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平成３１年３月美馬市議会定例会議事日程（第２号）

平成３１年３月６日（水）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 市政に対する代表質問
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平成３１年３月美馬市議会定例会会議録（第２号）

◎ 招集年月日 平成３１年３月６日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 議 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 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

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

７番 林 茂

◎ 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。

９番 郷司千亜紀 議員

１０番 井川 英秋 議員

１１番 西村 昌義 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

ただいまの出席議員は１７名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議

を開きます。

なお、林茂議員より欠席の届けが出されておりますのでご報告させていただきます。

それでは、本日の日程に入ります。

本日の議事日程につきましては、お手元にご配付の日程表のとおりでございますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員につきましては、会議規則第８８条の規定によります。９番 郷司千亜

紀議員、１０番 井川英秋議員、１１番 西村昌義議員を指名させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、日程第２、市政に対します代表質問を行います。

通告者は、お手元にご配付のとおり、代表質問一覧表のとおりでございますので、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。通告は５件でございます。

まず初めに、みま創明会、久保田哲生議員。

◎１２番（久保田哲生議員）

１２番。

◎議長（川西 仁議員）

１２番、久保田哲生議員。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、みま創明会を代表い

たしまして、質問をさせていただきます。

平成１７年３月１日、平成の大合併によりまして美馬市が誕生してはや１４年が経過を

いたしました。この平成の時代もあと５０日余りでその幕を閉じ、５月１日からは新しい

時代が始まります。そして、来たるべき平成３１年度は、美馬市にとりましても市政施行

１５年目となる節目の年であり、藤田市長におかれましても１期目の仕上げの時期となっ

てまいりました。

今回の質問は、地方創生について、教育行政についての２件をさせていただきますが、

新しい時代に向けた美馬市の総合戦略について、そして新しい時代を生きていく子どもた

ちの教育施策について、それぞれ質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。

それでは、１点目の地方創生についてお伺いをいたします。昨年、１２月２１日に閣議

決定されました国のまち・ひと・しごと創生総合戦略２０１８年改訂版によりますと、２

０１７年の総人口は、前年に比べ２２万７,０００人減少いたしました。７年連続の減少、

合計特殊出生率も前年を下回る１.４３となり、年間出生率諸数は９４万６,０００人とな

ったことが報告されております。
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また、他府県への転入超過も約１２万人と、東京一極集中の傾向にブレーキがかかって

いるとは言えません。

本市におきましても、平成２７年１０月に美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定し、２０６０年の人口を１万３,０００人の推計から２万人へと引き上げる人口ビジョ

ンの将来展望に向け、５年間の戦略を打ち立てました。この戦略は、平成３１年度に５年

目を迎えますけれども、これまで４年間の取り組みを踏まえ、最終年度となる平成３１年

度にどのような施策をいたすのか、お聞きしたいと思います。

続いて、美馬観光ビューローについては、地方創生総合戦略の中でも儲かる観光につな

がる重要な位置づけがされております。美馬観光ビューローは昨年４月、日本版ＤＭＯを

目指し、美馬市観光協会とふるさとわきまち株式会社を結集、発展させた後継組織として、

一般社団法人として誕生したわけですけれども、観光庁によりますと日本版ＤＭＯとは、

地域の稼ぐ力を引き出し、地域の誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立った観光地

域づくりのかじ取り役とされております。多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプ

トに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実

施するための調整機能を備えた法人と説明されております。この日本版ＤＭＯの候補法人

には、広域連携のＤＭＯが２件、地域連携ＤＭＯが４２件、そして地域ＤＭＯが７７件の

計１２１件が登録されているそうですけれども、昨年１２月２１日には美馬観光ビューロ

ーも地域ＤＭＯの候補法人として認定されたとお聞きしております。

そこでお伺いをいたします。日本版ＤＭＯやその候補法人として認定されるとどのよう

なメリットがあるのか。また、美馬市観光協会やふるさとわきまち株式会社から美馬観光

ビューローに生まれ変わったことによりまして、本市の観光にどのような変化が生まれ、

今後どのように変化していくのかお聞きしたいと思います。

続いて、教育行政についてお伺いをいたします。

平成２９年の３月に改定された新学習指導要領では、外国語教育の充実、そして情報活

用能力の二つが重要事項として位置づけられているとお聞きしております。また、本市の

平成３１年度当初予算におきましても次期総合計画に向けた施策の方向性の一つとして挙

げられた「子どもを生み、育てるなら美馬」の実現を目指すため、重点事業として英語教

育とＩＣＴ教育が挙げられております。

そこでまず、英語教育についてでありますが、本市の英語教育は、昨年策定された英語

教育推進計画に基づいて進められていると思いますが、この計画では小学校については、

平成３２年度からの新学習指導要領の全面実施によりまして、３年生から英語の授業時間

が大幅に増えることになることを受け、本市においては２年前倒しをして先行実施するこ

とや、小学校教員の英語指導を支援するための外国語指導監を配置すること。また、中学

校におきましても平成３３年度から実施される新学習指導要領において、英語によるコミ

ュニケーションを図る資質や能力を育成することが示されることを受け、全校にＡＬＴを

常駐配置することなどが盛り込まれております。

そこで、特に小学校においては、新学習指導要領の全面実施が目の前に迫っているわけ

ですが、小学校における授業時間数や教員の指導方法に対する支援の現状、中学校の取り
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組み状況について。また、英語教育の課題についてをお伺いいたします。

次に、ＩＣＴ教育の現状でございますが、新学習指導要領においてプログラミング教育

を充実させることとされております。本市においては、いち早く学校のＩＣＴ化に取り組

み、電子黒板やデジタル教科書、小・中学校の全学年へ導入するなど県内でもトップクラ

スのＩＣＴ教育環境を実現していると考えますが、改めて本市の小・中学校のＩＣＴ教育

の現状と課題、また今後の整備方向についてをお伺いいたします。

以上、要旨によりまして質問させていただきますので、明確な答弁をよろしくお願いを

いたします。

◎教育長（村岡直美君）

議長、教育長。

◎議長（川西 仁議員）

村岡教育長。

［教育長 村岡直美君 登壇］

◎教育長（村岡直美君）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの代表質問のうち、私からは教育行政につい

て、英語教育とＩＣＴ教育の現状と今後の課題についてお答えいたします。

まず、小学校の英語教育の現状についてでございます。

議員のご質問の中にもございましたとおり、現在、本市では英語教育推進計画に基づき

まして、子どもたちの年齢や学年に応じた段階的な英語教育に取り組んでいるところであ

ります。

最初に、授業時間についてでございます。新学習指導要領では、平成３２年度から小学

校の１年間の英語教育の授業時間を３、４年生で３５時間、５、６年生では７０時間をそ

れぞれ確保することとされておりますが、本市におきましては、平成３０年度からの２年

間を円滑な移行のための期間といたしまして、新学習指導要領で示された授業時間数を前

倒しして実施しているところでございます。

次に、小学校教員の指導方法に対する支援につきましては、市内の全ての小学校におい

て、同じ水準でかつ効果的な授業ができるよう、鳴門教育大学の助言をいただきながら、

外国語教育指導監が指導案の例を作成するとともに学校を巡回し、教員に対する支援や指

導をしております。

また、外国語活動支援講師やＡＬＴにつきましても、生きた英語を提供するだけでなく、

教員が効果的な授業づくり、教材づくりができるように支援をしております。

次に、中学校の英語教育の現状といたしましては、英語によるコミュニケーションを図

る資質や能力を育成するためＡＬＴを７人体制とし、各校に常駐配置いたしました。生徒

たちは授業以外でもＡＬＴとのコミュニケーションを積極的に図っているようでございま

す。

また、中学校卒業までに英語の基礎的知識や技能を身につけるとともに、英語力の向上

を目指しまして、３年生に実用英語技能検定いわゆる英検の検定料の助成を行う制度を設

けております。
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英語教育の課題といたしましては、今後も年齢や学年ごとの取り組みを着実に進めてま

いりますが、学校間の指導の連続性、特に小学校から中学校への円滑な引き継ぎが重要で

あると考えております。

次に、ＩＣＴ教育の現状と課題、そして今後の整備方針についてでございますが、本市

のＩＣＴ教育の現状といたしましては、美馬市発足以来、児童・生徒の学習意欲の向上と

学習内容の理解や関心を深めることを目的として、教育用コンピューターの整備や他団体

に先駆けた電子黒板やデジタル教科書の導入など、教育のＩＣＴ化に取り組んでまいりま

した。また、ＩＣＴを活用した校務支援システムにつきましても県内でいち早く導入をい

たしまして、業務の効率化による教職員の負担軽減を図っております。

新学習指導要領では、小学校におきましても平成３２年度からプログラミング教育が必

修となり、実施に当たりましてはＩＣＴ教育環境の充実や教員の支援などが課題となって

おります。なお、国が策定した教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５カ年計画では、平成３

０年度から５カ年の整備方針の中で、例えば３クラスに１クラス分程度の学習用コンピュ

ーターを整備といった目標水準が示され、地方財政措置が講じられております。

本市におきましても、こうした国の目標や支援措置、教員の意見を参考にいたしまして、

平成３１年度にはＷｉ－Ｆｉ環境の充実や学習用タブレット式コンピューターを整備する

ほか、電子黒板につきましても従来の４６型程度のテレビから７０型程度のプロジェクタ

ー型に更新する予定でございます。

このような積極的なＩＣＴ教育の環境を整備することで、新たな時代に対応する情報教

育を展開し、新学習指導要領に求めるプログラミング的思考の育成や学習意欲の向上につ

なげてまいりたいと考えております。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの代表質問のうち、私からは総合戦略に基づ

き、平成３１年度にどのような施策を打ち出すのかについてお答えいたします。

本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略には、「本市にしごとをつくり、雇用の創出や

所得の増加を実現する」や「本市への新しいひとの流れをつくる」など、四つの基本目標

を掲げ、これまで各種施策を展開してまいりました。

このうち、「しごとづくり」に関しましては、企業誘致による雇用の創出や誘致したサ

テライトオフィスと地元企業との連携推進など、一定の成果が現れているものもございま

す。

また、旧木屋平中学校を改修した複合施設や脇町地区におけるコンパクトシティを目指

して整備した地域交流センターなど、人口が減少しても安心して暮らしていただけるよう

環境整備を進めてまいりました。
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一方で、若い世代を中心に転出超過の傾向は変わらず、出生数も増加に転じる状況には

なってございません。

こうした中、総合戦略最終年度の平成３１年度におきましては、企業誘致やサテライト

オフィスの誘致に引き続き取り組みつつ、転出超過数抑制のため、国の制度を活用したわ

くわく移住支援事業を開始するとともに、若い世代の住宅取得について住宅金融支援機構

の融資制度とセットで最大１００万円を補助する制度を創設することとしております。

また、滞在型観光地への転換に向けたうだつの町並みの古民家を宿泊施設や飲食施設へ

再生するプロジェクトや脇町、小星地区に移住促進拠点を整備し、藍をテーマに移住・交

流人口を増やす「生涯活躍のまち 美馬」プロジェクトに着手するほか、子育て世代の経

済的負担を軽減するための子ども医療費の助成対象拡大などに取り組むこととしておりま

す。加えて、国の第２次補正予算を活用して、コミュニティー拠点を整備し、小さな拠点

の形成に取り組むなど、次期総合戦略を見据え、引き続き地方創生に強力に取り組んでま

いります。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（川西 仁議員）

前川美来創生局長。

［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、美馬観光ビューローの取り組みについてお答えいたします。

まず、日本版ＤＭＯ法人になることのメリットといたしましては、観光庁からソフト事

業やハード事業などの各種支援メニュー情報提供や事業面での総合的なアドバイスを受け

ることが可能となり、より地域の実情に合った効果的な観光振興を図ることができるよう

になります。現在は、候補法人として登録された段階であり、今後、正式にＤＭＯ法人に

認定されるためには、地域一体となった観光振興や観光サービスの維持・向上、一元的な

情報発信やプロモーション事業、地域特産物や着地型旅行商品の国内外への販売など、十

分な成果を満たす必要があるとされております。

続いて、旧組織からの変化についてでございますが、観光の専門家である運営責任者と

民間企業から招聘したプロモーション事業責任者を中心に、施設やイベント運営、物産販

売といった従来事業について、民間的手法を取り入れた収益性の高い営業活動を行ってお

り、事業実績も上向き傾向にあります。

また、多様化する旅行マーケットに柔軟に対応するために、新たな試みとして着地型旅

行商品を造成しており、本市の歴史や文化、景観や人材を生かした体験メニューを旅行商

品として磨き上げ、インターネットで販売、周知できるよう取り組みを進めているところ

でございます。

このほか、観光ツアー企画、誘致営業につきましては、大手旅行会社などへ営業活動を

実施し、昨年度と比較し、ツアー本数が２０件増加しているほか、新たな旅行会社による

ツアーも造成され、営業効果も現れてきております。
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こうした取り組みを今後、更に前へ進めるとともに、美馬観光ビューローが地域と一体

となり、観光産業を中心とした地域社会、また地域経済への貢献を図れるよう支援を行い、

市が目指す儲かる観光につなげてまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

１２番、久保田哲生議員。

◎１２番（久保田哲生議員）

１２番、久保田。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

それぞれ答弁、ありがとうございました。それでは、それぞれについて再問をさせてい

ただきます。

まず、総合戦略に掲載されました各施策については、転出超過の抑制や出生率の増加が

急には見込めないものの、戦略の最終年度である平成３１年度において、施策をしっかり

打ち出していくということでございました。それぞれの細部については、数値目標やＫＰ

Ｉを設定して、毎年度検証を行い、手法を改善していくというＰＤＣＡサイクルにより推

進されると思いますけれども、出生率の向上などは５年間という区切りでは効果を出すこ

とはなかなか難しいものがあるわけでございます。限られた財源の中でありますけれども、

すぐに結果が出ないような施策についても是非、粘り強く推進いただきたいと思います。

一方、平成３２年度以降、地方創生の施策を進めていくためには、新たな総合戦略が必

要となると思われますが、美馬市として次期総合戦略をどのように策定する考えかお聞か

せをいただきたいと思います。

また、日本版ＤＭＯ法人や候補法人となるメリット、更に美馬観光ビューローのこれま

での取り組みや今後の展開について説明いただきました。美馬観光ビューローについては、

まだまだこれからという印象があり、市と美馬観光ビューローが意思疎通を密にして、指

導するところはしっかり指導していただき、観光庁の示すあるべきＤＭＯに近づけていた

だきたいと思います。

さて、儲かる観光には、地域のよさを引き出し、観光資源として活用することが重要だ

と思います。本市には世界農業遺産に認定されました中山間地域における傾斜地農業など

優れた地域資源があります。既に農家民泊や教育旅行が推進されておりますけれども、こ

のうち教育旅行については、少子化の影響もあり、全国的に減少傾向との話も伺っており

ます。そこで農家民泊及び教育旅行の現状と、市として今後どのように推進していくのか

お聞かせをいただきたいと思います。

次に、英語教育の現状については、本市の英語教育推進計画に基づき、小学校では平成

３０年度から既に２年前倒しをした授業時間を確保していると、実施しているということ

です。また、教員への指導や支援についても外国語教育指導監などが中心となってしっか

りサポートしておられる。更に中学校ではＡＬＴの全校への常駐配置の効果や英語検定の

受験料助成といった取り組みについてご答弁をいただきました。これからの教育には、最

重要な施策でございますので、成果が上がりますようにしっかりと進めていただきたいと
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思います。

一方、英語教育推進計画では０歳からの英語教育についても盛り込まれているようです

ので、就学前の子どもたちへの取り組みを含め、本市の英語教育を今後、どのように進め

られていくかお伺いをいたします。

また、ＩＣＴ教育についても、新たな時代に対応できる子どもの育成に取り組むため、

未来志向で教育資源の整備に努めていただくことは大変重要であると考えます。そこで、

小学校教育において、新たに必修となるプログラミング教育についての説明とＩＣＴ教育

環境整備による効果についてをお伺いいたします。

再問は以上でございますが、また答弁によりまして再問させていただきますので、よろ

しくお願いします。

◎教育長（村岡直美君）

議長、教育長。

◎議長（川西 仁議員）

村岡教育長。

［教育長 村岡直美君 登壇］

◎教育長（村岡直美君）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの再問のうち、私からは教育行政について、

英語教育の今後の取り組み及びプログラミング教育とＩＣＴ教育環境整備の効果について

お答えをさせていただきます。

まず、英語教育の今後の取り組みについてでございます。

小・中学校では、先程申し上げましたような現在の取り組みを平成３１年度においても

着実に実施するとともに、課題である学校間の学びの系統性、連続性を図ってまいります。

このため、教員が相互の英語の授業を参観するなど研修や連携といった取り組みをより一

層進めてまいります。

なお、小学校につきましては、デジタル教材の活用などにより、児童が言語や文化につ

いて理解を深めるとともに、コミュニケーションを図る素地となる資質や能力を育成した

いと考えております。

また、幼稚園や認定こども園などの就学前の英語教育につきましては、幼児期から英語

になれ親しむため、平成３１年度からは、市内にお住まいのネーティブスピーカーの方に

お願いし、早期から英語に触れる機会を提供したいと考えております。

こうした取り組みをしっかりと進めることによりまして、英語教育推進計画の目標とし

て掲げる「一歩先を行く０歳児から中学校卒業までの英語教育の実現 県内トップクラス

の教育環境整備と地域社会・国際社会で活躍できる人材の育成」の実現を目指してまいり

たいと考えております。

次に、プログラミング教育、またＩＣＴ教育環境整備の効果についてでございます。

プログラミング教育とは、論理的な思考を育成することを目的とする学習とされ、例え

ばコンピューターのプログラミングに取り組む体験などを通して、子どもたちが目的に達

するための道筋を自ら様々に思考したり、参考資料を検索したりする中から思考力、判断
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力、表現力等を育成し、論理的に考えていく力を養う学習となっております。

小学校のプログラミング教育は、各教科の特性に応じて実施するとされており、必修化

される平成３２年度までには学校の判断で取り組むとされているところですが、本市にお

きましては、来年度から算数や理科、総合の時間などで活用できるプログラミング教材を

使った授業を行う予定といたしております。

また、ＩＣＴ教育環境整備により期待される効果といたしましては、情報教育だけでな

く、全ての教科で教員が教えやすく、児童が学びやすい環境が整いまして、子どもたちの

主体的・対話的・深い学びや能力や個性の伸張を測ることができる学習環境につながって

いくと考えております。

なお、教員、そして児童・生徒が整備されたＩＣＴ教育環境において、デジタル教材な

ど能動的に活用し、学べるようＩＣＴ支援員などによる支援や助言のほか、機器の利活用

や教材研究などの研修の充実により、ＩＣＴ教育環境整備の効果を促進したいと考えてお

ります。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの再問のうち、私からは次期総合戦略の策定

方針についてお答えいたします。

国におきましては、本年６月に基本方針を打ち出し、１２月に現在の総合戦略を改定す

る形で、次期総合戦略を策定すると伺っております。一方、市町村における総合戦略につ

きましては、まち・ひと・しごと創生法、第１０条の規定により、国・県の総合戦略を勘

案して、定めるよう努めなければならないとされており、今後も引き続き地方創生推進交

付金などの支援措置を受けるためには、国の改訂に合わせ、本市におきましても次期総合

戦略を策定する必要がございます。

また、策定スケジュールにつきましても、国からは平成３１年度中の策定が求められて

いるところでございまして、今後、人口関係の最新データなど、国から提供される情報を

有効に活用し、年度内に策定を完了したいと考えております。なお、策定経費に関しまし

ては、いわゆるコンサルタントへの丸投げ批判などを受け、今回は国からの支援はないと

伺っております。

こうしたことを踏まえ、策定に係る委託料は予算計上せず、ＲＥＳＡＳの活用や並行し

て策定を進める総合計画の市民アンケート結果などを活用いたしまして、効果的、効率的

な策定に努めてまいります。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（川西 仁議員）
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前川美来創生局長。

［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、農家民泊及び教育旅行の取り組みはとの再問にお答えいたしま

す。

まず、本市を含むにし阿波の傾斜地農法は昨年３月に世界農業遺産の認定を受け、本地

域の歴史や農業文化、伝統食などが改めてクローズアップされております。こうした中、

儲かる観光につなげていくために、世界農業遺産の地で、国内外からの修学旅行生が農家

民泊することで付加価値を高め、直接農家の所得につながることができる体験型教育旅行

の受け入れ拡大を推進しております。

この体験型教育旅行の市内における受け入れ実績といたしましては、平成２９年度に中

学校、高等学校併せて７校、４９０人であったものが平成３０年度は９校７６４人となっ

ており、順調に伸びてきております。

また、受け入れ先が多くなることで、受け入れ機会を増やすことにつながり、受け入れ

家庭の収入増加に結びつくことから、加入促進を図るため、住民説明会や機会を捉えて個

別に登録を働きかけるなど、受け入れ枠拡大に向けた取り組みを現在行っております。

更に、昨年１１月には本市で初めて独自の訪日教育旅行の受け入れを行いました。これ

は、美馬観光ビューローを中心に受け入れ体制を構築し、中国、成都市から小学生１９人

と教員３人を受け入れたものでございます。４日間の市内滞在期間のうち、脇町小学校で

は２日間にわたり授業や給食、掃除の時間などをともに過ごし、教員や児童の心のこもっ

たおもてなしに深く感動されていたと伺っております。また、学校交流のほか、市内の伝

統文化体験を行い、なかでもランプシェードづくりや剣道体験など、本市ならではの体験

メニューにつきましても大変好評であったようでございます。

市といたしましては、引き続き、体験型教育旅行の獲得に向け、受け入れ家庭の拡大を

図るほか、市独自の訪日教育旅行の受け入れにも積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

◎１２番（久保田哲生議員）

１２番、久保田。

◎議長（川西 仁議員）

１２番、久保田哲生議員。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

それぞれ再問に対するご答弁いただきまして、ありがとうございました。それでは、順

次再々問をさせていただきます。

まず、次期総合戦略については、業者に委託せず、自前で作るということでした。総合

計画と並行しての策定ということで、難しさもあるようでございますが、是非、美馬市の

実情に合った戦略にしていただきたいと思います。

また、英語教育、ＩＣＴ教育とも限られた財源の中ではありますけれども、必修化を先
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取りするなど様々な取り組みが行われているということでした。美馬市で子どもを育てて

よかったと保護者の皆さんに感じていただくことはもちろん、美馬市で育った子どもたち

が将来の自らの夢を実現できるように、教育環境の更なる充実をお願いいたします。

さて、地方創生や地域の活性化には地域産業の発展、特に美馬市の基幹産業である農業

の振興が欠かせません。食糧自給率がおよそ４０％の今、農業こそが、そして市民参加の

地域づくり、すなわち農山村の再生こそが求められております。そして、そのためには６

次産業化や地域農産物のブランド化が必要でございます。そこで、例えば健康によい、栄

養分の豊富に含む低カロリーな食品、スーパーフードの栽培や商品化に取り組んではいか

がでしょうか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。

一方、体験型教育旅行については、受け入れ家庭の増加に向け、取り組みを進めるとと

もに市独自の営業活動も行うとのことでございました。体験型教育旅行は中山間地域を含

む市内全域で儲かる観光を教示できる方法だと思います。世界農業遺産の認定を追い風に、

是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

また、初問の答弁でも触れておりましたが、うだつの町並みの再生事業化は重要施策で

ございます。そのためには、言うまでもなく地域における関係者との連携体制の構築が前

提となります。こうした点を踏まえ、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

さて、観光振興については浅野戦略監が２年間、司令塔として美馬市版ＤＭＣ、美馬観

光ビューローの立ち上げや意識改革に取り組んでいただきました。３月末をもって出向先

へ帰るということで、私たちとしても大変残念に思います。今後の活躍をお祈りいたしま

すとともに、今後とも是非美馬市のことを忘れず、外部から見守っていただきたいと思い

ます。

そこで、最後に１点だけ戦略監にお伺いをいたします。２年間の成果、そしてまた今後、

美馬市が取り組むべき観光振興の課題についてをお聞かせいただきたいと思います。

最後に、地方創生の推進に当たっては、町を元気にすること、基幹産業を活性化するこ

とが最重要であります。私が言うまでもなく、課題解決に必要なのは情報共有、役割分担

であり、事業構想という一連のストーリーの実践です。そして何よりも求められるのがリ

ーダーやプロデュース役の存在であり、その人材をどう発掘し、どう配置するかが極めて

重要であります。特に、市役所においては地域の実情をしっかり受けとめ、現場重視の視

点で事業を構想し、コーディネート力を持って事業を推進できる職員がこれまで以上に求

められているのではないかと思います。更に、行政ニーズはこれまでと比べて高度化、複

雑化しております。特に、産業や観光などの分野で専門性の高い職員の確保、育成はどう

しても必要でございます。職員のローテーションの問題もありますと思いますが、５年か

ら１０年は腰を据えて、専門性を身につけてもらう。そのような配置はできないものか、

お考えをいただきたいと思います。

以上、３点について再々問させていただきました。みま創明会として質問を終わりたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

◎市長（藤田元治君）

議長。
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◎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）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの代表質問、再々問に、私からは地方創生と

専門人材の育成についてお答えをいたします。

まず、儲かる観光に関しましては、体験型教育旅行だけではなく、うだつの町並みを始

め、市内全域で地域の関係者の皆様としっかりと連携を図りながら事業を展開することが

重要であると考えておりまして、こうした認識のもと、今後取り組みを進めてまいります。

また、地方創生を実現するためには、地域経済を好循環させることが必要であります。議

員ご提案のスーパーフードの栽培、商品化につきましても６次産業化や地域ブランドの確

立を通じた地域経済の好循環という観点で有効な手法ではないかと考えております。ご提

案の内容につきましても、現在、脇町小星地区に整備を計画いたしております移住促進拠

点において、食用藍の加工・商品化など藍関連事業を展開する予定でございますので、こ

うした事業との連携を含め、今後検討をしてまいりたいと考えております。

一方、英語教育やＩＣＴ教育、そしてご提案のありました職員のスキルアップや専門人

材の確保も全て人材育成に通じる課題であります。このうち職員の育成につきましては、

次期総合計画の策定に合わせ、現在、若手職員の政策形成能力促進研修に取り組んでいる

ところでございます。今後、高度化、複雑化する行政ニーズに的確に対応するためには、

議員ご指摘のように専門性の高い職員の確保や育成、配置も必要になってまいりますので、

今後、十分に研究してまいりたいと考えております。そして、市政全般におきまして、人

材育成なくして地方創生なしとの意気込みで取り組んでまいりますので、ご理解を賜りま

すようよろしくお願いをいたします。

◎戦略監（浅野誠一郎君）

議長、戦略監。

◎議長（川西 仁議員）

浅野戦略監。

［戦略監 浅野誠一郎君 登壇］

◎戦略監（浅野誠一郎君）

続きまして、私からは在任中の成果と今後の観光振興課題についての再々問にお答えい

たします。

この２年間の成果についてでございますが、着任当初掲げました観光行政ビジョンに基

づき、主に美馬市版ＤＭＣの設立、うだつの町並みの観光活性化、宿泊施設誘致、観光プ

ロモーションの四つを中心に取り組みを進めてまいりました。

うだつの町並みの観光活性化及び宿泊施設誘致につきましては、この２年間の取り組み

を進めた結果、現在は民間企業による空き家利活用を通じた地域活性化が地域住民の皆様

とともに検討をされておりまして、次年度以降、成果につながる道筋ができつつあると考

えております。
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また、観光プロモーションについてですが、今年度はシティプロモーションを中心とし

た取り組みを実施してまいりまして、戦略上重要マーケットであります関西地区において

も本市の認知度が向上するなど、一定の成果が得られたものと考えております。

観光振興全般の旗振り役として昨年４月に美馬市版ＤＭＣ、美馬観光ビューローが営業

を開始いたしました。現時点で、効果を最大限発揮できる体制を敷き、戦略的な計画を策

定し、実行してまいりました。その結果、うだつの町並みにおける観光入込客数は４月以

降１月末現在、前年に比し１１３.９％となっております。

また、過去赤字基調でありました観光施設を引き継いだ販売事業部門においては、まだ

決算前ではありますが、初期投資などの特殊要因を除き、おおむね黒字を達成できる見込

みであり、少しずつではありますが目に見える成果となりつつあります。しかしながら、

まだ改善すべき点も多く、今後、組織としての更なる成長を期待するところであります。

こうした取り組みについては、観光課や美馬観光ビューローのメンバーを始め、地域の

事業者様などの皆様方により多くの活動により支えられた成果であります。

そして、今後、本市が取り組むべき観光振興の課題でございますが、本市の観光に携わ

る一人ひとりが我がこととして観光振興を捉え、自分ができることで観光価値を今より少

しでも高めようとする個々の意識が重要であると考えます。市の観光セクションは、美馬

観光ビューローと十分に連携し、地域を巻き込んで全体意識の向上を図っていただきたい

と思いますし、こうした取り組みが儲かる観光につながるものと考えております。

私自身といたしましては、力及ばなかったこと、また取り組みの途中で離任することは

誠に残念ではありますが、今後も本市とかかわりを持ち続け、藤田市長の掲げる儲かる観

光の実現に向け、今後も市と美馬観光ビューローが力を合わせて取り組んでいただくこと

を期待し、見守ってまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により、１０分程度小休をいたします。

小休 午前１０時４９分

再開 午前１１時００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、相和会、郷司千亜紀議員。

◎９番（郷司千亜紀議員）

９番。

◎議長（川西 仁議員）

９番、郷司千亜紀議員。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９番（郷司千亜紀議員）

議長の許可を得ましたので、貴重なお時間をいただきまして、相和会を代表して、質問

に入りたいと思います。
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内容は、通告のとおりでございます。

今年は、暖冬で雪も降らず、比較的過ごしやすかったように思います。このまま春を迎

えられるといいのですが。また、あと少しで平成が終わろうとしております。平成最後の

定例会ということで、感慨深いものがあります。私も平成とともに４人の子どもたちを育

ててきたので月日の早さに驚くばかりでございます。

それでは、平成最後の代表質問に入らせていただきます。

まず、美と健康のまちづくりについてですが、市長の所信にもございました未来を支え

る「いきいきと健やかに暮らせるまちづくり」の中で、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で、昨年１１月に大塚製薬株式会社と健康増進に

関する連携協定を締結し、徳島ヴォルティス株式会社を含む３者の覚書に基づき、Ｊリー

グ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の

ヴォルティスコンディショニングプログラムに取り組むとのことですが、まあ、横文字が

多いですね。ということで、もう少し日本語の多い詳細な説明をお願いいたします。

健康については、形になっていると思いますが、美についてはもう一つ分かりにくいよ

うに思います。昨今、美を考えるのは女性だけではございません。男性向けの美容レッス

ンなんかも開催されておりますし、この間、参加しました美のイベントでは、ミスユニバ

ースのウオーキングレッスンをされている男性の方にお会いをしました。「え、男性なん

や」と驚きました。このように様々な分野での美に対する考え方が変わってきているよう

に思われます。市長のおっしゃる美や健康に関係する企業が多く立地する本市では、どの

ように特性を生かし、美と健康のまちづくりに結びつけていくのかをお聞かせください。

次に、まち・ひと・しごと創生会議の事業内容について質問させていただきます。

２０１４年９月３日、第２次安倍改造内閣発足と同日の閣議決定によって、まち・ひ

と・しごと創生本部が設置され、２０１４年１２月２日にまち・ひと・しごと創生法が施

行されました。具体的な取り組みは、大きく四つに分けられております。一つ目は、地方

における安定した雇用の創出。特に若者の正規雇用数の向上と女性の就業率の向上で、地

域産業の競争力を高めることを目的とした包括的操業支援、中核企業支援、地域イノベー

ション支援、金融支援など業種を横断した取り組みで、地方において安定した雇用を創出

する。二つ目は、地方から首都圏への人口流出を減らし、首都圏から地方への転入を増や

すことを目的とした地方への人の流れを作ることでテレワークやサテライトオフィスとい

った新しい働き方の促進などが挙げられております。三つ目は若者が安心して結婚、出産、

子育てができる社会を作ることです。特に子どもを持った後にもワーク・ライフ・バラン

スが保てることを目指した若い世代のファミリープランを実現すること。四つ目は、時代

に合った地域づくり。誰もが安心して暮らせるまちづくりを実行するとともに、地域間の

連携を図っていくという視点です。このように様々な長期ビジョンを上げてのスタートで

あり、美馬市も４年前からまち・ひと・しごと創生会議が始まりました。私もメンバーで

ありますので、内容は把握しているつもりですが、いま一度、事業内容と４年間の成果に

ついてお聞かせください。

次に、婚姻届の現状ですが、人口減少に直接結びつくことであり、ほかの自治体も工夫
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を凝らしているとお聞きしますので、最近の届出数、婚姻届記念についてお聞きをいたし

ます。

次に、働き方改革についてですが、この４月から働き方改革関連法案が順次施行されま

す。残業は月４５時間、年３６０時間まで。年次有給休暇が年に５日確実にとれるように

なり、正規雇用労働者と非正規労働者での給与など不合理な待遇の差がなくなるようにな

るなど、働き方を変える仕組みがスタートします。今までにも女性の活躍推進とかプレミ

アムフライデーなど、政府が進める施策はありましたが、いまひとつ浸透していないよう

に思われます。

そこで、まず、市職員の働き方改革についてお聞きをします。

あと、教員についてですが、美馬市では、部活動指導員配置事業を昨年度より行ってお

り、美馬中の女子ソフトボール、脇中の剣道の２名に加え、３１年度も１名追加配置予定

であり、少しずつではありますが進んでいるように思われます。しかし、全国的に先生に

関する悲しい事件がなくならないのが現状です。そこで、美馬市の「一歩先を行く働き方

改革」についてお聞きをします。

次に、ＬＧＢＴについてですが、最近、ＬＧＢＴという言葉をよく耳にします。理事者

の方はもちろんご存知だろうと思います。しかし、分からない方もおいでになると思うの

で少し説明をさせていただきます。

人間には３種類の性別があるそうで、その３種類の中身の組み合わせの名称の頭文字を

とったものがＬＧＢＴです。Ｌ、レズビアン。体と心の性別は女性で、性的嗜好も女性で

ある人。Ｇ、ゲイ。体と心の性別は男性で性的嗜好も男性である人。Ｂ、バイセクシャル。

体と心の性別を問わず、性的嗜好が両性である人。Ｔ、トランスジェンダー。体と性別と

心の性別が一致しない人。日本では２０００年代ごろから広く使われるようになりました。

現在では、ＬＧＢＴの人権を尊重し、差別をなくすための取り組みが世界中で行われてい

ます。しかし、日本では性の多様性への理解がまだまだ十分とは言えず、日常生活の中で

生きづらさを感じる当事者が数多くいるのが現状のようです。

そこで、市のＬＧＢＴに対する考え方、雇用の有無についてお聞きします。

以上、３件の質問に対してのご答弁をよろしくお願いをいたします。

◎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）

９番、相和会、郷司千亜紀議員からの代表質問のうち、私からは美と健康のまちづくり

についてお答えをいたします。

本市には、美や健康に関する企業に多く立地いただいておりますが、こうした企業と連

携を深めながら市民の皆様方の美や健康に対する願いを実現できるよう、次期総合計画を

見据えた平成３１年度当初予算におきまして、政策の柱の一つとして美と健康のまちづく
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りを掲げたところでございます。

まず、美のコンセプトについてのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり美という

観点では、これまで行政が積極的に取り組むテーマではありませんでした。しかしながら、

美容家の草分けとして美容業界に足跡を残した山野愛子氏の長男で山野学苑の山野正義総

長が、「９０歳を過ぎて介護状態にあった女性がネイルアートと髪を整えることでおむつ

がとれた」と語るように、今後、美しく年をとるということが健康寿命延伸や介護予防の

観点からも求められているものではないかと考えております。今後、様々な分野におきま

して、美というコンセプトを意識した施策を展開してまいりたいと考えております。

そうしたことから、平成３１年度は、美と健康のまちづくりの重点施策といたしまして、

Ｊ２・徳島ヴォルティスと連携し、ヴォルティスコンディショニングプログラムに取り組

むこととしておりまして、平成３５年度までの債務負担行為を含めて関係予算を計上して

おります。

このプログラムでは、姿勢の悪さや慢性的な痛みを感じる市民の皆様方を対象に、コン

ディショニングトレーニングの指導手法をマスターした徳島ヴォルティスのコーチが運動

プログラムを行うほか、栄養補給やＩＣＴを活用した活動データの見える化を通じて、運

動機能の改善や運動習慣の定着化を図るものでございまして、美しい姿勢から健康になる

ことを目的とした取り組みでございます。

この取り組みの成果指標といたしましては、運動習慣のない参加者のうち一定割合が改

善をすること。また、厚生労働省の介護予防に関する基本チェックリストの該当者のうち、

一定割合が改善することの２項目を予定しておりまして、委託料の一部を改善率に応じて

支払うという成果連動型の委託方式を採用することとしております。

また、この取り組みは、Ｊリーグクラブでは初となるヘルスケア分野のソーシャルイン

パクトボンドとして、国などから注目をいただいているところでございます。

また、ほかにも、昨年１１月に大塚製薬株式会社との間で締結をした健康増進に関する

連携協定に基づき、ウェルネスパスポートや健康セミナーなども予定をされております。

市民の皆様方の健康増進はもとより、「美馬市へ行けば美しくなれる、健康になれる」

との評価が得られますよう、各種施策を推進してまいりたいと考えております。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

９番、相和会、郷司千亜紀議員からの代表質問のうち、私からはまち・ひと・しごと創

生事業と働き方改革についてお答えをいたします。

まず、まち・ひと・しごと創生事業の内容及び成果についてのご質問でございますが、

議員も委員として参画していただいております美馬市まち・ひと・しごと創生会議でござ

いますが、産・官・学・金・労の各分野と市民代表の皆様方で構成しており、平成２７年
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度に計３回開催し、委員の皆様のご意見を踏まえ、人口ビジョンと総合戦略を策定いたし

ました。

また、創生会議とは別に、吉田敦也徳島大学大学院教授ほか計４名の有識者の方々で構

成する総合戦略検証委員会を設置し、地方創生交付金事業を中心に、毎年度、事業の評価、

検証を行っております。

なお、本市の総合戦略につきましては、検証結果や毎年度開催している創生会議でのご

議論を踏まえ、改訂を行っており、創生会議はＰＤＣＡサイクルに重要な役割を果たして

おります。

一方、本市の総合戦略には、「本市にしごとをつくり、雇用の創出や所得の増加を実現

する」「本市への新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか

なえる」、そして、「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地

域を連携する」の四つの基本目標ごとに具体的な施策やＫＰＩを掲載しておりますが、こ

れまで４年間、総合戦略に基づき、各種施策を展開してまいりました。

これまでの取り組みの結果、株式会社テレコメディアのコールセンターの誘致により４

６名の市民が、また近畿用品製造株式会社につきましても、工場開設前ながら２２名の市

民がそれぞれ新たに雇用されたほか、株式会社ナプラにおきましても生産基盤拡大により

約４０名の雇用増につながっており、起業・創業やサテライトオフィスの進出などを含め、

「しごとづくり」に関しましては、目に見える効果が現れてきているのではないかと考え

ております。

また、移住者を増やす取り組みにつきましても、平成２９年１０月に脇町小星地区に移

住交流センターをオープンさせて以来、空き家に重点を置いた取り組みを進めた結果、１

１世帯２２人の移住につながるなど、一定の効果が現れております。一方、新婚世帯・家

賃補助制度やＵＩＪターン・奨学金・返還支援事業を始め、定住促進のための制度を創設

し、転出抑制や転入促進を図ってまいりましたが、依然、転出超過数の増加や出生数の減

少に歯止めがかかっていない状況でございます。

こうした状況を踏まえ、平成３１年度から新たに移住・定住住宅取得支援事業や子ども

医療費助成対象の拡大などに取り組むことといたしておりますが、今後とも若い世代の定

住促進につながる施策を展開してまいります。

次に、婚姻届の現状についてのご質問でございますが、本市におきましては、窓口で通

常の用紙での婚姻届の受領をしております。件数につきましては、平成２７年度が９６件、

平成２８年度が１００件、平成２９年度が１０３件でございまして、平成３０年度は４月

から１月までで６４件となっております。

続いて、働き方改革について、本市の現状についてのご質問でございますが、本市にお

きましては、美馬市特定事業主行動計画や総実勤務時間の短縮に向けた取り組みに関する

指針に基づき、具体的な数値目標を設定した上で、時間外勤務の縮減や年次休暇取得促進

に努め、職員の心身の健康保持と公務効率の向上に取り組んでおります。

こうした中で、本市職員の時間外勤務等の現状につきましては、平成２９年度の職員１

人当たりの年間平均時間数は８８.３時間となっており、対前年比３時間の減となってい
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ます。また、年次有給休暇の取得につきましては、平成３０年の平均取得日数は１０.５

日となっており、対前年比０.３日の増加となっております。これらは、ノー残業デーや

休暇取得促進等の取り組みにより、美馬市特定事業主行動計画などで定める数値目標の達

成に向けての成果が少しずつではありますが、現れてきているものと考えております。

次に、ＬＧＢＴの方の採用についてのご質問でございますが、本市におきましては、採

用時にＬＧＢＴの方々を制限するようなことはしておりません。誰もが自分らしく生きる

ことができる社会の実現こそが、本市の目指すべき方向性であると認識しております。し

かし、ＬＧＢＴの方々への周囲の理解が十分でないことによる偏見は、社会の中にまだま

だございます。市といたしましては、そうした偏見を払拭していかなければならない務め

があると考えております。

今後は、新規採用研修や管理職研修などでもＬＧＢＴの方々への理解を深め、ＬＧＢＴ

の方々に配慮した職場づくりに取り組んでまいりたいと考えております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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、教員の働き方改革推進についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。

昨今、働き方改革が大きく取り上げられる中、教員の長時間労働につきましては、子ど

ものためであれば勤務時間にとらわれないという教員の献身的な使命感の中で、教員自身

が疲弊をしていることが大きな社会問題となっております。いわゆる教員のブラック残業

が報道などで取り上げられたことにより、意欲と能力のある人材が教員を志さなくなるこ

と、また我が国の教育水準の低下につながることが懸念をされておりますので、教員の働

き方改革は、我が国の高い教育の質を維持させるために最も重要な課題であると認識をい

たしております。

教員の働き方改革は、教員が日々の生活の質や教員としての人生を豊かにすることによ

り、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことがで

きるようになるという目的のもと、学校や教員が担う業務の明確化、適正化や勤務時間管

理の徹底などの実現に向けた環境整備への取り組みが求められております。

こうした中、本市では、教員の負担軽減を図るために、例えば部活動の休養日の設定や

先程議員がご質問でも触れておられたように部活動指導員の配置のほか、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーなどの外部人材の活用、また校務支援システムの導

入による事務負担の軽減、タイムカードの設置、管理職による退勤の呼びかけなどの取り

組みを進めているところでございます。

また、文部科学省では、本年１月に勤務時間の上限に関するガイドラインを策定されて

おりますので、これに基づき、本市におきましてもガイドラインを策定し、保護者や地域
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の方々のご理解やご協力をいただきながら、教員の負担軽減を図り、教員の質の向上につ

なげてまいりたいと考えております。

◎９番（郷司千亜紀議員）

９番。

◎議長（川西 仁議員）

９番、郷司千亜紀議員。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９番（郷司千亜紀議員）

それぞれのご答弁、ありがとうございました。それでは、再問させていただきます。

ヴォルティスコンディショニングプログラムについては、これからの事業でありますし、

委託料の一部を改善率に応じて支払うという成果連動型の委託方式を採用することと、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として国から注目さ

れているとのことでありますので、大いに期待が持てるところでございます。

また、市職員を対象としたトライアルの様子もフェイスブック等で拝見をさせていただ

きましたし、率先して成果を出してほしいと思います。

そこで、再問ですが、大塚製薬株式会社との間で締結した健康増進に関する連携協定に

基づき進められる予定のウェルネスパスポート、健康セミナーの取り組みについてお聞き

いたします。美については大変大きなテーマだと思いますので、市内立地企業との連携、

行政分野の連携などにより事業を展開していってほしいと思います。私も常に美意識を高

く持っておりますので、非常に期待をしております。

次に、まち・ひと・しごと創生会議の事業についてですが、今までに多くの事業展開が

なされてきましたが、答弁にもございましたように目に見える効果が現れているように思

われます。特に、株式会社テレコメディアコールセンター誘致により４６名、近畿用品製

造株式会社も工場開設前ですが２２名の市民が新たに雇用され、株式会社ナプラも生産基

盤拡大により雇用が４０名増加し、あと述べ２０件の起業・創業、サテライトオフィス発

祥の進出があったということで、努力の成果が見えます。

また、定住促進のための制度も多く創設され、ある程度の成果は出ているように思われ

ます。その中で一つ、キーワードとなるのが婚姻届ではないでしょうか。私も長らく縁が

なかったのであまり気にしていませんでしたが、最近、知り合いのお嬢様が吉野川市で婚

姻届を出したところ、伝統の阿波和紙を使って写しは写真入りで手元に残せるよう台紙を

作ってくれるそうで、大変喜んでおりました。気になり、いろいろ調べてみたら全国的に

様々なご当地婚姻届のサービスがあるみたいで、世の中はこんなに進んでいるのだと驚き

ました。普通、婚姻届というものは人生においてそうたびたび出すものでないので、記念

に残るサービスを美馬市も始めてみたらどうでしょうか。

次に、働き方改革についてですが、国の施策に追随し、改革への取り組みが進んでいる

ようで安心をいたしました。でも働き方改革についてはスタートしたばかりなので、今後

の取り組みとしてはどのようなものを考えているのかをお聞かせください。教員の働き方

改革については、今までかなり厳しい状況にあったため、国も本腰を入れているようです。
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教育の質を落とさず、業務の改善を進めるのはハードルが高いと思いますが、教員の軽減

負担を図っていただきたいと思います。

ＬＧＢＴについては、雇用に関しては、当然制限するようなことはないとの答えであり、

すばらしいです。ただ、もう一歩、進んだ取り組みとしての婚姻の自由があります。医療

や相続問題など、課題が沢山ある中、２０１５年の渋谷区を皮切りに１１自治体がパート

ナーシップ制度を導入しました。今後、市としてはどのように考えていくのでしょうか。

また、学校、現場での児童・生徒のＬＧＢＴへのカミングアウトがあった場合、現場では

どのような対応を考えておられますか。

以上の再問について、よろしくお願いをいたします。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

９番、相和会、郷司千亜紀議員の再問のうち、私からはウェルネスパスポートと健康セ

ミナーについてと働き方改革についての再問にお答えいたします。

まず、ウェルネスパスポートについてでございますが、希望される市民の皆様にパスポ

ートを配布し、健康やスポーツ関連イベントへの参加、また市が実施する検診の受診の際

にポイントを付与し、ポイントがたまると景品が贈呈されるという仕組みでございまして、

運動の習慣化や病気の早期発見、健康増進への関心度向上を図るものでございます。

この取り組みは、大塚製薬株式会社との連携協定に基づき、同社が中心となり実施が予

定されておりますが、市といたしましても、市民の健康増進や健康寿命の延伸は重要な課

題と認識しており、市内の団体がウオーキングイベントを開催し、ポイントの付与に協力

いただいた場合に、報奨金をお支払いする制度の創設や景品の一部として市内の特産物を

市が提供するといった形での連携を予定しております。

次に、健康セミナーについてでございますが、こちらも連携協定に基づき大塚製薬株式

会社により実施いただける取り組みでございます。既に、本年１月には小・中学校の校長

会を通じ、市内の小・中学生向けの出前講座について案内をいただいたほか、先月２３日

には、市の女性職員を対象とした講座も開催いただいております。また、食後血糖値の測

定会についてもご提案をいただいております。これは、昼食をとりながら食後血糖値が身

体に及ぼす影響を学んだ後、食べ始めから６０分後の血糖値を測定し、糖尿病についての

理解を深めていただく取り組みでございます。

これらを含め、市民の皆様に幅広く参加いただける取り組みにつきまして、大塚製薬株

式会社とも連携しながら企画してまいりたいと考えております。

次に、働き方改革の今後の取り組みについてのご質問でございますが、国におきまして

は、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現を目指すための最大のチャレンジとして働き

方改革が位置づけられております。本市におきましても、特定事業主行動計画の数値目標
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達成に向けた長時間労働の解消への取り組みといたしまして、当初予算に職員パソコン自

動シャットダウンシステム導入費用を計上させていただいております。この取り組みによ

り、職員のパソコン使用時間を客観的に把握し、職員の事務の標準化・平準化を図り、時

間外勤務の削減はもとより、効率的で質の高い働き方の実現につなげてまいりたいと考え

ております。

今後も年次休暇の取得促進や時間外勤務の縮減に向けた取り組みなどを推進するととも

に、職員の意識改革を図ることで、職員の健康の保持と多様のワーク・ライフ・バランス

の実現に取り組んでまいりたいと考えております。

◎市民環境部長（中川貴志君）

議長、市民環境部長。

◎議長（川西 仁議員）

中川市民環境部長。

［市民環境部長 中川貴志君 登壇］

◎市民環境部長（中川貴志君）

私からは、まず、オリジナルの婚姻届用紙につきましての再問にお答えをいたします。

先程の議員からございましたように、県内近隣では吉野川市で、婚姻後においても市内

に在住の方を対象にした阿波和紙を使ったオリジナルの届出用紙を提供しているとお伺い

しております。全国的にも婚姻届の様式等について工夫をしている市町村もございます。

また、民間のブライダル業者、出版社などからの用紙の提供やインターネットでのダウン

ロードなど、多種多様な届出書の様式が使用されております。

今後、本市におきましても、定住促進策の一つといたしまして、特徴的なサービスとな

るよう検討してまいりたいと考えております。

次に、働き方改革についての再問の中で、ＬＧＢＴに対する市の考え方はに関連しまし

て、パートナーシップ制度の導入についての再問でございます。

ＬＧＢＴの方たちに対する支援の取り組みとしましては、民間事業所を中心として、福

利厚生面での祝金の給付や介護休暇の付与を同性のパートナーの場合にも適用するといっ

た対応が広がりつつあります。自治体におきましても、中四国で初めて岡山県総社市がパ

ートナーシップ認証制度を導入するといった報道がなされまして、今後もこのような動き

が広がっていくことが予想されます。一方で、同性カップルを結婚に相当する関係として

認める制度の実施には、法的、制度的にも様々なハードルが存在するというのも事実でご

ざいます。

本市におきましては、まずは、市民一人ひとりの人権意識の向上を図る必要があるとの

考え方から、今後も粘り強い啓発活動や広報などの取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

大泉副教育長。
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［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、学校でのＬＧＢＴへの対応についての再問にお答えをさせてい

ただきます。

ＬＧＢＴに関する相談や申し出があった場合には、学校現場では本人やその保護者から

のご意見やお考えをしっかりと聞き取りまして、本人の特性を受け入れることを基本とし

て取り組んでまいります。例えば、トイレや更衣室について要望があった場合には、職員

用の施設の使用を認めるなど、できる限りの配慮を行ってまいります。なお、教職員につ

きましては、日ごろから子どもやその保護者の方から相談しやすい環境を整えておくこと

が必要でありますので、研修などを通してＬＧＢＴを始め、性の多様性について正しい知

識を身につけて、子どもへの適切な支援の方法などを学んでおります。一方、児童・生徒

につきましては、道徳や人権学習の中で自分と他人の人格を尊重し、互いの個性を認め合

うことの大切さなどについて学んでいるところでございます。

今後とも、学校の教育活動全体を通して、豊かな人間性を育む教育を推進してまいりた

いと考えております。

◎９番（郷司千亜紀議員）

９番。

◎議長（川西 仁議員）

９番、郷司千亜紀議員。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９番（郷司千亜紀議員）

それぞれ再問へのご答弁、ありがとうございました。それでは、まとめに入りたいと思

います。

美と健康のまちづくりについては、施策の柱として上げられているようですので、美や

健康に関係する立地企業と連携を図りながら進めてほしいと思います。

まち・ひと・しごと創生会議の事業についてですが、多岐にわたる事業でありますので、

毎年行っている評価、検証を踏まえ、着実に事業を展開していってほしいと思います。

婚姻届や記念については、徳島市のデザイン婚姻届やまちキュンご当地婚姻届など、多

くの自治体で実行されておりますので、是非とも美馬市でも記念に残る婚姻届をお願いい

たします。

働き方改革についてでは、世界に比べ遅れていた日本がやっと始めた施策ではあります

が、全国的にその動きが広がっているようです。元旦や日曜日を休日にするスーパーや別

府の老舗温泉では１０日間連続の一斉休業したところ、入社希望が前年の１.５倍増加し

たそうで、このように各業種において改革が推進されておりますので、職員、教諭だけで

なく、働いている市民の皆様が満足できる勤務体系になることを望みます。

ＬＧＢＴについては、大変難しい問題だとは認識しておりますが、同じ人間として、学

校現場、社会において、住みやすく働きやすい環境づくりをしていかなければならないと

思っております。
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新しい元号を市民の皆様と元気に迎えられることを望みつつ、代表質問を終わります。

ご静聴、ありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により、少し早いですが、昼食休憩とさせていただきます。午後１

時より再開をし、引き続き、市政に対します代表質問を続行いたしますのでよろしくお願

いをいたします。

小休 午前１１時３９分

再開 午後 １時００分

◎議長（川西 仁議員）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

代表質問を続行いたしたいと思います。

次に、美馬政友会、谷明美議員。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］

◎１６番（谷 明美議員）

議長より許可をいただきましたので、貴重な時間をいただきまして、平成最後となる３

月美馬政友会を代表して、代表質問をさせていただきます。

４月１日に元号が発表されるので、今から何になるのか、わくわくどきどき楽しみです。

さて、質問の内容は、通告のとおり、幼児教育について、学校給食について、吉野川浄

園の移転整備に係る市の取り組みについての３件でございます。

それでは、まず、幼児教育についてから質問させていただきます。

現在、全国的に社会的な課題となっております少子化、子育て家族の孤立化、待機児童

など対応するため、国や地域を上げて、子どもや子育て家族を支援するための新しい環境

を整えることが求められております。こうした流れを受けて、平成２７年４月から子ども

子育て支援新制度が施行され、認定こども園、幼稚園、保育所は共通の給付制度となり、

幼保一元化への条件整備が進められました。また、小規模保育などが地域型保育と位置づ

けられ、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域におけ

る保育機能の確保への対応が行われております。そして、認定こども園制度の改善により、

待機児童の解消とともに、幼児期の教育振興と３歳児未満の保育の拡充が期待されており

ます。こうした中、国においては、保育所などの待機児童を解消するため、当初発表され

た子育て安心プランでは、解消に意欲的に取り組む自治体を支援するため５年間で待機児

童を解消に必要な受け皿約３２万人の予算を確保することとしておりましたが、平成２９

年１２月に発表された新しい経済政策パッケージの中で、この子育て安心プランを前倒し

して平成３２年度末の３年間で約３２万人の保育の受け皿を整備し、待機児童解消に取り
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組みとしており、２年間前倒しの早い段階での待機児童解消を目指しております。

美馬市では、平成２４年に江原認定こども園が開園し、そして平成２８年には美馬認定

こども園が開園し、本年４月には美馬市で３園目となる穴吹認定こども園がいよいよ開園

の予定となっております。

今までこのように、認定こども園の整備を図ってきたところでありますが、マスコミな

どによりますと、希望していても認可保育所には入れない待機児童が全国で約２万人もい

るとの報道もございます。

そこでお伺いいたします。本年４月における認定こども園、保育所の予定入園、入所状

況について。また、待機児童の状況についてお伺いいたします。

次に、学校給食について質問させていただきます。

学校給食法において、学校給食は子どもたちの心と体の健全な発達に必要なものである

とともに、子どもたちの食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果

たすものであると位置づけられています。また、学校給食は学校生活において、子どもた

ちの活力を支え、学習やスポーツに元気に取り組む体力や集中力の基礎ともなる大切なも

のであり、子どもたちは学校での１日の中で給食の時間をとても楽しみにしていると思い

ます。

このように子どもたちの心身の健全な発達に多くの役割を果たしている学校給食であり

ますが、中には特定の食物に対してアレルギー反応を起こす子どもたちが存在します。平

成２５年１２月に文部科学省において発表された食物アレルギーに関する調査結果では、

調査対象とした全国の約１万５,０００の小学校の児童数は、約４６４万人で、このうち

食物アレルギーのある児童は約４.５％に当たる約２１万人でした。また、同様に全国の

約７,２００の中学校の生徒は約２４０万人で、このうち食物アレルギーのある生徒数は

約４.８％に当たる約１１万４,０００人でした。このような中、給食現場では、アレルギ

ー対策をとっているにもかかわらず、毎年数例の事故が発生しています。特に平成２４年

１２月に東京都の小学校で発生した事故、これは乳製品アレルギーがあった児童が、アナ

フィラキシーショックを起こし、死亡するといった悲しい事故でございましたが、本当に

衝撃的な出来事でした。

さて、本市の小・中学校の給食において、食物アレルギーのある児童・生徒数について、

またそのような児童・生徒にどのような対応をしているのかについてお伺いいたします。

次に、吉野川浄園の移転整備に係る市の取り組みについてであります。

本定例会の市長所信表明で、かねてより重要な懸案事項でありました吉野川環境整備組

合施設移転整備についてのご報告がございました。私の実家も吉野川浄園の近くにあり、

また父が早期移転促進期成同盟会の会長をしていた時期もありました関係上、若いころか

らこの施設の運営に関心を持っておりました。そうしたことから、地元議員として質問を

させていただきます。

吉野川環境整備組合は、昭和３７年６月に美馬郡内７カ町村で設立し、昭和３９年に処

理施設を開設、昭和６３年２月に現在の施設が建設され、現在に至っております。そうし

た施設の歴史の中で、これまでの期成同盟会との協議につきましては、昭和４９年３月に
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施設撤去に関する協定書の締結が行われ、その内容につきましては昭和６０年３月３１日

をもって施設を撤去するものでございました。その後、昭和６０年４月、処理施設の新築

を条件に平成１５年３月３１日までの移転期限延長に関する和解調停が脇町簡易裁判所に

て行われました。次に、平成１３年９月、２度目の和解が成立し、平成３０年３月３１日

まで移転期限が延長となり、その後、平成３０年３月２２日、３度目の和解により、平成

４０年３月３１日までの移転期限延長の和解が成立したというふうに認識をしております。

そこで、吉野川浄園の移転整備に関し、次の３点についてお伺いいたします。

１点目は、穴吹浄化センターを候補地とした理由について。２点目は、第１回目の地元

説明会の状況について。３点目は、今後の市の取り組みについてお伺いいたします。

答弁をいただき、再問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎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）

１６番、美馬政友会、谷明美議員からの代表質問、吉野川浄園の移転整備に係る市の取

り組みについての中で、私からは、穴吹浄化センターを候補地とした理由についてお答え

をさせていただきます。

まず、吉野川浄園の現状につきましては、一般的なし尿処理施設の耐用年数が２０年か

ら３０年程度と言われている中で、現在の施設は供用開始から３１年が経過をし、老朽化

が進んでおります。また、人口減少や下水道施設の整備などによるし尿搬入量の減少や性

状の変化による処理効率の低下などの課題を抱えており、今後の適性かつ安定したし尿処

理の維持に支障を来すことが懸念をされております。そして、地元同盟会と取り交わして

おります施設移転期限の設定という重い課題もございます。施設移転に向けましては、こ

うした背景をもとに候補地を模索してきたところでありますが、この選定に際しましては、

コンサルタント業者に委託をし、必要となる事項を調査、整理し、比較検討を行ったとこ

ろでございます。

また、候補地の選定条件といたしましては、面積が２,５００平方メートル以上確保で

きること。処理に必要な希釈水の確保や処理水の放流が可能であること。収集車の搬入に

支障がないこと。市所有地又は公有地を活用すること。下水道施設が存在する地域では、

その連携の可否を検討すること。この５項目を条件として、美馬、脇町、穴吹地区の各地

からそれぞれ２カ所、計６カ所を抽出し、総合的に検討したところ穴吹浄化センター敷地

内が最も高い評価となったものでございます。

この報告を受け、昨年５月に吉野川浄園・し尿処理施設移転整備プロジェクトチームを

設置し、様々な方面から更に検討を行うなど、協議を重ねてまいりました。

こうした結果を踏まえ、先月５日に開催をされました吉野川環境整備組合議員全員協議

会において、穴吹浄化センター敷地内を最適候補地として選定をし、汚泥再生処理センタ
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ーとして整備をしたい旨、説明をし、了承をいただいたところでございます。

◎市民環境部長（中川貴志君）

議長、市民環境部長。

◎議長（川西 仁議員）

中川市民環境部長。

［市民環境部長 中川貴志君 登壇］

◎市民環境部長（中川貴志君）

私からは、同じく吉野川浄園の移転整備に係る市の取り組みについて、このうち地域説

明会の状況及び今後の取り組みについてお答えをいたします。

まず、地域説明会の状況についてでございますが、先月１６日に、候補地周辺の住民及

び事業所の皆様を対象とした１回目の説明会を開催いたしました。

出席者は２０名であり、行政側からは、管理者である市長を始め、プロジェクトチーム

のメンバーなど１０名が出席をいたしました。

吉野川浄園の移転計画として、候補地選定の理由や新処理施設の整備方針などについて

説明を行ったところでありますが、特に何人かの方々から施設などから発生するにおいを

心配するご意見をいただきました。こうした懸念を払拭するために、今後整備を行う施設

につきましては、最新の設備を導入するとともに、周辺の環境対策にも留意するというご

説明をさせていただきましたが、十分なご理解をいただけていないところでございます。

そこで次に、今後の取り組みについてでございますが、まずは地域の皆様の心配を解消

することが何よりも重要でございます。プロジェクトチームでは、愛媛県におきまして、

現計画と同様に汚泥再生処理センターとして整備した施設を視察してまいりましたが、そ

のセンターでは、施設から発生するにおいは全くなく、周辺住民からの苦情も寄せられて

いないと伺っております。次回の説明会では、こうした施設の視察を提案するとともに、

引き続き丁寧な説明を行うことにより、施設移転に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。

◎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）

川口保険福祉部長。

［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、私からは幼児教育について、本年４月における認定こども園、保育所の予

定入園、入所状況、また待機児童の状況についてお答えをいたします。

各認定こども園、保育所の平成３１年度の入園、入所予定者数につきましては、現在の

ところ、江原認定こども園が１５３名、美馬認定こども園が２２１名、新しく開園いたし

ます穴吹認定こども園が１３３名、脇町保育所１４３名、岩倉保育所６５名、脇町小規模

保育所が１９名の合計で７３４名となっております。

年齢別で見ますと、０歳児が５０名、１歳児が１３５名、２歳児１３４名、３歳児１５
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８名、４歳児１４４名、５歳児が１１３名となっております。

待機児童についてでございますが、新年度となります本年４月におきましては、申し込

みされた全ての児童が入園、入所できる予定となっておりますので、待機児童はございま

せん。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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）

私からは、学校給食における食物アレルギーへの対応についてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。

学校給食は、議員ご指摘のとおり、学校生活において子どもたちの活力を支え、学習や

スポーツに元気に取り組む体力や集中力の基礎ともなる大切な学校活動の一つであり、何

よりも子どもたちの学校生活の中において大きな楽しみでもあります。

一方、全国的にも食物アレルギーのある子どもは増加傾向にありまして、本市の昨年５

月現在の状況といたしましては、小学校児童数１,２４９人のうち約２.４％に当たる３０

人、また中学校生徒数６７１人のうち約２.２％に当たる１５人でございます。

こうした子どもたちに対し、代用食材を用いて同等の給食を提供できることが理想では

ございますが、アレルギー食品の種類は多様で、アナフィラキシーショックなど命にもか

かわる重大な事故につながる恐れもあることから、対応が難しい状況でございます。

こうしたことから、各学校におきましては、県教育委員会が作成したハンドブックなど

に基づき、何よりも子どもたちの生命と健康を守るため、保護者との綿密な連携により給

食の取り扱いを決定しております。

具体的な手順といたしましては、毎年１月に新入学生を含む全ての児童・生徒の食物ア

レルギーの調査を保護者を通じて実施し、給食に配慮を必要とする場合には、医師の診断

に基づく食物アレルギー対応給食の申請書を提出いただいております。こうして提出され

た申請書をもとに、各給食調理場と学校長などが保護者との面談を行い、給食の提供内容

について決定することとしております。

なお、各給食調理場では、生卵や半熟卵、またそばやそば米につきましては、提供を行

っておりません。このほか、牛乳やナッツ類などにつきましては、調理場の規模や設備に

違いがございますことから、それぞれの環境に応じた対応をいたしておりますが、アレル

ギーには対象となる食物が単品か複数か、あるいは症状の程度など個人差がございまして、

全てのケースに個別に対応することは極めて難しいといった現実もございます。

教育委員会といたしましては、今後とも、子どもたちの安全を第一に考えて、保護者の

ご理解をいただきながら学校給食における食物アレルギーへの対応に努めてまいりたいと

考えております。

◎１６番（谷 明美議員）
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議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］

◎１６番（谷 明美議員）

答弁ありがとうございました。それでは、それぞれ質問させていただきます。

まず、幼児教育についてでありますが、先程、認定こども園、保育所の予定入園、入所

状況、そしてまた美馬市では待機児童がいないのはすばらしいことだと思いました。子ど

も子育て支援新制度は、全ての子どもたちが笑顔で成長していくために、一人ひとりの子

どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設されました。子育て支援

の量を増やし、必要とする全ての家庭が利用できる支援を用意し、子育て支援の質を向上

して、子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指している制度でございます。

こうした中、国においては、平成３１年１０月から、幼児教育の無償化を実施する方針

としております。今回の幼児教育の無償化は生涯にわたる人間としての基礎を培う幼児教

育、幼児保育の大切さと子育て世代に係る費用負担の軽減を図るといった少子化対策にも

つながる観点から実施されるものと思っております。

幼児期につきましては、体の育成、人格や道徳心を育むなど、人間の成長にとって極め

て大切な時期であり、この時期における家族や保護者の果たす役割とともに幼児教育・保

育の役割は大変重要であります。更に幼児期における教育が将来の性格の質、レベルの向

上にも効果をもたらすことを示す研究結果もあり、諸外国においても３歳から５歳の幼児

教育について所得制限を設けずに、無償化が進められているところでございます。

そこで、お伺いいたします。幼児教育の無償化を実施した場合、美馬市内の認定こども

園、保育所における保護者の負担がどの程度軽減されるのか、また市の負担はどうなるの

か、お伺いいたします。

次に、学校給食であります。

食物アレルギーのある児童・生徒への対応は、ご答弁いただいたように子どもたちの安

全を一番に考えて、今後もしっかりと対応していただきたいと思います。

このようにアレルギーがあるため、食べたくても食べられることができない子どもたち

がいる一方で、食べたことがないから食べない、嫌いだから食べないなどのいわゆる偏食

のある児童・生徒がいると伺っています。先程のアレルギー対応についての質問でも触れ

たように、学校給食は子どもたちの心と体の健全な発達に必要なものであるとともに、子

どもたちの食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものです。

しかし、偏食のために栄養のバランスを変えてしまいますと学校給食の大切な役割を果た

すことはできません。また、各家庭においても食事をしますので、できるのであれば、

小・中学校に通っている間に食べたことがないから、嫌いだからといって食べない食物を

一つでも少なくすることができればと思います。

そこで、学校給食において、好き嫌いによる偏食のある児童や生徒に対して、どのよう

な指導をしているのかお伺いいたします。



－５９－

次に、吉野川浄園についてであります。

先程の答弁の中で、昨年５月に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

発足し、検討・協議を重ねたということでしたが、これまでの間、プロジェクトチームで

はどのような検討・協議が重ねられたのか。また、その結果どのように生かしたのかお伺

いいたします。

また、移転に関する今後のスケジュールについてですが、吉野川浄園し尿処理早期移転

促進期成同盟会との３度目の協定で、平成４０年３月末までの延伸をお願いすることはで

きましたが、この期日まで残すところ約９年でございます。そこで、新施設について、い

つから工事に着工し、いつ施設が稼動する予定なのか、現段階でのスケジュールについて

お伺いいたします。

◎副市長（加美一成君）

副市長。

◎議長（川西 仁議員）

加美副市長。

［副市長 加美一成君 登壇］

◎副市長（加美一成君）

１６番、谷明美議員からの再問でございますが、私からは、吉野川浄園の移転整備に係

る市の取り組みについてお答えをさせていただきます。

まず、プロジェクトチームではどのような検討・協議が行われてきたのか、また、その

結果をどのように生かしたのかとのご質問でございますが、プロジェクトチームでは、コ

ンサルタント業者から提出のあった候補地比較検討報告書をもとに抽出された候補地の施

設用地としての適合性、それから処理方式の比較、また建設に係る経費やランニングコス

トなどについて検討を行うとともに、先進地視察なども重ねてまいりました。プロジェク

トチームでは、こうした結果を踏まえまして、穴吹浄化センター敷地内を最適候補地とし

て選定し、下水道処理施設と連携した汚泥再生処理センターとして整備する方針を決定を

したところでございます。

次に、現在、現段階で想定される今後のスケジュールについてでございますが、地元説

明会などを通じまして、施設整備に向けてのご理解がいただけましたなら、まず、初年度

には、国への交付金申請に必要となる循環型社会形成推進地域計画の策定を予定いたして

おります。その後、施設基本計画や生活環境影響調査を策定した後に、基本設計などを行

い、建設工事に取りかかる計画でございます。なお、施設の建設には、工事期間といたし

まして約２年半が必要と見込まれておりますので、新施設が稼動するまでには全体でおお

むね６年間が必要と考えております。

吉野川浄園の移転整備につきましては、本市におきましても最重要プロジェクトでござ

いまして、候補地については穴吹浄化センターの敷地内が最適と考えてございます。周辺

住民の皆様を始め、関係者の皆様には引き続き、丁寧な説明を行い、施設移転に向けた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

議員各位にもご支援、ご協力を賜りますよう、どうかよろしくお願いを申し上げます。
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◎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）

川口保険福祉部長。

［保険福祉部長 川口種満君 登壇］

◎保険福祉部長（川口種満君）

私からは幼児教育・保育の無償化による美馬市内の認定こども園、保育所における保護

者の負担がどの程度軽減されるのか、また市の負担はどうなるかとの再問にお答えをいた

します。

幼児教育・保育の無償化につきましては、子育てと仕事の両立や子育て教育に係る費用

の負担が大きいことが、少子化問題の一因となっており、幼児教育・保育の無償化を始め

とする負担軽減措置を講じることは重要な少子化対策の一つであると考えられます。

美馬市における認定こども園、保育所の保護者負担の軽減でございますが、美馬市内の

保育所等に通う園児で、保護者数の一番多い所得区分で見ますと、月額２万５,５００円

の軽減となり、年間では３０万６,０００円の軽減となります。美馬市の認定こども園、

保育所では、本園１０月から来年３月までの６カ月で約２,１００万円の保護者負担が軽

減されるものと考えております。

このことに伴います市の負担でございますが、幼児教育・保育の無償化の実施に当たっ

ては、県補助事業により、既に無償化となっている第２子以降分と併せて、初年度に要す

る経費につきましては、全額国費による負担となっております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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）

私からは、学校給食における偏食のある児童・生徒への指導についての再問にお答えを

させていただきます。

本市の各小・中学校におきましては、全ての児童・生徒に対しまして、栄養教諭による

給食指導や給食便りといった文書の配布を行っております。この中では、各食材の栄養素

の役割や健康や成長を支えるバランスのよい食事の大切さなどのほか、偏食により日々の

活動や成長に必要な栄養が不足し、健康を損なう恐れがあることなどを伝えております。

このほか、各小・中学校では、ヘルスメイトや生活研究会、産直市などの方々のご協力

をいただき、子どもたちに地産地消や伝統野菜のおいしさなどを伝える食育出前講座など

の食育活動も行っております。野菜づくり、収穫、そしてそれを自分たちで調理する体験

など、食品や料理への関心を高める食育活動を地域ボランティアの方々と協働して行う中

で、「食べたことのない野菜や食べられなかった野菜をおいしく食べられることを知っ

た」といったような子どもたちからのうれしい感想もございました。こうした成果もござ
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いますことから、今後とも、給食指導や給食便りによる呼びかけのほか、地域や団体の皆

様のご協力をいただきながら、食育活動を通じた指導を進めてまいります。

また、現在、美馬市産のおいしいお米を各給食調理場に無償で提供することで、副食の

充実を図り、県下一おいしい給食を目指しているところでございますので、こうした取り

組みを実施していくことも子どもたちの偏食の減少につながるものと考えております。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］

◎１６番（谷 明美議員）

ご答弁いただき、ありがとうございました。

認定こども園、保育所については、本年１０月から幼児教育の無償化が実施されること

になっております。このことにより、入園を希望される方の増加が見込まれると思います

が、今後におきましても、教育・保育の質の向上を図り、適切な運営に努めていただきた

いと思っております。

学校給食につきましても、先に申し上げましたように、子どもたちにとって心身の健全

な発達に大きな役割を果たしており、学校生活において、学習やスポーツに取り組む体力

や集中力の基礎ともなる大切なものであります。しかしながら、食物アレルギーや偏食の

ある子どもたちにつきましては、学校給食で必要とされる栄養が十分にとれない恐れがあ

ります。このような子どもたちに対しては、それぞれに個人差があり、十分な対応をする

ことが難しいということは理解しますが、食べることができない子どもについては不足し

た栄養を家庭での食事で補うなど、保護者としっかりと情報を共有しながら対応していた

だきたいと思います。

また、いわゆる食べず嫌いの子どもにつきましても、保護者との連携が必要ですが、給

食指導による呼びかけ、地域のボランティアの方々との協働による食育活動などの取り組

みのほか、各調理場が県下一おいしい給食を目指す取り組みも引き続き進めていただきた

いと思います。

また、美馬市では、給食表を、献立をマルナカなどの張り出しておるのがお母さん方は

喜んでおります。夜の献立の参考になるそうです。こういった取り組みにより、例えばに

んじんが食べられるようになったと笑顔で言える子どもたちが増えていくことを期待した

いと思います。

吉野川浄園の移転につきましては、私は地元議員として２７年間努めさせていただいて

おりますが、現施設周辺にお住まいの皆様方にはこれまでの間、施設存続に対してご心配

やご迷惑をおかけしているところでございます。新施設完成までの間、また施設稼動後に

つきましても地元住民に対し、誠意ある対応を行っていただきたいと思います。

また、新施設の整備に向けましては、何よりも地域の皆様のご意見を聞くことが重要で

あり、地域の皆様のご理解なくしては進めていけるものではありません。引き続き丁重な
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説明を行い、ご理解をいただいた上で、周辺環境に配慮し、最新技術を導入した施設建設

を真摯に進めていただければと思います。

以上で、私の質問は終わらせていただきます。

◎議長（川西 仁議員）

次に美馬未来の会、都築正文議員。

◎４番（都築正文議員）

議長、４番。

◎議長（川西 仁議員）

４番、都築正文議員。

［４番 都築正文議員 登壇］

◎４番（都築正文議員）

議長の許可をいただきましたので、美馬未来の会を代表し、質問をさせていただきます。

私たち議員も昨年４月の選挙からあと１カ月半で１年が経過いたします。４年間の任期

の４分の１が経過するわけでございますが、早かったなというのが現実であります。市長

にとりましても、６月には３年が経過し、４年目に突入いたします。この３年間はどうだ

ったでしょうか。「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」をキャッチフレー

ズに打ち出し、無我夢中に様々な課題にチャレンジされた３年間ではなかったかと思いま

す。平成３１年度、元号が改まり、正に新たな時代に入るわけでありますが、美馬市にと

っても総合計画、総合戦略ともに最終年度であり、市長にとっても任期の最終年度、仕上

げの年になるのではないかと思います。これまでの取り組みの効果を市民の皆様に実感い

ただけるよう、着実に取り組みを進めていただきたいと思います。

それでは、通告しておりました、順次、質問をさせていただきたいと思います。

まず、平成３１年度予算における財源不足の拡大理由についてでありますが、当初予算

発表の翌日、徳島新聞を拝見しておりますと、２０１９年度末の基金残高は約４７億９,

０００万円となる見通しで、ピーク時の２０１５年度より約４４億円減少したとありまし

た。近隣の市が２００億円を超える予算の中で、本市当初予算規模は１９４億３,０００

万円と抑制基調であるとは思いますが、基金の減少について危機感を覚えております。平

成３１年度は、基金からの繰入金が前年度から４億円以上増加しているようですが、この

まま基金が減少しますと、やがては枯渇し、予算が組めなくなります。そうなると市民生

活に影響も出てまいります。

そこでお伺いいたします。平成３１年度当初予算では、なぜ、財源不足が拡大したのか、

その理由をお聞かせ願います。

続いて、所有財産についてお尋ねいたします。

美馬市は、平成１７年３月に合併して誕生した市でありますが、その総面積は３６７平

方キロメートル。これは、徳島県内では三好市、那賀町に次ぐ面積であります。合併によ

って総面積も広大となりましたが、旧町村において管理していた公共施設や土地も多く、

その維持管理費は美馬市にとって大きな課題でもあります。このため、美馬市では、平成

２８年に美馬市公共施設等総合管理計画を策定し、この計画に基づき、市有財産である公
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共施設の管理が行われていると思います。

そこでお伺いいたします。美馬市公共施設等総合管理計画の中では、今後、市有財産で

ある公共施設、特に建物の更新費用はどれぐらいかかると見込んでいるのか、お聞かせ願

います。

次に、市有財産のうち、土地についてお尋ねいたします。

美馬市が保有している土地は、先程の公共施設の用地のような行政財産のほかに普通財

産と呼ばれる利用見込みのない土地、いわゆる遊休地もあるかと思います。そうした土地

に対しましても維持管理をしていくには、例えば草刈りなど、経費もかかってこようかと

思います。こうした遊休地については、できるだけ売却などの処分をして、維持管理の経

費がかからないようにすることが必要だと思います。

そこでお伺いいたします。これまでにどれぐらいの遊休地を売却しているのか、お聞き

願います。

それぞれの答弁により、再問させていただきます。よろしくお願いいたします。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

４番、美馬未来の会、都築正文議員の代表質問に、順次、お答えをいたします。

まず、平成３１年度当初予算における財源不足の拡大理由についてお答えいたします。

平成３１年度予算を編成するに当たり、財政調整基金、減債基金など基金からの繰入金

は、過去最大の２４億２,７００万円余りとなっておりまして、前年度から約４億４,６０

０万円増加いたしました。この要因といたしましては、地方交付税が１億５,０００万円、

臨時財政対策債が５,０００万円、それぞれ前年度から減少したことが大きく影響してお

ります。地方交付税につきましては、合併算定替えによる加算が平成２７年度から段階的

に削減されておりますが、平成３１年度は加算額が９割削減され、前年度から約９,６０

０万円減の約５,３００万円となっております。また、穴吹庁舎増築・改修事業債を始め

とした各種事業債の償還終了に伴う地方交付税の減額も約７,２００万円ございまして、

これらの二つを合わせ、約１億６,８００万円の減額要因となっております。

一方、歳出におきましても、クリーンセンター美馬の老朽化に伴う修繕費の増加などに

より、つるぎ町と構成する一部事務組合の負担金が約１億円増加するなど、経費が増加し

ておりまして、歳入、歳出両面の要因により財源が不足する結果となりました。

なお、基金につきましては、ご指摘のとおり、予算上は平成３１年度末残高が大きく減

少した形となっておりますが、平成３０年度、３１年度とも、特別交付税などの確定を待

って、補正予算において、いわゆる積み戻しを行う予定でございまして、急激な減少には

ならないものと認識しております。

次に、美馬市公共施設等総合管理計画における今後の市有財産である公共施設、特に建
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物更新費用の見込みについてのご質問ですが、本市が所有いたしております庁舎、学校、

福祉施設などの公共施設等につきまして、総合的かつ計画的な管理を推進するため、平成

２８年３月に美馬市公共施設等総合管理計画を策定しております。

この総合管理計画の中で、本市の公共施設を現状規模のまま建てかえを行った場合、今

後４０年間で約１,１２６億６,０００万円の経費を要し、年平均で毎年約２８億２,００

０万円かかると試算しております。しかしながら、こうした多額の費用を捻出することは

困難であることから、将来にわたり適切な公共サービスの提供と持続可能な財政運営を両

立させるため、総合管理計画では、本市の公共施設の総合的な管理に関する基本的な方針

を定めております。

更に、平成３０年３月に策定をいたしました個別施設計画では、公営住宅などを除く公

共施設ごとに建てかえや除却などの具体的な方針や、更新検討時期について取りまとめて

おります。

本市の公共施設につきましては、この総合管理計画及び個別施設計画に基づきまして、

維持管理や更新時の対応、現有施設の利活用等について適切に対応してまいりたいと考え

ております。

次に、これまでどのぐらいの遊休地を売却しているかとのご質問ですが、市有財産のう

ちで活用を見込めない、そういった未利用遊休地につきましては、将来的な利用計画など、

十分精査を行いまして、売却処分が適当と思われる物件につきましては、諸手続を行い、

順次処分をしております。

合併後の平成１８年度から平成２９年度までの１２年間で売却処分をいたしました遊休

地は３９件で、合計面積は１万２,１１１平方メートル、売却額は９,４６８万円でござい

ます。

今後におきましても、こうした遊休地につきましては、適宜、売却処分を行い、管理費

の抑制と自主財源の確保に努めてまいります。

◎議長（川西 仁議員）

４番、都築正文議員。

［４番 都築正文議員 登壇］

◎４番（都築正文議員）

それぞれのご答弁、ありがとうございました。

まず、平成３１年度当初予算における財源不足の拡大は、合併算定替え加算が前年度か

ら減少したことに加え、穴吹庁舎増築・改修事業債などが、各種事業債の償還終了も影響

しているとのことでありました。平成３１年度の地方財政計画では、地方税が増加する中

で地方交付税も増額となっています。一方、本市においては、市税も地方交付税も前年度

から減額されております。新たな算定方法が導入されたとはいえ、やはり合併算定替えに

よる加算額の削減や廃止は本市にとって大変厳しいのではないかとの印象を受けましたが、

いかがでしょうか。

一方、問題は今後であります。先程のご答弁では、３０年度も３１年度も補正予算によ

る基金の積み戻しを行うため、急激な基金の減少にはならないとのことでしたが、やはり
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当初予算編成段階で、一定の基金残高がないと予算そのものが組めないということになる

のではありませんか。これまでの基金の減少の要因分析を踏まえた今後の見通しと持続可

能な財政運営に向けた財源不足対策についてお聞きいたします。

次に、市有財産の管理についてでありますが、先程のご答弁の中では、市の公共施設に

ついては、今後多額の更新経費が必要であり、美馬市公共施設等総合管理計画と個別施設

計画に基づき、施設の建てかえや除却など適切な維持管理に努めるとありました。また、

市有財産のうち利用見込みのない遊休地については、管理費の抑制と自主財源の確保のた

めに売却を進めているとのご答弁でした。こうした取り組みについては、よく分かりまし

たのですが、例えば美馬町にある郡里廃寺跡のように土地はどうでしょうか。この郡里廃

寺跡は、旧美馬町が史跡整備事業に着手し、用地買収や発掘調査を行い、その報告書が刊

行されましたが、いまだに整備工事が完工しておりません。広大な土地の維持管理業務は

美馬市が行っていますが、その根拠はどこにあり、どのように管理を行っているのか。ま

た、昨年、文化財保護法が改正され、ますます文化財の活用が求められておりますが、郡

里廃寺跡の有効活用に向けた方針について伺いたいと思います。

それぞれの答弁により、再々問させていただきます。よろしくお願いいたします。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

まず、先程の答弁のうち、遊休地の合計売却面積につきまして、１万２,１１１平方メ

ートルとお答えしたところでございますが、正しくは１万２１１平方メートルでございま

す。訂正させていただきます。

それでは、美馬未来の会、都築正文議員の再問について、私からは今後の財源不足の見

通しと財源不足対策についてお答えいたします。

まず、これまでの基金の減少要因についてでございますが、一般会計における基金残高

のピークは平成２７年度末の９２億３,８００万円でございまして、平成３０年度末の見

込みにつきましては、今後、積み戻しがなかったと仮定した場合、７１億５,４００万円

でございますので、３年間で２０億８,０００万円減少したことになります。このうち３

億６,８００万円につきましては、穴吹庁舎増築・改修事業債の償還に伴う地方交付税に

算入されない実負担額でございまして、残りが合併算定替え加算額の削減による影響と考

えております。

次に、今後の財源不足の見通しでございますが、地方交付税の合併算定替えによる加算

につきましては、平成３１年度で終了するため、平成３２年度は３１年度から約５,３０

０万円の減額が見込まれておりますが、以降は下げ止まるものと考えております。一方、

一部事務組合を含めた各種老朽施設の更新や改修の経費は、今後も増加が見込まれており、

財源不足が解消する見込みが立たないのが現状でございます。
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いずれにいたしましても、財源不足をできるだけ小さくし、持続可能で安定的な財政運

営を行うことが市民生活への影響を避けるためにも重要と考えており、引き続き経費の削

減や各種事業費の抑制、有利な財源の獲得に努めてまいりたいと考えております。

なお、現在、第３次総合計画の策定作業を進めておりますが、平成３１年度には第３次

総合計画の実施計画と整合性のとれた中期財政計画を新たに策定する予定でございまして、

将来的な財政見通しを踏まえ、計画的な財政運営に努めてまいります。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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、郡里廃寺跡の管理と有効活用に向けた方針についての再問にお

答えをさせていただきます。

郡里廃寺跡につきましては、昭和５１年に国の指定史跡となり、約２万５,０００平方

メートルが指定範囲となっております。また、史跡整備事業が開始されたことに伴い、旧

美馬町時代の平成６年度から史跡指定地の用地買収を開始いたしまして、現在、指定範囲

の約９７％の公有化が完了しております。

郡里廃寺跡などの国指定の文化財について規定している文化財保護法によりますと、

「所有者が管理する義務を負う」とされておりまして、公有化が完了した史跡指定地につ

きましては、美馬市が管理をしております。

このため、草刈りにつきましては、年間複数回、外部委託又は職員において実施してい

るほか、虫による被害が確認された場合には、殺虫剤を散布するなどの対応をしておりま

して、史跡指定地が広範囲であるため、管理に多額の経費がかっていることも事実でござ

います。しかしながら、管理を適正に行わなければ、周辺住民の皆様にご迷惑をおかけす

るだけでなく、対面に位置しております道の駅みまの里を訪れる方々に対して、悪い印象

を与える可能性もございますので、史跡整備が完了するまでの間につきましては、現状の

維持管理を継続する必要があると認識しております。

一方、郡里廃寺跡の有効活用に関しましては、整備検討委員会におきまして協議が進め

られております。本年度は、昨年５月と１２月の２回、会議を開催いたしておりまして、

新たに参画いただいた４名の地元委員の皆様を含め、１０月に刊行いたしました発掘調査

報告書を中心に意見交換と検討が行われております。

国指定の文化財である以上、有効活用にも制限がございます。今後、国や県との協議を

始め、整備検討委員会での検討をいただきまして、地域活性化につながるよう、史跡整備

を進めてまいりたいと考えております。

◎４番（都築正文議員）

４番。

◎議長（川西 仁議員）
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４番、都築正文議員。

［４番 都築正文議員 登壇］

◎４番（都築正文議員）

それぞれ再々問に対するご答弁、ありがとうございました。

合併算定替えの加算は平成３１年度で終了し、３２年度以降は下げ止まるとのことであ

りました。今後、一部事務組合を含め、老朽施設の更新や修繕経費の増加が見込まれる中

で、年間数億円規模の歳出を抑制しなければ、やがては基金が枯渇し、財政破綻につなが

っていきます。基金を増やそうとも、財政に余裕があると見られるという意味でリスクな

らば基金の減少も大きなリスクと言えます。来年度、総合計画の策定と併せて新たに中期

財政計画も策定するとのことですので、将来見通しをしっかり織り込んだ計画にしていた

だき、持続可能な財政運営をお願いいたしたいと思います。

この点につきましては、答弁は結構です。

次の郡里廃寺跡の有効活用につきましては、昨年５月と１２月の２回、整備検討委員会

が開催され、発掘調査報告書を中心に意見交換と検討が行われたとのことであります。今

後は、具体的な活用に向けた検討に入られるのではないかと思いますが、郡里廃寺跡は道

の駅みまの里や寺町とも隣接しております。歴史について深く知ることができ、観光客や

地域住民が気軽に利用できる公園にしてはどうかと思いますがいかがでしょうか。

最後に所見をお伺いし、美馬未来の会の代表質問を終わりたいと思います。よろしくお

願いいたします。

◎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）

１２番、美馬未来の会、都築正文議員からの代表質問、再々問にお答えをいたします。

郡里廃寺跡の活用方針につきましては、現在、整備検討委員会において検討いただいて

いるところでございまして、委員会での議論を踏まえ、今後の活用方針を決定してまいり

たいと考えております。

なお、議員ご提案のように、市民の皆様に歴史を深く知っていただくとともに、気軽に

ご利用いただける環境を作ることは重要であると思いますので、道の駅みまの里や寺町と

の周遊ルートの開発等も含めまして、本誌の魅力を広く発信できるように、今後十分に検

討してまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により、１０分程度小休いたします。

小休 午後２時０１分

再開 午後２時０９分
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◎議長（川西 仁議員）

それでは、小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、剣の会、田中義美議員。

◎５番（田中義美議員）

５番。

◎議長（川西 仁議員）

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）

議長の許可をいただきましたので、剣の会として、代表質問をさせていただきます。

その前に、市民に分かりやすい議会を目指し、現在議会改革により、質問がしやすくな

り、私も代表質問５番目で、今日、最後の質問となります。一生懸命頑張ってやりますの

で、最後、あくびをしないように、しっかりご答弁の程をよろしくお願いいたします。

それでは、件名第１番目が、美馬市産業振興ビジョンの策定について。２番目、うだつ

の町並み周辺古民家活用支援事業について。３番、西部健康防災公園の活用について。順

次、質問させていただきます。

１番目の美馬市産業振興ビジョンの策定については、中小企業は、地域の経済や雇用を

支える極めて重要な存在であります。また、住民の生活向上にも大きな役割を果たしてい

ます。しかしながら、人口減少や高齢化などによる行動的変化に直面していることに加え、

経営者の高齢化、後継者不足により非常に厳しい経営環境にもあります。美馬市も中心地

である脇町商店街も廃業が進み、シャッター通りが目立っています。全国商工会連合会の

調査によると、２０１８年６月現在で４４都道府県３６３市町村で中小企業振興基本条例

が制定されています。徳島県では、県６市が制定されており、３月に吉野川が制定予定と

なっています。８市の中で美馬市が徳島県で最後の制定になります。

剣の会では、２７年の７月に起業・創業支援の先進地、群馬県前橋市に視察に行きまし

た。前橋市では、２５年１０月に中小企業振興基本条例が制定され、指針となる産業振興

ビジョンも策定されていました。変革期にある社会、経済情勢の中、「起業・創業なら前

橋」と言われる程に民間各団体の連携と協働がうまく進んでおり、具体的施策の推進、施

策の点検まで行われて、着実に成果が上がっていました。前橋は人口３０万都市で、東京

に近く、美馬市とは条件は違いますが、参考とするところは多々あったと思います。

そこで、要旨①として、美馬市中小企業振興基本条例の概要について。２番目、条例の

理念と整合性を図り、策定された美馬市産業振興ビジョンの具体的な施策について。そし

て、要旨３番目、推進の方法や体制についてお伺いします。

件名２番目、うだつの町並み周辺古民家活用支援事業についてでございます。

うだつの町並みは伝統的建造物保存地区として、昔、繁栄をしのばせる商家の町並みの

保存は、歴史・文化的価値があり、地区の個性を生かしたまちづくりに行政は力を入れて

きました。入込客数は増えましたが、お金を落とさない通過型観光が課題でありました。

そこで剣の会は、２９年１０月に大分県の日田市に九州北部豪雨による災害現地視察を
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行いました。その時、日田市豆田町の商店街が伝統的建造物保存地区であることを知り、

そこも視察を行いました。豆田町商店街は、脇町うだつの町並みとよく似た伝統的建造物

が建ち並び、規模も同じくらいでした。違いは古い建物で商売をしている店舗数でした。

復興してすぐであったにもかかわらず、沢山の入込客でにぎわっていました。特にインバ

ウンドの客が多かったようでした。うだつの町並みと豆田町を比較してみますと、美馬市

の儲かる観光を目指すための使用前、使用後みたいです。人、物、金を呼び込み、好循環

する町、美馬を目指す今回の古民家活用支援事業、興味があります。初めての試みであり、

どのような事業か内容把握のために、１番目に株式会社ＭＩＭＡチャレンジと美馬市の関

係について。２番目に、当社の会社概要について。３番目に事業計画について。以上、３

点についてお伺いします。

３番目、西部健康防災公園の活用についてですが、三好に隣接する西部健康防災公園の

開園は、地元住民として私の夢であり、会社を退職してから当地でいろいろな活動を通し

て知名度を高めてまいりました。昨年１２月に県の防災館がオープンし、美馬市の皆様の

力のおかげで国の防災ステーションの完成を待つところまで進んでまいりました。これか

らは、西部健康防災公園を県西部の健康防災の拠点として発展できることが地元住民とし

ての私の願いでございます。国、徳島県が防災と健康を図るために、立派な施設整備をし

てくれました。県西部の住民は、便利な施設が近くにできたことに感謝し、健康増進のた

めに利用すべきであります。２市２町はそれに応えるべきで、公園の利用者増を図る仕組

みを官民で作る努力が必要だと思います。現在、美馬市でこの公園を定期的に利用してい

るのは、来年１０回目を迎えるクロスカントリー大会、毎日大勢の人が喜んで利用してい

るパークゴルフがあります。昨年、第２回パークゴルフ全国大会が盛大に開催されました。

これはいい例だと思います。私が考えるのは、県西部の各市町村が別々に小さな大会を行

うのではなく、県西部の住民が一緒に活動して、ともに元気になるための施設です。行政

の発想を変えていただき、県西部２市２町が連携して当公園の環境、スケールメリットを

生かした利活用ができないかと考えています。

今回の代表質問は、西部健康防災公園の利用者をどのように増やしていくかについて、

提案と地元美馬市として、どのようにかかわっていくかについて。

要旨１番として、クロスカントリー大会の見直しについては、美馬駅伝関係者には多大

なご協力をいただき、本年で９回の大会が盛大に開催されました。当公園、開園記念に美

馬市単独のクロスカントリー大会から２市２町連携による県西部の市民マラソンに昇格し

てはどうでしょうか。要旨②③については、美馬市の各種イベントに対する協力体制につ

いては、前回の質問で西部健康防災公園の持つ多種多様なスポーツ施設と自然豊かな環境

を最大限に活用し、三好市や県とも連携して、新たな滞在、交流拠点として各種スポーツ

や健康イベントの実施につなげるとともに、本市の魅力ある観光資源と西部健康防災公園

を融合させ、本市の交流人口の増加やにぎわいの創出に努めてまいりますとの回答をいた

だきました。模範解答で私もそのようになってほしいと思っています。

しかし、当公園のオープンに当たり、その後、行政がどのように進めているのかが見え

ません。今後、公園の利用者増を図るために県、２市２町の連携はどう進めるのか、その
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中での地元美馬市の位置づけ、具体的な施策についてお伺いいたします。よろしくお願い

いたします。

◎経済建設部長（山田一弘君）

議長、経済建設部長。

◎議長（川西 仁議員）

山田経済建設部長。

［経済建設部長 山田一弘君 登壇］

◎経済建設部長（山田一弘君）

５番、剣の会、田中義美議員からの代表質問のうち、私からは、中小企業振興基本条例

の概要、産業振興ビジョンの具体的な施策、施策推進の方法や体制の３点についてお答え

をさせていただきます。

まず、１点目の美馬市中小企業振興基本条例の概要についてのご質問でございますが、

田中議員ご指摘のとおり、本市の事業所の大部分を占める中小企業は地域の経済や雇用を

支える極めて重要な存在であり、地域に根ざした活動により、市民生活の向上に大きく貢

献されてまいりました。しかしながら、人口減少や高齢化などの構造的変化に加え、経営

者の高齢化や後継者不足などにより、経営の低迷や廃業を招いており、非常に厳しい状態

にございます。そのため、中小企業の持続的な発展及び市民生活の向上に資する基本理念

や基本方針を定めた本条例を策定したものでございます。

本条例では、市が中小企業の振興を図る施策を計画的に実施することや、受注機会の増

大に努めることなどの責務や事業者、産業関係団体、地域金融機関、教育機関、市民の皆

様の中小企業振興に係るそれぞれの役割などを定めております。

次に、２点目の美馬市産業振興ビジョンの具体的な施策についてのご質問でございます

が、美馬市中小企業振興基本条例の基本理念との整合性を図り、ビジョンの推進を図って

まいります。

本ビジョンのコンセプトは、「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」としております。取り組みの方向性でございますが、強固な産業構造の

構築、中小企業者等の経営基盤強化、特色ある資源の有効活用を三つの環、歯車といたし

まして、それぞれの環を連動、回転させることによって、美馬市経済の好循環を創出し、

更に加速化をさせていくというものでございます。

具体的に申し上げますと、一つ目の環である強固な産業構造の構築につきましては、市

の特性である美と健康分野に関連する企業や、現在の産業基盤にとって有益となる企業誘

致に取り組むと同時に、市内企業や起業・創業を目指す人の支援により、市内経済の新陳

代謝を活発にすること。二つ目の環である中小企業者等の経営基盤強化につきましては、

国や県、商工会を始めとする産業振興団体、金融機関と連携し、支援策に取り組み、経営

者の高齢化や後継者問題に対応できるよう、事業承継、第２創業、廃業に係る支援、また

情報発信情報支援に取り組むこと。三つ目の環である特色ある資源の有効活用につきまし

ては、労働意欲を持つ多様な人材が活躍できる就労環境づくりを進めるとともに、市内企

業や教育機関と連携し、地元就労への意識醸成や農商工連携などを推進することでござい
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ます。

３点目の施策の推進の方法や体制についてのご質問でございますが、産業振興施策を具

体的にした産業振興ビジョンアクションプランを作成するとともに、地域が一体となって

中小企業の振興や、各種産業振興施策を着実に推進するために、中小企業振興基本条例や

産業振興ビジョン、それぞれの概要版を新年度において市内全戸に配布したいと考えてお

ります。

今後、事業者、産業関係団体、地域金融機関、教育機関、市民の皆様と連携協力し、

「オール美馬」で中小企業の振興と産業基盤づくりに取り組んでまいります。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（川西 仁議員）

前川美来創生局長。

［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、株式会社ＭＩＭＡチャレンジと美馬市の関係、当社の会社概要

と事業計画の３点についてのご質問にお答えいたします。

まず初めに、株式会社ＭＩＭＡチャレンジと美馬市の関係についてのご質問でございま

すが、株式会社ＭＩＭＡチャレンジは、うだつの町並み周辺に点在する空き家古民家など

の不動産と銀行や投資家、行政、地域住民とを結びつけ、町並みエリアのマネジメントを

行うまちづくりビークルとしての機能を持った民間企業でございます。

この企業への支援といたしましては、古民家再生に伴う事業費の一部負担のほか、企業

が地域住民の合意形成のもと策定する町並みエリアマネジメント計画が円滑に実行される

よう、助言や指導を行ってまいりたいと考えております。

次に、当社の会社概要についてでございますが、株式会社ＭＩＭＡチャレンジの所在は、

うだつの町並みにある森邸にございまして、設立年月日は平成３０年５月２２日、資本金

は１００万円であり、昨年の１２月に宅地建物取引業の資格を得ております。

主な業務内容としましては、まちづくり事業の実施主体として、うだつの町並み周辺に

点在する古民家の空き家・空き店舗物件の買収、借り受け、宿泊施設や飲食施設などへの

リノベーションのほか、当エリアで事業を行いたい起業家などへの物件貸し付け及びマネ

ジメント計画の策定、資金調達コンサルティングでございます。

続いて、事業計画はとのご質問でございますが、うだつの町並み周辺には空き家古民家

が多数ございますが、まずは空き家古民家２棟につきまして、まちづくりビークルである

株式会社ＭＩＭＡチャレンジが、総務省所管のローカル１０,０００プロジェクトを活用

し、高級宿泊施設や飲食施設への再生を図ってまいります。

事業費につきましては、１億５,０００万円を予定しておりまして、施設整備費や機械

装置費、備品費に充当することとなっており、事業費の３分の２に当たる１億円は企業が

地元金融機関などから融資を受ける必要がございます。

市といたしましては、本事業の試金石とし、歴史あるうだつの町並みという資源や人材、
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企業を効果的に結びつけ、地域経済の好循環を生み出すことで儲かる観光の実現につなげ

てまいりたいと考えております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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）

私からは、西部健康防災公園の活用についてのご質問のうち、クロスカントリー大会の

見直しについてお答えをさせていただきます。

美馬駅伝・クロスカントリー大会は平成２２年度を皮切りに、今年度９回目を開催いた

しました。例年１月の寒風吹き荒れる時期の開催となっておりますが、今年は天候に恵ま

れて、多くの方が参加されました。

この大会は、県内の他の市で開催されている競技場を周回する大会とは一線を画し、森

林やロードを兼ね備えるとともに、アップダウンにも富んだコースのため、参加者からも

好評を得ております。また、丸亀ハーフマラソンや徳島マラソンに挑戦するための体力強

化につなげるために参加されている方もおいでます。参加者のピークは平成２７年度の第

６回大会でありまして、７１６人の登録者のうち、当日は６６９人が参加をされました。

また、例年、陸上競技協会の役員の協力も得ながら、徳島駅伝の強化の一環として名門校

を招待したり、種目や距離を変更したり、参加賞のＴシャツにも工夫を凝らしながら、よ

り多くの方に参加をしていただけるよう実施をしてまいりました。

本年度は、三好市など関係機関のご協力を得まして、三好市三野健康防災公園を利用し

たコースとして、クロスカントリーの５キロメートルと１０キロメートルの２種目でコー

ス変更を行い、周辺団体にも広く周知をいたしまして、参加者数の増加に努めてまいりま

した。しかしながら、大会自体は市内小・中学校の児童・生徒数の減少もあり、年々、参

加者数が減少している状況となっております。

来年度は１０回目という節目を迎えますので、美と健康づくりにつながるイベントとし

て、より多くの市民が参加できるような催しとなるよう検討してまいりたいと考えており

ます。

なお、議員ご提案の県西部の２市２町連携による市民マラソンにつきましては、関係団

体との協議や準備のための時間が必要となりますが、今後、にし阿波～剣山・吉野川観光

圏において、本市のほうから提案するなどの取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田貞伸君 登壇］
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◎企画総務部長（吉田貞伸君）

私からは、西部健康防災公園の活用についてのご質問のうち、市の協力体制や利用者増

を図るための施策についてお答えいたします。

西部健康防災公園は、西部防災館本館が昨年４月に開館し、更にその１２月には別館が

完成し、本格オープンしたところであります。当公園は、本市と１市２町が隣接する美馬

町にあり、本市の吉野川河畔ふれあい広場を始め、四国三郎の郷、三好市三野健康防災公

園や中鳥河川防災ステーションを含む約５０ヘクタールの広大な敷地に平時と災害時、ま

た健康と防災の拠点としてのリバーシブルな役割を備えております。

本市といたしましては、当公園を市民の健康づくりと南海トラフ巨大地震や中央構造線

活断層地震などの大規模災害の拠点として活用していかなければなりません。このため、

これまで県とも連携して、健康づくりの事業として、健康講座や体育実習、また糖尿病な

どの疾病予防や食生活改善などに関する料理講座など、健康に関する様々な講座やイベン

トなどの開催や、防災啓発として自主防災会や住民向けの研修や学習会を実施していると

ころであります。

更に、先月２月には、障がい者の健康づくりや生きがいづくりを推進するため、本市を

始めとする西部圏域２市２町、県、社会福祉協議会、総合型地域スポーツクラブ、福祉団

体、特別支援学校などで構成するにし阿波・パラスポーツ推進協議会が設立されたところ

であり、本市としましても、今後、同公園を会場とした障がい者のスポーツ大会やイベン

ト開催などに積極的に取り組んでまいります。

なお、ＮＰＯを始め、様々な団体がスポーツや各種イベントの開催のため、当公園を活

用することが想定されますが、民間との協働の観点からより多くの方々がご参加いただけ

るよう、できる限りの支援をしてまいります。

今後とも、西部健康防災公園の整備を契機として、国・県や近隣市町とも連携して、新

たな人の交流とにぎわいの創出を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

◎５番（田中義美議員）

５番。

◎議長（川西 仁議員）

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）

ご答弁、ありがとうございました。それでは、再問をさせていただきます。

件名１の美馬市産業振興ビジョンの策定については、企業応援課が独立して課になった

のは、藤田市長になってからで、それまでは商工・観光課の兼務で重要なポストではなか

ったように思います。美馬市の経済、雇用対策で一番重要な企業との連携がないのにびっ

くりしました。つるぎ町は以前から企業誘致に積極で、現在誘致企業が地場産業に貢献し

ています。藤田市長のトップセールスによる企業誘致も積極的になり、成果も出てきてい

ます。産業振興ビジョンの作成により、美馬市の経済、雇用対策を本格的に官民協働で、

具体的に実施するスタートに当たり市長の所見をお伺いいたします。
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件名２番、うだつの町並み周辺古民家活用支援事業については、美馬市との関係、会社

概要、事業計画についてはよく分かりました。そこで、美馬市は古民家活用支援事業を株

式会社ＭＩＭＡチャレンジのようにうだつの町並みに事業を限定するのでしょうか。将来、

古民家支援活動事業として、他の古民家にも事業を拡大するのか。実は、美馬町に大正初

期に建てられた国の登録指定文化財、青木邸というのがあります。現在、美馬市の所有で

すが、利用者も少なく、文化財指定がネックで活用が限定され、このままでは保存経費だ

けがかさみ、有効活用ができません。そこで、美馬市は青木邸について、古民家として当

社のように民間委託して支援するのか、今後どのように活用するのかをお伺いします。

３番目、西部健康防災公園の活用についてですが、当公園の設置目的、県、２市２町の

連携した取り組みの事例、活動、美馬市の支援状況についてもよく分かりました。今後と

も利用者増加を図っていただきたいと思います。私は当施設の活用について、当公園は徳

島県に鳴門、阿南に次ぐ３番目の運動公園と位置づけています。以前には、県西部のどこ

にするか、各町村が先を争って県に陳情合戦を行いました。結果的に立地条件が一番よい

当地に決定された経緯があります。私もその陳情の一員なので、この公園が他の二つの公

園に負けないように発展することを願っております。県西部のどこにこれだけの施設があ

りますか。地元美馬市は国・県の資金が大半でできたこの施設を美馬市のまちづくりに活

用すべきであり、オープンした今がチャンスだと思います。県と連携し、西部健康防災公

園の発展のため、地元美馬市の市長としてのリーダーシップを発揮していただきたい。市

長の所見をお伺いいたします。

以上、再問３問について回答いただき、剣の会の私の代表質問を終わります。よろしく

お願いいたします。

◎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）

５番、剣の会、田中義美議員からの代表質問、再問に私からは、産業振興ビジョンの策

定についてと西部健康防災公園の活用についてお答えをさせていただきます。

まず、経済雇用対策を官民協働で具体的に実施するに当たっての私の考えとはとのこと

でございますが、企業誘致につきましては、本年度におきましても近畿用品製造株式会社

や株式会社ウェイビーに進出いただくなど、着実な成果が上がっております。経済雇用対

策の根幹である企業誘致を今後とも私のトップセールスも含め、積極的に行ってまいりた

いと考えております。

更に、本市の産業振興団体と協議を行いながら産業振興ビジョンアクションプランを早

急に作成し、産業振興施策を強力に推進してまいります。本市の持つ魅力をつなぎ合わせ

ることをベースにしながら、強みを生かし、弱みを克服する産業振興施策にしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。
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次に、西部健康防災公園の活用についてでありますが、昨年１２月、西部健康防災公園

に防災拠点である西部防災館別館が完成をし、本格オープンをしたことは非常に心強いも

のがございます。この西部健康防災公園のオープンを契機といたしまして、美馬市の防災

力の強化や市民の健康増進に活用することはもとより、オートキャンプ場四国三郎の郷が

隣接していることを生かした交流人口の増加やにぎわいの創出を図っていくことは重要で

あると考えております。

本市では、既に吉野川河畔の恵まれた環境を生かして毎年開催をしている美馬駅伝・ク

ロスカントリー大会や全国大会を始め、各種大会が開催されているパークゴルフなど、美

馬地区の風物詩とも言えるスポーツイベントが各種開催をされ、年間３万人以上の利用者

がございます。今後とも、これらのイベントに関しましては、常に改善・改良を加えなが

ら、新未来創生型のイベントへ進化をさせ、まちづくりのキャッチフレーズとして掲げさ

せていただいております「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」の実現にま

い進をしてまいりたいと思いますと同時に、国や県と連携をして、新たな滞在、交流拠点

として、障がい者スポーツを始め、各種スポーツや健康イベントの実施につなげるととも

に、多くの人でにぎわう公園となるよう積極的に取り組んでまいります。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（川西 仁議員）

前川美来創生局長。

［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、古民家活用支援事業をうだつの町並みに限定するのか、また将

来、他の古民家にも事業拡大を図るのかとの再問にお答えいたします。

今回の事業は、地域住民等との合意形成のもと策定している町並みエリアマネジメント

計画を具現化するための取り組みでございまして、うだつの町並み周辺における空き家古

民家を事業の対象としております。

また、うだつの町並み周辺以外に点在する歴史的価値の高い空き家古民家の再生や利活

用につきましても、民間活力による再生を図ることが望ましいと考えておりまして、今後、

まちづくりビークルとしての機能を持つ企業などから事前相談がございましたら、支援の

あり方について検討してまいりたいと考えております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

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、青木家住宅の有効活用についての再問にお答えをさせていただ

きます。



－７６－

青木家住宅は、平成１０年度に国の登録有形文化財として登録されまして、主屋のほか、

土蔵二つ、倉庫、納屋、門、土塀、レンガ塀の合計８件が登録をされております。国の登

録有形文化財は、改修などを行う際に発生する現状変更について、重要文化財や重要伝統

的建造物群保存地区と比べますと、規制がゆるい反面、修理する際の補助金につきまして

は、設計監理費の５０％のみしか交付されないといった制度となっております。そのため、

災害で毀損した場合には、保険を利用しながら修理を行い、経年劣化による修理は緊急性

を鑑みながら修理箇所を決め、市が費用を負担して行っております。

現在は、各種研修会やピアノ教室、陶芸教室が行われるなど、地域の住民を中心に本市

内外の方々に利用されております。

今後につきましては、国の登録有形文化財の登録の意義を踏まえながら、文化庁以外の

補助金も活用いたしまして、地域活性化につながるよう検討し、維持管理を行ってまいり

たいと考えております。

なお、青木家住宅の古民家活用と民間委託につきましては、専門家などのご意見を伺い

ながら、更なる活用につながるような方法を検討してまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、通告によります代表質問は終わりました。これをもって代表質問を終結させて

いただきます。

以上で本日の会議は終了し、明日７日からは市政に対します一般質問及び議案質疑を行

います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午後２時４９分



－７７－

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。
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