
－１２５－

平成３１年３月美馬市議会定例会議事日程（第４号）

平成３１年３月２０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 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議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部改正について

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

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
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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

議案第４２号 工事請負契約の締結について

日程第 ３ 報告第 ４号 市長専決処分の報告について

日程第 ４ 発議第 １号 美馬市議会の議員報酬等の特例に関する条例の制定について

発議第 ２号 美馬市議会委員会条例の一部改正について

日程第 ５ 開会中の継続調査について

日程第 ６ 職員派遣の件について
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平成３１年３月美馬市議会定例会会議録（第４号）

◎ 招集年月日 平成３１年３月２０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。

１６番 谷 明美 議員

１７番 前田 良平 議員

１８番 武田 保幸 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数は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

を開かせていただきます。

まず、諸般の報告を行います。

市長より、報告第４号、市長専決処分の報告についてが提出をされておりますので、後

程、報告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。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、１６番 谷明美議員、１７番 前田良平議員、１８番 武田保幸議員を指名

させていただきますのでよろしくお願いをいたします。

次に、日程第２、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１

５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）、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件及び議案第４２号、工事請

負契約の締結についての併せて３２件を一括し、議題といたします。

この件につきましては、所管の常任委員会に付託しておりましたので、各委員長の報告

を求めます。

開催順にお願いをいたしたいと思います。

まず初めに、産業常任委員会委員長、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番。

◎議長（川西 仁議員）

１４番、原政義議員。

［１４番 原 政義議員 登壇］

◎１４番（原 政義議員）

それでは、議長のご指名がございましたので、産業常任委員会の審査結果につきまして

ご報告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第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１２号、美馬市事業所等設置奨励条例の一部改正について及

び議案第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の条例案件３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）のうち所管分、議案第２０

号、平成３１年度美馬市一般会計予算のうち所管分、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

別会計予算及び議案第２８号、平成３１年度美馬市水道事業会計予算から議案第３０号、
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平成３１年度美馬市簡易水道事業会計予算までの予算案件７件、議案第３２号、市道路線

の認定についてから議案第３４号、債権の放棄についてまでのその他案件３件、以上の合

計１３件について審査のため、去る３月１２日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

付託されました議案の審査に当たり、詳細なる説明を求め、慎重に審査をいたしました

結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第２号、美馬市中小企業振興基本条例の制定についてでは、委員から「中小

企業の産業関係団体の中に中小企業診断士及び税理士は入っているのか。また、民間経営

者等の相談業務に的確に対応できるよう各団体などと連携して、着実にしっかりとした対

応をお願いしたい」との質疑、提言がありました。理事者からは、「市は徳島産業振興機

構と連携しており、産業関係団体として中小企業診断士は含まれていると認識している。

税理士については検討中である。今後は関係機関のご意見を伺いながら、できるだけ早い

時期に策定済みの産業振興ビジョンにおける実行性のある行動計画を策定し、展開してい

きたい。現在、徳島産業振興機構、信用保証協会とも連携協定を締結し、事業承継等の相

談業務の強化を図っており、今後も中小企業の支援に積極的に取り組んでいく」との答弁

がありました。

次に、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算のうち所管分中、総務費では、

「市内の防犯灯のＬＥＤ化の進捗率は。また、蛍光灯と比べ、電気代の差とその寿命は」

との質疑がありました。理事者からは、「現在、３,５９１基のうち１,５４６基、約４

３％がＬＥＤ化できている。また、電気代は１基当たり年間２,１００円程のコスト削減

となっており、寿命については１０年ぐらいである」との答弁がありました。

次に、労働費では、委員から「Ｕターン就職者×地元中・高生交流事業委託料について、

その内容は。また、進め方は」との質疑がありました。理事者からは、「地元就職及びＵ

ターンを促進するため、現段階で誘致している企業などで、Ｕターン者と地元高校生との

交流事業を行っていただき、企業の理解を深めていただくものである。また、将来、中高

生に地元就職をしてもらえるよう、地元企業へのインターン研修により、実際の地元企業

を見ていただき、併せて意見交換会を開催するなどして進めていきたい」との答弁があり

ました。

次に、商工費では、委員から「うだつの町並み空き家活用モデル実践事業委託料につい

て、その内容と委託先は。また、うだつの町並み周辺古民家等活用支援事業補助金の内容

は」との質疑がありました。理事者からは、「まず、うだつの町並み空き家活用モデル実

践事業委託料については、地方創生交付金を活用し、うだつの町並み周辺での空き家、空

き店舗で飲食店等を開業する際、著名なシェフなどから運営、調理などの指導、カリキュ

ラム作成などの支援を行っていただく事業である。委託先については、プロポーザル方式

等において適切な事業所に業務委託をする。続いて、うだつの町並み周辺古民家等活用支

援事業補助金については、うだつの町並みの空き家、古民家２棟の改修費用の一部を補助

するものである。現在、地域住民、行政、各事業者、金融機関等で組織するうだつの町並
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み再生協議会での提言を受け、これまでに『脇町うだつの上がる町並み開発コンセプト』

を策定している。これに基づき総務省所管の『ローカル１０,０００プロジェクト（地域

経済循環創造事業）』を活用し、民間活力による古民家の改修を行う。事業費は１億５,０

００万円、そのうち３分の１の５,０００万円が公費負担で、その財源内訳は、国が３分

の２、市が３分の１となっている。なお、改修については、うだつの町並みが重要伝統的

建造物群保存地区であるため、美馬市景観条例に基づき、適切に実施する」との答弁があ

りました。

次に、土木費では、委員から「地域生活基盤施設整備工事設計委託料の内容は」との質

疑がありました。理事者からは、「美馬町、段の塚穴をつないでいる外周の遊歩道が老朽

化しており、本年度においては、工事設計委託料を予算化するものである」との答弁があ

りました。

また、当委員会は、調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申

出書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

次に、福祉文教常任委員会委員長、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）

議長のご指名がございましたので、福祉文教常任委員会の審査結果につきまして、ご報

告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第１０号、美馬市災害弔慰金の支

給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及び議案第１５号、美馬市美馬福祉センタ

ー設置条例の廃止についての条例案件３件、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計

予算のうち所管分及び議案第２２号、平成３１年度美馬市国民健康保険特別会計予算から

議案第２４号、平成３１年度美馬市介護保険特別会計予算までの予算案件４件、以上の合

計７件について審査のため、去る３月１３日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

付託されました議案の審査に当たり、詳細なる説明を求め、慎重に審査をいたしました

結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第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では、

委員から「災害援護資金の貸し付けに関する限度額など、その詳細は」と質疑がありまし
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た。理事者からは、「災害被災後に生活を立て直すための災害援護資金の貸付限度額は、

世帯主の１カ月以上の負傷や家財の３分の１以上の損害、また住居の半壊や全壊など様々

な条件を合わせて上限額が３５０万円である。また、貸し付けに際して対象となる災害は、

都道府県内で災害援助法が適用された市町村が一つ以上ある自然災害の場合などの条件が

あることや世帯員の人数により所得制限がある」との答弁がございました。

次に、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算のうち所管分中、民生費では、

「家庭児童相談員報酬に関連して、現在、児童虐待が全国的な問題となっているが、本市

の家庭児童相談員と県の機関である児童相談所がより連携を強化していくことはできない

のか」と委員から質問がありました。理事者からは、「現在、学校、市、警察及び児童相

談所などが連携し、要保護児童対策地域協議会を構成する中で、個別の案件等についての

協議・検討や、共同して家庭に訪問するなどの対応を行っている。児童虐待は全国的にも

件数が増加しており、今後、こうした事案の増加や複雑化が予想されるため、児童相談所

との連携をより蜜にしていけるようお願いしていきたい」との答弁がありました。

同じく議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算のうち所管分中、教育費では、

「小学校英語教育に関して、国の新指導要領で定められた平成３２年度から実施予定の英

語活動及び英語教育の時間数を本市では先行的に平成３０年度から実施しているが、教育

現場においてどのような成果が出てきているのか」と委員から質問がありました。理事者

からは、「児童及び教員を対象に本年度実施したアンケート結果では、児童からは『非常

に楽しく英語に取り組めている』という回答が、また、教員からは『成果が現れている』

という回答が目立った。また、ＡＬＴや教材から本物の英語を学ぶ中で、例えば児童が日

本式の単語の発音の間違いを指摘するといった事例があったことなど、発音を聞き分ける

確かな力が身についてきていることや自分の思いを抵抗感なく述べることができているこ

となど、確実に成果は出ている」との答弁がございました。

続いて、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中、直診勘定に

ついて、委員から「人口減少問題がある中で、木屋平診療所など僻地医療の施設整備を今

後どのように考えているのか」との質疑がございました。理事者からは、「僻地医療とし

て最低限の施設整備は必要であるため、診療所の備品整備についても耐用年数等も考慮し

ながら計画的に更新していく。また、診療所の大きな役目としては、慢性疾患の改善やが

んの早期発見などであり、今後も継続して地域医療、僻地医療に努めていきたい」との答

弁がございました。

また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。

以上で、福祉文教常任委員会の委員長報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

次に、総務常任委員会委員長、谷明美議員。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。
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◎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）

議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果を報告いたします。

本委員会は、今期定例会において付託されました、議案第１号、美馬市森林環境基金条

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

ついてから議案第９号、美馬市税条例の一部改正についてまで及び議案第１４号、美馬市

火災予防条例の一部改正についての条例案件９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）のうち所管分、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予

算のうち所管分、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

算及び議案第２７号、平成３１年度美馬市下水道事業会計予算までの予算案件４件、議案

第３１号、過疎地域自立促進計画の変更について及び議案第４２号、工事請負契約の締結

についてのその他案件２件、以上１５議案について、審査のため、去る３月１５日に委員

会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

付託されました議案審査に当たり、詳細なる説明を求め、慎重なる審査の結果、原案の

とおり可決すべきものと決しました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第１号、美馬市森林環境基金条例の制定についてでは、委員から「当該基金

に関する運用使途などのその詳細は」との質疑がありました。理事者からは、「平成３１

年度に国から森林環境譲与税が新設され、本市は２,４４６万３,０００円の交付見込みに

対して、森林経営管理事業負担金として２,０６９万７,０００円を負担し、その差し引き

金額３７６万６,０００円を本年度基金積み立てする予定である。その運用使途としては、

森林所有者に対する意向調査や森林経営管理法関連の業務のほか、森林境界の明確化の事

業を実施することとしている。また、この森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の

確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければ

ならないとされている。このことから、３１年度以降、各年度における執行残余額につい

ては、森林環境基金を設置し、今後そういった事業に使用していく」との答弁がありまし

た。

次に、議案第１７号、美馬市一般会計補正予算のうち所管分中、消防費では、備品購入

費の中で「消防団救助能力向上資機材緊急整備事業の内容はどのようなものか」と委員か

ら質疑ありました。理事者からは、「国の救助能力向上資機材緊急整備事業の補助金と一

般財源により、美馬市消防団の救助資機材として、ＡＥＤ１８台、エンジンカッター３６

台、チェーンソー７２台を購入し、全消防団に配備する予定である」との答弁がありまし

た。

続いて、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算のうち所管分中、防犯対策で

は、「防犯カメラ機器保守点検委託料はどのようなものか」と委員から質疑がありました。
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理事者からは、「吉野川の穴吹ふれあい橋の南詰と北詰に１カ所ずつ、それと美馬小学校

と中学校が共有している校門に防犯カメラを設置しているが、その防犯カメラの保守点検

の費用である」との答弁がありました。

同じく、衛生費の中で、「じんかい処理費が増加しているがどのような内容であるか。

また、今後の施設の修繕の計画について市の考え方は」と委員から質疑がありました。理

事者からは、「美馬環境整備組合負担金の焼却処理設備整備事業で、熱交換器を改修する

ものである。できるだけ年度に偏った支出をしないような均等な予算配分で設備の延命処

置を図る中で修繕を行うように組合と協議している」との答弁がありました。

また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出

書を提出いたしました。

以上で、総務常任委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。

これより、ただいまの各常任委員会委員長の報告に対します質疑に入ります。

ただいまのところ、質疑の通告がございませんので、質疑なしと認めます。委員長報告

に対する質疑を終結させていただきます。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ、討論の通告がございませんので、討論なしと認め、討論を終結させ

ていただきます。

これより、採決いたします。

まず議案第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件を一括し、採決いたします。

議案第１号から議案第１５号までの１５件については、委員長報告はいずれも原案可決

でございます。

お諮りいたします。議案第１号から議案第１５号までの１５件については、各委員長報

告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第１５号までの１５件につきまして

は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１７号、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第６号）について、採決

いたします。

議案第１７号については、各常任委員会委員長報告につきましては、いずれも原案可決

であります。

お諮りいたします。議案第１７号については、各委員長報告のとおり決することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１７号については、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２０号、平成３１年度美馬市一般会計予算について採決をいたします。

議案第２０号については、各常任委員会委員長報告はいずれも原案可決であります。

お諮りいたします。議案第２０号については、各委員長報告のとおり決することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって議案第２０号については、原案のとおり可決をされました。

次に、議案第２１号、平成３１年度美馬市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算から、

議案第３０号、平成３１年度美馬市簡易水道事業会計予算までの１０件を一括し、採決い

たします。

議案第２１号から議案第３０号までの１０件につきましては、各委員長報告におきまし

ては、原案可決であります。

お諮りいたします。議案第２１号から議案第３０号までの１０件については各委員長報

告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第３０号までの１０件につきまし

ては、原案のとおり可決をされました。

次に、議案第３１号、過疎地域自立促進計画の変更についてから議案第３４号、債権の

放棄についてまでの４件及び議案第４２号、工事請負契約の締結についての併せて５件を

一括し、採決いたします。

議案第３１号から議案第３４号までの４件及び議案第４２号については、各委員長報告

はいずれも原案可決でございます。

お諮りいたします。議案第３１号から議案第３４号までの４件及び議案第４２号につい

ては各委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３１号から議案第３４号までの４件及び議案第４

２号につきましては、原案のとおり可決されました。

次に、日程第３、報告第４号、市長専決処分の報告についてを議題とさせていただきま

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、

報告を求めます。

美来創生局、前川局長。

［美来創生局長 前川正弘君 登壇］

◎美来創生局長（前川正弘君）
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私からは、報告第４号、市長専決処分の報告についてご説明申し上げます。

お手元の平成３１年美馬市議会議案（追加その２）の３ページをお開きください。

市長の専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市

長の専決処分事項に関する条例本則第１号の規定により、本年３月１３日に専決処分をい

たしましたので、同法１８０条第２項の規定により議会に報告するものでございます。

議案書の４ページをごらんください。

専決第４号の専決処分書につきましては、公用車による交通事故に係る損害賠償の額の

決定及び和解することにつきまして、次のとおり専決処分をしたものでございます。

相手方は美馬市在住者で、事故の概要につきましては、昨年１２月５日午前９時５５分

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

進入したところ、当該県道を走行中の相手方の車両と接触し、双方の車両が破損するとと

もに相手方が負傷したもので、この負傷額における損害賠償の額は１４万７,１９４円で

ございます。

この案件は、２月２６日の定例会開会日におきまして、報告第２号、市長専決処分の報

告についてとして報告させていただいた案件に伴う治療費等の和解に関するものでござい

ます。

なお、損害賠償につきましては、自動車損害賠償責任保険で対応済みでございます。

以上のとおり報告しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で報告が終わりました。

次に、日程第４、発議第１号、美馬市議会の議員報酬等の特例に関する条例の制定につ

いて及び発議第２号、美馬市議会議員条例の一部改正についての２件を一括し、議題とい

たします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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）

ただいま議長のご指名がございましたので、提案理由のご説明をさせていただきます。

ただいま上程いただきました発議第１号、美馬市議会議員報酬等の特例に関する条例の

制定について、及び発議第２号、美馬市議会委員会条例の一部改正についてにおける提案

理由のご説明をさせていただきます。

本発議は、地方自治法第１０９条第６項及び美馬市議会会議規則第１４条第２項の規定

により、議会運営委員会発議として提出するものでございます。

まず、発議第１号、美馬市議会議員報酬等の特例に関する条例の制定について、ご説明
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させていただきます。

議員報酬等の支給については、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例で定められていますが、この条例では病気などの理由で本会議等を長期欠席した

場合や刑事事件で逮捕、勾留された場合でも議員報酬が全額支払われることになっていま

す。また、受けとった報酬を議員が自ら市へ返還することは公職選挙法が禁止する寄附行

為とされています。

このことから、欠席期間に応じ、議員報酬等を減額する旨及び刑事事件で逮捕、勾留さ

れた場合の支給停止を行う旨の条例を新たに制定したく、本提案とするものであります。

この条例は、病気などで欠席期間が９０日を越える場合に、その欠席する日数に応じ、

報酬等を減額することと、刑事事件で逮捕、勾留された場合は報酬等を支給停止とし、後

に有罪となれば不支給とするなどの内容となっており、議員の職責を果たせない場合又は

議会への市民の信頼に反し、議員としての責任を果たせない場合に当該議員の議員報酬及

び期末手当の支給に関し、特例とし、必要事項を定めるものでございます。

なお、詳細につきましては、条例案をごらんいただきたいと思います。

次に、発議第２号、美馬市議会委員会条例の一部改正についてご説明いたします。

この改正は、美来創生局が所管する分掌事務である穴吹認定こども園の建設事業が今年

度末で終了することに伴い、美馬市議会常任委員会における所管について、一部改正を行

うものでございます。

具体的には、福祉文教常任委員会の所管事項から美来創生局に関する事項を除く改正が

主なものとなっています。

詳細につきましては、議案書をごらんいただきたいと思います。

以上で、発議第１号及び発議第２号の提案理由の説明を終わらせていただきます。

ご審議をいただき、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で説明は終わりました。

お諮りいたします。

ただいまの発議第１号及び発議第２号の趣旨は簡明であります。よって、正規の手続を

省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。

お諮りいたします。発議第１号について、原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。

次に、発議第２号について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、発議第２号は、原案のとおり可決をされました。

次に、日程第５、閉会中の継続調査についてを議題とさせていただきます。

お手元にご配付をいたしておりますとおり、閉会中の継続調査について、申出書が提出

をされております。

お諮りいたします。継続調査については、各委員長の申出書のとおり、それぞれ閉会中

の継続調査に付することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、継続調査については各委員長の申出書のとおり、それぞ

れ閉会中の継続調査に付することに決することに決定をいたしました。

次に、日程第６、議員派遣の件についてを議題とさせていただきます。

お諮りいたします。地方自治法第１００条第１３項及び美馬市議会会議規則第１６７条

の規定により、お手元にご配付のとおり議員派遣することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、お手元にご配付のとおり議員派遣することに決定をいた

しました。

ただいま議決されました議員派遣に変更がありました場合の処置につきましては、議長

に委任をされたいと思います。

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は議了をいたしました。

閉会に当たり、市長よりご挨拶をいただきます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（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）

平成３１年３月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせて

いただきます。

本定例会も本日最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、市政各般にわたり、

終始熱心にご審議を賜り、提案をいたしました議案につきましては、全て原案のとおりご

可決をいただき、厚くお礼を申し上げます。

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

ては、十分に検討いたしまして、今後の市政運営に反映させてまいりたいと思っておりま

す。

さて、地域交流センターミライズのロゴについてでございますが、応募作品６５９件の

中から選定委員会におきまして選定をいただき、ミライズのロゴが決定をいたしました。
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決定をしたロゴは、愛媛県新居浜市在住の黒川潔さんが作成をいたしましたこちらの作

品であります。

この作品は、うだつの町並みをイメージしたミライズの特徴的な外観をデザインに取り

入れ、なおかつ施設内を構成する各種ハコをうまく組み合わせたシンプルでバランスのよ

いデザインであります。また、市章と同じカラーをロゴの文字に取り入れることでなじみ

があり、印象に残るロゴでございます。

今後、このロゴは、施設の看板やパンフレット、ホームページ等に活用いたしまして、

ミライズがより一層、市内外の数多くの人々に親しまれ、愛される施設となるように努め

てまいります。

次に、歴史的な皇位継承まで、残り１カ月余りとなりました。本市の木屋平地区は、こ

れまでも天皇即位後に行われる大嘗祭の際に、麁服（あらたえ）を調進してきた歴史がご

ざいます。こうした本市にも深いかかわりのある、正に歴史的転換点にあって、平成の次

の新しい時代に向かって、人口減少や少子高齢化など、本市が直面をする行政課題に果敢

に立ち向かい、今後とも「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」の実現に向

け、着実に歩みを進めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方の一層のお力添

えをお願い申し上げます。

次に、浅野誠一郎戦略監の退任についてであります。

浅野戦略監には、内閣府の地方創生人材支援制度を活用いたしまして、本市の常勤の特

別職職員として勤めていただきましたが、今月末日をもって、戦略監としての任期が満了

をいたします。

浅野戦略監には、民間企業で培われたその豊富な経験と知識で、美馬市版ＤＭＣである

美馬観光ビューローの設立などにご尽力をいただき、本市の観光全般のマネジャーとして、

その能力を十分に発揮していただきました。そして、２年間の任期の間、観光振興を通じ

て観光関連産業の振興による儲かる観光の実現に向けて、誠心誠意に取り組んでいただき

ましたことに、心から感謝とお礼を申し上げる次第であります。

今後は、健康には十分にご留意をいただき、ますますのご活躍をされますことをご祈念

申し上げます。大変お世話になりました。

結びとなりますが、日増しにうららかな春の陽気となってまいりますが、時節柄気温の

変化の大きい時期でございます。議員の皆様方におかれましては、くれぐれもご自愛をい

ただきまして、市政発展のために、一層のご活躍を賜りますようご祈念を申し上げまして、

閉会に際しましてのご挨拶とお礼にかえさせていただきます。

大変ありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、浅野戦略監より挨拶の申し出がありますので、これを許可させていただきます。

◎戦略監（浅野誠一郎君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

浅野戦略監。
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［戦略監 浅野誠一郎君 登壇］

◎戦略監（浅野誠一郎君）

退任に当たりまして、一言御礼とご挨拶を申し上げます。

２０１７年４月、国が所管いたします地方創生人材支援制度により、美馬市に赴任をい

たしまして、このたび２年間の任期を終え、出向元企業でございます東京海上日動火災保

険株式会社に戻ることとなりました。この間、議員各位、市民の皆様におかれましては、

多くの心温まるご指導、ご助言を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、

行政経験のない私をこれまでお引き立ていただきました美馬市職員の皆様にも厚く御礼を

申し上げます。

私自身は、２６年間、一民間企業人としての経験しかございませんでしたが、地方勤務

を多く経験する中、地域の抱える課題を目の当たりにして地方創生という言葉を強く意識

するに至りました。２０１７年、地方創生人材支援制度による人材登用の打診を受けた際、

地方創生に実際に携われる喜びを感じるとともに、期待に胸を膨らませたことを昨日のこ

とのように思い出すところでございます。

本制度では、１００人を超える派遣者と受け入れ自治体が存在するわけでございますが、

その中から関係者のご尽力によりまして美馬市と私とをつないでいただきましたこのご縁

に感謝するとともに、今後もこの縁を大切にしてまいりたいと思います。

今後は、この２年間の貴重な経験を生かし、一市民として積極的に地方創生にかかわり、

本市観光行政においても目指してまいりました民間活力を自身が体現することで地方創生

の一翼を担ってまいりたいと思います。

また、今後も美馬市との関係を持ち続けてまいりたいと思いますので、議員各位におか

れましては、今後ともご指導、ご鞭撻の程を何とぞお願い申し上げます。

結びとなりますが、議員各位並びに市民の皆様のますますのご健勝、ご多幸そして美来

創生のまち美馬市、一歩先の確かな未来の実現を心より祈念をいたしまして、退任のお礼、

ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

平成３１年３月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただき

たいと思います。

議員各位におかれましては、去る２月２６日の開会以来、本日までの２３日間にわたり、

終始ご熱心にご審議を賜り、全ての案件を議了いただきましたことを心より厚く御礼を申

し上げます。

また、市長を始め、理事者各位におかれましては、審査過程におきまして議員各位から

表明をされました意見等、要望を今後の市政繁栄に十分、反映をさせていただきたい、こ

のように思うところでございます。また閉会中におきましても、各委員会の継続調査が予

定をされております。皆様方におかれましては、市政発展のため、ますますご活躍を賜り

ますよう、心よりご祈念申し上げる次第でございます。

ただいま挨拶をいただきました浅野戦略監におきましては、平成２９年４月より２年間、
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美馬市戦略監といたしまして、美馬市発展のためご尽力をいただきました。特に本市の観

光行政につきましては、グローバルな視点から様々な問題点について職責を果たされ、美

馬市観光行政ビジョンの策定や美馬市版ＤＭＣの設立など大きな実績を残されたように思

います。今後とも美馬市とのかかわりを持っていただきますよう、お願いをするとともに

更なるご活躍をお祈り申し上げる次第でございます。

また、今年度をもって退職をされる理事者の方々におかれましても、これまでのご活躍

とご尽力に対しまして、改めて敬意を表する次第でございます。健康に留意をされ、今後

も美馬市と美馬市議会の発展のために、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、重ねてお願いを申

し上げる次第でございます。

結びに当たりまして、美馬市長を始め、職員各位の更なるご活躍、また美馬市の大いな

る発展と市民の皆さんのご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせていただ

きます。大変ありがとうございました。

これをもちまして、平成３１年３月美馬市議会定例会を閉会とさせていただきます。

閉会 午前１０時５１分



－１４２－

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２０日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １６番

会議録署名議員 １７番

会議録署名議員 １８番


