、１９４億３,０００万円で、前年度と比較して１,

８００万円、率にして０.１％の増加となっておりまして、このように前年度と比較して

増加となる予算編成は３年ぶりであります。これは、穴吹地区認定こども園整備事業や穴

吹庁舎増築改修事業債の償還が終了したものの、先程申し上げました地域情報ネットワー

クシステム更新事業や生涯活躍のまち移住促進拠点整備事業など、新たな事業に着手する

ことが主な要因であります。

予算の概要につきまして、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及び生涯活躍のまち移

住促進拠点整備事業に係る経費の計上などによりまして、昨年度比３１.６％増の２９億

２,８００万３,０００円を計上しております。

民生費につきましては、穴吹地区認定こども園整備事業の終了などによりまして、前年

度比８.９％減の６５億４５０万１,０００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４.５％増の１５億４４万１,０００円を計上しております。

農林水産業費につきましては、森林環境譲与税を財源とする森林経営管理事業負担金を

計上したことなどによりまして、前年度比０.６％増の１０億６,８５６万２,０００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に係る経費のほか、国のローカル１０,

０００プロジェクトを活用したうだつの町並み周辺古民家等活用支援事業費を新たに計上

したことなどによりまして、昨年度比２３.５％増の４億７,７２２万１,０００円を計上

しております。

土木費につきましては、道路維持補修工事の増額のほか、社会資本整備総合交付金事業

によるうだつの町並みの市道整備事業や道の駅みまの里へのアクセス道路整備事業の実施

などによりまして、前年度比１２.４％増の１７億２,２３４万４,０００円を計上してお

ります。

消防費につきましては、消防庁舎改修事業などの計上はあるものの救助工作車購入費の

減額などによりまして、前年度比９.７％減の７億３,８６４万５,０００円を計上してお

ります。

教育費につきましては、穴吹学校給食センター改修工事の終了などによりまして、前年
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度比９.５％減の１３億１,２８０万２,０００円を計上しております。

公債費につきましては、穴吹庁舎増築改修事業債の償還が終了したことなどによりまし

て、前年度比２.９％減の２８億６,４７１万９,０００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平成３１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２１号、平成３１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２６号、平成３１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。

これらの六つの特別会計の予算総額は、７７億８,６７８万６,０００円でありまして、

前年度と比較いたしますと３億５,５６０万１,０００円の減、率にして４.４％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２７号、平成３１年度美馬市下水道事業会計予

算から議案第３０号、平成３１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、１８億２,６３２万６,０００円でありまして、前

年度と比較しますと６億４,６６４万６,０００円の増、率にして５４.８％の増となって

おります。

次に、議案第１号、美馬市森林環境基本条例の制定につきましては、平成３１年度から

新設をされる森林環境譲与税の交付額が当該年度の事業費を上回る分を積み立て、後年度

の森林整備等に活用するため、基金を設けるものであります。

次に、議案第２号、美馬市中小企業振興基本条例の制定についてにつきましては、本市

の中小企業の振興のための基本理念及び基本方針を定め、地域経済の発展及び市民生活の

向上に寄与することを目的として条例を制定するものであります。

次に、議案第３号、美馬市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして

は、拝原東集会所の新設に伴い、所要の改正をするものであります。

次に、議案第４号、美馬市職員の定年等に関する条例の一部改正につきましては、美馬

市葬祭場の技能員が本年３月末をもって定年退職することに伴い、所要の改正をするもの

であります。

次に、議案第５号、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきまし

ては、超過勤務命令を行うことができる上限を規則で定めるため、所要の改正をするもの

であります。

次に、議案第６号、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び

美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する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、市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の

支給割合について、所要の改正をするものであります。

次に、議案第７号、美馬市特別職の給与の特例に関する条例の一部改正について及び議

案第８号、美馬市職員の給与に関する条例の一部改正についての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与月額を引き続き減額するため、所要の

改正をするものであります。

次に、議案第９号、美馬市税条例の一部改正についてにつきましては、日本赤十字社の
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所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲について、徳島県税条例に合わせ

るため所要の改正をするものであります。

次に、議案第１０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いてにつ

きましては、関係法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率等について所要の改正

をするものであります。

次に、議案第１１号、美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例の

一部改正につきましては、関係法律の一部改正に伴い、語句の表記を改める改正をするも

のであります。

次に、議案第１２号、美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正につきましては、立地企

業の地域牽引産業の生産基盤の充実を支援するため、固定資産税の減免期間を延長するこ

とについて、所要の改正をするものであります。

次に、議案第１３号、美馬市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工

事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正につきましては、関係

法律の一部改正により、専門職大学が創設されることなどに伴い、所要の改正をするもの

であります。

次に、議案第１４号、美馬市火災予防条例の一部改正についてにつきましては、関係法

律の一部改正により、語句の表記を改めるなど、所要の改正をするものであります。

次に、議案第１５号、美馬市美馬福祉センター設置条例の廃止につきましては、美馬福

祉センター及び美馬公民館を平成３１年３月３１日をもって閉館するため、所要の改正を

するものであります。

次に、議案第３１号、過疎地域自立促進計画の変更につきましては、過疎地域自立促進

特別措置法の規定によりまして、本計画の変更につきまして議会の議決をお願いするもの

でございます。

次に、議案第３２号、市道路線の認定について及び議案第３３号、市道路線の廃止につ

いての２議案につきましては、市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条及び第１

０条の規定により、それぞれ議決のお願いをするものであります。

次に、議案第３４号、債権の放棄についてにつきましては、市営住宅の家賃に係る金銭

債権のうち当時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、ただいま説明を申し上げましたものを含めまして条例案件が１５

件、予算案件が１５件、人事案件が７件、その他案件が４件、そして報告案件が３件の合

計４４件を提案させていただいております。

このうち人事案件７件に加えまして、議案第１６号、議案第１８号及び議案第１９号の

平成３０年度の各会計補正予算３件を合わせた１０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１０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るようお願いを申し上げまして、
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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）

次に、日程第４、議案第３５号、美馬市教育委員会委員の任命についてから議案第４１

号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの７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）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

はい、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３５号、美馬市教育委員会委員の任命

についてから議案第４１号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの７件の人事案件に

ついてご説明をさせていただきます。

最初に、議案第３５号、美馬市教育委員会委員の任命についてであります。

この案件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまし

て、議会の同意を求めるものでございます。

任命の同意をお願いするものは、議案書のとおり、住所は美馬市美馬町字宗重５４番地

２、氏名は真鍋昇司氏でございまして、生年月日は昭和３１年４月２８日でございます。

なお、任期につきましては、本年５月２４日から平成３５年５月２３日までの４年間であ

ります。真鍋氏につきましては、現職の近藤卓氏の任期が本年５月２３日をもって満了す

ることに伴いまして、新たに任命したく、議会の同意をお願いするものでございます。真

鍋氏は、昭和５４年に日本体育大学を卒業後、教員としての道を歩まれ、平成２９年３月

に美馬市立美馬中学校校長を最後に退職され、現在は美馬青少年育成センター所長として、

青少年の非行、問題行動防止にご尽力をいただいているところでございます。長年にわた

る教育現場の経験から、豊富な教育行政の知識をお持ちであり、その人格は衆目の認める

ところでございます。教育委員会委員として適任であると認められますので、ご同意をお

願いするものでございます。

続きまして、議案第３６号、美馬市公平委員会委員の選任についてでございます。

この案件は、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるもので

ございます。

選任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今月５４番

地１、氏名は松浦真勝氏でございまして、生年月日は昭和２４年９月２０日でございます。

なお、任期は、本年６月１０日から平成３５年６月９日までの４年間でございます。松浦

氏は、現在、本市の公平委員会の委員長としてご尽力をいただいているところでございま

して、その見識、人格は衆目の認めるところでございます。引き続きご協力を賜りたいと
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考えており、再度の選任ついてご同意をお願いするものでございます。

続きまして、議案第３７号、美馬市固定資産評価審査委員会委員の選任についてであり

ます。

この案件は、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。

選任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山１８番地２、

３３番地、氏名は都築稔氏でございまして、生年月日は昭和２３年７月２５日でございま

す。現職の委員であります真鍋政利氏が、本年３月３１日をもって一身上の都合により辞

任されるため、その後任といたしまして都築氏を選任するものであります。都築氏は、旧

美馬町職員、また合併後には美馬市職員として勤務をされまして、課税課長、教育委員会

教育次長、市民環境部長などの要職を歴任されておりまして、豊富な行政経験とその人格

は衆目の認めるところでございます。固定資産評価審査委員会委員として適任であると認

められますので、ご同意をお願いするものでございます。なお、任期は真鍋氏の残任期間

である本年４月１日から平成３２年５月２３日まででございます。

続きまして、議案第３８号、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

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、議会の同意を求めるも

のであります。

推薦をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市脇町大字脇町３３番地、氏名は

笠井真知子氏でありまして、生年月日は昭和３４年１０月１７日でございます。現職の委

員であります青木美智子氏の任期が本年６月３０日をもって満了となりますことから、そ

の後任といたしまして笠井氏を推薦するものであります。笠井氏には長年にわたる教職員

の経験をもとに広く社会事情に通じておられ、人格、見識ともに高く、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、推薦することについてご同意をお願いする

ものであります。

次に、議案第３９号、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

同じく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口山字宮内３３８

番地、氏名は緒方義和氏でございまして、生年月日は昭和３０年４月１１日でございます。

現職の委員であります敷島由雄氏の任期が本年６月３０日をもって満了することから、そ

の後任といたしまして緒方氏を推薦するものであります。緒方氏には長年にわたる行政職

員での経験をもとに広く社会事情に通じておられ、人格、見識ともに高く、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、推薦することについてご同意をお願い

するものであります。

次に、議案第４０号、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

同じく推薦をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市美馬町字滝下３番地１、

氏名は小笠京子氏でございまして、生年月日は昭和２１年５月１５日でございます。小笠

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、再度推薦する

ことについてご同意をお願いするものであります。
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次に、議案第４１号、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

同じく推薦をお願いする者は、議案書のとおり、住所は美馬市木屋平字南張６０５番地、

氏名は大西和賀氏でございまして、生年月日は昭和２９年１月１４日でございます。大西

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、７件の人事案件につきまして、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）

ありがとうございました。

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につきましては人事案件であり

ますので、成規の手続を省略し、直ちに採決を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、直ちに採決することに決しました。

まず初めに、議案第３５号、美馬市教育委員会委員の任命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３５号は原案のとおり同意することに決定いたし

ました。

次に、議案第３６号、美馬市公平委員会委員の選任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３６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３７号、美馬市固定資産評価審査委員会委員の選任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３７号は原案のとおり同意することと決しました。

次に、議案第３８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。
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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３８号は原案のとおり同意することと決しました。

次に、議案第３９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３９号は原案のとおり同意することと決しました。

次に、議案第４０号、人権擁護委員候補者の推薦について採決をいたします。

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４０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４１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４１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１０分程度、小休をさせていただきます。

（真鍋 昇司 様 入場）

小休 午前１１時０４分

再開 午前１１時１３分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

先程、美馬市教育委員会委員に同意をされました真鍋様よりご挨拶の申し出があります

ので、許可をさせていただきたいと思います。

真鍋さん、どうぞ。

［真鍋 昇司 様 登壇］

◎真鍋昇司様

ただいまご紹介いただきました真鍋昇司でございます。

議員の皆様方には、先程、美馬市教育委員会の委員の任命にご同意いただきまして誠に

ありがとうございます。責任の重さを今、ひしひしと感じておるところでございます。微

力ではございますが、美馬市の教育発展のために誠心誠意努力をする所存でございます。

議員の皆様方には、今後ともよろしくご指導いただけますようお願いを申し上げます。

挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）
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誠にありがとうございました。

ご挨拶をいただきました真鍋様におかれましては、ここでご退席をお願いいたしたいと

思います。大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。

（真鍋 昇司 様 退席）

◎議長（川西 仁議員）

次に、日程第５、議案第１６号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第５号）、議

案第１８号、平成３０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１

９号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２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（吉田貞伸君）

議長、企画総務部長。

◎議長（川西 仁議員）

企画総務部、吉田部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

それでは、本日先議をお願いします各補正予算議案のご説明を申し上げます。

私からは、ただいま上程をいただきました議案第１６号、平成３０年度美馬市一般会計

補正予算（第５号）でございます。

お手元の平成３０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。

平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第５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２億９,４５０万円を減額し、補正後の歳入歳出予

算の総額を２０５億６５０万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、県単土地改良事業のほか１５事業を追加して

おります。

８ページ中段の旧脇町老人福祉センター耐震大規模改修事業につきましては、去る１２

月議会におきまして２億９,３０６万円の歳出予算及び繰越明許費を議決いただいており

ましたが、財源として見込んでおりました国・県補助金につきまして、その一部が平成３

１年度予算において配分されるため、今回、歳出予算を３,０００万円減額計上するとと

もに、繰越明許費を３,０００万円減額変更させていただくものでございます。併せて９

ページの第３表、債務負担行為補正におきまして、平成３１年度に係る債務負担行為３,

０００万円を新たに設定することで、事業費総額は１２月議会時点と同額の２億９,３０

６万円を確保させていただくこととしております。

また、そのほか４月から新たに指定管理委託を行う木屋平特産物販売センターについて、

その期間及び限度額を設定いたしております。
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次に、１０ページから１２ページの第４表、地方債補正は各種建設事業等の実績見込み

により、本年度の地方債の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をさせていただきますが、今

回の補正予算は、事業費の実績見込みによる減額や財源校正を行っている費目が多くござ

います。そのため、主として増額補正を行った予算を中心にご説明させていただきますの

でご理解を賜りたいと存じます。

それでは、まず歳出からご説明申し上げます。予算書の２０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２,２５９万円を計

上しております。これは本年度末をもって退職する職員の確定に伴い、追加するものでご

ざいます。

中段の代替バス事業費では、１１２万２,０００円を追加しております。これは穴吹・

木屋平間を運行しております代替バス車両の故障修理に伴う修繕料でございます。

最下段の公共施設再編整備費につきましては、先の第２表繰越明許費補正においてご説

明させていただいたとおり、旧脇町老人福祉センター耐震大規模改修事業について、事業

費の一部３,０００万円を平成３１年度当初予算に計上することに伴い、同額を減額する

ものでございます。

次に、２２ページをお願いいたします。

中段の県知事・県議会議員選挙費３２１万５,０００円を追加しております。これは投

票日が当初の想定より１週間早い平成３１年４月７日となりましたことから、期日前投票

場に係る経費や選挙公報封入作業に係る委託料などでございます。

続きまして、２３ページをごらんください。

社会福祉総務費の２８万円の追加でございますが、これは県負担金が増額されたことに

よるものでございます。

中段の保育所費では４５７万７,０００円を追加しておりますが、国の公定価格改定に

伴うものでございます。

次に、２４ページをお開きください。

し尿処理費では、吉野川環境整備組合の年間所要額として２００万円を追加しておりま

す。

続いて、下段、農地費でございますが、美馬町土地改良区の県単補助事業として実施す

る農業用水路の改修工事に対する市の補助金３０万円を追加しております。

次に、２７ページに移りまして、砂防費の３６万２,０００円の追加につきましては、

県事業の追加に伴う市の負担金でございます。

歳出補正予算の主なものは、以上のとおりでございます。

次に、財源となります歳入予算についてご説明申し上げます。

予算書は、恐れ入りますが、前に戻っていただいて１５ページをお開きください。

上段の地方特例交付金及び地方交付税につきましては、それぞれ交付決定額に伴う増額

補正でございます。

次の農林水産業費分担金から１７ページ下段の総務費、県委託金までは補助の内示及び
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事業の実績見込みなどによる調整でございます。

１７ページ最下段の財政調整基金繰入金から公共施設等総合管理基金繰入金まで、基金

繰入金の積み持ちのための減額補正を行うものでございます。

１８ページをお開きください。

繰越金につきましては、前年度純剰余金繰越金の確定によるものでございます。

次の諸収入から下につきましては、説明欄のとおり各事業費の追加減額に対応し計上す

るものでございますが、総務費につきましては、過疎地域自立促進特別事業債の発行限度

額超過分２,８５０万円を増額計上するものでございます。

以上で、議案第１６号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第５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。

◎保険福祉部長（川口種満君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（川西 仁議員）

保険福祉部、川口部長。

［保険福祉部長 川口種満君 登壇］

◎保険福祉部長（川口種満君）

続きまして、議案第１８号、平成３０年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）につきましてご説明をいたします。

補正予算書その１の３５ページをお開きください。

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３６１万５,０００円を追加し、補正後

の予算総額を歳入歳出それぞれ３５億４,１８３万円とするものでございます。

３７ページは歳入、３８ページは歳出のそれぞれ款項ごとの補正額でございます。

３９ページ、４０ページは事項別の明細書となっております。

補正予算の内容でございますが、まず歳出予算からご説明をいたします。４２ページを

お願いいたします。

今回の補正予算につきましては、償還金の補正のみとなっております。３５款３目償還

金でございます。これは、１件８０万円を超える高額医療費の国・県の共同事業負担金で

ございますが、前年度の実績確定に伴い、負担金の額が確定いたしましたので今回、返還

金として３６１万５,０００円を追加補正するものでございます。

次に、財源といたします歳入についてご説明いたします。１ページお戻りいただいて、

４１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１４６万４,０００円

追加補正し、次の４５款繰入金として財政調整基金から２１５万１,０００円を繰り入れ

し、財源と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います。どうぞよろしく

お願いをいたします。

◎木屋平総合支所長（佐古真澄君）



－２４－

委員長、木屋平総合支所長。

◎議長（川西 仁議員）

木屋平総合支所長、佐古支所長。

◎木屋平総合支所長（佐古真澄君）

続きまして、議案第１９号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）につきまして、ご説明を申し上げます。

補正予算書その１の４３ページをお開きください。

今回の簡易水道事業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歳入歳

出予算の総額から３５７万円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ６,０６３

万９,０００円とするものでございます。

４５ページは歳入、４６ページは歳出のそれぞれ款項ごとの補正額でございます。

４７ページ、４８ページは事項別の明細書となっております。

補正額の内容でございますが、まず歳出予算からご説明をいたします。５０ページをお

開きください。

今回の補正予算につきましては、受託工事の補正となっております。

１款簡易水道費、２項簡易水道事業費でございます。これは、旧国道４９２号改良工事

に伴います配水管の布設工事を予定しておりましたが、工事の発注が遅れ、本体工事が年

度内に施行することが困難となりましたことから、１３節委託料２７万円、１５節工事請

負費３３０万円を減額補正するものでございます。

次に、財源といたします歳入について説明をいたします。４９ページにお戻りください。

上段の１款分担金及び負担金、１項負担金といたしまして１５９万４,０００円減額補

正し、次の２５款繰入金として、一般会計繰入金１９７万６,０００円につきましても減

額補正を行うものでございます。

簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明は以上でございます。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１６号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算

（第５号）、議案第１８号、平成３０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１９号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の

３件については、先程の提案説明にあっ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１６号、議案第１８号及び議案第１９号の３件につ

きましては、先議することに決しました。

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。



－２５－

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１６号、平成３０年度美馬市

一般会計補正予算（第５号）、議案第１８号、平成３０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１９号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予

算（第２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。

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１６号、議案第１８号及び議案第１９号の３件につ

きましては、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、討論の通告がございませんので、討論はなしと認めます。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。

初めに、議案第１６号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第５号）を採決いたし

ます。

お諮りいたします。議案第１６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１６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１８号、平成３０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１９号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の２件に

ついて一括して採決させていただきます。

お諮りいたします。議案第１８号及び議案第１９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１８号及び議案第１９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６、報告第１号、市長専決処分の報告についてから報告第３号、市長専決

処分の報告についてまでの３件の報告を求めます。

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

議長、企画総務部長。

◎議長（川西 仁議員）

企画総務部、吉田部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］



－２６－

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

それでは、報告第１号から第３号までの３件について、ご説明させていただきます。

議案書の３１ページをお開きください。

これらの案件につきましては、地方自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長

の専決処分事項に関する条例、本則第１号の規定により、それぞれ専決処分をいたしまし

たので、同法１８０条第２項の規定により議会に報告するものでございます。

それではまず、報告第１号の専決処分の内容についてご説明いたします。３２ページを

ごらんください。

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、本年１月１５日に専決処分いたしました案件でございます。

相手方及び明け渡し物件につきましては、個人情報保護のため申し上げられませんが、

議案書の記載のとおりでございます。裁判所につきましては、当該管轄裁判所でございま

す。請求書の趣旨、事件に関する取り扱いにつきましてもそれぞれ記載のとおりでござい

ます。本件につきましては、再三支払い請求を行ったにもかかわらず、いまだ滞納してい

る状況でございます。

続きまして、報告第２号の専決処分の内容でございます。３４ページをごらんくださ

い。

公用車による交通事故に係る損害賠償額の決定及び和解することにつきまして、本年１

月１５日に専決処分をいたしました案件でございます。

相手方は美馬市在住の方で、事故の概要につきましては、昨年１２月５日、午前９時５

５分ごろ、県道１２号線を横断するため市道脇町４号線から公用車で脇町中央橋西詰交差

点へ進入したところ、当該県道を走行中の相手方車両と接触し、双方の車両が破損したも

ので、対物における損害賠償の額は８万１,６００円でございます。

続きまして、報告第３号の専決処分の内容でございます。３６ページをごらんくださ

い。

公用車による交通事故に係る損害賠償の額の決定及び和解することにつきまして、本年

１月１５日に専決処分をいたしました案件でございます。

相手方は阿波市在住の方で、事故の概要につきましては、昨年１２月１１日、午後５時

９分ごろ、国道４９２号を公用車で走行中、穴吹町穴吹の バス停留所交差点で左側の市

道穴吹２７０号線から進入してきた相手方の車両と接触し、双方の車両が破損したもの

で、損害賠償の額は９万６,０００円でございます。

以上、簡単ではございますが、報告第１号から第３号までの説明とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

以上で報告が終わりました。

次に、休会についてお諮りいたします。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２７日から３月５日までの７日間は、議案審査及び



－２７－

市の休日のため休会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（川西 仁議員）

異議なしと認めます。明日２月２７日から３月５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６日午前１０時から再開をし、代表質問及び一般質問を行います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午前１１時３８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。

平成３１年２月２６日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 ５番

会議録署名議員 ６番

会議録署名議員 ８番


