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令和元年６月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

令和元年６月６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 会期の決定について

日程第 ３ 議案第 １号 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について

議案第 ２号 美馬市地域交流センター条例の一部改正について

議案第 ３号 美馬市交流センター条例の一部改正について

議案第 ４号 美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

議案第 ５号 美馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について

議案第 ６号 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て

議案第 ７号 美馬市公会堂設置条例の一部改正について

議案第 ８号 美馬市火災予防条例の一部改正について

議案第 ９号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）

議案第１０号 令和元年美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第１１号 徳島県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第１２号 土地及び建物の取得について

議案第１３号 物品購入契約の締結について

議案第１４号 物品購入契約の締結について

日程第 ４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条例等の一

部改正について）

承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（美馬市国民健康保険

税条例の一部改正について）

承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（美馬市介護保険条例

の一部改正について）

承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

一般会計補正予算（第７号））

承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

国民健康保険特別会計補正予算（第４号））

承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市
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後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号））

承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

介護保険特別会計補正予算（第３号））

承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

公共下水道事業特別会計補正予算（第１号））

承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号））

承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））

承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市

小水力発電事業特別会計補正予算（第１号））

日程第 ５ 報告第 １号 平成３０年度美馬市繰越明許費繰越計算書

報告第 ２号 市長専決処分の報告について
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令和元年６月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和元年６月６日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 谷 明美 １７番 前田 良平 １８番 武田 保幸

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 七條 浩一

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 中川 貴志

経済建設部長 河野 功

水道部長 藤田 英雄

美来創生局長 前川 正弘

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 小野 洋介

木屋平総合支所長 佐古 真澄

会計管理者 山田富久治

企画総務部秘書課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画政策課長 小倉 進

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 大泉 勝嗣
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 西野 佳久

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。

１番 田中みさき 議員

２番 立道 美孝 議員

３番 藤野 克彦 議員
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開会 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

元年６月美馬市議会定例会を開会いたします。

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

ることといたします。

ただいまから本日の会議を開きます。

日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。議長諸般の報告といたしまして、主なも

のについてを報告させていただきます。

まず、３月２８日、美馬市立穴吹認定こども園の落成式が開催をされ、議員各位ととも

に出席をさせていただきました。

次に、４月９日、麁服調進播種式が開催をされ、議員各位とともに出席をさせていただ

きました。

次に、５月９日、令和元年度美馬市文化協会総会が開催をされまして、出席をさせてい

ただきました。

次に、５月２１日、第１５８回徳島県市議会議長会定期総会が徳島市で開催をされ、出

席をさせていただきました。

次に、５月２３日、第８１回四国市議会議長会定期総会が高松市で開催をされ、出席を

いたしました。

次に、５月２６日、令和元年度美馬市ＰＴＡ連合会総会が開催をされ、福祉文教常任委

員長とともに出席をさせていただきました。

次に、５月３１日、令和元年度美馬市戦没者追悼式が開催をされ、議員各位とともに出

席をさせていただきました。

次に、監査委員より平成３１年２月分から４月分までの例月出納検査についての報告が

提出をされております。

なお、ただいまの報告のそれぞれの関係書類につきましては、事務局に保管をしており

ますので、必要に応じてごらんいただきたいと思います。

以上で議長報告を終わります。

次に、議会運営委員長より閉会中の継続調査の報告を行います。

議会運営委員長、中川重文議員。

◎６番（中川重文議員）

６番。

◎議長（川西 仁議員）

中川重文議員。

［６番 中川重文議員 登壇］

◎６番（中川重文議員）

皆さん、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、行政視察の報告を議会運営委員会の委員長
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よりさせていただきます。

去る３月２７日に愛媛県西予市を訪問し、美馬市議会全体による行政視察を実施いたし

ました。この視察は、美馬市とつるぎ町で構成する一部事務組合である吉野川環境整備組

合が行っているし尿処理施設の移転に関し参考とするため、愛媛県西予市にある近代的な

同様施設である衛生センター、愛称「みずすまし」を視察すべく実施したものであります。

美馬市の吉野川環境整備組合のし尿処理施設は、従来、地元住民との間で移転すること

が決定しており、その移転先として、現在、下水処理施設がある穴吹浄化センター敷地内

が挙げられているところであります。移転先の周辺住民の皆さんからは、臭気の問題等が

危惧されているところと聞き及びます。議会として、同様の施設を実際に訪問して臭気に

ついて調査するとともに、施設の概要や建設に至るプロセスなどを伺いました。

愛媛県西予市の衛生センターは、周辺に約２５０戸の民家があり、平成２９年度に建設

されたそうであります。肱川がすぐ近くを流れており、穴吹浄化センターと似た環境にあ

りました。また、道の駅が近隣にあり、多くの観光客でにぎわっていました。

施設については、運搬車の搬入口から出口まで４段階の高速シャッターにより区切られ、

空気の浄化を行い、臭気については気にならない状況でありました。し尿や汚泥は微生物

による分解、活性炭によるろ過など、何段階もの過程を経て、透明、無害の水になった状

態で肱川へ放流されており、汚泥の固形物については助燃材として利活用しているとのこ

とでありました。

また、施設は清潔感があり、最新の設備で環境に配慮したし尿や汚泥の処理が行われて

いるという印象を持ちました。この視察を通して、美馬市においても吉野川環境整備組合

の施設移転を進めるに当たっては、美馬市地元住民の皆さんに対しましては、丁寧な説明

を重ね、運搬車の運行経路や周辺設備など課題解決を図り、地元住民の皆さんと協議を十

分行い、理解を得た上で事業の推進に取り組んでいただきたいと感じました。

以上、議会運営委員会の委員長より、行政視察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。

先ほどの議長報告の中で、「徳島県市議会議長会定期総会が徳島市で開催をされ」と私

のほうが報告をさせていただきましたが、三好市の誤りでございましたので訂正をさせて

いただきます。大変失礼をいたしました。

以上で諸般の報告を終わります。

これより、本日の日程に入ります。

本日の議事日程につきましては、お手元にご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、１番 田中みさき議員、２番 立道美孝議員、３番 藤野克彦議員を指名さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は５月３０日の議会運営委員会の決定のとおり、本

日から２８日までの２３日間といたしたいと思います。
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これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認め、本定例会の会期は本日から２８日までの２３日間とすることと決定を

させていただきます。

日程第３、議案第１号、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についてから議案第１４号、物品購入契約の締結についてまでの１４件を

一括し、議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

藤田市長。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆さん、おはようございます。

令和元年６月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては

大変お忙しい中ご出席をいただき、誠にありがとうございます。また、日ごろは市政発展

のため、ご支援、ご協力を賜っておりますことにつきましても、重ねて厚くお礼を申し上

げる次第であります。

さて、去る４月３０日をもって、明仁天皇陛下がご退位をされ、平成の時代が幕を閉じ

ることとなりました。

平成の時代は、文字どおり我が国日本にとって戦争のない平和な時代でありましたが、

一方で阪神・淡路大震災や東日本大震災など、自然災害に見舞われ、また、過去に経験の

ない少子化、高齢化による人口減少に直面することとなった時代でもございました。

本市におきましては、町村合併により美馬市が誕生するという、記念すべき節目の時代

でもございました。

そして、去る５月１日には、徳仁皇太子殿下が新たに天皇陛下としてご即位をされ、元

号も新しく令和となりました。

この新元号、令和は日本最古の歌集、万葉集から出典をされ、厳しい冬の寒さの後に春

の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花などを表現しており、人々が美しく心を寄せ合う中

で文化が生まれ育つという意味が込められているようでございます。

私といたしましても、令和に込められた思いと同じく、市民の皆様方お一人おひとりが

明日への希望とともに大きな花を咲かせ、美馬市がさらなる飛躍、発展するために、今後

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

まいります。

次に、日本遺産の認定についてであります。
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本市を含めた吉野川流域９市町が申請をした「藍のふるさと 阿波～日本中を染め上げ

た至高の青を訪ねて」が、去る５月２０日、文化庁の日本遺産に認定されました。

日本遺産は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーが認

定されたもので、平成２７年度から始まり、本年度の１６件を加えた累計８３件が認定を

受けております。

なお、過去に徳島県では四国４県の四国遍路が認定をされておりますが、本県単独の認

定といたしましては最初となるものであります。

また、本市を含む徳島県西部２市２町の急傾斜地農法であります、にし阿波の傾斜地農

耕システムが世界農業遺産に認定をされておりますが、今回の日本遺産とのダブル認定は、

県内市町村では唯一、本市だけであります。

今後は関係市町等と協議を重ねながら、国内だけではなく海外へも阿波藍を戦略的に発

信をしていくことにより、地域の活性化を図ってまいります。更に、一般社団法人美馬観

光ビューローと連携を図りまして観光誘客や地域ブランドの向上にもつなげてまいりたい

と考えております。

次に、プレミアム付き商品券発行事業についてであります。

本年１０月から予定をされております消費税率の引き上げに伴う負担軽減策として、プ

レミアム付き商品券を発行いたします。

対象となりますのは、所得の少ない方及び３歳未満の子どもがいる世帯で、増税による

消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的

としております。

購入・利用方法などについては随時広報みまなどで周知をいたしますが、対象者の皆様

方にとって利便性の高いものにしたいと考えております。

これらの関連予算を本定例会におきまして提案をさせていただいておりますので、ご理

解を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、吉野川浄園・し尿処理施設の移転事業についてであります。

この移転先につきましては、本年２月に穴吹浄化センター敷地内を候補地として選定を

し、周辺住民の皆様方と協議を行ってまいりましたが、先般５月２５日に開催をした説明

会におきまして、施設移転に向けての一定のご理解をいただくことができました。

今後は、吉野川環境整備組合におきまして、この事業を進めていく上で必要となる各種

計画や、基本設計などの策定を行い、その後、建設工事に取りかかる予定となりますが、

吉野川浄園の移転、整備につきましては、本市にとりましても最重要プロジェクトであり

ます。周辺住民の皆様方を始め、関係者の皆様方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ので、議員各位におかれまして

もご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

さて、本定例会には、令和元年度一般会計補正予算を始め、条例などの議案を提案させ

ていただいておりますが、提案理由をご説明申し上げます前に、当面する市政の課題と主

要施策につきましてご報告を申し上げ、議員各位を始め、市民の皆様方のご理解、ご協力

を賜りたいと存じます。
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最初に、地方創生「県西部の中核拠点」としての美馬市創生の実現であります。

去る５月１３日に、本市と市移住交流センターの業務を委託しておりますＮＰＯ法人空

き家コンシェルジュは、全日本不動産協会などの７団体と美馬市空き家等対策プラットホ

ームに関する協定書を締結いたしました。

これは行政、ＮＰＯ法人、専門団体等が相互連携を図り、空き家に関する専門的な知識

やノウハウを集結させ、様々な問題を抱える空き家の解決につなげていく体制を構築する

ものでございます。これにより、官民協働による空き家の流通促進、地域課題や流通阻害

要因の抽出、要因整理の円滑化、そして流通に係わる公平性・平等性などの確保が図れる

ものと考えております。

今後は、このプラットホームを十分に活用し、空き家の有効利用や流通を促進し、地域

の活性化を図るとともに移住・定住の促進につなげてまいります。

次に、未来へはばたく「市民の個性と能力が発揮できるまちづくり」であります。

去る４月２日に初めて入園式を実施いたしました穴吹認定こども園につきましては、今

年度ゼロ歳児から５歳児までの園児１３６名が通園をすることとなっており、新しく広々

とした園舎・園庭で毎日、元気いっぱい、伸び伸びと過ごしております。保護者の方々か

らは、全ての園児が日常的に触れ合える回廊型の保育室や、それぞれの年齢に応じた園庭

が整備をされるなど、園児たちが安心して遊べる環境が整っていると好評を得ております。

また、この認定こども園は、本市で３園目となる幼保連携型認定こども園として、ゼロ

歳児から５歳児までの一貫した教育・保育の提供はもとより、一時預かり事業の実施や認

定こども園をご利用できない方々を対象とした「にこにこ広場」を開設するなど、総合的

な子育て支援センター機能を併せ持つ施設でもございます。

今後とも質の高い教育・保育の一体的な提供と、地域における子育て支援の充実など、

よりよい施設運営を進めてまいります。

次に、未来を支える「いきいきと健やかに暮らせるまちづくり」であります。

健康増進の新たな取り組みとして、今年度から本格的に取り組むこととしております美

馬市版ＳＩＢ ヴォルティス・コンディショニング・プログラムは、動作評価に基づいた

トレーニング手法をマスターした徳島ヴォルティス所属のプロコーチによる運動プログラ

ムなどを行うことにより、姿勢の改善から健康づくりを進めるもので、まさに美と健康を

追求する取り組みでございます。

今年度から５年間で２０歳以上の１,８００人の市民の皆様方などを対象に実施するこ

ととしており、現在、パンフレットを全世帯に配布し、参加者を募集しているところであ

ります。

また、併せて、オープン型のウォーキングイベントを実施する団体を支援するとともに、

イベント参加者にはポイントを付与し、ポイント数に応じて抽選で景品を贈呈するという

ウェルネスパスポート事業も実施をいたします。是非多くの市民の皆様方にご参加をいた

だきまして、自身の運動習慣の定着化を図り、健康増進につなげていただきたいと考えて

おります。

次に、美馬市生涯活躍のまち構想についてであります。
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去る３月２２日、美馬市生涯活躍のまち構想に係る運営法人であります有限会社円満と

連携協定を締結いたしました。今後、運営法人は移住者用の住宅約２０戸を段階的に整備

をするとともに、脇町小星地区の遊休地で藍の栽培や加工、食べる藍の提供事業を実施す

ることとしております。

一方、本市が実施をいたします事業といたしましては、地域交流センターやお試し住宅

の整備を予定しております。

こうした事業実施に必要な用地取得につきまして、このたび、徳島県との合意に至りま

したことから、本定例会に土地及び建物の取得について契約案件を提案させて頂いており

ますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、未来を守る「安全・安心で環境にやさしいまちづくり」であります。

美馬市民地域防災訓練につきましては、平成２０年度から各小学校区を対象として毎年

実施をしておりましたが、本年度はこれを見直し、実践的で、より多くの市民の皆様方を

対象としたシェイクアウト訓練や避難所の開設、運営訓練を実施したいと考えております。

シェイクアウト訓練は、大地震に備えて、姿勢を低く、頭を守って、動かないの３つの

安全行動を実行することで、誰でも気軽に参加をできる一斉防災訓練のことでございます。

また、避難所の開設、運営訓練は、自助、共助の精神に基づき、地域防災組織等を中心

に避難所を開設し、自主運営を行っていくための訓練でございます。これにつきましては、

専門的なノウハウが必要となりますことから、その支援業務に係る経費につきまして、本

定例会において提案をさせて頂いておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上

げます。

こうした訓練を実施することにより、市民の皆様方が自らの命は自ら守る意識を持って、

自らの判断で避難行動をとれるようになるとともに、地域の連携強化を図り、地域の防災

力の更なる向上を目指してまいります。

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

ます。

最初に、６月に開駅一周年を迎えました道の駅みまの里についてでございます。

開駅後、地産地消の取り組みや本市の食、文化を発信するためのイベントなどを定期的

に行ったこともあり、産地直売所、農家レストランには、これまでに延べ２０万人の方々

にご来場いただき、売上につきましても総額約１億９,０００万円を計上しております。

開駅２年目となります本年は、来場者、売上ともに更に増加するよう、指定管理者とも連

携をし、必要な改善を図ってまいります。

また、道の駅の敷地内には、飲料水兼用耐震性貯水槽の設置が完了いたしましたが、地

域の防災拠点としてもしっかりと機能を果たせるよう、活用を進めてまいります。

次に、地域交流センターミライズの利用状況についてであります。

昨年５月全館オープンから１年が経過をいたしましたが、市民ホールではこけら落とし

公演としてのクラッシックコンサートを始め、映画上映やお笑い寄席など、幅広いジャン

ルのイベントが開催をされ、これまでに約２万４,０００人の皆様方に利用いただいたほ

か、各種「ハコ」につきましても、約２万６,０００人の皆様方にご利用いただいており
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ます。

また、美馬市立図書館につきましては、移転前の４倍となる約１３万６,０００人の皆

様方に来館をいただいており、子育て支援センターみらいについても、利用者から大変好

評をいただいているとお聞きをしております。

今後は、１年間の利用状況や、利用者からいただいたご意見をしっかりと分析をし、指

定管理者とも連携をいたしまして、更なる利便性の向上、サービスの充実を図るとともに、

施設を最大限有効活用できるよう努めてまいります。

次に、交流会館ブルーヴィラあなぶきについてであります。

昨年４月２０日にリニューアルオープンをし、１年が経過したところでございますが、

この間、ネット予約販売の導入や海外でのプロモーション活動の効果もあり、外国人宿泊

者数は前々年度と比較して約９倍の３９１人、宿泊者全体でも、同じく前々年度と比較し

て２.６％増の３,６２６人となっておりまして、観光客の滞在時間の延長につながってい

るものと考えております。

今後は、指定管理者とも連携を図り、伸び悩んでいる入浴者数の増加に向けた工夫を重

ねるとともに、高松～美馬ルートや、穴吹川～剣山ルートの観光周遊の中核的な施設とな

るよう取り組んでまいります。

次に、一般社団法人美馬観光ビューローについてであります。

設立から１年が経過をいたしましたが、この間、大手旅行会社に対する営業活動を行い、

新たに４９台の大型バス、１,８００人規模のツアーを誘致したほか、歴史・文化・景

観・人材を生かした体験メニューのコンテンツを７０個造成をし、大手ウェブ販売サイト

で販売するなど、これまでにない取り組みを始めました。

また、ドラマのロケ誘致や、吉田家住宅、脇町劇場オデオン座などでのマイクロイベン

ト、地域食材を活かした特産品の開発・販売などに取り組むことによりまして、指定管理

施設の売上が前年度と比較して１１.７％増加するなど、財政基盤の安定化が図られつつ

あります。

今後も観光客の増加を地域観光事業者の活性化につなげるため、そのかじ取り役として

の美馬観光ビューローの取り組みを支援してまいりたいと考えております。

それでは、上程をいただきました議案につきまして、ご説明を申し上げます。

最初に、議案第１号、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定についてであります。

この案件は、本年１０月から消費税の税率が８％から１０％に引き上げられることを受

けまして、本市の施設条例に規定する使用料などにつきまして、所要の改正を行うもので

ございます。

次に、議案第２号、美馬市地域交流センター条例の一部改正についてであります。

この案件は、先程申し上げました消費税の税率の引き上げに伴う使用料の変更及び利用

実態に基づく利用区分の変更など、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第３号、美馬市交流センター条例の一部改正についてであります。

この案件は、旧清水小学校を清水地域活動センターとして追加するなど、所要の改正を
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行うものであります。

次に、議案第４号、美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について及び議案第５号、美馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてであります。

この２議案につきましては、関係省令が改正をされたことに伴い、所要の改正を行うも

のであります。

次に、議案第６号、美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例の一部改正についてであ

ります。

この案件は、子どもに係る医療費の一部助成を、本年９月１日から１８歳に達する日以

降の最初の３月３１日までに拡大するため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第７号、美馬市公会堂設置条例の一部改正についてであります。

この案件は、拝東公会堂、西村公会堂及び蛭子公会堂を廃止することに伴い、所要の改

正を行うものであります。

次に、議案第８号、美馬市火災予防条例の一部改正についてであります。

この案件は、関係省令が改正をされたことに伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除に

関する事項を追加するなど、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第９号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）であります。

まず、予算総則におきましては、平成３１年度美馬市一般会計予算の名称を令和元年度

美馬市一般会計予算とし、当該予算中、元号を改める政令の施行日の属する年度以降の年

度表記については、同令に基づく元号による年度に読みかえる旨、定めております。

その上で、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４,９０

０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を１９５億７,９００万円とするものであ

ります。

補正予算の主なものについてご説明をさせていただきます。

総務費につきましては、美馬市民地域防災訓練の見直しに伴い、避難所開設・運営訓練

の支援業務委託料といたしまして３７４万円を、また、自治総合センターによるコミュニ

ティ助成事業を活用した谷口自治会連合会が行うみこし整備に対する助成金として１９０

万円を計上しております。

民生費につきましては、幼児教育の無償化に対応するため、システム改修に係る経費と

いたしまして２６９万５,０００円を計上しております。

衛生費につきましては、風疹の追加的対策に対応するためのシステム改修に係る経費と

いたしまして９６万７,０００円を計上しております。

農林水産業費につきましては、補助金交付の内示を受けた地方創生道整備推進交付金事

業の測量・設計委託料や工事請負費などといたしまして５,５４８万円を計上しておりま

す。

商工費につきましては、先程申し上げましたように、プレミアム付き商品券の発行事業

の経費といたしまして１億５,６３７万７,０００円を計上しておりますほか、にし阿波Ｄ

ＭＯ事業に係る負担金といたしまして５３１万７,０００円を計上しております。
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土木費につきましては、社会資本整備総合交付金を始めとする補助金の交付決定に伴う

事業費の補正といたしまして９,０６０万６,０００円を減額しております。

教育費につきましては、国の補助金の内示を受けまして、小学校及び中学校における理

科教育等備品の購入をする経費などといたしまして３４０万円を計上しております。

以上が、一般会計補正予算の概要であります。

次に、議案第１０号、令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、保険税の算定による旧被扶養者の減免措置期間の見直しに伴うシステム改修

の経費であります。

次に、議案第１１号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。

この案件は、美馬西部学校給食センター組合が平成３１年３月３１日をもって解散した

ことに伴い、規約を変更するものでございます。

次に、議案第１２号、土地及び建物の取得についてであります。

この案件は、美馬市生涯活躍のまち移住促進拠点整備事業に係る土地及び建物を取得す

ることについて、議会の議決をお願いするものでございます。取得する土地の面積は１万

２,７１８.９２平方メートル、建物の面積は２,７１７.７２平方メートル、取得価格は３,

４６１万１,３００円、契約の相手方は徳島県となってございます。

次に、議案第１３号、物品購入契約の締結についてであります。

この案件は、本年３月市議会定例会におきまして予算の議決をいただきました地域情報

ネットワークシステム更新事業に係る通信機器等を購入することについて、議会の議決を

お願いするものでございます。

去る５月２３日に指名競争入札を執行し、現在、仮契約を締結しております。契約の金

額は１億５,０１５万円でありまして、契約の相手は三笠電機株式会社本店本店長、福井

基喜様であります。

次に、議案第１４号、物品購入契約の締結についてであります。

これにつきましても、先ほどと同様、地域情報ネットワークシステム更新事業に係る通

信機器を購入することについて、議会の議決をお願いするものでございます。去る５月２

３日に指名競争入札を執行し、現在、仮契約を締結しております。契約の金額は２億３,

６５０万円でありまして、契約の相手は三笠電機株式会社本店本店長、福井基喜様であり

ます。

このほかに、本定例会には、後ほどご説明をさせていただきます専決処分の承認案件が

１１件、報告案件が２件の合わせて２７件を提案させていただいております。

ご審議を賜り、原案のとおりご承認及びご可決をくださいますようお願いを申し上げま

して、私からのご挨拶及び提案理由の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

次に、日程第４、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条例等

の一部改正について）から承認第１１号、専決処分の承認を求めることについて（平成３
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０年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）までの１１件を一括し、議題と

いたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（川西 仁議員）

企画総務部部長、吉田部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、私から、承認第１号から承認第４号までの４件につきましてご説明を申し上

げます。

恐れ入りますが、議案書の５ページをお開きください。

まず、承認第１号についてでございますが、地方税法等の一部を改正する法律等の施行

に伴いまして、去る３月３１日、美馬市税条例等の一部改正につきまして、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報

告し、承認を求めるものでございます。

専決処分の内容につきましては、６ページから１６ページまでに記載をいたしておりま

すが、このうち主な改正点をご説明申し上げます。

まず、６ページでは、ふるさと納税の募集の適正化を図るため、総務大臣が定めた基準

に適合する地方公共団体をふるさと納税の対象として指定するほか、所得税の住宅ローン

控除の控除期間延長に伴い、控除しきれない額を個人住民税額から控除できる期間につき

ましても２年間延長し平成４５年度までとする改正を、また、１０ページ中段にございま

すように、本年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得した軽自動車の環境性

能割の税率を１％分減額するほか、１２ページ上段におきまして、子どもの貧困に対応す

るため、単身児童扶養者を個人住民税の非課税措置の対象に追加するなどの改正を行った

ものでございます。

次に、１７ページをお開きください。

承認第２号についてでございますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施

行に伴いまして、去る３月３１日、美馬市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定により報告をし、承認を求めるものでございます。

専決処分の内容につきましては、１８ページに記載をいたしておりますが、国民健康保

険税の負担の適正化を図るため、基礎課税額に係る課税限度額を現行の５８万円から６１

万円に引き上げるとともに、低所得者の保険税負担を軽減するため、５割軽減の対象とな

る世帯の軽減判定所得を現行の２７万５,０００円から２８万円に、また、２割軽減の対

象となる世帯の軽減判定所得を現行の５０万円から５１万円に、それぞれ引き上げる改正

を行ったものでございます。

続きまして、１９ページをお開きください。



－１５－

承認第３号についてでございますが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算

定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、去る３月３１日、美馬市介

護保険条例の一部改正につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

専決処分の内容につきましては、２０ページから２１ページに記載いたしておりますが、

本年１０月の消費税率引き上げに伴い、低所得者の介護保険料を軽減するものでございま

して、９段階ございます所得段階のうち、第１段階の場合、現行の年額３万１,８６０円

から２万６,５５０円に、第２段階の場合、現行の５万３,１００円から４万４,２５０円

に、第３段階につきましては、現行の５万３,１００円から５万１,３３０円に、それぞれ

保険料を変更する改正を行ったものでございます。

以上が、専決処分をいたしました条例３件の主な内容でございます。

続きまして、承認第４号、専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げま

す。

別冊となっております平成３０年度美馬市一般会計補正予算書（平成３１年３月３１日

専決）をお願いしたいと思います。

１ページをお開きください。

承認第４号は、平成３０年度美馬市一般会計補正予算（第７号）を地方自治法第１７９

条第１項の規定により、平成３１年３月３１日に専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

３ページをお開きください。

一般会計補正予算（第７号）は、第１条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ１億１,８００万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２０５億３,０００万円としたものでございます。

第２条の地方債の補正は、各種事業の実績見込みにより変更となります地方債の限度額

を補正したものでございます。

５ページをお開きください。

第１表歳入歳出予算補正でございますが、このページから１１ページまでは歳入歳出の

補正額を款、項ごとに区分し、掲載したものでございます。

このうち、歳入予算につきましては、地方交付税など確定した歳入を計上し、基金繰入

金を減額いたしますとともに、各種事業の実績見込みや精算に伴い、財源となります国・

県支出金や市債などを調整したものでございます。

また、歳出予算につきましては、主に各種事業の実績に伴う不用額の減額調整でござい

ますが、今後の財政需要に備えるため、財政調整基金・積立金を増額補正いたしておりま

す。

次に、１２ページをお開きください。１２ページから１４ページまでにつきましては、

第２表地方債補正でございます。

それぞれの事業の実績見込みによりまして、地方債の限度額を１億２,２４０万円減額

し、２８億４,３９０万円とするものでございます。
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それでは、歳入歳出補正予算の主な内容につきましてご説明申し上げます。

１７ページをお開きください。

まず、歳入補正予算でございますが、自動車重量譲与税から１８ページ下段の交通安全

対策特別交付金までにつきましては、交付額の確定により、予算額を調整したものでござ

います。

このうち、地方交付税につきましては、本年３月２２日に特別交付税の額が確定したこ

とに伴い、４億２,５６５万２,０００円を追加計上いたしております。

また、１９ページ上段の農林水産業費・分担金から２６ページ下段の教育費・県委託金

までの歳入予算の補正につきましては、各種事業の実績見込みや精算に伴い、それぞれ予

算額を調整したものでございます。

次の財産運用収入及び２７ページ上段の寄附金につきましては、それぞれ平成３０年度

中の実績により増減調整したものでございます。

２７ページ中段の繰入金につきましては、総額で４億４,６１４万５,０００円の減額と

なっておりますが、基金からの繰入金につきましては、地方交付税の増額や歳出予算にお

ける不用額の減額を受け、財政調整、減債の両基金からの繰入金を減額し、積み戻しを行

ったものでございます。

２７ページ下段から２８ページの諸収入につきましては、説明欄記載のとおり収入実績

に基づく補正を、また、２８ページ下段から２９ページにかけての市債につきましては、

各種事業の実績見込み、精算に基づき調整を行ったものでございます。

以上、簡単ではございますが、歳入補正予算の説明とさせていただきます。

続きまして、歳出補正予算につきましてご説明申し上げます。

３０ページからでございます。

３０ページの議会費から最終の７６ページまで、ほぼ全ての費目におきまして、各種事

業の実績見込みにより、不用額の調整を行ったことによる減額補正となっております。

内容につきましては、それぞれ説明欄記載のとおりでございますが、この中で増額補正

したものにつきましてご説明申し上げます。

まず、４１ページ最下段から４３ページ中段までの１０款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費でございます。

４２ページ最下段の国民健康保険特別会計の事業勘定に対する繰出金につきまして、全

体では１３９万５,０００円の減額となっておりますが、このうち国・県支出金の追加に

対応した保険基盤安定化支援事業の繰出金につきまして３４２万７,０００円を、また、

地方財政措置を受けた財政安定化支援事業の繰出金につきまして２６４万７,０００円を、

また、入所実績に伴い、追加の必要が生じました高齢者保健福祉支援センター運営費の繰

出金につきまして７９万３,０００円を、それぞれ増額いたしております。

また、直診勘定に対する繰出金につきましても、特別会計における財源更正に伴い、木

屋平医科診療所分につきまして２１万２,０００円を増額いたしております。

続いて、７６ページをお開きください。

下段の６０款諸支出金、５項基金費でございますが、総額で６億１,９０１万７,０００
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円を増額計上いたしております。

このうち、財政調整基金・積立金につきまして５億９,７０３万５,０００円を、減債基

金・積立金につきましては１１５万８,０００円を、地域振興基金・積立金につきまして

は２１６万９,０００円を、また、オラレ運営協力費を原資といたしますオラレまちづく

り基金・積立金につきましては１,９８８万円を、それぞれ増額いたしております。

なお、基金積立金につきましては、今回の補正予算において増額計上いたしております

が、３月末までに既に１０億円を取り崩し一般会計に繰り入れておりますため、平成３０

年度末の基金残高は、平成２９年度末から４億３,５４２万７,０００円減少し、８２億１,

９３４万７,０００円となる見込みでございます。

以上、簡単ではございますが、専決処分をいたしました平成３０年度一般会計補正予算

（第７号）の説明とさせていただきます。

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（川西 仁議員）

保険福祉部、住友部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、私からは承認第５号から承認第７号までの３件につきましてご説明をさせ

ていただきます。

別冊の平成３０年度美馬市特別会計補正予算書をお願いいたします。

１ページをお開きください。

承認第５号は、平成３０年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきま

して、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月３１日付で専決処分を

行いましたので、同条第３項の規定により、議会の承認を求めるものでございます。

３ページをお願いいたします。

補正予算第４号は、第１条に記載のとおり、事業勘定におきまして歳入歳出予算の総額

から、歳入歳出それぞれ８,９７０万７,０００円を減額し、補正後の総額をそれぞれ３４

億５,２１２万３,０００円としたものでございます。

また、直営診療施設勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７

４７万７,０００円を減額し、補正後の予算の総額をそれぞれ１億２,０４３万２,０００

円としたものでございます。

それでは、歳入歳出の主なものについてご説明をさせていただきます。

まず、事業勘定でございますが、１１ページをお開きください。

歳入でございます。

１款の国民健康保険税については、一般被保険者と退職被保険者の保険税をそれぞれ実

績見込みに合わせ調整したものでございます。

１１ページ下段、１０款の国庫支出金から１４ページの繰入金までは、国・県の負担金
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や療養給付費などの確定、また、実績見込みに伴い、それぞれ右側の説明欄記載のとおり

予算額の調整を行ったものでございます。

次に、１５ページからの歳出でございます。

１款総務費の一般管理費から１６ページ下段の趣旨普及費につきましては、それぞれの

実績による減額と、財源調整を行ったものでございます。

１７ページ上段の５款保険給付費から２２ページの３５款諸支出金までほぼ全ての項目

におきまして年間の給付実績及び国・県の補助額の確定によりそれぞれ調整を行ったもの

となっておりまして、詳細につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。

その中で、２２ページ中段の財政調整基金費につきましては、国保の安定的な運営を図

るため、７,５６６万７,０００円を基金に積み立てするものでございます。

続きまして、直診勘定でございます。この勘定は、木屋平、口山のそれぞれの診療所及

び木屋平歯科診療所の運営会計でございます。

２７ページをお開きください。歳入でございます。

１款の診療収入及び介護収入から、次のページ最下段、２０款の繰入金まで、診療実績

等の額の確定によりまして所要の調整を行ったものでございまして、説明欄に記載のとお

りでございます。

続きまして、２９ページ、歳出でございます。

１款総務費の施設管理費につきましては、説明欄にございますように、職員の給料など

の人件費や光熱費、また、医師派遣委託料などを減額するもので、不用額を調整したもの

でございます。

下段から次のページにわたる５款医療費につきましては、薬品購入費の減など、説明欄

記載の理由による減額でございます。

以上が平成３０年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の主な内容でござ

います。

続きまして、３５ページをお開きください。承認第６号でございます。

承認第６号は、平成３０年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につき

まして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月３１日付で専決処分

を行いましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会の承認を求めるもの

でございます。

３７ページをお願いいたします。

補正予算第２号は、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４２万

６,０００円を追加し、補正後の総額を４億４,６０１万９,０００円としたものでござい

ます。

それでは、歳入歳出の主なものについてご説明させていただきます。

４３ページをお願いいたします。歳入でございます。

上段の１款後期高齢者医療保険料につきましては、保険料のほか、徴収実績により調整

を行ったもの、また、中段下の１５款繰入金につきましては、保険料の確定などによりま

して、保険基盤安定に係る繰入金を減額補正したものでございます。
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４５ページをごらんください。

歳出でございます。

主なものといたしまして、下段の５款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、

保険料などの確定により、広域連合への納付金を調整したものでございます。

以上が、平成３０年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の主な内容で

ございます。

続きまして、４７ページをお願いいたします。承認第７号でございます。

承認第７号は、平成３０年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月３１日付で専決処分をいたし

ましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会の承認を求めるものでござ

います。

４９ページをお願いいたします。

補正予算第３号は、第１条に記載のとおり、保険事業勘定におきまして、歳入歳出予算

の総額から、歳出予算それぞれ３,３１９万４,０００円を減額し、補正後の総額をそれぞ

れ３６億５,４１８万３,０００円としたものでございます。

また、サービス事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ３８０万７,０００円を減

額し、補正後の総額をそれぞれ５,９２６万１,０００円としたものでございます。

それでは、歳入歳出の主なものについてご説明させていただきます。

まず、保険事業勘定でございますが、５６ページをお願いいたします。歳入でございま

す。

上段の１款保険料につきましては、年間の収納実績の見込みによりまして調整を行った

ものでございます。

次の５款使用料及び手数料から５８ページ上段、３０款繰入金までは、それぞれ保険給

付費や地域支援事業の実績等に伴い、所要の調整を行ったものでございます。

続きまして、５９ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費のうち、一般管理費につきましては、職員の異動等に伴います人件費の不用

額の調整でございます。

下段の認定調査等費から６１ページ上段の１２款地域支援事業費までは、各事業の実績

等に伴いまして、説明欄記載のとおり、所要の減額調整を行ったものでございます。

６２ページ最下段、１４款基金積立金につきましては、介護保険給付費準備基金積立金

として６,０００万円を補正したものでございます。

続きまして、サービス事業勘定でございます。

６７ページをお願いいたします。６７ページに歳入、また、次の６８ページに歳出を記

載してございます。

それぞれ介護予防支援事業の実績に応じまして、右側説明欄記載のとおり、所要の調整

を行ったものでございます。

以上、承認第５号から承認第７号までの説明とさせていただきます。

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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◎市民環境部長（中川貴志君）

市民環境部長。

◎議長（川西 仁議員）

市民環境部、中川部長。

［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、承認第８号及び第９号につきましてご説明を申し上げます。

同じく、特別会計補正予算書の７３ページをお開きください。

まず、承認第８号、専決処分の承認を求めることについてでございます。

これにつきましては、平成３０年度美馬市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

を、地方自治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日に専決処分をいたしまし

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

７５ページをお開きください。

このたびの補正予算は、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１,０６４

万２,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億７,３０１万１,０

００円とするものでございます。

７７ページ及び７８ページは、第１表歳入歳出予算補正、７９ページは第２表地方債補

正を、また、８０ページ及び８１ページにつきましては補正予算の事項別明細書となって

おります。

８２ページをお開きください。

まず、歳入予算につきましては、主に事業の実績見込みによりまして調整を行ったもの

となっており、２０款繰入金の一般会計繰入金１,１５２万２,０００円の減額が大半を占

めております。

次に、８３ページをごらんください。

歳出予算につきましても、事業の実績見込みによりまして予算の減額を行ったものでご

ざいます。

主なものとなりますが、１款総務費の一般管理費では、総額で４３５万１,０００円を

減額しており、１３節委託料で経営戦略策定業務委託料を２０２万６,０００円減額して

おります。

また、下段、５款事業費につきましては、総額で５４９万８,０００円を減額しており

まして、１１節需要費の施設修繕料２６５万８,０００円、また、１３節委託料の施設管

理等委託料２３５万円などを始めとして、次の８４ページにかけまして、年間の事業費の

確定により減額をしたものでございます。

以上が、承認第８号、専決処分の承認を求めることについてでございます。

続きまして、８５ページをごらんください。

承認第９号、専決処分の承認を求めることにつきましては、平成３０年度美馬市農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、本

年３月３１日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりまして報告し、承
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認を求めるものでございます。

８７ページをお開きください。

このたびの補正予算は、第１条のとおり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ８３４万７,

０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億６,５６９万２,０００円

とするものでございます。

８９ページ及び９０ページは第１表歳入歳出予算補正、９１ページは第２表地方債補正

を、また、９２ページ及び９３ページは補正予算の事項別明細書となっております。

９４ページをお開きください。

歳入予算につきましては、事業の実績見込みにより調整を行ったものとなっておりまし

て、その主なものでございますが、最上段、１５款繰入金につきましては、一般会計から

の繰入金を５９４万円の減額、また、最下段、３０款市債につきましても３４０万円を減

額するものでございます。

９５ページをごらんください。

歳出予算につきましても、主に事業の実績見込みにより予算の減額を行ったものでござ

います。

主なものでは、１款総務費の一般管理費で、総額で３０８万７,０００円の減額として

おり、１３節委託料の経営戦略策定業務委託料を２４９万７,０００円減額しております。

下段の５款事業費では、総額で４９１万８,０００円を減額しており、１１節需要費の

施設修繕料で１５６万７,０００円の減額、９６ページに続きまして１５節工事請負費の

２２９万７,０００円の減額などが主なものとなっております。

以上で承認第９号、専決処分の承認を求めることについてのご説明とさせていただきま

す。

どうかよろしくお願いいたします。

◎木屋平総合支所長（佐古真澄君）

議長、木屋平総合支所長。

◎議長（川西 仁議員）

木屋平総合支所長、佐古支所長。

［木屋平総合支所長 佐古真澄君 登壇］

◎木屋平総合支所長（佐古真澄君）

続きまして、私からは承認第１０号、平成３０年度美馬市簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、平成３１

年３月３１日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

るものでございます。

同じく、特別会計補正予算書の９９ページをお開きください。

美馬市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、第１条歳入歳出予算の補正のと

おり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６９万円を減額し、歳入歳出それぞれ

５,６９４万９,０００円としたものでございます。

１０１ページは歳入、１０２ページは歳出の款項ごとの補正額でございます。
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１０４ページ、１０５ページは、事項別明細書となっております。

それでは、歳入歳出の予算の主な内容につきまして、ご説明をいたします。

１０６ページをお開きください。

歳入の主なものにつきましてご説明をいたします。

上段の２０款繰越金でございますが、６７万７,０００円の増額であり、前年度からの

繰越金でございます。

次に、中段に記載しております２５款繰入金でございますが、４４６万７,０００円の

減額であり、実績に伴います一般会計からの繰入金を減額するものでございます。

１０７ページをお願いいたします。

次に、歳出の主なものにつきましてご説明をいたします。

上段の１款簡易水道費、１項簡易水道総務費、１目総務管理費についてでございますが、

補正予算額は６５万５,０００円の減額で、職員の人件費でございます。詳細につきまし

ては説明欄のとおりでございます。

次に、中段、２目業務管理費についてでございますが、補正予算額は１５３万円を減額

するものでございます。２７節公課費として１１２万円を減額、これは消費税及び地方消

費税でございます。

下段の１款簡易水道費、２項簡易水道事業費、１目水道事業費でございますが、補正予

算額は１５０万５,０００円を減額するものです。主なものといたしまして、１１節需用

費、施設修繕料１１５万円の減額、その他につきましては説明欄のとおりでございます。

美馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の説明は以上でございます。

ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（川西 仁議員）

経済建設部、河野部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続きまして、承認第１１号、専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上

げます。

１１１ページをお開きください。

専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美馬市小水力発電事業特別会計補

正予算（第１号））を、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いました

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。

１１３ページをお開きください。

補正予算第１号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９万６,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８５６万５,０００円とするものでございます。

それでは、補正内容につきましてご説明させていただきます。

１１９ページをお願いいたします。
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まず、歳入予算でございますが、１款事業収入、１目売電収入１１万５,０００円を増

額補正しております。

２０款１目一般会計繰入金は６１万１,０００円を減額しております。

１２０ページをお願いいたします。

歳出予算につきましてご説明いたします。

１款小水力発電事業費、１目施設管理費について、補正額４９万６,０００円を減額し

ております。財源内訳につきましては、その他１１万５,０００円、一般財源６１万１,０

００円の減額でございまして、１１節需要費から１３節委託料まで、説明欄記載のとおり

でございます。

以上で承認第１１号、平成３０年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）

の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

ただいま議題となっております承認第１号から承認第１１号までの１１件につきまして

は、５月３０日の議会運営委員会の決定によりまして先議といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第１１号までの１１件につきまして

は、先議することと決しました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がございませんので、質疑なしと認めます。これをもって

質疑を終結させていただきます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第１号から承認第１１号までの

１１件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思い

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、承認第１号から承認第１１号までの１１件につきまして

は、委員会付託を省略することと決しました。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告がございませんので、討論なしと認めます。これをもって

討論を終結いたします。

これより、一括して採決いたします。

お諮りいたします。承認第１号から承認第１１号までの１１件につきまして、原案のと

おり承認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、承認第１号から承認第１１号までの１１件につきまして

は、原案のとおり承認をされました。

次に、日程第５、報告第１号、平成３０年度美馬市繰越明許費繰越計算書及び報告第２

号、市長専決処分の報告についての２件について、報告を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（川西 仁議員）

企画総務部、吉田部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、報告第１号、平成３０年度美馬市繰越明許費繰越計算書及び報告第２号、市

長専決処分の報告についての２件につきましてご説明申し上げます。

議案書の４９ページ及び５０ページをお開きください。

報告第１号、平成３０年度美馬市繰越明許費繰越計算書でございますが、この案件につ

きましては、平成３０年度美馬市一般会計におきまして、繰越明許費のご承認を賜りまし

た２７事業のうち、平成３０年度中に事業が完了いたしました３事業を除く２４事業につ

きまして、令和元年度への繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定に基づき報告をするものでございます。

令和元年度へ繰り越しいたしました合計額は１１億７,９４１万１,０００円でございま

して、その財源につきましては、既収入特定財源が７８万６,０００円、未収入特定財源

のうち国・県支出金が４億２,７８１万９,０００円、地方債が５億８,２４０万円、その

他が１,１７０万円でございまして、差し引き一般財源は１億５,６７０万６,０００円と

なっております。なお、これらの事業に係る５月末時点の執行率につきましては、全体で

約３４.３％となっております。また、繰り越しの理由につきましては、関係機関や地元

関係者等との協議に日数を要したこと、また、補正予算に計上した事業につきまして、工

期や履行期間の確保が困難であったことなどが主な内容となっております。

今後、事業の早期完了に向けまして、鋭意努力してまいりますので、ご理解賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

次に、議案書、５１ページをお開きください。

報告第２号、市長専決処分の報告についてでございますが、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５月２４日に専決処分いたしましたので、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。

次の５２ページをごらんください。

専決第１号、専決処分書でございますが、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、平成３１年２月１４日午後０時
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５分ごろ、美馬市役所の駐車場内を走行中、右側から左折してきた相手方の車両と接触し、

双方の車両が破損したもので、対物における損害賠償の額は２５万８,４８０円でござい

ます。

以上で、報告第１号及び報告第２号の説明とさせていただきます。

◎議長（川西 仁議員）

以上で報告が終わりました。

次に、休会についてお諮りをいたします。会期中の会議日程につきましては、お手元に

ご配付のとおりでありますが、明日６月７日から１６日までの１０日間は、議案審査及び

市の休日のため休会としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。

よって、明日６月７日から１６日までの１０日間は休会とすることに決しました。

以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次会は６月１７日午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。

本日はこれをもって散会といたします。大変ご苦労さまでございました。

散会 午前１１時１９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。

令和元年６月６日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １番

会議録署名議員 ２番

会議録署名議員 ３番


