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平成３１年３月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

平成３１年３月７日（木）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 市政に対する一般質問

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４２号 工事請負契約の締結について
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平成３１年３月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 平成３１年３月７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

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

議会事務局主幹 山口 慶子

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

１２番 久保田哲生 議員

１３番 片岡 栄一 議員

１４番 原 政義 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。

まず、諸般の報告を行います。

市長より、議案第４２号、工事請負契約の締結についてが提出をされておりますので、

後程、提案理由の説明をいただくこととしております。

以上で、諸般の報告を終わります。

それでは、本日の日程に入らせていただきます。

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ありますので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

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、１２番 久保田哲生

議員、１３番 片岡栄一議員、１４番 原政義議員を指名させていただきます。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

次に、日程第２、市政に対する一般質問を行います。

通告者は、お手元にご配付の一般質問一覧表のとおりでございますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。通告は４件であります。

初めに、議席番号８番、武田喜善議員。

◎８番（武田喜善議員）

議長、８番。

◎議長（川西 仁議員）

８番、武田喜善議員。

［８番 武田喜善議員 登壇］

◎８番（武田喜善議員）

議長の許可をいただきましたので、通告のとおり２点について質問をさせていただきま

す。

一つは、美馬市生涯活躍のまち構想について。二つ目は、児童いじめの現状と対策・児

童虐待への対応についての２点を質問させていただきます。

全国の地方の自治体は、待ったなしで地方創生に取り組んでおられます。本市美馬市に

おいても人口減少対策、少子化対策、子育て支援対策、高齢化対策、観光事業など多くの

課題が山積をする中、これらの課題に向け藤田市長の目指す将来像、確かな一歩先の美来

創生に向け、アプローチをされていることに敬意を申し上げ、質問をさせていただきます。

まず最初に、１点目の美馬市生涯活躍のまち構想についてお伺いをします。

平成２８年２月に、美馬市生涯活躍のまち基本構想・前期基本計画を公表し、そのポイ

ントとして移住促進拠点を整備し、移住者を受け入れ、市内の空き家へ送り出すモデル事

業などの事業としてお聞きをしておりました。そして、平成２９年３月には、美馬市生涯

活躍のまち基本構想・前期基本計画の改定ということで、「新たな住民とともに、多世代
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協働でつくる生涯健康・生涯活躍のまち 美馬」、移住の促進、定住人口、交流関係人口

の増加へつなげていく事業として、議員全員協議会、また小星地区での説明会を受けまし

た。その美馬市生涯活躍のまち構想での地域活性化の取り組みと本構想においての藍の関

連事業と介護・看護に従事する方を、優先的に移住を募るとのことでしたが、これまでの

経過と今回の関係内容の特徴と構想の概要を具体的に、どのような事業により移住へつな

げるのかをお伺いします。

次に、２点目の児童いじめの現状と対策・児童虐待への対応についてお伺いをします。

６年前の古いデータで申し訳ございませんが、法務省が平成２４年に発表した調査によ

りますと、学校のいじめが３,３０６件で、過去最多を更新したそうであります。平成２

１年との比較では、１.８５倍に上がり、児童１８歳未満に対する暴行、虐待も８６件、

１８歳未満１２.２倍で、３年連続で過去最高であったそうであります。いじめられる側

もいじめる側も、ともに将来の日本を担う子どもであるだけに、見逃すことのできない深

刻な問題であると受け止めております。

そこで、第１点としてお伺いしたいのは、本市におけるいじめの現状であります。幸い

に生徒・児童の大きな問題ケースはお聞きをしておりませんが、だからといって本市の

小・中学校にいじめが１件もないといったことは考えられないのであります。教育委員会

では、本市におけるいじめの実態を把握しておられるかどうか。把握しておられるとすれ

ば、その実態はどうなっておられるのか、現状について詳細に説明をお願いしたいのであ

ります。

次に、２点として、今年２月８日の徳島新聞におきまして、県内児童虐待通告３２２人

と大きな見出しで児童虐待報道されていました。児童虐待は、昨年、東京目黒区の女児、

当時５歳が両親から虐待を受けて死亡し、今年１月には千葉県野田市市立小学校４年生の

少女が自宅浴室で死亡し、両親が逮捕されるなど、痛ましい事件が後を絶たないという記

事を読まれたと思います。絶対にあってはならないことであり、児童には人権という権利

が保障されておるわけであり、将来の児童・子どもの権利を守るのが私たちであります。

お聞きをしたいと思います。美馬市内の児童虐待の実態をお伺いします。

以上、２点についてお伺いし、答弁をいただきまして再問をいたします。

◎副市長（七條浩一君）

議長、副市長。

◎議長（川西 仁議員）

七條副市長。

［副市長 七條浩一君 登壇］

◎副市長（七條浩一君）

８番、武田喜善議員からの一般質問のうち、私からは、今回の美馬市生涯活躍のまち構

想に係るこれまでの経過と概要につきまして、お答えさせていただきます。

まず、これまでの経過といたしましては、平成２７年度から美馬市まち・ひと・しごと

創生総合戦略にこの構想を主要施策として掲げ、徳島県版特区の指定を受けることなどに

より、国・県の交付金等を活用し、ソフト事業を中心に進めてきたところでございます。
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また、一昨年の７月には、脇町小星地区に計画をいたしております移住促進拠点の運営事

業者を公募・選考し、徳島市の有限会社円満を最優秀提案法人に採択いたしまして、民間

事業者の持つノウハウやアイデアを事業計画案につなげてまいりました。そして、昨年１

１月には、外部有識者や地元自治会等で構成される美馬市生涯活躍のまち推進会議での検

討を経て、事業計画を取りまとめましたので、新年度よりハード・ソフトの両面で事業を

進めてまいりたいと考えております。

次に、今回の構想の概要としまして、まずソフト事業では、小星地区を中心とした遊休

農地を活用いたしました美馬市産藍の栽培とブランド化、そしてその藍を活用した食べる

藍や様々な藍の事業を計画いたしております。

こうした取り組みにより、美馬観光ビューローと連携し、藍で栄えたうだつの町並みで

の藍のにぎわいづくりや地元の方々とも連携しながら、藍の事業に従事する方の移住促進

や定住人口、交流関係人口の増加につなげてまいりたいと考えております。

更に、本市のみならず全国的な問題となっております介護・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消に向け、昨年度より本市単独事業にて実施をしております

美馬市介護看護人材就労・定住促進事業も活用しながら、人材確保に向けた移住促進を重

点的に進めてまいりたいと考えております。

次に、ハード事業として計画いたしております移住促進拠点には、より確かな移住へつ

なげるため、本市での生活や藍、介護・看護職などの就労を体験していただくお試し住宅

を２戸整備いたします。

また、地域交流施設を整備いたしまして、藍の関連事業や四国大学によるみま学講座の

提供、アクティブライフ・コーディネーターによる地域の交流や健康づくり事業などに取

り組んでまいります。このほか、運営法人の有限会社円満におきましては、移住者用住宅

２２戸の段階的な整備を計画しているところでございます。

一方で、移住促進拠点に隣接し、既に事業を開始いたしております移住交流センターに

おきましては、今後、移住者用住宅へ移住された後、市内への住みかえ支援や空き家利用

へつなぐ、新たな役割を担うことになります。

このように本市と運営法人を含む３者の緊密な連携により、子育て世代から中・高年齢

層まで新たな人の流れを創造し、本市への移住促進が図れますよう一層努めてまいります。

◎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）

児童いじめの現状と対策・児童虐待への対応についてのご質問のうち、私からは、市内

のいじめの実態についてお答えさせていただきます。

本市の小・中学校における平成３０年の４月から９月までの半年間のいじめ認知件数は、

小学校では１１２件、中学校では１８件でございました。これを平成２９年度１年間の認
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知件数と比較しますと、小学校で５３件、中学校で３件の増加となっております。

このように認知件数が増加傾向になっておりますのは、平成２８年１１月の文部科学省

からの通知文であります「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論の取りまとめ」

を受けまして、各学校では極めて初期段階のいじめ、例えば、それまではその場で指導し、

解消したためにいじめの扱いとしていなかったけんかや悪ふざけなどのような案件も含め、

積極的に認知することで早期解決に向け、情報の共有化を図っていくような考え方に変わ

ってきたためであると認識しております。

なお、昨年４月から半年間の調査結果につきまして、小学校では１１２件の認知件数の

うち１１１件が解消済みで、残り１件は解消に向けて取り組み中であり、また中学校では

１８件の認知件数のうち１４件が解消済みで、残り４件が解消に向けて取り組み中であり

ます。

また、認知された主ないじめの内容といたしましては、冷やかしやからかい、悪口、嫌

なことを言われるのほか、仲間外れにされるや遊ぶふりをしてたたかれるなどがございま

す。

こうしたことを認知するきっかけといたしましては、小学校では教職員により学校で発

見される比率が高く、一方、中学校では本人や保護者、他の生徒からの情報による比率が

高いといった傾向が認められるところでございます。

◎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）

私からは、市内の児童虐待の実態についてお答えをいたします。

現在、全国的にとりわけ大きな問題となっておりますのが児童虐待でございます。その

背景には、核家族化による子育ての孤立化や家族の養育機能の低下などが要因であると言

われております。

子どもの虐待に係る相談件数は全国的に増加をしており、その要因といたしましては、

警察などからの通報の増加や住民や学校などの関係機関の児童虐待への関心が高まってき

ているためと分析をされているところでございます。

本市の児童虐待の実態についてでございますが、平成２９年度の家庭児童相談取扱状況

の実績でみますと、平成２８年度から継続の相談件数が１０６件でございます。平成２９

年度の新規の案件が５２件、終結された案件が３３件でございまして、平成２９年度末の

継続相談案件は１２５件となっております。

この中で、新規相談の内容といたしましては、最も多いのが子どもの教育についての経

済問題や養育に関する問題などの環境福祉関係が３１件、次に家庭内での虐待が１３件と

なっております。

◎８番（武田喜善議員）
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８番。

◎議長（川西 仁議員）

８番、武田喜善議員。

［８番 武田喜善議員 登壇］

◎８番（武田喜善議員）

ご答弁ありがとうございました。

１点目の美馬市生涯活躍のまち構想につきましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の徳島県版特区の指定を受け、移住促進拠点の運営業者を公募、選考し、有限会社円満が

採択され、事業も進んでいかれるようであります。また、外部有識者、地元自治会も入り、

美馬市生涯活躍のまち推進会議も設立されており、そして地元の意見を聞き、連携を図り、

本事業を通じ、地域活性化へ。そして移住の促進や定住人口、交流関係人口の増加へつな

げていくとのことでございました。

そこで、再問を行いたいと思います。平成３１年度の事業内容、今後のスケジュールと

移住の促進の手段はどのように進めていくのか。特に地域活性化対策としての藍関連事業

を重点的に取り組まれていくとのことでありますが、それも含め、地元地域とどのように

かかわっていかれるのかをお伺いします。

２点目の児童いじめの現状と対策・児童虐待への対応につきましては、児童いじめの現

状と対策の実態の把握は、本年度の半年間で小・中学校合わせて１３０件とご答弁をいた

だきました。平成３０年を合計すると件数はもっと多くなってくると思われます。実態を

把握されておられ、実態が多くなったのは「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議

論の取りまとめ」を受け、積極的に認知することに変わったことであるとお聞きをしまし

た。初期段階で積極的に認知することにより、早期解決に向け、努力されておられます。

小・中学校で１３０件のうち１２５件で解消済みで、残り５件が解消に向け取り組み中で

あると答弁をいただきました。

そこでお伺いをします。何らかの対策を打ち出されていると考えますが、本市ではどの

ように取り組まれておられるのかをお伺いをします。

次に、児童虐待への対応でございますが、答弁をお聞きしますと平成２８年度の持ち越

し１０６件、平成２９年度の新規の案件５２件、終結された案件３３件で、平成２９年度

の継続案件は１２５件、これに平成３０年度もあると思いますが、相当数の案件であると

思われます。その新規相談の内訳も養育にかける問題など環境福祉関係３１件、家族関係

での虐待１３件とお聞きをしました。

ご答弁では、その背景には核家族化による子育ての孤立化や家族の養育機能の低下など、

いろいろな問題が要因であると分析をされておられます。この児童虐待問題は、一つ間違

えば子ども・児童の生きる権利を奪ってしまうことにもなりかねない大きな問題になって

まいります。実態をお聞きすると、いろいろな対策をされておられると思いますが、そこ

でお伺いをします。本市では、増加する児童虐待にどのように取り組まれているのかをお

伺いします。

以上の２点につきまして再問し、答弁をいただきます。
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◎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）

児童いじめの現状と対策・児童虐待への対応についての再問のうち、私からは、いじめ

に対する取り組みについてお答えさせていただきます。

子どもたちが健やかに学習に、またスポーツや文化活動に取り組める楽しい学校づくり

に向けましては、「いじめの芽」に一刻も早く気付いて対応することが肝要でございます。

また、いじめを当事者間だけの問題として考えるのではなく、日ごろから学校全体で風通

しがよく、人権や個性が尊重される風土を醸成することが重要であり、道徳や人権教育の

中で仲間づくりや社会の一員としてのあり方などの学びを進めております。

「いじめの芽」にいち早く気付くためには、日ごろから教職員は学校生活の中での児

童・生徒の変化に目を配ることはもちろんのこと、放課後の過ごし方などについて、家庭

や地域の方々と連携し、様々な声に耳を傾けるように努めるとともに、児童・生徒に対し

定期的に生活アンケートを実施し、困り事や心配事など、子どもたちが不安を感じている

ことがないかの確認をしております。

このような中で、いじめを認知した場合、学校では担任だけでなく、全ての教職員がか

かわり、また場合によっては児童相談所などの外部の機関とも連携し、情報を共有しなが

ら保護者と協力し、解決に向けた取り組みを行っております。

各中学校区には、生徒を始め、校区内の児童や保護者が相談できるようにスクールカウ

ンセラーが配置されておりますので、このような専門家の活用も図りながら、いじめの予

防や解決を進めております。

また、徳島県が作成した「いじめ・自殺予防啓発カード」には、児童・生徒がいつでも

相談できる「２４時間こどもＳＯＳダイヤル」の電話番号が明記されておりますので、本

市の小・中学校では、児童・生徒に対し、困った時には一人で悩まず相談するように伝え

て配布しております。

教育委員会といたしましては、今後とも児童・生徒がいじめのない安全・安心な環境で

学校生活を送ることができるよう、各小・中学校と連携し、児童一人ひとりの小さな変化

を見逃さず、迅速な対応によるいじめの防止と早期発見、早期解決に取り組んでまいりま

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）
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私からは、児童虐待に対する取り組みについての再問にお答えをさせていただきます。

本市におきましては、専門職として家庭児童相談員を２名、母子・父子自立支援員１名

を配置し、児童にかかわる家庭の人間関係に関すること、家庭児童の福祉に関することな

どの相談援助活動を行っているところでございます。

相談援助活動は、全ての子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大

限に発揮することができるよう、児童福祉の理念及び児童育成の責任の原理に基づき行わ

れる必要があり、常に子どもの最善の利益を考慮し、援助活動を展開していくことが重要

であると考えております。

児童虐待につきましては、家庭内で行われることが多いため、早期発見が困難な場合も

多く、また同時に別の問題を抱えている場合もあり、内容も複雑、多岐にわたっておりま

す。そのため、一つの機関だけでは対応が困難な場合もございますので、市や児童相談所、

警察などで組織をしております美馬市要保護児童対策地域協議会におきまして、個別ケー

ス検討会議を開催し、対応をしております。

今後も、これら関係機関がそれぞれの役割を適切に果たし、これら機関との情報共有な

ど緊密な連携を図りながら相談支援活動の充実、強化に努めて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、美馬市生涯活躍のまち構想についての４点の再問にお答えさせていただきま

す。

初めに、平成３１年度の事業内容についてでございます。

移住促進拠点の整備に向け、県有地約１万２,０００平方メートルの取得と旧県立農村

青年の家にございます土壌分析室の移転につきましては、この間、県との協議を整えてき

たところでございます。

平成３１年度におきましては、こうした用地関係事業費と併せまして、移住促進拠点に

おける各種建物の配置などの基本計画となりますデザインガイドライン作成委託業務を始

めとして、旧蚕業試験場及び旧県立農村青年の家の解体撤去工事など、ハード事業費とい

たしまして総額で１億１,９７２万３,０００円の歳出予算を計上しております。

今後のスケジュールと移住促進の手段についてでございます。

平成３２年度以降のスケジュールということになりますが、平成３２年度には、造成工

事及びお試し住宅の設計。平成３３年度には、地域交流施設やお試し住宅の建設、そして

外構工事に併せまして運営法人の有限会社円満によります移住者用住宅の整備を計画して

おります。これらの工事の完成により、移住促進拠点の開設は平成３４年前半を予定して

おり、このようなスケジュールを見据えながらの移住促進の手段となりますが、平成３１
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年度から東京や大阪などでの移住フェア相談会への積極的な参加や藍の事業と介護・看護

職の職業体験ツアーの実施、また美馬市移住定住促進サイトなど様々な媒体を通じたプロ

モーション活動を展開し、本誌の魅力を全国に発信し、移住定住の促進により一層努めて

まいりたいと考えております。

次に、藍の栽培などにおける地元地域とのかかわりについてでございますが、本年２月

には、小星自治会を中心としました地元説明会の開催によりまして、本市の事業推進につ

いてご理解をいただいているところでございます。

今回の構想におけます藍の栽培や関連事業につきましては、藍の事業により移住促進を

図り、人口増につなげることを第一の目的としているものでございます。また、地域交流

施設での藍の関連事業につきましては、無農薬栽培の美馬市産藍を使用し、食物繊維が豊

富で高い抗酸化作用など健康への効用に着目した美と健康の商品開発に取り組むとともに、

食べる藍を提供するカフェと併せ、地元の方々のご協力によります郷土料理教室なども計

画しているところでございます。

このように、既に県内で行われております藍染め体験や藍染め商品の販売を中心とした

取り組みとは違った本市の新しい藍文化を展開しようとするものでございます。つきまし

ては、今後の事業展開も含め、地元の皆様としっかりと連携を図り、本事業を通じた地域

活性化につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力を賜りますようよろ

しくお願いいたします。

◎８番（武田喜善議員）

議長、８番。

◎議長（川西 仁議員）

武田喜善議員。

［８番 武田喜善議員 登壇］

◎８番（武田喜善議員）

それでは、まとめに入りたいと思います。

１点目の美馬市生涯活躍のまち構想につきましては、本事業構想は平成２７年から美馬

市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げ、徳島版特区の指定を受け、進められ、そして

有限会社円満を採択し、民間事業者の経営のノウハウやアイデアで民間事業者の経営で運

営をやっていく。そして、外部有識者の地元自治会などで構成される美馬市生涯活躍のま

ち推進会議での検討を経て、事業計画をまとめられて事業を進めていかれるようでありま

す。藍の事業による食べる藍、様々な藍の事業を計画され、地域の活性化へつなげていく

とのことでありました。

初年度は県有地の買収、そして旧家屋の解体。その家屋は古く、瓦が市道の歩道に落ち

てきたり非常に危険なため、この家屋は一日も早く解体施行を進めてもらいたいのであり

ます。美馬市の工事として、造成工事、地域交流施設、お試し住宅の建設、有限会社円満

による移住者用住宅の建設工事の完成により、移住促進拠点の開設は平成３４年度の前半

を予定とのことでありました。それに合わされて、美馬市生涯活躍のまち構想につきまし

ては、入居者、居住者はどれだけの期間までお試し住宅で住まわれるのか。その期限は何
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年なのか。本市におきましても、多くの外国人も住まわれております。そして入館後の施

行により、まだまだ増えてくる外国人の移住入居はどうなるのかを十分に検討され、地元

地域とのかかわり、地域からの意見や要望など、地域の活性化になることを願っておりま

す。

２点目の児童いじめ現状と対策・児童虐待への対応につきましては、いじめの現状と対

策は児童・子どもたちが健やかに、またスポーツや文化活動に取り組める楽しい学校づく

りに向けて「いじめの芽」に一刻も早く気付き、適切に対応することが肝要であるとの答

弁でございました。全くそのとおりでございます。

今後は、教職員を始め、保護者の家庭や地域一般の方々とも連携をし、児童・子どもの

権利はもとより、将来に向かって伸び伸びと育っていくことを誰もが望むことでございま

す。

徳島新聞の読者の手紙でありますが、「いじめは犯罪。これは大津市の中学校２年生の

男子生徒のいじめ自殺事件で、大津地方裁判所がいじめとの因果関係を認め、もと同級生

側に約３,７５０万円の賠償を命ずる判決がございました。このことは、いじめが子ども

同士のトラブルの枠にとどまらない重大な犯罪行為だと認知をされ、より厳罰化すること

が求められている現れだと思います」と書かれていました。あってはならないことであり

ます。「いじめの芽」に早く気付き、安心・安全な体制を確立され、小学校・中学校で健

やかに過ごせる、そして家族が団らんでき、過ごせるようしっかりとした対応を申し上げ

ておきます。

次に、児童虐待についての対策の取り組みは、平成２９年度に１２５件、平成３０年度

を加えるともっと多くの件数になってくると思われます。本市は、家庭児童相談員２名、

母子・父子自立支援員１名の計３名で対応されておられるとのことでございますが、専門

職として多いか少ないかは分かりませんが、この児童虐待は本当にあってはならないこと

であります。対応がスムーズにいっていればよいわけでありますが、一つ間違えれば取り

返しのつかないことになってくることになりかねないわけであります。児童・子どもの人

権は我々、大人がしっかりと守っていかなければなりません。全ての子どもが心身ともに

健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大限に発揮できるよう、常に子どもの最善の利益

を考慮し、援助活動を展開することが重要であると答弁でおっしゃいました。そのために

は、児童虐待の早期発見ができるよう、美馬市児童相談所、学校、医療機関、その他の関

係機関が緊密な連携をとりながら、場合には職員の増員をしていかれるよう、相談員活動

に進めていくことを申し上げまして、私からの質問を終わります。

答弁は要りません。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により１０分程度、小休をとりたいといたします。

小休 午前１０時３７分

再開 午前１０時４５分

◎議長（川西 仁議員）
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小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、議席番号１７番、前田良平議員。

◎１７番（前田良平議員）

１７番。

◎議長（川西 仁議員）

１７番、前田良平議員。

［１７番 前田良平議員 登壇］

◎１７番（前田良平議員）

ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問をさせていただき

ます。

３０年余り続きました平成も残すところあと２カ月足らずとなりました。藤田市長には

来たるべき新しい時代と創造的実行力を持ちまして、美来創生のまち美馬市を実現すべく

果敢に挑戦していただきたいと思います。

さて、今回質問させていただく件名は、一つ、次期総合計画と平成３１年度当初予算に

ついて。二つ目は、世界農業遺産について。三つ目につきましては、観光振興について。

以上の３件でございます。

まず、１点目、次期総合計画と平成３１年度当初予算についてでございますが、平成２

８年６月に藤田市長が就任され、２年８カ月が経過しました。この間、「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し、施策を進めてこられました

が、美来創生の「美」は美馬市の「美」「美しい」であり、来たるべき新しい未来の美馬

市、美しい美馬市を創生すると、そのような市長の決意が現れた言葉であると思います。

そして、平成３１年度は、藤田市長にとって４年目となり、総合計画やまち・ひと・しご

と創生総合戦略も最終年度、仕上げの年度となります。また、５月からは元号が新しくな

り、時代の転換点とも言える中、次の１０年、２０年先を見据えた取り組みが求められて

いると思います。

そこでお伺いします。平成３１年度はこのように重要な年度となるわけでありますが、

平成３１年度当初予算には、次期総合計画を先取りする方で、どのような重点施策が計上

されているかをお伺いいたしたい。

次に、２点目は、世界農業遺産についてでございます。皆さん方もご存知のとおり、昨

年３月に、にし阿波の傾斜地農耕システムが世界農業遺産として認定されたところでござ

います。平成３０年１２月現在、２１カ国５７の地域が認定されており、日本では本市を

含め１１地域が認定されております。この世界農業遺産の認定は、さかのぼること５年前

の平成２６年１月に関係自治体や団体で構成する徳島剣山世界農業遺産推進協議会が発足

され、活発な取り組みによりまして、数多くの狭き門をくぐり抜け、４００年以上にもわ

たり継承されてきた伝統的な農法や文化、地域の景観などが評価されたものでございます。

この間、徳島県を始め、関係自治体の関係者の皆さん方におかれましては、認定に向け、

多大なるご尽力を尽くされ、敬意を表すところでございます。

そこで、世界農業遺産認定後の、本市のこれまでの取り組みについて、どのように進め
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てきたかをお伺いいたします。

次に、３点目は、観光振興についてでございます。うだつの町並みでの取り組みについ

て質問をさせていただきます。

うだつの町並みは昭和６３年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されまして３０年が

経過されました。これまで地元自治会を始め、脇町、南町町並み保存会やうだつの町並み

ボランティアガイド連絡会の皆さん方による継続的な取り組みによりまして、伝統と趣の

ある町並みの観光活性化や景観が維持され、今では徳島県の主要な観光地として内外に認

知されておられます。一方で、少子高齢化や個人商店などを取り巻く環境の変化により、

町並み周辺の空き家や空き店舗が目立つようになってきたことから、住民の声としてはこ

れまで守ってきた景観を保っていくことができるのかなと心配だと。また、どうにかしな

いといけないという非常に危機感を持ったということをお伺いいたしております。また、

町並みを訪れる観光客は、平成２１年をピークに減少してきているとも伺っており、うだ

つの町並みの魅力を高める一つの手段として、古民家の再生は一定の効果があると思いま

す。

そこでお伺いします。空き家・空き店舗の現状とうだつの町並み再生に向け、この間ど

のような取り組みを行い、どのような成果が得られたかをお伺いいたします。

答弁をいただきまして、再問をさせていただきますのでよろしくお願いします。

◎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）

１７番、前田良平議員からの一般質問のうち、私からは、次期総合計画と平成３１年度

当初予算についてお答えをいたします。

議員からご指摘がありましたように、平成３１年度は元号が改まる時代の転換点でもあ

り、本市にとりましても総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年度、仕上げ

の年度でもあります。そのような認識のもと、次期総合計画を先取りする形で、一つ「美

と健康のまち 美馬」、二つ「誰もが活躍できるまち 美馬」、三つ「子どもを産み育てる

なら 美馬」、四つ「ヒト・モノ・カネを呼び込み、好循環をするまち 美馬」、五つ「安

全・安心で快適に暮らし、誇れるまち 美馬」の五つを政策の５本柱といたしまして、平

成３１年度当初予算を取りまとめました。

具体的には、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

トを始め、英語教育と学校ＩＣＴ環境の分野で県内トップクラスを実現するための事業を

重点事業として計上したほか、大塚製薬、徳島ヴォルティスと連携をした健康づくりプロ

ジェクトにつきましても、関係する事業を新たに計上しております。

また、地域経済を活性化させるためには、ヒト・モノ・カネを呼び込み、好循環をさせ

ることが必要となります。このため、本年度策定をした産業振興ビジョンに基づく施策を
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着実に実施するとともに、うだつの町並みの古民家を宿泊、飲食施設に再生をする取り組

みの支援を始め、若い世代の住宅取得を支援する制度の創設や、国の制度を活用した新た

な移住促進策など、一歩先を見据えた施策を積極的に展開しております。

一方、住みなれた地域で安心して暮らしていただくための小さな拠点として、廃校校舎

の改修費や地域の安全・安心を確保するための消防団の資機材購入費につきましても、国

の第２次補正予算を活用して、平成３０年度３月補正予算に計上をしております。平成３

１年度当初予算と一体的に執行してまいりたいと考えております。

このほか、超高齢化社会への対応や人口減少対策、南海トラフ地震への備えなど、多く

の課題に直面をしておりますが、限られた財源の中、市民の皆様方にご理解をいただきな

がら、創造的実行力によりまして、「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」

の実現を目指して取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。

◎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）

続きまして、私からは、世界農業遺産の本市におけるこれまでの取り組みについてのご

質問にお答えをさせていただきます。

世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を国際連合食糧農業

機関が認定する制度でございます。現在日本では、１１地域が認定されており、昨年３月

に本市を含む徳島県西部２市２町のにし阿波の傾斜地農耕システムが認定をされたところ

でございます。

この認定により、本市の中山間地域が国内外へと知名度を上げることとなり、来訪者の

増加につながるチャンスと捉え、昨年の６月議会で執行予算の議決をいただき、本市独自

の事業を実施しているところでございます。

実施事業といたしましては、世界農業遺産の普及啓発を行うため、専門家や先進地の講

師を招き、中山間地域の農業関係者や各種団体を対象とした研修会を実施いたしておりま

す。更に、市内の世界農業遺産認定地域における農業風景などを市内外に情報発信するた

め、また次世代へ継承するための記録映像を作成しているところでございます。

一方、農業関係の取り組みでございますが、認定されました地域は中山間地域等直接支

払交付金事業の対象地域でございまして、本市といたしましても積極的に事業の推進を行

っているところでございます。その結果、現在５１の集落が事業参加をしており、世界農

業遺産の保全と農地が持つ多面的機能の維持・発揮を担っていただいているところでござ

います。

また、傾斜地で栽培された農林産物を使用した商品開発にも取り組んでいる地域・団体

もございまして、本市といたしましても、今後とも更なる地域活性に向け、支援を行って

まいりたいと考えております。
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◎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、うだつの町並みでのこれまでの取り組みはとのご質問にお答え

いたします。

市が平成２７年度に実施した空き家調査では、うだつの町並み周辺の調査対象４００件

のうち１０７件が空き家となっております。この調査結果を受けまして、行政、地域住民、

金融機関、大学関係者及び観光関連業者などの関係者からなるうだつの町並み再生協議会

を平成２８年に設立し、町並みの再生に向けた協議を重ねてまいりました。

また、これまでの空き家・空き店舗の活用事例としましては、光ファイバー網などの通

信基盤が整備されていることもあり、都市圏の企業が町並み内に２棟のサテライトオフィ

スを開設し、５社が入所しております。

更には、空き家・空き店舗を活用し、移住者が宿泊施設や飲食店などを創業できるよう

な仕組みや体制づくりを進めており、地域住民の理解を得るための意見交換会の開催や移

住希望者への誘致活動、起業家とのマッチングを進めているところでございます。

市といたしましては、この歩みを更に進め、関係人口や町並み周辺での移住定住者を増

やすとともに、民間活力のもと宿泊施設や飲食店などを整備し、町並みの魅力をより一層

高めてまいりたいと考えております。

◎１７番（前田良平議員）

１７番。

◎議長（川西 仁議員）

１７番、前田良平議員。

［１７番 前田良平議員 登壇］

◎１７番（前田良平議員）

ご答弁をありがとうございました。

それでは、それぞれ再問をさせていただきます。

まず、次期総合計画の取り組みについて、お尋ねをいたします。

次期総合計画を見据え、先取りする方で、施策の柱や重点施策が打ち出されていること

がよく分かりました。将来、人口の見通しは厳しいものがありますが、美馬市が生き残れ

るかどうかは知恵と工夫次第であろうと思います。限られた財源を有効に活用し、取り組

みを進めていただきたいと思います。

さて、現在、次期総合計画を策定していると伺いました。１０年先、２０年先を見据え

た総合計画ですので、若い世代の声を反映していただきたく思いますが、現在の策定に向

けた取り組み状況をお聞かせいただきたく思います。

次に、世界農業遺産についてお尋ねをいたします。
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先程の答弁では、旧山間地域の関係者や団体を対象とした研修会の実施、また市内外に

情報を発信するためのＰＲの動画の作成をなされているとのことでした。この好機を生か

し、観光の更なる活性化を図っていくためには、いかに情報発信を行うかが一つの鍵とな

ってきます。そういう意味で、現在、作成中のＰＲ動画をより一層よいものに仕上げてい

ただき、美馬市の持つ魅力を最大限に発信していただきたいと望む次第でございます。

私自身も長年、農業を営んでおりまして、一人の農業者として考えますと、旧山間地域

の農業は大変な作業でございまして、皆さん方にはただ頭が下がる思いでございます。私

も日常、日ごろより旧山間地域の特徴を生かした作付とか増え続けている耕作放棄地に対

しまして、何か対策ができないだろうかと考えておりました。そこで、世界農業遺産に認

定された旧山間地域での農業の活性化に向け、どのような取り組みをしていくのかをお伺

いいたします。

続いて、うだつの町並みの空き家・空き店舗の活用した取り組みについてお尋ねいたし

ます。

今年１月に政府が発表した歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進によりますと、

地域に眠っている資産である古民家など、歴史的建造物を宿泊施設やレストランなどに地

域再生の核となる観光資源として活用するための支援を行い、旅行者の増加、また交流人

口の増加、定住人口の増加に結びつけていくということであります。また、全国的な古民

家再生の成功事例といたしましては、兵庫県篠山市の空き家活用と地域再生の取り組みが

挙げられておりまして、篠山城の城下町全体を一つのホテルと見なし、築１００年を超す

古民家を含む４棟を高級な宿泊施設や飲食店などに改装し、その土地の文化や歴史を実感

できる工夫、宿泊施設として再生されているとのことであります。

そこで、お伺いいたします。市としてうだつの町並みに増えました古民家などの再生事

業を今後、どのように展開していくのか、また観光面でどのような成果に結びつけていく

のかをお伺いいたします。

◎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）

前田議員からの再問のうち、私からは、次期総合計画の策定状況についてお答えいたし

ます。

昨年１０月２９日には、市長を本部長とする第１回策定本部会議を開催し、前後して基

礎調査に着手するなど策定作業を進めてまいりました。

また、昨年１２月には、第１回目の市民アンケートを実施いたしましたが、１月末時点

で５６.２％の方から回答をいただくなど、市民の皆様からの関心も非常に高い状況でご

ざいます。

今後、３月下旬には、学識経験者や市内の各種団体から推薦いただいた方、また公募に



－９７－

応じていただいた方などで構成する総合計画審議会を開催するなど、今後、策定作業が本

格化してまいります。

議員ご指摘のとおり、今回策定いたします第３次総合計画は、１０年後、２０年後を見

据えた計画でございますので、できるだけ若い世代の皆様からのご意見を反映したいと考

えておりまして、来月４月２０日土曜日には、子育て世代の女性や若者を対象としたワー

ルドカフェの開催を予定しているところでございます。

◎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）

続きまして、私からは、今後の中山間地域での農業の活性化の取り組みについての再質

問にお答えをさせていただきます。

本市の中山間地域では、過疎・高齢化による農業の担い手不足から、空き地や耕作放棄

地などの増加が顕著に現れ、更には地域コミュニティーの弱体化や鳥獣被害などによりま

して、農地の持つ多面的機能が失われつつあります。そのため、今回の認定の好機を生か

し、集落の実情に合った生産振興や農地保全を図り、本市の地域活力を高めていくことが

喫緊の課題でございます。

このような中山間地域が抱える問題や課題の克服に向け、今回、平成３１年度当初予算

として、世界農業遺産認定傾斜地農業保全モデル事業を計上させていただいております。

生産基盤の整備や地域にかかわる人たちの新たな参入と新たなビジネス創出の支援を行う

計画でございます。

事業内容でございますが、中山間地域にモデル地区を選定し、耕作放棄地を再生する担

い手や団体に対して、農地再生に係る経費の一部を補助するものでございます。個人向け

と団体向けの二つの事業メニューで構成しており、個人農業者を対象とした農地再生事業

では、耕作放棄地の再生及び作付等を支援し、営農定着を促すものでございます。また、

団体などを対象にした利活用事業では、耕作放棄地の再生支援のほか、産地直売所等と連

携した地域振興作物の作付や地場産品の開発、更には６次産業化の取り組みを支援するも

のでございます。

これらの事業を実施することにより、世界農業遺産の保全と中山間地域の活性化を図っ

てまいりたいと考えております。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（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）
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続きまして、私からは、今後の古民家再生等事業の取り組みはとの再問にお答えいたし

ます。

本定例会にうだつの町並み周辺古民家等の活用支援事業を提案させていただいておりま

すが、この事業は、うだつの町並み再生協議会での提言を踏まえ、民間企業が地域住民と

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に基づき、実施するものでござ

います。

事業内容としましては、地域住民の合意を図り計画する具体的なエリアプランのもと、

民間企業が古民家２棟を買い取るなどして、地域金融機関等から融資や公費の支援を受け、

高級宿泊施設や飲食店にリノベーションするものでございます。

うだつの町並周辺では、議員ご指摘のとおり、空き家・空き店舗が多数存在することか

ら、今後も民間活力による古民家再生を進め、関係人口の創出や移住定住、新規創業につ

ながるよう支援を継続し、滞在型観光地への転換や観光消費額の増加、景観保護に努めて

まいりたいと考えております。

◎１７番（前田良平議員）

議長、１７番。

◎議長（川西 仁議員）

１７番、前田良平議員。

［１７番 前田良平議員 登壇］

◎１７番（前田良平議員）

ご答弁をありがとうございました。

それでは、まとめをさせていただきます。

まず、次期総合計画についてでありますが、来たるべき新しい時代に向けて若者たちの

未来へ、また夢を思い酌み取りまして、美馬市にふさわしい総合計画につなげていただき

たいと思います。

次に、世界農業遺産についてでございますが、厳しい自然環境の中で傾斜地農耕を存続

させていくということは、大変厳しいものがあると思います。この先人たちが長年営んで

きた地域の宝を次の世代に存続させていくためにも、今後とも市の支援をお願いいたした

く思います。

最後に、観光振興についてでありますが、うだつの町並みの空き家・空き店舗を活用し

た取り組みとして新たに高級古民家宿泊施設や飲食店が整備されるということは、私も大

変楽しみにしております。うだつの上がる歴史的な町並みを大いにＰＲしていただき、国

内はもとより海外からも観光客が大勢訪れるよう、しっかりと取り組んでいただきたいと

思います。

以上で、私の一般質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

次に、議席番号１番、田中みさき議員。

◎１番（田中みさき議員）

議長、１番。
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◎議長（川西 仁議員）

１番、田中みさき議員。

［１番 田中みさき議員 登壇］

◎１番（田中みさき議員）

ただいま川西議長より許可をいただきましたので、質問させていただきます。

今回は、平成３０年度６月、９月、１２月と３回させていただいた質問の中で、その後

の進捗状況や検討いただいている内容について確認させていただきたいと思います。

時間制限がありますので、早速、質問に入らせていただきます。

１２月定例会以降、他県の施設を目にする機会が多くありました。視察に行った先では、

庁舎はもちろん、議場やその他周辺の施設、また先月末には金沢が開催地となった全国子

ども会連合会中央大会研修大会にも参加しましたが、玄関口となる金沢駅前の見事な鼓門

や大会会場のパイプオルガンを備えた音楽堂など壮大な施設に、それを目の前にし、財源

や人口規模が違うと施設一つをとってもこうも違うものかと、思わずつぶやいてしまいま

した。もちろん、こういった施設は中核都市であったり、観光地の中心にある施設ですか

ら、美馬市の施設と比較することは無理がありますが、美馬市においては公共施設に関し

て建設後３０年を経過している施設が多く、老朽化が進み、次世代に負担を残さないよう

効果的、効率的に改修、解体を行わなければならない実情や、昨日の代表質問の中でもあ

りましたように厳しい財政状況が続くなど、多くの課題を抱えていることを認識した上で、

１件目の美馬市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとの管理に関する基本方針

及び個別施設計画の中では、まだ学校教育施設として掲載されております美馬地区五つの

廃校施設についてお聞きしたいと思います。

平成３０年度６月定例会においては、初めての一般質問では、廃校施設と公共施設の課

題という観点から、また１２月定例会の際にも廃校校舎を利用した施策の観点から質問さ

せていただきました。これまでの間、郡里校区においては、担当部局からご答弁いただい

たとおり、地元跡地利活用協議会と連携を図りながら新たに地元住民による地域運営組織

の形成や美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標として時代に合った地域づく

り、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する施策の実現として、廃校校舎を活

用した集落ネットワーク圏における小さな拠点づくりに前向きに担当課と住民が連携し取

り組まれているとお聞きしております。

また、今定例会の開会日には、市長からもコミュニティー関連施策において、美馬福祉

センターの移転先として旧郡里小学校の改修を行い、機能移転先後の管理業務については、

地元まちづくり協議会へ委託することについて説明がありましたが、行政と地元住民が連

携することにより公共サービス、財政運営の面においても今後の地域活性化につながって

いくのではないかと思われます。

そこで、残りの４廃校施設について、まちづくり協議会の現状、取り組み等もお答えい

ただけたらと思います。

２件目の美馬市子ども子育て支援事業について。平成３１年度美馬市予算案の概要にお

いて、先程答弁の中で市長もおっしゃられましたが、五つの政策の柱の項目の中に、「子
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どもを産み育てるなら 美馬」を目指してとありますが、そのためには子ども子育て世代

への支援を行政や地域住民がともに考え、先程いじめや虐待に関する質問もありましたが、

子どもを大切にする地域づくりを目指すことが重要だと考えます。

国の子ども子育て支援新制度の導入により、小学校就学前の子どもに対する教育・保育

の提供体制の確保及び地域における子ども子育て支援に関する基本的事項を定めることと

し、美馬市においても美馬市子ども子育て支援計画事業が策定され、計画の中では全ての

子どもの良質な生活環境を保障し、子ども子育て支援関連の制度施策を一元化し、新しい

仕組みを構築し、質の高い幼児期の学校教育・保育の統合的な提供、保育の量的拡大、確

保、地域の子ども子育て支援の充実を目指すものと明記されております。

支援の内容については、経済的支援のほか、地域のおける子育ての支援や健康面での支

援、教育、生活環境の整備、要保護児童への支援、安全面での支援など幅広い分野で必要

とされることから、この一つ一つの事業を継続し、更に充実させていくことは常に地域の

子育て家庭の状況や子育て支援に関するニーズをしっかり把握し、行政と各関係機関等と

連携を図ることが重要かと思われます。

そこで、美馬市においては、本市の実情に合った子育て世代が必要としている支援につ

いて重点的に取り組まれている主な事業をお答えいただきたいと思います。

続いて、美馬市における自主防災組織についてお伺いします。

先の１２月定例会でも質問させていただきましたが、市民と議会との意見交換会で、市

民の皆さんからお話を伺う中で、ほぼ全ての自治会で自主防災組織は組織されているもの

の、多くが活動はしていない。高齢化により活動できないという現状でした。美馬市にお

いては、台風による倒木や倒木による被害、大雨による浸水被害などはありましたが、他

県のような大規模な災害は幸いにもここ何十年も発生していないかと思います。しかし、

天災は忘れたころにやってくるとよく言われます。最近では、地震や大雨による大規模災

害が日本各地で頻発しており、美馬市においてもいつ、何どき、同様の災害が発生すると

も限りません。自主防災組織というのは、あくまでも地域が自主的に活動できる組織です

から、住民の防災に対する意識の向上を常に図ることが重要だと思われます。

地域の現状に合った自主防災組織のあり方の見直しや活動の支援に引き続き取り組まれ

ているとは思われますが、美馬市として自主防災組織の活動を活発化させるため、今後、

どのように取り組まれるかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

◎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）

１番、田中みさき議員の一般質問のうち、私からは、美馬市公共施設等総合管理計画に

ついての美馬地区地域活動センターの現状と取り組みについてお答えをさせていただきま

す。
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ご質問の廃校施設の利活用につきましては、各地域運営組織や誘致企業と連携をしまし

て、それぞれの施設の特性を生かした有効活用を進めているところでございます。

その利活用策の一つでございます企業誘致では、旧芝坂小学校や旧重清西小学校を始め

として、昨年度、公募により誘致した企業の活動が本格化しつつあります。この誘致によ

り、雇用拡大や地域イベントの開催なども期待できるほか、施設の維持管理や周辺の美観

形成にも大きな貢献をいただいており、施設を利用した市民主催の催し物や研修を開催す

る場合などにもすぐに利用できる環境が整うなど、市民活動にも大きなプラスとなってい

ると言えます。

一方、廃校施設を拠点とした地域コミュニティー活動の活性化につきましても、各地域

運営組織や市民の皆さんの協力、連携をいただきながら進めております。

昨年１２月には、郡里地区や重清東地区において、それぞれのまちづくり協議会が主催

するクリスマス会が開催されるなど、交流の場が広がってきており、とりわけ郡里まちづ

くり協議会の活動は、高齢者を対象とした郡里カフェの定例化や子ども会活動の継続実施、

地域住民を対象とする防災訓練の実施など、様々な地域活動の取り組みで地域のにぎわい

づくりに大きく貢献していただいております。

このことは、自治会活動の担い手不足などで活動を継続させることが困難になった状況

を打開するため、国が提唱し、本市も進めようとしております集落ネットワーク圏構想、

ここにも通じる新たな地域活動のモデルとなり得る活動であります。

こうした活動を他の廃校施設でも実施するため、これまで２名を配置しておりました地

域運営組織支援のための集落支援員、これを平成３１年度には更に２名を追加し、計４名

の体制で取り組みを広げてまいりたいと考えております。

既に配置しております集落支援員の取り組みによりまして、喜来地域活動センターでは、

１００歳体操による健康づくり活動や手芸教室などの地域活動も始まっております。

このように、施設を活用することにより、新たな住民活動や地域交流の場が生まれ、生

きがいを持って生活できる環境づくりが進んでおり、引き続き地域のコミュニティー拠点

としての施設を活用し、こうした活動を広め、継続させてまいりたいと考えております。

なお、昨年１２月、国の平成３０年度第２次補正予算におきまして、小学校跡地を利用

した活性化拠点づくりが可能となる地方創生拠点整備交付金が盛り込まれました。

本市といたしましては、この事業を活用し、郡里地域活動センターを平成３０年度末で

の廃止を提案しております美馬福祉センターの代替施設として、改修・整備を行う計画と

しており、そのための予算を今定例会の平成３０年度補正予算に計上をさせていただいて

おります。改修後は、住民交流・地域交流の拠点と位置づけ、これまでの教育施設から市

民のコミュニティー拠点への転換を図り、活用し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］
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◎保険福祉部長（川口種満君）

続きまして、私からは、美馬市の子ども子育て支援の主な取り組みについてお答えをさ

せていただきます。

子どもを生み、安心して子育てができる環境の整備は、本市のみならず社会全体の課題

でございまして、本市におきましても重要な施策の一つであると考えており、各種施策に

取り組んでいるところでございます。

現在、子育て世代への経済的支援といたしましては、育児用品購入費助成事業や第３子

以降オールフリー宣言事業、みまっこ医療費助成事業などの取り組みを継続して行ってお

ります。

また、新たな取り組みといたしまして、本年３月から徳島在宅育児応援クーポン事業を

開始しており、更に９月からは、みまっこ医療費助成事業を現在の中学校修了までの子ど

もから１８歳までへと対象を拡充するとともに、１０月からは国が進めております幼児教

育・保育の無償化を実施する予定としております。

また、経済的支援とは別に、昨年５月には、地域交流センターミライズの中に子育て支

援センターみらいをオープンし、子育て中のお母さん、お父さんなどにご利用をいただき、

核家族化による孤立の解消や子育て相談など、子育て世代の負担を軽減する取り組みも行

っているところでございます。

そして、穴吹認定こども園が４月より開園予定となっておりまして、地域の保育ニーズ

に対応できるよう子育て支援を行っているところでございます。

今後におきましても、子育て世代への経済的支援を含め、こうした各種の子育て支援の

施策の充実を図るとともに、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育ち、安心して子育

てができる環境づくりに取り組んでまいりたいと、このように考えております。

◎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）

田中議員の一般質問のうち、私からは、自主防災組織の今後の取り組みについてお答え

いたします。

議員ご指摘のとおり、豪雨や地震などの大規模災害発生時には、地域の住民自らが生命

や財産の安全を確保し、被害の軽減を図る自主防災組織の活動が重要であると認識してお

ります。

これまで本市においては、自主防災組織が自主的に活動できるよう、消防本部や社会福

祉協議会と連携して支援をしているところでありますが、地域によっては温度差があり、

自主防災組織の活性化が課題となっているところであります。

自主防災組織の活動を支えていくには、地域の防災活動の担い手となる方々の存在が必

要でありますことから、地域の防災リーダーを養成するため、来年度から防災士の資格取
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得の助成を実施いたします。

防災士とは、自助・共助・協働を原則に、地域での防災力を高める活動を期待され、そ

のための十分な意識と一定の知識・技能を取得したことを日本防災士機構が認証した方で

ございます。一部の自主防災組織では、防災士の方がお住まいの地域や近くの自主防災組

織の訓練において、指導・協力をしていただいており、防災士の資格を取得した方には、

それぞれの地域で防災リーダーとして、自主防災組織で活動していただきたいと考えてお

ります。

本市において、防災士の資格取得者を増加させることにより、平時には建物の耐震補強

や家具の固定などの地震に対する備えを促進し、災害時には避難誘導や避難所運営での活

動など、地域防災力を向上させてまいります。

今後とも、将来の地域防災の担い手となる人材の育成に努めるとともに、地域防災のか

なめとなる自主防災組織の活性化を推進してまいります。

◎１番（田中みさき議員）

議長、１番。

◎議長（川西 仁議員）

１番、田中みさき議員。

［１番 田中みさき議員 登壇］

◎１番（田中みさき議員）

それぞれにご答弁いただき、ありがとうございました。

美馬地区地域活動センターのそれぞれの取り組みについて、ご答弁いただいたわけです

が、更に充実したものにしていくためには、集落支援員制度の活用、地域運営組織の形成、

拠点の整備はもちろんですが、将来的なことも視野に入れ、地域の現状を把握しておくこ

とも重要かと思われます。といいますのも、３０年程前までは、美馬地区においても民間

の路線バスが利用されていた時期もありましたが、人口の減少、車社会の発展により、公

共交通の利用状況は大きく変化してきたと思われます。最近では、歩いていける距離にあ

った施設が統合されたことや高齢化の加速により移動手段が困難になるなど、適切な公共

サービスの提供が十分に果たせないこともあるのではないかと思われます。

美馬地区の各活動センターや美馬市全体の公共施設の役割を地域住民が平等に、効率的

に、また積極的に利活用できるような、市民のニーズに合った新たな公共交通のあり方に

ついても同時に進めていく必要があるのではないかと思います。

そこで、活動センターを取り巻く公共交通について再問させていただき、現状や今後の

計画などがありましたら、お答えいただけたらと思います。

２件目の子ども子育て支援に関しては、今、お答えいただいた主な事業だけでなく、幅

広い分野で行政からのきめ細かい支援が増え、多くの事務的な処理に追われることもある

とお聞きしております。言いかえれば、子育て世代にとって、今の時代、これだけの支援

があるのは当たり前で、この支援がなければ、子どもや子育て世代が安心して、安定した

生活を送ることができない環境になりつつあるのだと思われます。子ども子育て支援事業

計画の基本理念では、子育てについて最も重要な責任は、保護者が持つことを基本としな
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がら、保護者の子育てに対する不安や孤独感、仕事との両立の負担等を軽減し、子育てに

夢や希望を持てるように、地域、行政、企業の社会全体で子育て家庭の支援に取り組んで

いく必要があると明記されております。

以前にも少し触れたかと思いますが、私も子どもが４人いて、上二人は成人して手を離

れていますが、まだ子育て世代の一母として頑張っています。上二人の子育て中には、特

に二人ともがぜんそくとアレルギーで月２回は病院にかからなければならなくて、医療に

関しては、ご答弁いただいた事業にもありますみまっこ医療費助成事業での経済的支援は、

本当に助かりました。子育て期間が長く、最近では孫の子育てにもかかわるなど、子ども

や子育て世代を取り巻く環境がずいぶんと変化していることを実感しています。子どもの

数の減少、それによる学校の統合、地域のつながりの希薄化、同世代の保護者の悩みや家

庭教育についても変わってきていることを細かく言えば、きりはありません。やはり核家

族化や共働きの家庭の増加、そして一番感じるのは、情報化社会による環境の変化だと思

います。

この２日の土曜日に出席した徳島県子ども会連合会５０周年記念式典の中で、単位子ど

も会の会長や役員にアンケートを実施した報告があり、３０代から４０代の保護者が回答

した「巣立ってほしい子ども像」についての質問に、思いやりや優しさといった他者との

関係性、集団における助け合いや協調性、自らが行動する自主性や積極性、挨拶や礼儀な

どの社会性など良好な人間関係を築くためのスキルを望む声が大半を占める結果となり、

今までのように元気で明るくといったような回答は少数であったことから、子ども会に求

められてきた健全な心身の育成から子どもたちを取り巻く環境がインターネットやＳＮＳ

が当たり前となった現代において、コミュニケーションの難しさや危険性を危惧する親の

不安を反映しているのではないかと考えられると総括して言われていました。

今後の子どもや子育て家庭においては、経済的な支援はもちろん、子どもたちが安心し

て生活できる環境を整えること、それに加え、子育て世代が今までとは違った環境の中で、

最も必要としている支援の仕組みを構築させることが重要だと思われます。

次の世代を担っていく子どもや子育ての世代のために、地域の大人たちがともに考え、

それを課題解決するために行政がどういった支援を重点的に取り組むべきなのかを考える

時がきていると思います。

そこで、美馬市においては、今後の新たな支援の施策について、どのような計画で取り

組まれているのかを再問させていただきたいと思います。

３件目の防災については、今回も自主防災組織について質問させていただくことで、常

に行政がどう取り組むべきかを考え、自助・共助からなる地域防災力の育成や地域住民の

防災意識の向上に努めるなど、市民の安心・安全な生活につながるよう国や県の補助事業

を活用するなどして、引き続き積極的に取り組んでいただけたらと思います。

先の公共施設に関する公共交通の件と子ども子育て支援の今後の取り組みについてお答

えいただいた後、今回の質問をまとめさせていただきたいと思います。

◎市民環境部長（中川貴志君）

議長、市民環境部長。
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◎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、美馬地区地域活動センターを取り巻く今後の公共交通についてお答えをいた

します。

地方では、自家用車の普及や過疎化の進行などで、公共交通機関の８割が赤字に陥って

おり、路線バスは廃止や縮小が相次いでいると言われております。

ご指摘のように本市におきましても、過去におきまして、民営のバス路線が廃止される

など、市民生活には大きな影響が出ることとなりました。これに対しては、一部の区域で

の市営バスの運行を実施してきておりまして、路線の見直しなどを行いながら継続してま

いりました。このような中、平成２３年６月に運行を開始しました本市運営のデマンド交

通システム、美馬ふれあいバスにつきましては、平成２９年度には運行開始以来最多とな

る１万６,６９５人の方にご利用をいただくなど、市民の日常生活の中での役割は大きく

なってきております。

ご質問の美馬地区地域活動センターを取り巻く今後の公共交通につきましては、美馬ふ

れあいバスをご利用いただくこととなりますが、今後も市民の交通手段の確保・維持が大

きな課題となっていることから、平成３１年度におきまして、地域公共交通網形成計画の

策定を予定しております。

この計画は、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通体系を

再構築するためのマスタープランとなるものでございます。計画の策定には、公共交通が

まちづくりなど多岐にわたる分野に影響をもたらすことから、デマンドバス事業を始め、

地域の交通体系の現状分析を行い、観光・介護・通学など全体的な交通体系のあり方を検

討し、地域にとって望ましい公共交通網の形成につなげ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、美馬市内の子ども子育て支援に対して、今後どのような計画で

取り組むのかと再問にお答えをいたします。

子育て支援に関する新たな施策を打ち出す際には、子育て世代の対象となる方々の考え

を踏まえることが重要であると考えております。

本市における子育て支援に関する施策につきましては、子ども子育て支援事業計画に基

づき、計画的に実施することとしておりますが、現行の計画期間が平成３１年度までとな

っておりまして、その後の次期事業計画を平成３１年度中に策定することとしております。

次期事業計画の策定に当たりましては、本年１月にアンケート調査を実施しておりまし
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て、子育て世代の方々の最新のニーズの把握に努めることとしております。

今後、アンケート結果や他の市町村の状況、子ども子育て会議での議論などを踏まえま

して、効果的な施策をしっかりと盛り込んでまいりたいと考えております。

◎１番（田中みさき議員）

議長、１番。

◎議長（川西 仁議員）

１番、田中みさき議員。

［１番 田中みさき議員 登壇］

◎１番（田中みさき議員）

ありがとうございました。

これで全ての質問に答えていただいたわけですが、先程の全国子ども会連合会中央大会

研修大会での話は続きがありまして、今回、観光の移動手段としてタクシーやバスを利用

したのですが、その際、タクシーの運転手さんが「金沢は新幹線の恩恵を受け、ここ数年

で観光客は増え、活性化につながった」とおっしゃっていました。美馬市においては、ま

ずは美馬市民の足となる新たな公共交通網の形成に取り組んでいただき、更には観光や地

域の活性化の発展につなげてほしいものです。

もう一つは、一昨日、娘が学校から持ち帰ったお便りを見ていましたら、美馬市学校保

健連合会報が入っていて、メディア使用に関する新しい提言と題した文書の中に大人中心

の育児となり、忙しい等を理由にメディアが利用され、乳幼児期の使用による発語の遅れ

やコミュニケーション能力、社会性の発達の阻害、空間的認識や色彩感覚が育ちにくいこ

とが指摘されており、学童期以降もスマホ等を長時間利用すること自体が学力の低下を招

くと書かれていました。このような、最近では子どもや子育て世代を取り巻く環境の変化

により、特に幼児期では体への影響も及ぼす深刻な問題も現れてきています。平成３０年

度以降の次期事業計画を策定するに当たり、世の中が便利になっていけばいく程、人と人

がつながることや子どもの社会化などが求められ、何が必要なのか検討される際、先程も

言いましたが、子育てについて最も重要な責任は保護者が持つことを基本としながら、預

かり支援を行う場合、中身について大人たちがどうかかわるべきなのかも考えていただき

たいと思います。

今、若い世代の間で話題になっているテレビドラマではありませんが、教師が生徒に言

う「ぐっ、くるっ、ぱ」。社会の変化にただ流されるのではなく、「ぐっ」と踏みとどまり、

「くるっ」知恵を出し合い、想像力を働かせ、見方を変え、「ぱっ」少しでも多くの子育

て家庭が支援がなくても安心して子育てできる環境を整えるために、一歩先の確かな未来

へつながる子育て支援を目指してほしいと思います。

最後に、あと１点だけ。始めに視察の話に少しだけ触れましたが、今回は議会改革に取

り組む先進地への視察ということもあり、議会基本条例や市民と議会との意見交換会、議

会だよりといった広報についても他県の取り組みは参考にする点も多く、勉強になりまし

た。また、他の自治体においても、これからの議会においては、議員自らも地域の課題を

把握し、民意を反映した実情に合った施策を立案することが求められています。



－１０７－

そこで、今回最もお願いしたかったのは、廃校施設に閉校前からかかわってきたものの

一人として、公共施設、特に遊休施設に関する施設管理課としての窓口の一本化です。今

回は、旧郡里小学校に機能移転する美馬福祉センターについては、解体後の跡地について

は６月の定例会において、有効活用できるよう十分に検討するとのご答弁をいただいてい

ますので、あえて質問はしませんでしたが、これから美馬市においてはこれまで以上に公

共施設に関して見直しを行う場合、住民と問題意識や情報の共有が必要になってくるので

はないでしょうか。市民へのサービスの低下を招かないような工夫をし、最大限に有効活

用するには、財政状況が関係してくることから使用用途については全庁での検討が必要不

可欠となってきます。そのような点から美馬地区において、廃校施設のように関係部局が

２転３転し、同じことを繰り返し、時間ばかりが過ぎるのでなく、効果的に、効率的に計

画マネジメントを行うための責任を担った所管を設けていただけますよう検討をお願いし

て、今回の質問を終わります。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、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、一般質問を行いたいと思います。

小休 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

◎議長（川西 仁議員）

休憩前に引き続き、会議を開かせていただきます。

一般質問を続行いたします。

６番、中川重文議員。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

ただいま議長より美馬未来の会としての一般質問の発言許可をいただきましたので、午

前の一般質問３人に続きまして、本日の最後であります美馬未来の会の一般質問を通告の

とおり、順次、質問をさせていただくことをしますので、ご答弁の程をよろしくお願いい

たします。

まず、質問に入る前に、本３月議会は昨日、今日と代表一般質問でも何回か出てきまし

た平成最後の質問になるのと、当初予算案であるということが重なり、代表一般質問と議

案質疑を含めますと１０人が質問に立つという、まれにみる質問者の多い議会となりまし

たこと、大変喜ばしいことだと私は思っております。いつも少なくても二桁の質問者がキ

ープできれば、市民の方も議会に対する考え方が変わってくるのではなかろうと考えたり

します。そんなことに思いをはせながら、平成最後の一般質問における通告の質問を説明
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させていただきます。

今回の事前通告では、件名３件、質問の要旨が件名１では４点、件名２では３点と、件

名３では４点を、合計１１点通告しておりますが、格時系列に初問、再問、再々問に振り

分けて質問をさせていただきます。

それでは、通告件名１件目の新元号関係の対応についてお尋ねします。

４月１日に新元号が公表され、５月１日に改元されるに当たって、昨年の早い段階から

全国の自治体は、情報システム等の対応に取り組んでいることと思いますが、我が美馬市

も大詰めか、既に準備万端であろうかと思いますが、最終確認の意味も含めましてお聞き

したいと思います。

通告質問の要旨①として、現在の進捗状況をお尋ねします。

次に、通告質問要旨②として、進捗状況において発生した予算の規模や内訳、主な施策

等はどのようなことだったのかをお尋ねしますので、ご答弁の程をよろしくお願いします。

次に、通告質問件名２件目の市の防災計画についてをお伺いします。

８年前、２０１１年の３月に未曽有の災害と叫ばれた東日本大震災も、あるところでは

記憶が薄れてきているのではないかと２、３年前から危惧されています。

そこで、お尋ねしたいのは、我が美馬市も南海トラフ巨大地震や水害、土砂災害による

災害の危険が増し、発生の％が年々上がっているのが現状であります。

そこで、通告質問の要旨①として、我が美馬市の防災対策の現状は真に万全を期する状

態になっていると自信を持って言えるのかをお尋ねします。

また、通告質問要旨②として、それを裏づけるＢＣＰ、つまり業務継続計画の策定状況

等はどのように整っているのかをお尋ねします。

次に、通告質問件名最後の３件目、喫煙による健康被害の防止についてをお尋ねします。

この質問は、今まで数回してきていますが、私が満足いくような回答といいますか、満

足できるようなやり口といいますか、意気込みとでも、ちょっとした意識改革や言いかえ

れば、はやりの言葉で言えば、意識イノベーションというものが全く感じとれないのが現

状でございます。私は時々、偏屈かなと思いますが、決して自分では鈍感な人間ではない

と思っていますので、少しでも変化があるならそのことを感じさせていただきたいと思っ

ております。

そこで、通告質問の要旨①として、喫煙による健康被害の防止に関して、公共施設内の

現状は、教育施設等も含めて変化の兆しは全くないのかどうかをお尋ねします。

続いて、通告質問の要旨②として、喫煙による健康被害の防止に関して、少し枠を広げ

て公用車やデマンドバス、観光施設等での現状はどのようになっているのかをお尋ねした

いと思います。

以上が通告質問の初問の説明でございます。ご答弁漏れなきよう、よろしくお願いした

いと思います。ご答弁内容により再質問をさせていただきたいと思っていますので、よろ

しくお願いします。

◎企画総務部長（吉田貞伸君）

議長、企画総務部長。
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◎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）

６番、中川重文議員からの一般質問に、順次お答えいたします。

まず、新元号への対応の進捗状況についてのご質問ですが、天皇の退位等に関する皇室

典範特例法が平成２９年６月１６日に公布され、施行期日を平成３１年４月３０日とする

政令が公布されたことに伴い、本年５月１日から新元号となることが決定いたしました。

また、政府は新元号を新天皇即位の１カ月前の４月１日に公表することとしております。

本市のこうした新元号への対応といたしましては、公務で用いられる、いわゆる公文書

の対応と電子計算機などのシステムの対応に大別することができます。

まず、公文書の対応としましては、新元号の施行に伴う文書事務等の取扱方針を定め、

２月１３日付事務連絡で、各部署に通知しております。

この取扱方針では、法令等に定めがある事務を除き、原則として元号表記とすることと

しており、５月１日以降の公文書は、基本的に新元号表記といたします。

また、年度に係る取り扱いといたしましては、年度の初日が属する年に対応する元号を

使用することとし、例えば、平成３１年４月１日から１年間の期間である場合の年度は、

平成３１年度と表記いたします。

次に、電子計算機などのシステムの対応としましては、一部のシステムは既に新元号へ

の対応のためのシステム改修が終了しております。まだ対応ができていないシステムにつ

きましては、期日までにはシステム改修することとしております。

次に、予算規模、内訳、主な施策等についてのご質問ですが、先程申し上げましたまだ

対応ができていない主なシステムとして、住民基本台帳、税及び財務会計等のシステムが

ございますが、これにつきましては、新元号の対応のためのシステム改修予算を本定例会

に提案させていただいております。このシステム改修金額は３９９万６,０００円で、主

にシステム改修作業を行いますシステムエンジニアの人件費となっております。こうした

まだ対応ができていないシステムにつきましては、早急に改修してまいりたいと考えてお

ります。

次に、防災対策の現状についてのご質問でございますが、南海トラフ巨大地震や豪雨災

害などの大規模災害に備えるため、本市においては、訓練や啓発、研修を通じて、自助・

共助・公助の取り組みを進めてまいりました。災害への備えとして市民の皆様には、危険

箇所や避難所を記載した防災マップ、美馬市防災の手引きを配布するとともに市内指定避

難所において食糧や飲料水、毛布など防災資機材の計画的な備蓄に取り組んでいるところ

であります。

また、家具の転倒防止対策、木造住宅の耐震改修費用の一部補助や危険なブロック塀等

の撤去補助などの補助制度も創設し、地震による被害の軽減にも取り組んでおります。

更に、地域における防災力の向上のため、美馬市民地域防災訓練に地元の自主防災組織

の皆様にご参加いただき、避難経路の確認や避難所運営などついて実践的な訓練を実施し
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ております。

今後とも、自助・共助・公助の取り組みを基本に、市民の皆様に南海トラフ巨大地震や

豪雨災害時の備えを徹底していただけますよう、訓練などの機会を通じて普及啓発に努め、

美馬市の防災体系の充実・強化に取り組んでまいります。

次に、ＢＣＰの策定状況についてのご質問でございますが、本市では、切迫する南海ト

ラフ巨大地震が発生した場合に、市として、しっかりと災害対応ができるよう平成２７年

３月、美馬市業務継続計画を策定しております。

本計画では、災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある

状況のもとにおいて、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対

応手順、継続に必要な資源の確保などをあらかじめ定めておるものでございます。

今後、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害発生時に、市として実施すべき初動、

応急対策などの災害対応を円滑に実施できる体制の強化に努めてまいります。

続いて、喫煙による健康被害防止について、公共施設内の現状はとのご質問ですが、ま

ず美馬市役所庁舎の現状といたしまして、屋内喫煙所を２カ所設置し、分煙を実施してお

ります。また、屋外には４カ所の喫煙所を設置しております。

次に、美馬町市民サービスセンターにつきましては、屋内は禁煙とし、屋外には２カ所

の喫煙所を設置しております。

次に、脇町市民サービスセンターにつきましては、地域交流センター内にあり、屋内喫

煙所を１カ所設置し、分煙を実施しております。また、屋外には１カ所の喫煙所を設置し

ております。

次に、木屋平総合支所につきましては、複合施設内にあり、屋内喫煙所を１カ所設置し、

分煙を実施しております。また、屋外には１カ所の喫煙所を設置しております。

このように、各施設の状況につきましては、昨年ご答弁いたしました内容とほぼ変わっ

ておりません。

次に、公用車・デマンドバスの現状につきましては、まず公用車につきましては、車内

禁煙としております。次に、デマンドバスにつきましては、運行当初から車内禁煙として

いるところでございます。

◎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、喫煙による健康被害の防止についてのご質問のうち、教育施設

の現状についてお答えをさせていただきます。

市内の小・中学校における状況といたしましては、受動喫煙による健康被害の防止と心

身の成長過程にある児童・生徒を始め、教職員の健康を守るため、平成１８年度から敷地

内禁煙に取り組んできたところでございます。
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各学校におきましては、校舎や体育館、運動場などに敷地内禁煙の表示を掲示いたしま

して、保護者や地域の皆様など来校者に対する周知徹底に努めております。特に、多数の

来校者のある運動会などの学校行事の際には、敷地内禁煙について、適宜、放送で呼びか

けて周知するなどの取り組みが長年続けられてきていることにより、学校現場におきまし

ては、敷地内禁煙が浸透してきていると考えております。

◎美来創生局長（前川正弘君）

議長、美来創生局長。

◎議長（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、観光施設の現状についてお答えいたします。

観光課が所管しております吉田家住宅、藍蔵、脇町劇場オデオン座、観光交流センター

などの観光施設につきましては、施設内は禁煙でございます。なお、一部施設の屋外にお

きましては、受動喫煙による影響が比較的少ないと思われる場所に１カ所程度の喫煙場所

を指定し、喫煙を許可しております。

また、美馬市の主要観光施設であるうだつの町並み及び寺町周辺につきましては、文化

財保護などの観点から各区域内にそれぞれ６カ所程度の指定喫煙所を設けております。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

再質問をさせていただきます。

各ご答弁ありがとうございました。

その中において、何点かの項目について気がついたことをより詳しくお聞きしたいと思

いますので、再質問させていただきます。

まず、質問件名の１件目で、新元号関係の対応について、再質問をしてお尋ねします。

初問の回答で公文書は取扱方針を定め、原則として元号を表記することになっている。

また、年度にかかわる取り扱いは、年度の初日が属する年に対応する元号を使用すること

になっているとのことでした。電子計算機などのシステム対応は一部改修が終了している。

しかし、住民基本台帳や税及び財務会計等のシステム改修はまだであるが、予算計上が認

められたら改修作業を行うとのことであったかと思います。

そこで、次にお伺いしたいことは、通告質問の要旨③として、新元号関係の対応につい

て懸念される問題点や課題等は、現状において発生していないのかどうかをお尋ねします。

例えば、改修の時間は十分あるかとか、既存の用紙が沢山残っていて、その取り扱いをど

う利用するかといったそういうことなどでいろんな問題点があれば教えていただきたいな
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と思います。

更に通告質問の要旨④として、新規事業として美馬市伝統行事麁服（あらたえ）調進継

承事業として、大嘗祭に向けた諸行事等への関与に関して４５０万円の予算を計上してい

ますが、関与のあり方はどういった立ち位置での施策かをお伺いしたいと思います。

次に、通告質問件名２件目、市の防災計画についてを再質問をしてお尋ねします。

初問の回答で我が美馬市の防災対策の現状は、あらゆることを想定して防災対策を講じ

ているのがよく理解できました。また、ＢＣＰ（業務継続計画）の策定状況等は平成２７

年３月に策定しているとのこと、これまた心強いことであると感じた次第であります。

しかし、万が一、災害が発生した時にいろいろなスキルが１００％発揮できないと効果

は半減します。そこで、初問では我が美馬市の防災対策の現状は真に万全を期する状態に

なっているかと自信を持って言えるのかとお尋ねしましたが、そのことには少しも触れて

いただけませんでしたので、まだまだ自信がないのかということに思いました。自信が出

ますようにいろいろ策や研鑽をしていただいて防災対策に取り組んでいただきますと、市

民の方々も安心しておれますので、これからそういったことに励んでいってもらいたいと

思います。

次に、通告質問件名の最後の３件目、喫煙による健康被害の防止についてを再質問をし

てお尋ねします。

初問の回答には、ある程度予想はしていましたけれども、正直言ってがっかりとはして

おります。前回は昨年の９月に一般質問をさせていただきました。それから約６カ月たっ

たのでありますが、なんの変化もないとの答弁だったかに思えます。何が変化したかとい

えば、９月の答弁より文章が大幅に減ったことかなと思っております。

再質問としては、これから敷地内禁煙になった場合、そういった時に現状庁舎にある喫

煙室をどういった形で利用するかとか、そういったことを教えていただきたいなと思いま

す。外回りとしては看板とかそういった市民の方々に周知する対策についてもこれからど

のようにしていくようにお考えをしているのかということをお尋ねします。

また、通告質問の要旨③として、敷地内禁煙になった時に新型たばこに対する使用は禁

止するのかとか、こういう種類はいけるのだとかいう、そういったことをどのようにする

ような見解をお持ちなのかをお伺いしたいと思います。

以上の点を再質問に変えて、答弁により再々質問をさせていただけたらと思っています。

◎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）

中川議員からの再問に、順次、お答えいたします。

まず、新元号関係の対応で問題点や課題についてでございますが、新元号へ対応するた

めの作業期間が、新元号が発表される４月１日から新元号となる５月１日までの約１カ月
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と短いことが課題でありますが、特にシステム改修には誤作動がないようにしたいと考え

ております。

また、申請書類等の中には既に平成と印刷された書類もございますが、新元号となる５

月１日以降はできるだけゴム印で修正して使用するなど、有効活用してまいりたいと考え

ております。

次に、大嘗祭に向けた諸行事等への関与のあり方についての再問でございますが、本市

の木屋平地区では、古来より、天皇即位の後に行われる大嘗祭に当たり、調度品として麻

の織物である麁服（あらたえ）を調進してきた歴史がございます。これは、歴史的に大変

貴重で重要な伝統行事であることから、本市といたしましては、この麁服（あらたえ）調

進を記録し、後世に継承していくため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。具体的には、本年１１月の大嘗祭までの麁服（あらたえ）調進に係る麻の種まき、

収穫、麻糸づくりなど数々の行事や作業を記録、編集した動画を作成するものでございま

す。こうした動画は、伝統行事の記録資料とするだけでなく、本市の観光や教育などにも

広く活用したいと考えております。

続いて、法律改正後の禁煙対策の今後の取り組みについてはとの再問ですが、改正健康

増進法施行期日後は、市役所庁舎及び美馬町市民サービスセンターにつきましては、敷地

内禁煙にいたします。その際に、現在、市役所庁舎内に設置されております２カ所の喫煙

所につきましては廃止し、書庫や倉庫などに利用したいと考えております。

また、脇町市民サービスセンター及び木屋平総合支所につきましては、複合施設内に設

置されておりますので、それぞれ改正健康増進法に基づいた受動喫煙対策を進めてまいり

たいと考えております。

なお、看板等の設置につきましては、改正健康増進法の施行の際に、市役所庁舎及び美

馬町市民サービスセンターの敷地及び建物内のなるべく市民の皆様に分かりやすい場所に

設置又は掲示したいと考えております。

更に、広報紙、広報みまＴＶ及び市ホームページなどを通じ、市民の皆様に法改正の趣

旨はもとより、受動喫煙による健康への悪影響などについても周知啓発してまいりたいと

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、教育施設の受動喫煙防止に対する今後の取り組み計画について

お答えをさせていただきます。

これまで、市内の小・中学校における敷地内禁煙につきましては、各学校がそれぞれ工

夫した掲示物を作成し、周知を行ってまいりましたが、今後の計画といたしましては、学

校敷地内の禁煙について一層分かりやすくお知らせするために、掲示物の内容や場所など
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の見直しを行いまして、受動喫煙の防止の徹底が図られるよう、効果的な内容や設置場所

の検討を行い、適切な掲示を行ってまいります。

◎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）

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、観光施設の今後の対応についての再問にお答えいたします。

市内観光施設の入り口や施設内における禁煙表示のほか、屋外での喫煙場所指定表示に

つきましては、議員ご指摘のとおり市民の皆さんや日本人観光客、インバウンドの方に十

分認識していただくことが重要でございます。

今後の対応につきましては、望まない受動喫煙をなくす観点から、全ての市内観光施設

において日本語と英語を表記した標識を認識しやすい場所に掲示するなどし、受動喫煙対

策に取り組んで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）

私からは、新型たばこに対する見解についてお答えをいたします。

受動喫煙に対する意識が高まる中、非燃焼の加熱式たばこなど、煙の少ない新型たばこ

の利用者が近年増加をしている状況でございます。新型たばこに対する見解はということ

でございますが、望まない受動喫煙の防止を図るため、昨年、健康増進法が改正され、受

動喫煙の防止対策が強化されたところでございます。この改正健康増進法において、新型

の加熱式たばこも規制の対象となっており、学校や病院、児童福祉施設など、受動喫煙に

より健康を損なう恐れが高いものが主として利用する施設や行政機関の庁舎等において、

通常のたばこ同様、敷地内での禁煙を原則禁止としております。従いまして、加熱式たば

こであります新型のたばこにつきましても、禁煙の対象と認識をしております。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

再々質問をさせていただきます。

この辺からちょっとわけが分からなくなっていますので、よくお聞き願いたいなとは思
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っておりますけども、最後の再々質問と併せて、提案も幾らかさせていただきます。

まず、質問件名の２件目で、美馬市の防災のことについて触れているんですけれども、

質問要旨の③として災害時に備えたインフラ対策等はということで、災害が発生した後、

厳しい状況が続く中で、ＬＰガスは避難所や炊き出しの緊急用エネルギーとして災害に強

い分散型エネルギーであるということで、いろんな地域でそういうのを利用して今まで災

害が起こったところが助かっているという記事がよく出ております。そういう中で、補助

金対象になっている設備がいろいろあろうかと思います。例えば石油ガス災害バルブ設備

というようなＬＰガスを少し大きいタンクに入れて、備蓄していくというそういう形のも

のなんですけれども、そういうことを美馬市でもモデル地区みたいなのを作っていただい

て、そういう整備することも必要なことでないのかなとかそういう検討をしていただくよ

うなことはできないのかなという提案を一つして、見解をお伺いしたいと思っています。

災害が起こる確率の度合いによってこれはいろいろ判断が分かれるところだろうとは思

うんですけども、そういったことが補助金で結構してくれてできるようなことがあるとい

うことをちらっとネットで見ていますので、そういうことも一つのことで考えていただけ

ればいいのかなと思っております。

それと、話はちょっと前後するのですけれども、大嘗祭のことで情報とかそういうのを

後世に残すようにいろいろこれからされるということだったと思うんですけども、皆さん

ご存知のように政教分離の分でいろいろ問題を、きわどい線でいったりしとんでなかろう

かとは私は多少思うとるところがあります。今、国の重要伝統文化財という形で三木家、

指定されていますけれども、それは建造物なんですね。大嘗祭云々のことについての、無

形文化財とか、そういう形で指定されたり、そういうことはしてないんですね。その行為

自体は、秋篠宮殿下もおっしゃっておるように政教色が強いことではあります。そういっ

たところで、いろんなところでのかかわり合い方というのか、接し方については、私が言

うよりももっと敏感にいろんなことを研究されてやっていると思うんですけども、そうい

ったところを気をつけていってほしいなという私の所管でございます。

それと、喫煙のことで言わせてもらったら、昨年の９月からも同じなんですけれども、

学校に敷地内禁煙になっていますけれども、看板を立てとるとか張り紙をどっかにしとる

とかいう話がよく出ます。昨日、おとといも各学校を私、回って全部写真は撮ってきまし

た。なかなか出入り口に看板を出して立てているところというのは少ないのでございます。

そういったところの分に、先も大分前の一般質問の中でいじめに対してすごい目を配って

というようなことをおっしゃっていましたけども、喫煙も受動喫煙でそういう被害を受け

られたりすることが多々あります。そういったところで、これは光山教育長の時代から私

は言っているんですけれども、話がなかなか合わんで、素通りになっていますけれども。

しっかり外から入ってくる人に対してちゃんと意思表示をしてほしいというのが私のいつ

も思っているところです。災害で、訓練をする時でも校内に入った時から訓練をしとるよ

うな感じを見受けられます。入り口が、学校は沢山ありますので、そういったところには

閉門する時なんかはちゃんとロープをしたりしてほしいのもありますし、喫煙のところも

ちゃんと中のほうに入っていかんと分からないとかいうようなことではなくて、まずその
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学校に入っているところの正面玄関あるいは裏門でも、そういったところにちゃんと表示

してほしいなと思っています。多くのところは、自動車の入らないようにとか駐車しない

でくださいとか、そういう看板はよく目立ちます。それから、犬のふんは始末してくださ

いとか、そういったことは結構頻繁に学校側は看板を立てております。だけど今言う、受

動喫煙のところで、そういう看板を出しているとこれはまだまだ私の見た限りでは少ない

ように思います。そういったところをちゃんとみんなの目で決めて取り組んでいただきた

いと思います。

ちょっとばたばたしとって、話がまとまらないところもあるんですけれども、一応、そ

ういったことで再々問に変えさせてもらいたいと思うんですけれど、何か所感があれば言

っていただいたら結構なんですけれども、これをもちまして今回の一般質問においての

再々問、全て質問を終わりたいと思います。

いつも最後に言っていますけれども、真摯に向き合って答弁にご回答いただきました皆

様には、厚く御礼を申し上げます。そういったことで終えますけども、何か意見があれば、

言っていただきたいと思うんですけれども。

以上で終わります。

◎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）

災害時に備えたインフラ対策についての再問にお答えいたします。

南海トラフ巨大地震を始め、大規模災害発生時に避難所等における燃料の確保は重要で

あると認識しております。

議員ご提案の燃料確保につきましては、これまでの地震におきましても被災者への温か

い食事を提供するためにＬＰガスが迅速に調達できたことから、本市におきましては徳島

県ＬＰガス協会美馬地区会と災害時における応急生活物資の供給に関する協定書を締結し

ているところでございます。本市の指定避難所には、移動式炊飯釜を備蓄しており、発災

時には、ＬＰガス協会から優先的にＬＰガスの供給を受けられることとなっております。

更には、協定に基づき、毎年、美馬市民地域防災訓練においてＬＰガス協会と連携して炊

き出し訓練を実施しているところでございます。

今後とも南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害発生時における燃料確保について

関係団体とも連携して、円滑に調達にできるよう努めてまいります。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、通告による一般質問は終わりました。これをもって一般質問を終結いたします。

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 午後１時４０分
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再開 午後１時５０分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

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、併せて３１件を一括して、議題

といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、この発言を許可いたします。

議席番号６番、中川重文議員。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

ただいま議長より、議案質疑の発言許可をいただきましたので、先程の一般質問に続き

まして、貴重な時間をお借りしますが、今回は、私にとって平成の年においての最後の通

告議案質疑をさせていただくことになりました。

議案質疑は時々させていただいていますが、ある意味、一般質問以上にいつも緊張感を

持って臨んでおります。そのようなこともあってか、分かっているようで逆に市民の方々

に問いかけられますと、十分に理事者の皆さんから説明していただいたことが同じように

うまく説明できないことが多々あります。でありますから、私は市民の方々により正確に

理解していただくことをいつも視点において議案質疑をさせていただいていますので、理

事者の皆さんには私を含めて市民目線に立った優しい言葉で分かりやすく説明をよろしく

お願いしたい旨を、冒頭要望しておきます。

通告の議案名は、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算関連内の地域情報ネ

ットワークシステム更新事業についてであります。

総事業費は、約７億円にのぼっているようでありますが、質疑の要旨としましては、ま

ず１点目、公共施設の老朽化対策等として、新規事業の名のもと、地域情報ネットワーク

システムの更新事業がいつのころから、どのような理由で検討され、このような事業に至

ったのか、経緯を詳細にご教授願いたいと思いますので、ご答弁の程をよろしくお願いい

たします。

次に、２点目として、総事業費約７億円にものぼる各事業の内容、また事業費の根拠と

財源の内訳の詳細についてもご教授願いたいので、ご答弁の程をよろしくお願いします。

最後の３点目として、２年間を要する本事業の実施計画は、現在どのように計画されて

いるのでしょうか。ご教授願いたいので、ご答弁の程をよろしくお願いします。
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以上、３点について議案質疑をします。ご答弁の内容により、再質疑をさせていただき

ます。よろしくお願いします。

◎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）

中川議員から議案質疑でございますが、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予

算のうち、地域情報ネットワークシステム更新事業について、順次お答えいたします。

まず、事業に至った経緯についてのご質問でございますが、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ＮＥＣ社製の通信機器が

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います。これは、旧脇町庁舎が昭和５５年度に建築されており、耐

震性が確保できていないことから、脇町サブセンターを改修後の旧脇町老人福祉センター

に移設するものでございます。

次に、事業費の根拠と内訳についてのご質問でございますが、事業費につきましては、

電気通信事業者から見積もりを徴取し、それに基づきまして算定しております。また、地

区別の内訳といたしましては、まず通信機器等の更新委託料では穴吹地区が１億４３４万

９,０００円。木屋平地区が２,６７８万５,０００円。そして脇町地区が１億４,８４９万

１,０００円となっております。このうち穴吹地区の一部と脇町地区の更新作業は、平成

３２年度に実施する予定としており、それぞれ穴吹地区事業で５,９７７万５,０００円、

脇町地区の事業で１億４,８４９万１,０００円の合計２億８２６万６,０００円は債務負

担行為を設定させていただいております。

次に、通信機器等の備品購入費では、穴吹地区が２億７,０２３万４,０００円。木屋平

地区が５,８８２万７,０００円。そして、脇町地区が８,７３８万６,０００円となってお

ります。なお、平成３１年度事業分の財源内訳につきましては、過疎債を４億８,７８０

万円、一般財源を６,０００円としております。

続いて、事業計画についてのご質問ですが、この事業は２カ年で実施することとしてお

り、まず１年目の平成３１年度は、３地区に必要な通信機器等の備品を購入し、その後、

木屋平地区及び穴吹地区の情報センター等及び各家庭に設置している通信機器の更新を実

施いたします。しかしながら、穴吹地区につきましては、対象世帯数が多いため大部分は

平成３２年度において更新を実施いたします。

次に、２年目の平成３２年度は、先程申し上げた穴吹地区の残りの通信機器の更新のほ

か、脇町地区の脇町サブセンターを大規模改修が終了した後の旧脇町老人福祉センターに
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移設する作業を行います。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

再質疑をさせていただきます。各ご答弁ありがとうございました。

基本的なことについて、理解が少し深まったところでございますが、再質疑といいます

か、補足説明の要望をさせていただきますので、よろしくお願いします。

１点目として、地域情報ネットワークシステムの更新事業が、いつのころから、どのよ

うな理由で検討され、このような事業に至ったのか、経緯を詳細にお尋ねしましたが、特

に脇町地区においてのサブセンターは、昨年の１２月議会で私が代表質問した時の回答は、

脇町老人福祉センターに移転を予定していますとのことでありました。更に、この３月議

会の予算の概要を資料においても、脇町地区サブセンターについては、耐震性が確認でき

ていない旧脇町庁舎から旧脇町老人福祉センターへ移転しますと説明されております。今

まで移転しますとしか説明されていないのであります。どこにも脇町サブセンターのＯＬ

Ｔの機器を新規購入して設置すると説明されていないのではないでしょうか。それが、補

足説明資料の資料３において突如、事業費２億３,５８７万７,０００円で購入、設置しま

すと説明されています。この辺りの方針変更の経緯を聞き漏らしていると思いますので、

再度、お尋ねします。

次に、２点目として、購入機器についてＯＬＴとＯＮＵについて、もう少し素人にも分

かるようにご教授願います。例えば、機器そのものの用途や機能、寿命等、また新規購入

先のメーカー先はどこかとか、そういったことでございます。更に、脇町、穴吹、木屋平

地区のＯＬＴ、ＯＮＵの購入代数内訳はどのようになっているのかも併せて教えていただ

きたいと思います。

続いて、３点目、説明の中で穴吹地区、木屋平地区のＯＬＴ及びＯＮＵは、現状、ＮＥ

Ｃ社製で平成２９年に販売終了となっており、故障対応が難しくなっているとこのことで

ございますが、今までの故障内容や故障台数とか、どのくらいの頻度であるのかを把握さ

れているのでしょうか。また、詳しくは存じませんが、製造物責任者責任法、ＰＬ法では、

製造物を引き渡してから１０年間は部品を供給する責任があるとも聞き及びますが、故障

機器に遭遇された方に対する対応は、この事業が終了するまでどのように対応されるのか

をご教授願いたいと思います。

以上、３点について、再質疑をしますので、よろしくご答弁の程をお願いします。ご答

弁内容により、再々質疑をさせていただきます。

◎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）
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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）

中川議員の再問に、順次お答えいたします。

まず、脇町サービスセンターのＯＬＴが新規購入となっている経緯についてでございま

すが、脇町サブセンターは、旧脇町庁舎から旧脇町老人福祉センターに移設を予定してお

りますが、通信機器等につきましては、新規に購入し、設置いたします。これは、現在、

旧脇町庁舎にあります通信機器等をそのまま旧脇町老人福祉センターに移しますと、脇町

地区のケーブルテレビ、音声告知放送などのサービスが約２週間停止してしまうことなど

によるものでございます。

次に、通信機器のＯＬＴ及びＯＮＵについての再問でございますが、まずＯＬＴにつき

ましては、情報センターやサブセンターに設置されている通信機器で、機能としましては、

電気信号を光信号に変換し、地区内の各家庭に電送等するものでございます。次に、ＯＮ

Ｕにつきましては、各家庭に設置されている通信機器で、機能といたしましては情報セン

ターやサブセンターから送られてくる光信号を電気信号に変換等するものでございます。

また、これらの通信機器の耐用年数はおおむね１０年でございます。なお、今回の事業で

新規に購入を予定しております通信機器のメーカーは三菱電機株式会社でございます。

次に、ＯＬＴ及びＯＮＵの購入代数についての再問でございますが、まずＯＬＴの購入

予定台数は穴吹情報センターで３台、木屋平サブセンターで１台、脇町サブセンターで６

台でございます。次に、ＯＮＵの購入予定台数は穴吹地区で約２,５００台、木屋平地区

で約５００台でございます。

次に、ＯＬＴ及びＯＮＵの故障内容や故障台数についての再問でございますが、まずＯ

ＬＴ及びＯＮＵの故障内容としましては、落雷や件年劣化等による故障となっております。

また、穴吹地区及び木屋平地区の平成２９年度の故障台数はＯＬＴが３台、ＯＮＵは１２

台でございました。

次に、この事業が終了するまでの故障機器の対応についての再問でございますが、事業

終了までは在庫で対応したいと考えております。

◎６番（中川重文議員）

６番、中川。

◎議長（川西 仁議員）

６番、中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

再々質疑をさせていただきます。

一つ分からないことがあるんですけども、脇町のサブセンターというのは、元々壊すも

のだったんですかね。以前、福祉センターを壊すと言うた時には脇町のものは残すんでな

かったかと私が記憶しとんですけども、そこのところの経緯の説明というか、詳細にと言

うたのは、そこら辺を知りたかったから尋ねたんですけども。今、脇町の福祉センターが
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耐震して残るから、もう脇町のほうは潰してそこの中の機器も全部潰してしまって、福祉

センターのほうに新規導入するという形のほうに、そういう話がいつ移ったんかなという

のが私の記憶の中でないので、そこら辺の説明をしていただきたかったんですけども、そ

こを１点、お願いしたいなと思っています。

それと、再々質疑の中では、最後の質疑なんですけども、２点のみ市民目線に立った質

疑を簡単にさせていただきます。

１点目としては、事業は地域情報ネットワークシステム化されていますが、美馬地区に

おけるこの議案に対する関係予算は、ゼロなんでしょうか。発生しないのかどうかを。ネ

ットワークでつながっていますので、そういうことはないということの理解でよろしいで

しょうか。

それと２点目として、この事業においてＯＬＴ及びＯＮＵなどの産業廃棄物が発生しそ

うですが、処理費用とかそういうのは計上、予算の中に含まれているのでしょうか。含ま

れているんだったらどれぐらいかなということをお聞きしたいなと思っています。

先程、一番最初に言うたその経緯の分を含めて３点程お聞きして、この議案質疑を終え

たいと思うんですけども、あとは、更なる詳細については付託委員会に委ねることとして

おりますので、先程の３点だけお伺いしたいなと思っています。

以上で、議案質疑を終えたいと思います。挨拶は後先になりますが、ご答弁していただ

いた方にはお礼を申し上げます。ありがとうございました。最後のご答弁、よろしくお願

いします。

◎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）

中川議員からの再々問に、順次、お答えいたします。

まず、美馬地区における予算についてのご質問でございますが、今回の予算には美馬地

区は含まれておりません。

次に、産業廃棄物の処理費についてのご質問でございますが、産業廃棄物の処理費は予

算などに含まれており、約４３万円を見込んでおります。

最後に、旧脇町庁舎につきましては、公共施設等総合管理計画により、除却することと

しておりますので、そのようになっております。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、通告による質疑は終わりました。これをもって質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第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、併せて３１



－１２２－

件を、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元にご配付の審議付託表のとおり、各

常任委員会に付託をさせていただきます。

次に、日程第４、議案第４２号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。

本件につきましては、本日市長より提出されたものでございます。

この件につきまして、提案理由の説明を求めます。

◎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）

それでは、ただいま上程をいただきました議案第４２号、工事請負契約の締結について、

ご説明を申し上げます。

この案件は、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に伏すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定によりまして、工事請負契約締結の議決をお願

いするものであります。

契約の目的は、旧脇町老人福祉センター耐震大規模改修工事でございます。契約の金額

は２億４,７９６万８,０００円。契約の相手先は株式会社北岡組代表取締役、北岡眞文様。

契約の方法は一般競争入札でございます。この件につきましては、去る２月２５日に入札

を執行し、２月２７日に仮契約の締結を行っているところでございます。当施設は、来年

４月からの開館を目途に、工期を平成３２年２月２８日までと予定をしておりますことか

ら、できるだけ早い完成を目指したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ、質疑の通告がございません。質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第４２号につきましては、会議規則第３７条第１項

の規定により、お手元にご配付の審議付託表その２のとおり、総務常任委員会に付託をさ

せていただきます。

以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

次に、休会についてお諮りいたします。明日８日から１９日までの１２日間は委員会審

査及び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。
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よって、明日８日から１９日までの１２日間は休会とすることと決しました。

なお、１２日の産業常任委員会、１３日の福祉文教常任委員会、１５日の総務常任委員

会の各常任委員会への付託案件等のご審議を、よろしくお願いをいたします。

次回は３月２０日午前１０時から再開をし、委員長報告に引き続き質疑、討論、採決で

あります。よろしくお願いをいたしたいと思います。

本日はこれをもって散会といたしたいと思います。

散会 午後２時１６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３月７日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １２番

会議録署名議員 １３番

会議録署名議員 １４番


