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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。

それでは、本日の日程に入ります。

本日の議事日程は、お手元にご配付の日程表のとおりでありますので、よろしくお願い

をいたします。

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、４番 都築正文議員、５番 田中

義美議員、６番 中川重文議員を指名させていただきます。

次に、日程第２、市政に対する代表質問を行います。

通告者は、お手元にご配付の代表質問一覧表のとおり、通告は４件であります。

初めに、剣の会、井川英秋議員。

◎１０番（井川英秋議員）

１０番、井川。

◎議長（川西 仁議員）

１０番、井川英秋議員。

［１０番 井川英秋議員 登壇］

◎１０番（井川英秋議員）

おはようございます。代表質問の時間を議長からいただきましたので、剣の会を代表し

て、質問の時間とさせていただきます。

さて、早いもので、平成から令和になり、もう１カ月が過ぎました。また、平成の３０

年間はあっという間でございました。私も約４０歳から７０歳の間、３０年間は何か泡が

立って、泡がいつの間にか消えた。初めのうちは小さなバブルの中にいたような気がいた

します。今考えれば、あの時こうしておけばよかった、この時はこうしておけばよかった。

どちらかと言えば、少し無駄を多くやり過ぎた人生みたいにも感じます。しかし、今と違

って、今では考えられないことも多くやりました。それが平成時代かと私の中で考えてお

ります。

さて、質問も令和になり、どうも第１号の質問で少し名誉には思いますが、時代は変わ

っても人間は変わっておりませんので、今までと変わらず優しく質問をいたしますので、

どうかよろしくご協力をお願いいたします。

さて、本来の質問に入る前に、少し聞いておきたい、言っておきたいことがあります。

徳島新聞において、平成に合併した１０市町村の１０年間の経費点検を５月２９日の新

聞に、平成１９年から平成２９年までの流れを、美馬市の分を掲載しておりました。合併

から行財政システムの改革の基本方針により、歳出削減を進めてきた成果は、人件費の５

５７人が１２９人減り、４２８人になった。また、給与カットを行い、１２億円近く節減

した。しかし、物件費は施設の維持管理費の増加に伴って、約１１億円膨らんだ結果にな

り、臨時職員も１９年には１００人が２９年には２００人、約倍になっている結果が出て
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いる。このままでは、今後は整備した施設の管理費が市の財政にのしかかってくる。また、

人件費はこれ以上減らせないとのことから、今後は、普通建設費は縮小するとなっていま

すが、施設の管理はしっかりと見きわめ、コストを落とし、人件費も定数管理をしっかり

とやり、市民のために使う普通建設事業費は無駄なことをする必要はありませんが、市民

のために必要なことは大いに前に進むべきと考えております。

合併してできた案件でも、今、必要なしと思えば、即座に中止していくことも大事かと

思います。しっかりと見きわめて行政運営をしてほしいと思います。

前段が少し長くなりましたが、今から本来の質問に入ります。

市長答弁は、今まで言ったこと、言った問題点も少し入れてお考えをお伺いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

さて、本日の質問通告をしておりますのは、大きく分けて件名で３件でございます。

１番目として、主要幹線道路政策について。要旨として、国道１９３号線の地域高規格

道路計画の案件でございます。２番目として、農業政策についてでございます。要旨とし

て、農地整備事業で、美馬町郡里三ヶ名（坊僧、蕨草、岡）地域からの要望の案件でござ

います。３番目として、本年度１０月において消費税率を８％から１０％に引き上げにつ

いての問題において、要旨として、国及び市が取り組むべき引き上げに伴う対策について

の問題点でございます。

３件の質問の中には、別の小さな問題点を含んだこともお聞きするかもしれませんので、

その点もご理解いただき、分かりやすく答弁をお願いいたします。

では、第１問目の質問に入ります。

先程も申し上げましたように、主要幹線道路政策について。地域高規格道路、国道１９

３号、高松市から脇町までの香南脇道路を改善して、地域間交流や高松市、高松空港との

連結強化、更に地域の活性化を目指して計画を立ち上げたと、私は美馬町時代にお聞きし、

またそのように理解しております。この理解でよろしゅうございますか。ちょうど、その

問題が出てきたのは、私の記憶では昭和５０年代の終わりぐらいだったと思うんですけど、

国道４３８号、美馬町三頭トンネル、また三好郡池田町の国道３２号線の高規格道路によ

る３２号線をトンネルの工事により、安全で早く通れるよう道路を改修する提案、それと

同時期に香川県と脇町を安全に早く通れるようトンネル等の高規格道路提案がなされたと

記憶しております。この理解でよろしゅうございますか。

私も、１９９７年、平成９年において、三頭トンネルが供用開始になるまでは、香川県

との仕事の関係で月に約半分ぐらいは１９３号線を利用しておりました。常に利用してお

りますと、山間道路は危険性が多くあります。特に、冬には山越えは朝夕、大変な時もご

ざいました。高速道路に近い走りやすい道路ができれば、利用者も安心して多く利用し、

地域間の活性化につながり、経済、また観光の点において大きく伸びがあると思っており

ます。私も先程も申し上げました美馬町の人間ですので、どうしても三頭トンネルが開通

してからは香川へ行くのに国道４３８号線を利用することが今では多くなりました。同時

期に提案された国道３２号線の猪ノ鼻トンネルは、どうも来年開通らしいです。この道路

が新しく供用されれば、香川と徳島県西部の流れは大きく変化するよう私は思いますが、
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少し考え過ぎでしょうか。

実は、この質問をしようと思ったのは、今年４月において、ＮＰＯ法人で塩江ボランテ

ィア協会の人々が美村が丘の管理をされている人とともに私を訪ねてまいりました。美村

が丘、大滝山、竜王山、三頭山ほかを利用して、いろいろ事業をやりたいとのことを申さ

れておりました。特に、美村が丘を塩江とともに利用する話をされていました。穴吹川、

剣山の話も出ました。そのようなことで、藤田市長を初め、観光課の人々との話し合いの

場も持ちました。藤田市長からは前向きに進めるような話になりました。

結構、徳島の山に登ると頂上の記念碑は香川の人々の名前が記されております。多分、

あの清流穴吹川にも多く香川の人が来ていると思います。

それから、２月に藤田市長と高松市の大西市長との意見交換において、観光ルート創出

連携促進を行っていくことで一致していることが、徳島・香川両県の新聞に大きく取り上

げられておりました。また、先日、テレビを見ていると前年の外国人観光客、インバウン

ドの伸び率は、全国で高松空港が一番の伸び率があるとのテレビニュースで出ておりまし

た。このようなことで、我が市が活性し、発展していくためにも受け入れ体制は本当に大

事かと思います。先程も申しましたが、三頭トンネルは開通してもう２０年にもなり、国

道３２号線、猪ノ鼻トンネルは来年開通でございます。しかし、そのような時に、国道１

９３号線の高規格道路構想は、どこか、どこからも聞こえてこない。今では話しもなかっ

たような感じもいたします。私も今までの状況を調べましたが、適当なことを申し上げる

わけにもいきませんので、行政側からしっかりと今までの経緯をお聞きしたいと思います。

答弁をお聞きして、今後の方向性をまたお聞きいたします。これは、美馬市にとって、経

済・観光面において、またまちづくりをするために大きく左右する事業であると私は認識

しておりますので、しっかり経緯を説明お願いいたします。

続いて、通告しております２件目の質問に入ります。

農業政策についてお伺いいたします。

我が市において主要産業と言えば、農業であると言われてきました。また、農業を中心

のまちづくり、また農家中心の人口形成が美馬市であると言っても決して間違いではない

と私は感じております。私も農家に生まれ、今も田畑を所有しておりますが、大半は農業

を中心に事業をやられている方に管理をしていただいているのが現代でございます。私の

子供時代、今から５０年から６０年ぐらい前の話ですが、我が家も農業だけで生計を立て

ていました。また、近所の家庭でも多くの若い人々が農業をやられていたことを記憶して

おります。しかし、子どもながらに思っていたのは、農業は本当に重労働で、決して家庭

も裕福でなく、どちらかと言えば貧しかったよう記憶しておりますが、その反面、多くの

人々が農業に従事し、地域がにぎやかだったのも記憶の中にあります。戦後、我が国の経

済発展が進み、そのような時代から我が国も国づくりの形態が変わり、農業から自動車産

業など工業に変化していったのも事実です。国内外において、自由貿易等で農業の世界も

大きく変化してきました。国内外が変化している中、中山間地域の多い本市の農業は、他

地域より多く問題点が急速に進んできたように感じます。特に、時代の変化とともに農業

に従事していた若者の農業離れは著しく、高齢化・少子化による人口減少は、ほかの地域
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より進んでいったのが現実かと思います。農業はもとより、農地は農産物の生産だけでな

く、特に水田は保水など、自然の生活にも役に立っているのが事実です。自然災害の防止

にも大いに役に立ってきたと思います。そのような点においてでも、耕作放棄地も多くな

り、今のままで災害を防ぐ役にも立てない状況になることもあると考えます。今まで以上

にどのようにして農地・農業を守り進めていくか、大いに検討していくべきと思います。

そのような時に私がお話を聞いたのは、坊僧米で有名な地域の美馬町郡里三ヶ名、坊僧、

蕨草、岡の人々が地域の高齢化、また少子化による人口減少のため、将来の農業・農家の

ことを心配して、何とか地域として農業・農家を維持、また少しでも発展させる対策とし

て、この先において、農地を少しでも活用しやすくするために農地を再編成行うための区

画整備の要望を、この三ヶ名の人々から行政に対して行われたと聞いておりますが、そこ

でお伺いいたします。

地域からの要望は、圃場整備の形態はどのようなものがあるか。また、農家の戸数は何

軒くらいか。また、水田・畑の面積はどれぐらいありますか。現在の区画数をどれぐらい

に集約するのか。まず、基本的などのような点を要望されているかをお伺いいたします。

その要望に対して、行政として素早く対応できるかどうかもお伺いいたします。

続いて、通告しております３件目の質問に入ります。

開会日において、市長から所信の中にもありました。本年１０月より国が実施しようと

しております８％から１０％に引き上げる消費税率について、お伺いいたします。

今、私は、今度は１０月に確実に引き上げると思いますが、世の中、国会議員含めいろ

いろな方がこの問題に対して発言しておりますが、間違いなく引き上げは必ず行われます

か。私は、個人的には税金を納めるのは少ないほうがよいとは思いますが、今の税の仕組

みでは、福祉、年金政策を考えれば、税率を上げるのも仕方なしと考えておりましたとこ

ろ、この消費税引き上げは基本的に年金問題から発生しております。このような時に、今

度はこの年金では生活できない。１世帯当たり２,０００万円の不足という問題が飛び出

してまいりました。何ですかね、あの政府の対応は。国の対応は。大臣は何を全く本当に

考えているのでしょうかね。少し恥ずかしい対応でございます。しかし、そこで間違いな

く消費税は１０月から引き上げが実施されると考えてお聞きします。

消費税率引き上げに対して、福祉政策の問題で国もいろいろと対策をしようとしており

ます。また、我が市においても、この問題に対して対策として、今議会において改正によ

る条例制定及び約１億５,６３０万円の予算提案がされておりますが、市としてどのよう

な形で対策するのかお伺いいたします。

まず最初に、事業別に何をするかお伺いいたします。

答弁により数字的な問題点を再問においてお伺いいたしますので、簡潔に分かりやすく

答弁をお願いいたします。

以上で、第１回目の質問を終わります。

◎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）
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河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

１０番、剣の会、井川英秋議員の代表質問に順次お答えさせていただきます。

まず、主要幹線道路政策について、地域高規格道路・国道１９３号、香南脇道路につい

てのご質問でございますが、一般国道１９３号は、香川県高松市から讃岐山脈を越え、本

市を経て海陽町へと南北方向に結ぶ主要幹線でございます。本路線は、険しい山の地形に

作られた道のために、急カーブの場所が多く、また落石や土砂崩れなどによる通行止めや

凍結、積雪による通行規制なども発生し、地域の発展を拒む原因となっております。

そこで、本路線の整備促進を図るため、昭和６３年４月に、当時の徳島県美馬郡、香川

県香川郡選出の県議会議員及び１市６町１村の市町村、関係団体を持って、国道１９３号

（脇町・塩江間）整備促進期成同盟会を設立し、国や県などへの要望活動を行ってまいり

ました。特に徳島自動車道開通後は、脇町インターより高松空港へのアクセス道として整

備を促進し、交通の緩和を図るとともに、これらの関連する沿線地並びに阿讃周辺地域の

開発、住民福祉の向上を目的として要望活動を展開してまいりました。

こうした中で、平成１０年度には、香川県高松市香南町の空港通りから美馬市脇町間を

地域高規格道路、香南脇道路として、国から候補路線の指定を受け、整備の妥当性、緊急

性などについて検討を進めていただけることとなりました。

当時は、トンネル案なども協議されていたようでございます。

期成同盟会発足後以降、香南脇道路を含め国道１３９号の整備促進につきましては、平

成２０年度まで２１回の活動を行ってまいりましたが、平成２１年度からはその活動は休

止し、現在に至っている状況でございます。

失礼しました。１９３号の間違いです。

次に、農業政策について。

美馬町郡里三ヶ名地域の農地整備事業の要望についてのご質問でございますが、本市の

農業を取り巻く環境は、全国的な動向と同じくして、農業従事者の高齢化や担い手の不足

を初めとする様々な課題に直面しております。

このような中、意欲ある担い手を確保し、本市農業の持続的発展を図るためには、生産

性の向上を通じた収益力の強化、更には経営規模の拡大による競争力強化の取り組みが必

要であると考えております。こうした認識のもと、農業の生産性向上に不可欠な土地改良

事業といたしましては、本市では徳島県と連携し、県営農業競争力基盤整備事業、いわゆ

る圃場整備事業を実施しているところでございます。

現在は、美馬町沼田地区において、１７.５ヘクタールの整備が進められているところ

でございまして、昨年６月には、新たに美馬町の郡里三ヶ名地区におきまして、農業従事

者の高齢化や担い手不足の克服に向けた圃場整備の実施要望を地域代表者らからいただい

たところでございます。

議員ご質問の郡里三ヶ名地区での事業実施に向けての地元要望についてでございますが、

まず、事業形態につきましては、農地中間管理機構関連農地整備事業でございまして、適
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用を受けるには様々な制約があるものの、認可後は通常必要である地元負担金が、国が負

担する事業でございます。

また、現在要望をいただいております農家戸数は４７戸、面積は１４.１ヘクタールで

ございまして、整備区画数につきましては、要望はされておらず、地形や形状、また事業

参加者らとの今後の協議などにより決定されるものと聞いております。

本市といたしましても、本市の基幹事業である農業の更なる発展には、早期の事業実施

が必要であると認識をしておりまして、昨年の陳情以来、徳島県、そして郡里三ヶ名地区

の地元関係者らとこれまでも幾度となく協議を重ね、早期事業採択に向け、現在、地元代

表者の方に事業同意や実施エリアの確定、また相続問題などの地元調整をお願いしている

ところでございます。

今後は、これらの問題が解決された後に、事業採択に向けた手続を進めていくことにな

ろうかと思います。

次に、国及び市が取り組む消費税率の引き上げに伴う対策についてのご質問でございま

すが、私からは景気対策についてのお答えをさせていただきます。

消費税率の引き上げに伴う景気対策としては、国におきましては、中小小売店でのクレ

ジットカードなどキャッシュレス決済をした場合の５％ポイント還元、プレミアム付き商

品券、住宅購入支援など２兆円の増税対策を盛り込んだ予算が成立いたしております。

本市が実施する対策といたしましては、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩

和するとともに地域のおける消費を喚起・下支えするため、プレミアム付き商品券発行事

業を実施することといたしております。この実施に伴う予算として、平成３１年３月補正

予算におきましては３３７万８,０００円、今６月補正予算においては１億５,６３７万７,

０００円、計１億５,９７５万５,０００円を計上させていただいております。

プレミアム付き商品券発行事業につきましては、まず商品券の購入に当たり、市が発行

する商品券購入引換券が必要となります。７月中旬からをめどとして、令和元年度住民税

非課税者及び３歳未満児子育て世帯主を対象に、商品券の購入申請の受け付け、商品券購

入引換券の発送を順次進めてまいります。

次に、販売に関しましては、１０月１日より、購入限度額５セット、２万５,０００円

を２０％の割引率、２万円で販売し、利用に関しましては、小規模店を含め幅広く市内店

舗をご利用いただけるよう公募により進めてまいりたいと考えております。

◎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）

住友保険福祉部長。

［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、国及び市が取り組む消費税率の引き上げに伴う対策についての

ご質問のうち、今定例会に提出しております消費税率引き上げに関連する福祉関係の条例、

予算に関してお答えをさせていただきます。
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まず、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金についてでございます。こ

れは、消費税率引き上げが実施される中、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親

に対し、臨時・特別の措置といたしまして、児童扶養手当に１万７,５００円を上乗せし

支給する事業でございます。児童数にかかわらず、未婚のひとり親１人につき一律に支給

されるもので、本年度のみ１回限りの支給となります。

次に、幼児教育の無償化についてでございますが、これは、消費税率の引き上げによる

増税分を財源とする国の子育て支援対策として、幼児教育が無償化されるものでございま

す。対象者につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園に通う３歳児から５歳児まで

の全ての子ども及び０歳児から２歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。また、認可

外保育施設等を利用する場合も無償化の対象となっております。

また、就学前の障害児の発達支援サービスの利用料についても、無償化の対象となって

おり、同じく本年１０月から実施する予定としております。これは、満３歳になった後の

最初の４月から小学校入学までの３年間を対象に、児童発達支援や保育所等訪問支援のサ

ービス利用料を現在の原則１割負担から無償とするものでございます。

次に、介護保険制度における対策として、低所得者への介護保険料軽減強化が実施され

ることとなっております。本市の介護保険料は所得により９段階に分かれておりますが、

このうちの所得の低い第１段階から第３段階までの方を対象として、介護保険料を軽減す

るものでございます。

これらの施策は、国の制度改正に伴って市が実施する事業でございまして、市としては、

実施主体としてこの改正後の制度が円滑に運用できるよう、本定例会において条例改正及

びシステム改修などの予算を計上しております。

◎１０番（井川英秋議員）

１０番、井川。

◎議長（川西 仁議員）

１０番、井川英秋議員。

［１０番 井川英秋議員 登壇］

◎１０番（井川英秋議員）

両答弁者、デビュー戦でしたが、分かりやすく答弁いただきまして、ありがとうござい

ます。再問の時も是非ともよろしくお願いします。

それでは、第１回目の質問に対して答弁をいただきましたので、早速再問に入ります。

１件目の国道１９３号線高規格道路の案件ですが、答弁において、昭和６３年４月に徳

島県美馬郡選出の県議と１市６町１村の代表者において、１９３号線整備促進期成同盟会

が発足されておるとのことです。徳島県側からは県議３名、脇町、穴吹、木屋平、また阿

波町の代表者４名と香川県側から県議１名と高松市塩江町、香川町、甲南町の代表４名の

構成で同盟会は発足したように私の資料になっておりますが、先の答弁からして構成も間

違いないと思います。協議も発足してから２１年間で２１回の会を開催したようです。平

成１０年には、香川県香南町から徳島県脇町間が地域高規格道路、香南脇道路候補路線と

して指定されたとの答弁がありました。また、私の資料の中には、予算化されていること
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も分かっています。平成１６年で毎年全体で５２万円の予算を計上して実質協議やってこ

られたのも事実です。平成２０年の最後の各自治体予算出資を中止して、今現在、平成２

９年３月において、預金残高が約１８８万９,０００円残額として残っております。事業

的にも市町村合併は中央省庁等へ積極的な要望活動を行っていたとの話です。目的は１９

３号線の整備促進をし、交通の緩和を図るとともに、阿讃地域の開発、住民福祉の向上を

目的として活動をしていくとの答弁でしたが、なぜ平成２１年からの同盟会の活動が休止

になったのか不思議です。なぜなったのですか。教えてほしいと思います。中止にするこ

とがお互いよかったかどうかです。

１９３号線は香川県と結ぶ幹線では、徳島県の東から高松、鳴門を通っての徳島間の国

道１１号線、香川県の昔、白鳥町から土成町、鴨島方面への国道３１８号線。今、提案し

ております高松市から脇町、穴吹町へ向かっての国道１９３号線。坂出から美馬町、また

剣山近くまでの国道４３８号線。西では香川県善通寺方面から三好市池田方面から高知へ

向かっての国道３２号線でございます。これが香川県と徳島県を結ぶ主要国道５ルートで

す。その中で、香川県と徳島県を結ぶルートの中でちょうど中間、真ん中であります。香

川の県庁所在地の高松市、また岡山、中国地方とも最短距離である国道アクセスルートで

ございます。私も国道４３８号線が近くに通る美馬町の人間ですから、近くのほうが便利

になるほうが個人的にはよいと考える時もありますが、どうしても我が市の人口において

経済の中心は脇町でございます。美馬市全体のことを考えれば、高松市や高松空港、隣町

で昔から温泉で有名な塩江町とは我が町を活性させるためには連携が必要だと思います。

塩江町は高松市になり、再開発も行うとも聞いております。香川県側は空港から塩江まで

の１９３号線の整備事業を現在行っております。既に塩江近くまで改修が終わっているよ

うでございます。本当に通りやすくなっております。

再度申し上げますが、この国道１９３号線の整備事業は、美馬市の将来の活性化のため

には不可欠だと私は思います。

６月８日付の徳島新聞の１７面において、地域の課題の検証で北島町が発展したことに

ついては、優れた交通アクセスが最大の要因であるとのことが掲載されておりました。ち

ょうどこの質問の原稿を作っている時でしたから、私はすぐ北島を脇町に置きかえて考え

てみました。行政を司る皆さんはこの新聞を見てどう感じましたか。

まず、そこで、再問に対して行政の考えをお聞きします。なぜ２１年間もやってきた同

盟会の協議が中止になったのか。今後は前に進むことは、市として努力するのか。また、

国道が整備されれば、経済効果があるのか、あまりないのか。また、観光面でのメリット

があるのか、ないのか。行政の考え方をお聞かせください。

また、初問の中でこの問題と少し違った質問をすることがあるかもしれないとのことを

言いましたが、県や国は予算の問題があり、相当要望しないと新しい事業は前に進まない

のが現実です。一例を挙げますと、１９３号線の同等の幹線道路である国道４３８号線に

ついて、実は平成２８年１２月議会において、この場所で、４３８号線の美馬町間の道路

が急勾配で、また急カーブが多いため危険性が多いとのことで、本当に走りにくい。また、

産業道路としても成り立っていないとのことで、登坂車線の整備はできないかと県に要望
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する質問をいたしました。また、つるぎ町との合同でやっている国道４３８号線期成同盟

会の中でも、問題提起をいたしましたが、いまだに何の形跡もないのが事実です。いまだ

に検討していないのは事実ではないかと思います。美馬市が今後、前向きに要望していく

かどうかお聞かせください。常に我が市が、要望は積極的にやらなくては前に何も進まな

いのが事案の一例でございます。

国道１９３号線期成同盟会も休止期間が長く続けば事業が休止から本当に中止になるこ

とも考えられますので、身近な例を挙げました。

続いて、第２件目の農地整備について、再問いたします。

答弁によりますと、相当前向きに検討していただいているようですので、少し安心はし

ました。そこで、もう少しお伺いいたします。

今、美馬町では、沼田地区で整備事業が進められております。沼田地区の三ヶ名地区と

の事業の形態の違いを教えてほしいと思います。沼田地区の完成はいつになりますか。三

ヶ名地区は、事業着手はこのまま進めばいつごろになるのかもお聞かせください。

実は、沼田地区が数年かかれば、予定より多くかかれば、三ヶ名地区の事業着手も支障

を来す恐れはありませんか。今、要望している人々の年齢を考えると、何年も先の事業で

は意味はないと思います。せめて沼田地区と並行して事業を行うことができないかどうか。

また、最低、沼田地区が終わった時点で、すぐ着手できるよう事務手続を終了させること

ができないかどうかもお伺いいたします。努力してほしいと思います。

日本の農業がこの国土の狭い中、特に我が市みたいな中山間が多く、決して地形に恵ま

れていないところで、水田、また田畑を回っているのが現実でございます。将来において、

どのように土地を守ろうかとしている人々のためにも、行政として前向きに努力を惜しま

ないようにしてほしいと思います。その点を考慮して、再度答弁を求めます。

次に、３件目の質問に入ります。

答弁で未婚の母のひとり親に対して援助は本年限りになっているとの答弁がありました

が、プレミアム付き商品券は単年度の実施ですか。非課税者は何人ぐらいですか。また、

どのような方法でプレミアム付き商品券を配布するのか。この事業は今までやってきた経

済対策とは異なり、福祉対策が重視されている事業でございますので、個人情報の問題な

ど、しっかり見きわめて実施する必要があると思います。行政はしっかり監視することが

大事です。また、対象店舗、消費場所として市内、市外、小規模、大規模店舗の問題点、

どのようにバランスを取って取り扱うのかお伺いいたします。

次に、消費税率が引き上げに伴って福祉部門の中で幼児教育無償化の問題ですが、私も

４年前、本会議においてもあまりにも我が市が保育料がほかの市と比べて２割ぐらい高い

との質問を行い、何とかならないかと発言しましたが、今まで近くの自治体より高いのが

事実でございます。やっと消費税の見直しによって保育料無料化が実施されますが、子育

てから言えば、ゼロ歳から２歳まで、納税されている人々のことも考えて実施するべきと

思います。子育て世代は納税してくれている人も決して豊かではないと思います。その点

を含め、現時点から３歳から５歳、ゼロ歳から２歳、どれぐらいの人数が対象か、ご答弁

をよろしくお願いします。
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時間がございませんので、早目によろしくお願いします。

◎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）

１０番、剣の会、井川英秋議員からの再問のうち、私からは主要幹線道路政策、地域高

規格道路・国道１９３号、香南脇道路について並びにその観光への効果につきまして、お

答えさせていただきます。

まず、平成２１年度からの期成同盟会の活動休止につきましては、国道３２号の事業実

施により国道１９３号の計画が遅れたことが、休止になった要因の一つではないかと考え

られます。更に、平成１７年の市町村合併により、期成同盟会の構成が変更となり、その

活動が総会開催と道路整備期成同盟会全国協議会や四国国道協会総会への参加のみの状況

となりました。こうした現状を踏まえまして、期成同盟会のあり方について関係機関と協

議した結果、平成２１年度より休止状態となったものでありますが、議員ご指摘のとおり、

国道１９３号の整備は、高松市方面への所要時間が短縮され、通勤圏の拡大や物資の流通

が活性化され、空港を中心とした広域的な交流・開発拠点網の形成にもつながり、美馬市

の将来の活性化には必要不可欠であるとともに、防災面におきましてもリダンダンシーの

確保など大きな効果が期待されます。

今後、本市といたしましても、機運も高め、期成同盟会の再開を検討し、関係自治体な

どと協議を重ね、努力してまいりたいと考えております。

また、議員からお話のございました国道４３８号の登坂車線設置につきましては、ご指

摘のとおり、なかなか進まないのが現状でございますが、引き続き県や関係機関に働きか

けてまいります。

続きまして、地域高規格道路の観光への効果についてでございますが、高松市と美馬市

は、歴史・文化・経済面での結びつきが強く、議員ご質問のとおり、本年４月には、塩江

町のＮＰＯ法人と本市のまちづくり団体との連携により、塩江町から美馬町入倉、脇町

デ・レイケ公園、美村が丘、大滝寺・西照神社を巡るハイキングイベントが開催されるな

ど、民間レベルでの交流も盛んになっております。

一方で観光に視点を移しますと、高松空港を起点とする観光ルートは、高松空港から高

松市内や直島、琴平、祖谷に向かうものが主流であり、高松市から本市への国道１９３号

は路線バスの撤退などの影響もあり、客足は伸び悩んでいるのが現状でございます。

こうした中、本年２月に美馬市長と高松市長とのトップ会談が実施され、高松空港を生

かした広域観光周遊ルートの形成を目指し、連携することで合意をいたしております。

現在、事務レベルでモデルコースの調査・研究、共同プロモーションのあり方、二次交

通対策の検討を進めているところであり、魅力的な観光コンテンツを造成・ＰＲすること、

高松空港を利用する訪日外国人旅行者など、国内外の観光客の獲得につなげてまいりたい



－４０－

と考えております。

いずれにいたしましても、観光振興を図るためには、交通インフラの整備は非常に重要

な柱であることから、高松空港と本市脇町とを結ぶ香南脇道路の整備構想は、交流人口の

拡大に拍車をかけ、観光振興の面でも大きな後押しになるものと期待をいたしております。

◎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）

河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続いて、沼田地区で実施しております圃場整備事業と郡里三ヶ名地区から要望されてお

ります事業形態の違いについてのご質問でございますが、現在、徳島県下では、３地区で

の圃場整備事業が実施されておりまして、そのうちの１地区が平成２９年度より実施され

ております美馬町沼田地区でございます。

沼田地区で実施しております農業競争力強化農地整備事業は、事業費の７.５％が地元

負担金として必要となる事業でございますが、負担金の軽減策として、ハード事業終了後

に促進計画を国へ申請し、採択されれば、経営体への農地集積率に応じて促進費が段階的

に交付され、これを負担金の償還に充てることが可能となります。

このことにより、結果的に地元負担金が軽減されることになり、段階的では、最終的に

負担率は確定しておりませんが、今後の取り組み次第では、３％から４％程度は軽減され

ると想定しております。

また、整備した農地につきましては、一部、自作地として耕作できるほか、個人・農業

団体などに貸し付けることも可能でございます。

一方、郡里三ヶ名地区から要望されております農地中間管理機構関連農地整備事業につ

きましては、７.５％の地元負担金を国が全額負担するものでありまして、事業対象農地

の全てにおいて、農地中間管理権を設定し、農地の貸借を行うことが条件となります。設

定期間につきましては、事業計画の公告日から１５年以上とされ、そのうち１０年以上貸

し付けた際には、機構集積協力金が土地所有者のほうに交付されるものであります。その

ほか、細部における違いはございますが、大きくは地元負担金及び整備農地の利用方法に

おける違いがございます。

なお、沼田地区での事業完了の時期につきましては、徳島県では令和３年度の事業完了

を目指しており、本年４月より一部の箇所において工事に着手したところでございます。

次に、郡里三ヶ名地区での事業着手時期についてのご質問でございますが、現在、郡里

三ヶ名地区の方々にお願いしております地元調整が完了した後、本市及び徳島県の財源を

含めた諸問題が全て解決したと仮定いたしまして、その後、約２年間の準備期間が必要で

あると考えております。

また、沼田地区と郡里三ヶ名地区での事業を並行して実施できないかとのご質問につき

ましては、沼田地区での全体事業費は約３億１,０００万円の計画でございまして、本市
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分の負担金は事業費の１割、約３,１００万円の予定でございます。しかしながら、１７.

５ヘクタールという広範囲の圃場を整備する大型事業でございますので、事業実施時にお

ける計画変更も予想され、そのことに伴いまして、今後の事業費の増額も想定されます。

このようなことからも、沼田地区の全体事業費の見通し、また今後の地元関係者との協

議などを踏まえた上で、徳島県と事業着手時期の協議を行い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の対象者数や発行方法などについてのご質問にお

答えさせていただきます。

プレミアム付き商品券発行事業の対象者のうち低所得者として、令和元年度住民税非課

税者約６,４００人を対象とすることになっております。なお、税務情報については、本

人同意を得た上で利用するとともに、商品券購入申請書を提出していただき、商品券購入

引換券を発行することとなっております。

次に、子育て世帯、３歳未満児の子育て世帯主として約６００人を対象とすることとな

っております。この対象者は、住民基本台帳により把握し、順次、商品券購入引換券を発

行することとなっております。

商品券の発売につきましては、適切に個人情報の管理がなされるよう契約等により担保

した上で、購入希望者の利便性を勘案しながら、美馬市商工会及び一部地域の郵便局に委

託したいと考えております。

次に、商品券の対象店舗につきましては、市内の幅広い店舗から公募することや商品券

の一部を小規模店舗に限定しないことが国の条件となっており、これにより実施したいと

考えております。

なお、本事業の翌年度以降の実施につきましては、本事業が消費税率の引き上げに伴う

景気対策の一環として実施されることから、今後の国の動きや景気の動向に注視しながら

検討してまいりたいと考えております。

◎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）

住友保険福祉部長。

［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、幼児教育無償化の対象者数、またゼロ歳児から２歳児の課税世

帯についても実施すべきではとのご質問にお答えをさせていただきます。

まず、対象者数につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園において、今回新たに

無償化となる対象者の数は、本年４月時点では、ゼロ歳児から２歳児までの住民税非課税

世帯の対象者が４人、３歳児から５歳児までの対象者が２１４人でございます。

次に、無償化をゼロ歳児から２歳児の課税世帯についても実施すべきではとのご質問で

ございますが、ゼロ歳児から２歳児までの幼児教育の無償化につきましては、今回の国の

施策における対象者は住民税非課税世帯となっております。これを市独自で全世帯に拡大

することは、現段階では予定しておりません。
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本市といたしましては、子育て支援対策に関する施策を美馬市子ども・子育て支援事業

計画に則り、推進しているところでございまして、現在、来年度以降の次期事業計画を策

定中でございます。この計画の策定に当たりましては、子育て世代の方々の最新のニーズ

を把握するため、アンケート調査を実施しておりまして、ただいまの井川議員のご意見も

参考にしながら、今後、アンケートの分析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、効果的な施策を盛り込んでまいりたいと考えております。

◎１０番（井川英秋議員）

１０番、井川。

◎議長（川西 仁議員）

１０番、井川英秋議員。

［１０番 井川英秋議員 登壇］

◎１０番（井川英秋議員）

時間が押し迫っておりますので、早目に行います。

最後に、市長の考えをお聞きします。

主要幹線道路政策の質問は、本年２月において藤田市長と高松市の大西市長とのトップ

会談が行われ、美馬市にも近い高松空港を中心に、両市の観光資源を結びつける観光周遊

ルートを形成するとのことで、交流人口の拡大を図ることを目指すことや、中身として美

馬市、剣山、うだつの町並みのことが詳しく掲載され、また高松空港からの公共交通が整

備されていない課題などについて、意見交換されたことが徳島新聞はもとより香川県の四

国新聞には地元紙の字数で約２.５倍ぐらいの大きさで、詳しく大きく掲載されていまし

た。高松市も大きく掲載することは大いに関心がある証明でございます。この記事を見て、

この質問のきっかけになったのが事実です。四国の玄関と言われた高松市と直結した関係

を結ぶ美馬市にとって地域・経済・観光、いろいろなことが大きく変化していくと思いま

す。市長自身もものすごく気にかけていると私は感じます。せっかくの会談を持ったので

す。事業を成功させるためには、不可欠である高松市と美馬市間のアクセスの問題は大変

大事かと思います。先程の答弁にもありましたが、休止になったのは、国道３２号線の事

業を優先させるために１９３号線が後回しになったみたいです。国や県に美馬市が三好市

に後回しにされたような感じがいたします。また、合併により期成同盟会の構成が変更に

なったのも原因の一つとのことですが、このまま休止状態でよいのでしょうか。この期成

同盟会を立ち上げた先人たちも旧美馬郡の発展を願ってのことだと思います。せっかく今

まで２０年間協議をしてきたのです。美馬市から進んで前向きに取り組むべきと思います

が、藤田市長は今後、どのような考えでこの問題を取り組んでいくのか、お考えをお聞か

せください。

また、２件目の質問ですが、行政の方々は、我が市の基幹産業は何かと聞けば、「我が

市の基幹産業は農業が中心」と言われます。しかし、国・県においても農業施策は守ると

言っていますが、現実が伴っていないよう私は感じます。徳島県も農地整備事業は県内で

年間３地区採択され、事業を行っているとのことですが、隣の香川県に私もよく行きます

が、すごく基盤整備が進んでいるように思います。また、現実、香川県に行けば、各地で
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常に工事を行っているのが事実です。何か、徳島県は遅れているのではないでしょうか。

どうでございますか。美馬市内だけでも２地区か３地区ぐらい一度に事業ができるよう県

に対してそのような政策提言も要望してほしいと思います。そのような点も含めて、市長

のこの問題についての農業政策についてお考えをお聞かせください。

３件目の消費税の問題ですが、先程の答弁において、住民税非課税者６,４００人が対

象との答弁がありました。美馬市の人口の２５％が非課税者です。この数字を見ても市民

は決して裕福ではないとの結果が出てます。この中で先程も申しましたが、子育て支援の

中でも課税してくれている若い人々も決してお金に余裕のある人は少ないと思います。子

育て中はお金に余裕のある人は少ないと思います。この問題も国の方針だけでなく、どの

ようにしたら若い人が定住してくれるかも考えての施策が必要と思います。

本日の質問の案件は、主に国の事業ですが、我が市としてどのような形で要望するかと

の内容でしたが、以上を持ちまして、私の６月議会の代表質問を終わりますので、このこ

とに関して、今後の市長の政治方針をお聞かせ願います。よろしくお願いします。

◎議長（川西 仁議員）

先例に定めております代表質問・一般質問におきましては、１人６０分以内という規定

を設けておりますが、議長の判断によりまして、最後まで答弁をしていただき、それを終

了とさせていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

◎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）

１０番、剣の会、井川英秋議員からの再々問に、順次お答えをいたします。

まず、国道１９３号の高松市へのアクセスをどう進めていくかとのご質問でございます

が、本年２月に私と高松市の大西市長とが会談をいたしまして、高松空港からの周遊ルー

トの創出など、観光分野等で互いにウイン・ウインの関係構築のため、連携していくこと

で一致をいたしました。

高松空港から本市の主要観光地でありますうだつの町並みへは、国道１９３号によりア

クセスしておりますが、議員ご指摘のとおり、高松市香南町と本市脇町を結ぶ地域高規格

道路、香南脇道路が実現いたしますと、観光分野のみならず、本市の活性化に大きく寄与

するものと認識をいたしております。同時に、近い将来、発生が危惧される南海トラフ巨

大地震発生時には、本市は本県のバックアップ拠点の位置づけがされており、リダンダン

シーの確保とともに、県西部の中核拠点としての位置づけに大きく寄与するものと認識を

しております。このため、地域高規格道路の候補路線から計画路線への格上げが実現をさ

れますよう、今後、県及び関係市町とも協議いたしまして、早期に期成同盟会の再開に向

けた調整を含め、粘り強く、精力的に、戦略的取り組んでまいります。

次に、圃場整備事業の推進を含めた農業政策についてのご質問でございますが、農業は
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本市にとりまして基盤産業であると同時に、景観や環境の保全などを含め、重要な役割を

果たしております。一方、高齢化に伴い、担い手不足の深刻化が予想されており、圃場整

備や農地の集約化を通じた生産性の向上は今後、必要性を増すものと認識をしております。

ご質問の郡里三ヶ名地区における圃場整備につきましては、条件が整った後、早期に事

業着手できますよう県など関係機関と連携を図りながら、市といたしましても積極的に推

進をしてまいります。

また、消費税率の引き上げに関し、どのようにしたら若い人が安定して定住してくれる

のかとのご質問をいただきました。本市におきましては、「子供を産み育てるなら 美

馬」を政策の柱の一つとして位置づけ、様々な施策を実施展開しておりますが、議員ご指

摘の子育てに係る経済的負担の軽減に加え、子育てや教育の質の充実がクオリティーを高

めることが若者の定住のみならず、まちづくりの根幹をなす部分であると認識をしており

ます。

今後は、国・県の制度活用だけではなく、子育てを地域のみんなで支えていくという観

点で、本市独自の施策も検討していまいりたいと考えております。

なお、こうした施策の推進や事業の実施には、財源が必要となってまいります。

議員ご質問の中で、合併から１０年間の経費点検を踏まえたご提案がございましたが、

必要性を見きわめるとともに、優先度の低い事業は積極的に見直し、美馬市にとって真に

必要な事業は推進する。そのような姿勢で今後も行政を進めてまいりますので、よろしく

お願いをいたします。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により、１０分程度小休をいたします。

小休 午前１１時０８分

再開 午前１１時２０分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、相和会、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番、原。

◎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）

おはようございます。

それでは、議長の許可をいただきましたので、通告に従い、相和会を代表し、代表質問

をさせていただきます。

市長４年目の方針について。美馬市における職員・教職員などを含めた働き方改革につ

いて。通学路に潜む危険と死角について。
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以上、３点につき、お尋ねをいたします。

まず、市長４年目の方針についてであります。

激動の平成が終わり、新しく令和の時代を迎えております。新しい令和の時代はどのよ

うな時代となるのか。美馬市にとってよい時代となるのか。それは誰にも分かりませんが、

これからの市政運営にかかっていると思われます。そのような中、藤田市長におかれまし

ては、平成、令和をまたいでの美馬市長となり、そして市長任期１期目の３年目を終えら

れました。「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掲

げ、美馬市のかじ取りを担っていただきました。美馬市民の幸せのために東奔西走され、

多くの実績を積み上がられてきたと感じております。また、市民から多くのご意見があっ

たかと思います。市民の意見を真摯にお聞きし、各種計画に沿い、実現できることは市民

とともに作り上がられてこられたのではないかと感じております。

そこでまず、３年目を終えた所感をお聞きし、４年目の目標をお聞かせ願います。

次に、美馬市の各種計画の最上位計画となります美馬市総合計画について、お尋ねをい

たします。

現在、第２次美馬市総合計画は、本年度までの５年間の計画であり、最終年度でありま

す。計画に沿い、各種事業を行ってきたところでありますが、次期計画を策定するには、

今の計画をきれいに総括する必要があろうかと思います。

そこで、どのように総括していくのか、お伺いをいたします。

続きまして、第２点目の働き方改革についてであります。

よく耳にするようになりました働き方改革についてでありますが、２０１８年、通常国

会において成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が徐々に施

行されております。首相官邸が発信した言葉に「働き方改革は、１億総活躍社会実現に向

けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、

格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り

組んでいきます」とあります。本格的な人口減少の時代に突入し、生産年齢人口の急激な

減少は、国力の低下につながるため、本格的に乗り出してきました。労働力不足を解消さ

せて、１億総活躍社会を実現させるわけであります。

働き方改革を実現させるためには、三つの大きな課題があるとされております。

一つには、長時間労働、一つには非正規と正社員の格差、そして労働人口不足。つまり

高齢者の就労促進であります。この課題については、よくニュースなどで取り上げられ、

人口減少している美馬市でも例外ではなく、課題可決に向け、努力を行っていくべきであ

ります。そのためにはやはり市が率先して取り組むべきであろうと考えます。

そこで、市職員、認定こども園の先生、小・中学校の先生の働いている状況についてお

尋ねをいたします。残業時間はどうなのか、休息はきちんと取れているのか、取得状況、

病気にはなっていないのか、その点も含めてお聞かせ願います。

３点目、通学路に潜む危険と死角についてお尋ねをいたします。

このことについては、皆様方もテレビ、新聞などで報道され、大きな驚きと衝撃を受け

られていることと思います。滋賀県大津市での保育所園児が犠牲となった交通事故、神奈
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川県川崎市での通学中の子どもが犠牲となった不審者による事件。報道があるたびに心を

痛めております。また、積極的に子どもを守る対策は必要ではないかと考えさせられます。

まず、交通安全対策について、お伺いいたします。

美馬市の学校周辺を考えますと、交通量の多い道路であるが、歩道のない箇所など多く

あると思われます。学校、警察、道路管理者が連携して通学路の安全点検や安全確保を行

っていただいておりますが、再度、確認いただき、通学路における危険、死角はないのか、

お尋ねいたします。

また、認定こども園、小・中学校の園外・校外学習時における安全対策対応状況につい

てもお聞かせ願います。

以上につき、お聞かせ願い、答弁により再問させていただきます。

◎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）

１４番、相和会、原政義議員からの代表質問のうち、私からは３年目を終える所感を踏

まえた４年目の目標についてお答えをいたします。

市長に就任をいたしまして３年が経過をいたしましたが、この間、私は、私の政治姿勢

であります「現状打開」「未来への挑戦」という信念のもと、「来たるべき新しい美馬市の

未来を創生する」という意味を込めた「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ

～」をまちづくりのキャッチフレーズに掲げ、取り組みを進めてまいりました。その結果、

特に企業誘致を初めとした地域経済の活性化対策につきましては、テレコメディア株式会

社やサテライトオフィス８社の誘致に成功をしたほか、近畿用品製造株式会社の工場進出

の決定や、株式会社ナプラの生産基盤拡大、更には大塚製薬株式会社・徳島美馬工場の操

業に道筋がつくなど、一定の成果が現れたのではないかと考えております。

また、儲かる観光を目標に掲げ、美馬市観光協会とふるさとわきまち株式会社の体制を

一新して、一般社団法人美馬観光ビューローを立ち上げ、大手旅行会社への営業活動や体

験メニューの開発に着手をしたほか、生涯活躍のまち構想につきましても、単に都市部の

中・高年の移住を受け入れるだけではなく、藍をテーマに交流人口を増やし、遊休農地の

有効活用や地域経済の好循環を見据えた計画に改めるなど、あるべき姿をしっかりと描き、

創造することを重視してまいりました。

そして、４年目となる本年度は、総合計画、総合戦略の最終年度でもあります。

そこで、これまでの３年間の取り組みを継続・発展させ、更なる飛躍につなげるべくオ

ープンから１年が経過をした地域交流センターミライズ、道の駅みまの里及びブルーヴィ

ラ穴吹の各施設につきまして、ＰＤＣＡサイクルに基づく点検と改善を行うとともに、う

だつの町並みの古民家を宿泊、飲食施設へ再生するプロジェクトを初め、学校ＩＣＴ環境

や英語教育の充実、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を通じ
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た美と健康のまちづくりなど、新たなプロジェクトにも取り組んでおりまして、職員が一

丸となってこうした取り組みに果敢にチャレンジする、すなわち創造的実行力を持って取

り組むということが４年目の目標であります。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

１４番、相和会、原政義議員の代表質問のうち、まず、現在の総合計画はどのように総

括していくのかとのご質問にお答えいたします。

現行の第２次総合計画につきましては、第１次総合計画をほぼそのまま受け継ぐ形で、

平成２５年度から２カ年かけ策定し、本年度が５年間の計画期間の最終年度となっており

ます。

現在、市長を本部長とする総合計画策定本部及び各課担当職員で構成する作業部会にお

きまして、現行計画の点検・検証作業を行っております。具体的には、現行計画の期間中、

実施をしてまいりました各事業の状況やその成果、また浮かび上がった課題や対応策を整

理し、計画全体の分析作業を進めているところでございます。

第１次、第２次の総合計画を通じまして、合併特例債の活用や累次の経済対策もあり、

厳しい財政状況ながらもおおむね積極的な事業展開を図ることができたと認識しておりま

すが、今後は総括の結果を総合計画審議会でご議論いただき、出されたご意見を次期総合

計画に反映してまいりたいと考えております。

次に、美馬市における職員・教職員等を含めた働き方改革についてのご質問のうち、市

職員の働いている状況についてのご質問にお答えいたします。

まず、本市職員の時間外勤務の現状でございますが、職員１人当たりの年間平均時間数

は、平成２８年度が９１.３時間、平成２９年度が８８.３時間、平成３０年度につきまし

ては９９.８時間となっております。昨年度は、平年に比べ、台風、大雨等の災害対応が

多く、時間外勤務が増加をいたしましたが、災害対応を除く時間外勤務につきましては、

減少傾向にございます。

次に、年次有給休暇の取得状況でございますが、職員１人当たりの年間平均取得日数は、

平成２８年が１０.２日、平成２９年と平成３０年はそれぞれ１０.５日となっておりまし

て、県内市町村の中で平均的な取得日数となっております。

一方、休息の取得状況でございますが、市役所内では自席の休息が中心となっておりま

すが、認定こども園などでは、なかなか休息がままならない状況との報告も受けておりま

す。

市といたしましては、美馬市特定事業主行動計画や総実勤務時間の短縮に向けた取り組

みに関する指針に基づき、具体的な数値目標を設定した上で、時間外勤務時間数の縮減や

年次有給休暇の取得促進等を通じまして、職員の心身の健康保持と公務能率の向上を目指
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しておりますが、今後におきましても、職員の意欲と能力が存分に発揮できる環境を整備

いたしまして、市職員の働き方改革を実践してまいりたいと考えております。

◎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）

住友保険福祉部長。

［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、認定こども園職員の働いている状況について及び認定こども園

の園外保育における安全対策についてのご質問に、順次お答えをさせていただきます。

まず、認定こども園職員の働いている状況についてでございますが、認定こども園、保

育所で働いている職員の時間外勤務等の状況につきましては、職員１人当たりの年間平均

時間数は、平成２８年度は３６.４時間、平成２９年度は５２.９時間、平成３０年度は４

８.３時間となっており、職員全体の状況と比べますと、比較的少ない状況でございます。

また、年次有給休暇の取得につきましては、職員１人当たりの年間平均取得日数は、平

成２８年は９.２日、平成２９年は９.８日、平成３０年は１０.１日となっており、職員

全体の状況とほぼ同じでございます。

認定こども園や保育所では、利用者のニーズに対応するため、延長保育や土曜保育を実

施しているところですが、それらの勤務は限られた職員に偏らないよう交代制とし、また、

早出、遅出対応や勤務時間の振りかえにより、時間外勤務の縮減を図っております。

今後とも、総実勤務時間の短縮に向け、業務の効率化や職員間の協力体制の整備を図り

たいと考えております。

次に、認定こども園の園外保育における安全対策についてでございますが、園外保育は

園内ではできない貴重な体験を通して、幼児の情緒の発達や社会性を育む重要な機会とし

て、市内の全保育所と認定こども園において実施しているところでございます。

原議員のご質問にありましたように、このたびの大津市の事故や川崎市の事件は、子ど

もが犠牲となる非常に痛ましい出来事でございました。

市といたしましては、これまでも交通安全教室を実施したり、また保育教諭が安全に十

分配慮し、園外保育を行ってきたところではありますが、これらのことを受けて、本市の

園外保育を実施するに当たり、更なる安全対策を講じているところでございます。具体的

には、園外保育に係る移動中の安全管理の徹底について、各認定こども園、保育所に改め

て通知を行い、各園等において、職員間で安全管理の徹底についての共通理解を図るとと

もに、保護者に対しても園外保育の実施についてご理解いただくよう説明を行いました。

また、新たに市内の認定こども園、保育所において、園外保育を行う場合の統一したマ

ニュアルを作成しております。このマニュアルには、目的地の選定や事前準備、緊急時の

対応等、子どもに無理のないよう、安全に実施するための留意点を細かくまとめておりま

して、特に移動時は、列の最前列、中間、最後尾に保育教諭を配置し、緊急の事態にも備

えられるように配慮するなど安全対策を図ることとしたほか、車が通る時はホイッスルで
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注意喚起し、道路の端で制止させることなどの注意事項を具体的に掲載しております。

今後は、このマニュアルに沿った対策を十分に行い、園外保育を安全に行うことによっ

て園児の興味や関心を高め、豊かな感性を育むよう努めてまいりたいと考えております。

◎副教育長（大泉勝嗣君）

議長、副教育長。

◎議長（川西 仁議員）

大泉副教育長。

［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、最初に小・中学校教員の働いている状況についてのご質問にお

答えいたします。

教育委員会におきましては、毎年、夏休み期間中に教育指導監が各学校を訪問しており

まして、その際に教員の勤務実態についても聞き取り調査を行っております。

昨年の聞き取り調査の結果といたしましては、小学校の教員につきましては、個人や学

校、また時期による差もございますが、おおむね午前７時３０分前後に出勤し、午後７時

前後に退勤しております。中学校の教員につきましても、個人や学校、また時期による差

がございますが、大半の教員は午前７時３０分前後に出勤し、午後７時３０分前後に退勤

をしておりまして、中には午前７時前に出勤している教員、あるいは午後８時以降に退勤

している教員もおります。

小学校においては、学級担任は受け持ちのクラスの授業のほとんどを１人で担当し、休

み時間も児童を見守る必要があることから、勤務時間の大半を教室で過ごし、授業の準備

や校務は時間外に行っております。また、中学校においては、部活動指導があることから、

平日２時間、週末のうち１日は指導に当たっており、その後に授業の準備や校務に当たっ

ているといった現状がございました。

学校現場においては、保護者対応や部活動、年中行事、担当する校務や会議などにより

まして、個人や時期による差はございますが、時間外勤務の解消が困難な状況が続いてい

るものと考えております。

次に、幼・小・中学校の通学路における危険、死角はないか。通学路における安全対策

を図っているか。また、園外、校外学習時における安全対策などの対応状況はとのご質問

でございますが、通学路につきましては、昨年の５月に新潟市で下校中の児童が殺害をさ

れるという痛ましい事件が発生したことを受けて、文部科学省からも依頼がございました

ので、昨年の８月から９月にかけて防犯の観点を基本とした緊急の小学校通学路の合同安

全点検を実施いたしました。この安全点検では、保護者から各小学校の通学路の徒歩又は

自家用車での送迎のいずれについても、幾つかの危険な箇所の報告が寄せられ、当該危険

箇所につきましては、関係機関と連携した合同点検による確認と児童・生徒への注意喚起

を行ったところでございます。

次に、園外、校外学習時における安全対策といたしましては、このたびの大津市での痛

ましい事故を受けまして、各幼稚園、小・中学校に対し、目的地までのコースの事前確認
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など学習時の安全管理の徹底について、改めて指示を行ったところでございます。

なお、先程の認定こども園における安全対策としての説明にもございましたマニュアル

につきましては、このたび各幼稚園においても同様のものを作成したところでありまして、

園外学習において、園児の安全確保を図ってまいります。

また、小・中学校につきましては、美馬市通学路交通安全プログラムに基づきまして、

道路管理者、学校長、ＰＴＡ連合会、警察などの関係機関の方々との合同点検を本年８月

上旬に実施する予定でありますので、危険箇所を確認し、対応についてご協議いただくこ

ととなっております。

教育委員会といたしましては、地域ボランティアや警察などの方々にご協力をお願いし

ながら、今後とも、子どもたちの安全確保が図れるよう、できる限りの対応をしたいと考

えております。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番、再問。

◎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）

それぞれに対しましてのご答弁、ありがとうございました。

再問をさせていただきます。

市長からは力強い４年目の目標をお聞かせいただきました。美馬市民の幸せのための積

極的な市政運営をお願いしたいと思います。

次に、次期総合計画について、お尋ねいたします。

前回の質問時にもお話しさせていただきましたが、将来はこうあるべきとビジョンを持

ち、しっかりとした計画を立てて進めることが一番であり、子どもから高齢者全ての世代

が満足できるよう将来を見据えた戦略が必要であります。そのためには、市政のもう一人

の主役である市民の皆様の意見を多く聞く必要があり、市の都合だけで作られた計画では、

全ての市民が満足することはできそうにありません。これまで、様々な機会で意見をお伺

いしていると思いますが、積極的にこちらから聞く必要があると思います。

そこでお尋ねいたします。

先程お伺いした市長の目標、市の方針を次期総合計画にどのように反映していくのか。

また、多くの市民の意見を聞いてきたと思いますが、市民の意見をどのように反映させて

いくのか、お聞かせ願います。

次に、２点目の働き方改革については、市が率先して取り組む姿勢を示し、長時間労働

の縮減に努めているとのことであります。今後も継続していただければと思います。

そこで、詳細について、まず２点程お伺いいたします。

まず、認定こども園職員については、美馬市の大切な宝、子どもたちを預かるというこ

とで、非常に体力、神経を使う仕事であります。職員の配置基準により配置されていると

思われますが、もう少し手厚く職員を配置して、全力で子どもの成長を支えるべきである
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とも考えられます。そのことについて、お聞かせ願います。

次に、小・中学校の先生についてであります。

先程のご答弁にもありましたが、先生は多くの時間を子どもに費やしております。特に

中学校の先生は部活動を受け持つと、更に残業時間が増えます。そこで、この働き方改革

などにより、教員の残業時間は減っているのか。また、中学校の部活動の対応状況につい

て、お聞かせ願います。

さて、美馬市全域における働き方改革を考えますと、美馬市内はほとんどが中小企業や

小規模事業者であり、人手不足に大変困っているように感じています。人手不足の中、残

業を減らすことは簡単ではありません。働く側にとっても手取りが減る可能性もあります。

給与が下がらず、残業を減らすには生産性を向上するしかありません。人手不足や生産性

の向上に関して、支援しなければ意味がないと思われます。

そこでお伺いいたします。

市内企業において、長時間労働など、労働問題の発生及び労働相談の状況についてお尋

ねいたします。また、市内企業に対し、どのように周知啓発を行っているのか、その点お

聞かせ願います。

次に、３点目の通学路における交通安全対策、園外、校外学習における交通安全対策に

ついては、マニュアルの作成、活用、また警察の協力、地域の協力をいただくなどお伺い

いたしました。今後も継続して、安全確保に努めていただきたいと思います。

次に、不審者に対する対策、防犯対策についてお尋ねいたします。

不審者から児童を守るためには、登下校時のリスクを認識し、対策を講じる必要があり、

学校、教育委員会、警察、地域などが連携して見守り等の活動を強化するなど考えられま

す。今回の神奈川県の川崎市の事件については、通学バス利用時の無差別事件であり、リ

スクの認識がそこまで行き届いていなかったように感じております。

そこで、美馬市の対策についてお伺いいたします。

市内には数カ所、通学バスが走っております。市内通学バスにおける不審者対策につい

てお尋ねいたします。そして、子どもが集まる場所における不審者対策についてもお聞か

せ願います。

また、先程質問でもいたしました安全対策についてでありますが、このことは子どもに

限らず、全ての市民に対する安全対策ということでお伺いいたします。道路から歩行者、

自転車通行者を守るためには、滋賀県の交通事故にもありましたし、特に最近、全国交通

事故が多発しており、ガードレールの設置、車止めや防護柵の設置、歩道の設置、白線の

敷設等による完全な区分け、多くのことをこれから検討していかなければならないと考え

られます。

そこで、市内道路の安全対策対応状況について、お聞かせ願います。

以上につき、お聞かせ願い、答弁により再々問させていただきます。

◎副市長（加美一成君）

副市長。

◎議長（川西 仁議員）
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加美副市長。

［副市長 加美一成君 登壇］

◎副市長（加美一成君）

１４番、相和会、原政義議員からの再問でございますが、私からは、次期総合計画につ

いて、市長の目標や市の方針、そしてまた市民の意見をどのように反映させていくのかと

のご質問にお答えをさせていただきます。

次期総合計画の策定につきましては、これまでに市長を初め、特別職を対象としたイン

タビューを実施し、市の将来像や次期総合計画に盛り込むべきキーワードの洗い出しを行

ってまいりました。

また、本年度、令和元年度の当初予算につきましては、次期総合計画を先取りする形で

「美と健康のまち 美馬」「誰もが活躍できるまち 美馬」「子どもを産み育てるなら 美

馬」「ヒト・モノ・カネを呼び込み、好循環するまち 美馬」、そして、「安全・安心で快

適に暮らし、誇れるまち 美馬」、この五つの実現を目指し、政策の柱として位置づけ、

編成をしたものでございます。

一方、市民の皆様のご意見を次期総合計画に反映するために、昨年１２月に、市民意識

調査を実施いたしました。また、本年４月２０日には、若い世代や子育て中の女性の方々

を対象としたワールドカフェ方式によるワークショップを開催し、高校生１９名を含む３

３名の皆様から「わがまちの将来像」に対する「想い」をお聞かせいただいたところでご

ざいます。

今後は、市の将来像や、本年度当初予算においてお示しをした五つの政策の柱、そして、

これまで市民の皆様から頂戴をいたしました様々なご意見を取りまとめ、総合計画審議会

でのご議論、またパブリックコメントによるご意見を踏まえまして、次期総合計画に反映

をしてまいります。

人口減少や少子・高齢化の進展、地方交付税の合併算定替えの終了など、本市を取り巻

く情勢は更に厳しくなることが想定をされておりますが、幅広い市民の皆様のご意見を反

映いたしまして、市民の皆様が「将来のわがまち」に明るい展望を持っていただけるよう

な総合計画にしてまいりたいと考えております。

◎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）

続きまして、私からは、最初に、教員の残業時間は減っているのか、また中学校の部活

動の対応状況はとの再問にお答えいたします。

まず、教員の残業時間につきましては、平成２９年度と３０年度の１０月の１週間につ

いて実施した調査がございますので、調査対象となった本市の小・中学校の教員、それぞ

れ１０名の調査結果をもとにご説明いたします。
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この調査では、管理職を除く教員１人について、１日当たりの時間外勤務の平均時間が

小学校では、平成２９年度は平日は３時間１７分、週末は１３分であり、平成３０年度は

平日は２時間２７分、週末は１３分でありました。また、中学校では、平成２９年度は平

日は２時間５０分、週末は２時間であり、平成３０年度は平日は２時間５０分、週末は３

時間１０分でありました。

両年度を比較しますと、小学校では週末は増減がなく、平日は５０分短縮している一方、

中学校では平日は増減がないものの、週末は１時間１０分増加しています。中学校におけ

る週末の１時間１０分の増加要因といたしましては、部活動指導などに加え、他の行事が

実施されたことによるものであります。一方、小学校の平日の５０分の短縮につきまして

は、調査対象校におきまして、平成３０年度にタイムカードを導入し、教員に対する退勤

管理の意識づけを行ったことから、一定の効果があったものと認められます。

次に、中学校の部活動につきましては、部活動の時間について、平日は２時間程度、週

末は３時間程度とし、併せて平日１日と週末１日の部活動休養日も設定して実践しており

ます。また、平成３０年度には、部活動指導員を２名配置し、部活動の顧問教員の負担軽

減を図ることができましたので、本年度は１名増員し、合計３名を配置しております。

教育委員会といたしましては、部活動時間の適正化や部活動指導員の活用、文書送達や

学校環境整備の業務委託、支援が必要な児童・生徒への支援職員の配置などにより、学校

運営の負担軽減や円滑化を図っているところでございます。

今後とも、教員の働き方改革を進めるため、教育ＩＣＴの整備による授業準備や校務の

効率化の一層の推進、タイムカードの全校への導入のほか、有給休暇取得の促進を図るた

め、夏季休業中の学校閉庁日の設定などにつきましても、他団体での実施の状況などを参

考とし、検討してまいりたいと考えております。

次に、通学バスにおける不審者対策、子どもが集まる場所における不審者対策について

の再問にお答えいたします。

通学時の不審者への対策といたしましては、これまで学校の先生方による見回りのほか、

青少年育成センターによる、いわゆる青パトでの巡回、そして保護者や地域のボランティ

アの方々、警察のご協力による見守りやパトロールなどが行われてきたところです。

こうした中、このたびの川崎市での痛ましい事件を受け、美馬警察署、本市及びつるぎ

町の３者による緊急の対策会議が開催されまして、対応策について協議が行われました。

その会議において紹介された対応策を参考として、通学バスにつきましては、ドライブレ

コーダーを車両の前後２カ所に設置するとともに、録画中であることが車両の外側から確

認できるような表示をすることにより、不審者への抑止力としてまいりたいと存じます。

また、スクールバスの乗降場所や通学路、子どもの集まるような場所につきましては、

各学校の先生方による見回り、青パトの巡回、警察によるパトロールについて、それぞれ

強化して行われているところであります。

このほか、保護者や地域のボランティアの方々につきましては、スクールガードリーダ

ーによる効果的な見守りの研修を実施し、その強化を図りたいと考えております。様々な

危険から本市の子どもたちの安全を確保できるよう関係諸機関と連携し、できることから
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取り組んでまいります。

◎議長（川西 仁議員）

正午を過ぎたものでありますが、ただいま進行をしております相和会、原政義議員の代

表質問を済ませてから休憩をさせていただくものでございますので、ご協力の程をよろし

くお願いをいたしたいと思います。

◎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）

住友保険福祉部長。

［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、認定こども園職員の働いている状況についての再問にお答えを

させていただきます。

原議員ご指摘のとおり、認定こども園や保育所の職場におきましては、小さなお子様を

お預かりしていることから、体力、気力ともに必要とされる業務でございます。

このようなことから、認定こども園等の職員の配置基準につきましては、厚生労働省に

より、子どもの人数に対応した最低基準が定められているところでございますが、本市に

おきましては、現在、その最低基準を上回る職員を配置している状況でございます。具体

的には、厚生労働省基準で定められている最低基準が、１歳児では、６人の子どもに対し

１人の職員配置、３歳児では、２０人の子どもに対して１人の職員配置であるところを、

本市におきましては、現在のところ、１歳児では４人に１人、３歳児では１５人に１人の

割合で職員の配置をしております。このことにより、きめ細かな保育の実施と職員の負担

軽減を図っているところでございます。

また、育ちが緩やかな子どもには、個々に応じた適切な保育の実施と担任の負担を軽減

するため、支援員を加配しているところでございます。

職員が健康で生き生きと働き続けられる職場づくりを行うことは、質の高い保育が提供

できることにもつながることであり、今後とも、職員のワークライフバランスの実現を図

るよう努めてまいりたいと考えております。

◎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）

河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続いて、通学路に潜む危険と死角についてのご質問のうち、市内道路の安全対策につい

てのご質問にお答えいたします。

本市が管理いたします道路の安全対策といたしましては、主に転落防止を目的とする防

護柵、カーブなど視距の確保のための道路反射鏡、路肩確認としての区画線など、これま
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で通行車両の安全確保に主眼を置いた対策を行ってまいりました。

しかしながら、議員ご指摘のとおり、近年の高齢ドライバーの増加や操作ミスによる事

故などが増加している中、歩行者、特に子どもや高齢者などの交通弱者への安全対策が緊

急の課題となっております。

そうした状況から、国道・県道につきましては、緊急に交差点の防護柵など状況調査を

既に実施しており、今後、車止めや防護柵等の設置が進められるものと思われます。

本市におきましても、昨年度、美馬町の市道で、社会資本整備総合交付金事業を活用し、

交通安全対策として、一部歩道未整備区間を整備・解消したところでございます。ただ、

現在の市道管理道のうち歩道が設置されている路線は少なく、また、今ある市道に新たに

歩道を整備するのも現実的に困難な状況で、歩行者の皆様には、車道路肩部を通行してい

ただいている状況でございます。

歩道のない通学路の一部におきまして、路面にカラー舗装で注意喚起を図るゾーン３０

の速度規制を表示している箇所もございますが、今後の対応といたしましては、通園路、

通学路付近の交差点や、交通量の多い交差点などを重点的に調査・検証を重ね、防護柵の

設置など安全対策の検討をしてまいります。

次に、市内企業における長時間労働などの労働問題の発生及び労働相談、今後の周知・

啓発についてのご質問にお答えさせていただきます。

長時間労働などの労働問題の発生状況につきましては、去る５月３１日、厚生労働省労

働基準局監督課の公表した労働基準関係法令違反に係る公表事案によりますと、徳島県で

は３社が送検されている状況でございます。

この３社は、いずれも本市外の企業となっておりますが、県西部を管轄する三好労働基

準監督署管内では、同監督署の巡回指導などにより、行政指導に至るケースも見受けられ

るとのことでございました。

一方、市内企業の労働相談の状況につきましては、働き方改革関連法の施行に合わせて、

就業規則の見直しなど、相談が美馬市商工会に数件あるとお伺いしております。人手不足

の強い中小企業などにおいては、職場環境の改善など、魅力ある職場づくりが重要でござ

いますので、本市におきましても働き方改革の取り組みについて、今後、周知・啓発に取

り組む必要があると考えております。具体的には、時間外労働の上限規制など、働き方改

革関連法による改正事項を初め、労働関係法令の趣旨・内容に関する理解の促進を図るた

め、市のホームページ、広報紙などを通じた情報発信に取り組むほか、市内企業への働き

方改革支援ハンドブックの配布、また県労働局や労働基準監督署、市商工会など関係機関

との連携によるセミナーの開催などに取り組んでまいりたいと考えております。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番、再々問。

◎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）
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それぞれについてご答弁、ありがとうございました。

令和の時代は、今後どうなるのか。それは誰にも分かりませんが、これからの市政運営

に係っていると思われます。よくデータとして使われます国立社会保障・人口問題研究所

の現在最新の人口推計によりますと、美馬市の人口は２０２５年には、２万６,１９２人。

２０３５年には２万２,１６１人になり、生産年齢人口は２０２５年には１万２,８３６人、

２０３５年には１万５５１人になると推計されております。労働人口が減少すれば、消費

の中心となる人口が着実に減少していくこととなります。このことは、税収の減少、社会

保障費の増加などという負のスパイラルが生じます。国においては、出生率を増やす取り

組み、また人工知能ＡＩやロボットによる生産性向上を図る取り組みなど、進めておりま

す。美馬市においても現状を踏まえ、将来の計画をしっかりと立てていかなければなりま

せん。

目的を持つ、目標を立てるということは大切なことです。そして、それに向かって懸命

になる。懸命であればある程、すばらしい結果が生まれます。しかし、努力しなければ目

標は実現できません。将来の美馬市をどのようにしていくのか、積極的に考え、行動する

時期ではないかと考えます。次期総合計画、働き方改革、子どもの安全・安心の推進につ

いて、それぞれ積極的によい方向を考えなければ、前進はないと思われます。令和の新し

い時代にふさわしい行動計画が必要だと思います。

そこでお尋ねをいたします。このことについての市長のお考え、意気込みをお聞かせ願

い、代表質問を置きたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

１４番、相和会、原政義議員からの再々問にお答えをいたします。

まず、働き方改革につきましては、国が打ち出した方針ではございますが、生産年齢人

口の減少が、国を上回るスピードで進む本市におきましては、多様な働き方の実現を含め、

その必要性はより高いものと認識をいたしております。

このため、市内企業の皆様には、働き方改革関連法の趣旨を踏まえた情報提供や制度の

周知を行うとしておりますが、市役所におきましても、働き方改革を率先して実践する立

場から、具体的な数値目標を設定し、時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進に取り

組んでいるところでございまして、こうした取り組みが職員の意欲と能力を引き出し、市

民サービスの向上につながる効果を期待しております。

一方、子どもたちが巻き込まれる事件、事故のニュースが後を絶ちません。美馬市内に

おいて、こうした痛ましい事件、事故が絶対に起こらないよう、関係者、関係機関との連

携による点検活動に加え、作成したマニュアルが生きたものになるよう、定期的に訓練な

どを行うなど、実践的な安全対策に取り組んでまいります。
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さて、元号が平成から令和となり、時代の転換点を迎える中で、新たな課題に対しては、

従来のやり方にとらわれない新たな取り組みが求められております。働き方改革や子ども

たちの安全対策につきましても、新しい時代にふさわしい実践的で、しっかりとした行動

計画を打ち立て、成果につなげてまいります。

今年度は、私にとりましても任期４年目となりますことから、これまでの総仕上げとし

て、まずは市民の皆様方に美馬市に住んでよかった、美馬市に住み続けたいと実感してい

ただけるよう、更に美馬市に住んでみようと思っていただけるよう、全力で市政運営に当

たってまいりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

◎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、市政に対します代表質問を行います。

小休 午後０時１７分

再開 午後１時００分

◎議長（川西 仁議員）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

代表質問を続行いたします。

次に、みま創明会、藤野克彦議員。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（川西 仁議員）

３番、藤野克彦議員。

［３番 藤野克彦議員 登壇］

◎３番（藤野克彦議員）

それでは、議長の許可をいただきましたので、通告のとおり２件の項目について、順次

質問をさせていただきます。

１件目は、少子化による加速度的な生徒数減少における中学校部活動について。２件目

は、１０月に行われる花火競技大会の一大観光イベントについて。この二つを質問いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

いよいよ東京オリンピックまで約４００日となり、チケットの抽選申し込みも５月２９

日をもって終了いたしました。５月時点でのオリンピックチケット購入に必要なＩＤ登録

者数が５７４万人を越えたということからも、オリンピックの関心が既に高まってきてい

ると言えます。非常に高い競争率となった６月２０日のチケット当選発表日が待ち遠しい

方々が本市にもいるのではないでしょうか。

東京オリンピックの競技は、既存の２８競技から５競技１８種目が増え、トータル３３

９種目、パラリンピックでは２２競技、５３７種目で競われ、参加選手数だけで１万５,

０００人以上ともなり、言うまでもなく、それぞれの競技における世界最高峰の平和とス

ポーツの祭典であります。
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美馬市内のスポーツ少年団や中学校部活動にある野球、ソフトボール、サッカー、バレ

ーボール、テニス、卓球、柔道のなじみのある競技のほか、県内から１１名もの強化指定

選手を輩出しているサーフィンやスケートボードなどの若い世代に人気のある新しい競技

が追加種目として決定されております。それだけではなく、今年は開催まで１００日を切

ったアジアで初となるラグビーワールドカップが２０カ国参加のもと、９月から１１月に

おいて、国内の１２都市１２会場で行われます。２０１５年に開催されたイングランド大

会では、当時、世界ランキング３位だった南アフリカ代表に試合終了直前まで劣勢の中、

日本代表は終了間際に執念の逆転トライを決め、「史上最大の番狂わせ」と評された衝撃

や感動は記憶に新しいところです。今回の大会のおいても平均身長や体重、また同スポー

ツの歴史や戦歴においては、決して埋めることのできない差は歴然でありますが、番狂わ

せの再現を期待する国内のラグビーファンとともに、世界３代スポーツイベントと言われ

るがゆえのワールドカップを目的とした訪日外国人客は４０万人を超えるとの想定がされ

ており、その経済波及効果は４,３００億円以上とも言われております。

言うまでもなく、美馬市、脇町は四国ラグビー発祥の地としても知られており、常に徳

島ラグビーを牽引してきた地元の脇町高校やつるぎ高校が、今でもしのぎを削るライバル

校同士であることは、市民の皆様も知るところでございます。

美馬市スポーツ少年団には、それらの高校ＯＢの指導によるラグビースクールが、小・

中学生を対象として行われており、そのころから経験ができることは大きなアドバンテー

ジとなります。競技人口が少ないと言われるラグビーにおいて、そこから経験ある選手を

輩出することができることによっても、両校の伝統が息づいていると考えられます。

現在、本市の中学校には、ラグビー部がないことから、一部の生徒が社会体育の活動と

して参加しており、このほかにも徳島ヴォルティスを初めとするサッカーのジュニアユー

スや準硬式野球などのスポーツにおいても、より高い技術を磨くため、保護者の送迎など

によって遠方まで通う生徒が徐々に増えている一方で、通う中学校に希望する部活がない

という理由で社会体育を選択した生徒や、少数ではありますが転校する生徒も出てきてお

ります。少子化の進行が加速度的であり、本市の小・中学校生徒数が激減しておりますが、

それに伴って中学部活動の入部者数の減少と活動状況にも様々な制約が発生し、多くの中

学校でそのような事態が起こりかねない状況にあります。

女子ソフトボール部においては、現在、岩倉、美馬、阿波中学校による合同チームによ

る活動が行われており、野球においては、岩倉、江原中学校の合同チームと穴吹、脇町中

学校の合同チームによって活動がされております。その活動は、各学校のスケジュールが

ある中で、保護者の送迎によって支えられており、平日でも合同練習のできるような協力

体制をとっているということでした。

現在、市内中学校の各部活動では、２１日から開催される総体に向けて日々練習に励ん

でいるところでございますが、総体終了後は３年生の引退により、団体競技においては部

員の減少によって今以上に活動方法の検討を迫られる部活動が増えてまいります。

市内のソフトボール部のある美馬中学校、岩倉中学校は、年によって異なる市外の中学

校との合同チームの再編を繰り返して活動しておりますが、今年度の総体後も新たな合同



－５９－

チームの再編が必要となることが分かっており、野球部においては、美馬中学校のみ単独

チームの結成が可能で、それ以外の学校は合同チームの結成が必要となります。

各中学校では、このような合同部活動結成や外部指導員を活用し、できるだけ生徒や保

護者のニーズに応え、競技においても部活動を通して生徒と真剣に向き合い、子どもたち

の心身の成長を感じられるといったやりがいの部分において重要と位置づけており、どう

にかして部活動を継続させるために知恵を絞っていただいていると認識しております。

このような状況において、現在まで中学校側からもこのような生徒の激減による部活動

のあり方について、対処方法などについての相談、議題に上がったことはなかったのでし

ょうか。また、近年問題となっております教員の労働環境是正のための働き方改革につい

ても、部活動指導に係る教師の絶対数が足りていない中で、非常に難しい取り組みになっ

ていると思われますが、中学校の部活動の支援方法について、今後検討でき得る対策など

学校設置者としての考えをお聞かせいただきたいと思います。

次に、６月４日の新聞報道にもありましたとおり、今年、１０月５日に美馬市と三好市

をまたぐ四国三郎の郷周辺の河川敷において、にし阿波の花火と銘打ち、中四国で初開催

となる花火競技大会が日本青年会議所徳島ブロック協議会主催により開催されることとな

っております。

調べたところによりますと、花火競技大会とは、花火の大きさや数量、打ち上げの時間

などのルールが設けられており、参加する花火業者はそれに従って高得点を出せるように

花火を打ち上げる大会であり、花火が打ち上げられるたびに出品業者が紹介されるといっ

た特徴があります。また、文字どおり競技大会であるため、各社がとっておきの花火を打

ち上げることにより、技術力の高い様々な花火を見ることができます。こうした花火大会

は各地で行われておりますが、歴史や規模の大きさから、日本三大花火大会に数えられる

秋田県大仙市で行われている大曲の花火や、茨城県土浦市で行われている土浦全国花火競

技大会が有名で、約２万発の花火が打ち上げられ、７０万人を超える観客動員数がありま

す。その伝統ある花火競技大会出演の６都県、６業者と徳島県内の２業者の共演により、

花火の王道と言われる尺玉の打ち上げや四国初の３００メートルにもなるスターマインが

披露されるということでございます。更に、中四国では、最高の４４万人以上の観客動員

数を誇る広島県での大規模な花火大会でも、打ち上げられるのは１万発ということでござ

いますが、今回のにし阿波の花火では、大曲や土浦で行われている大会と同数の２万発が

予定されており、中四国初の花火競技大会という話題性とともに、規模においても西日本

で最大になるようでございます。

今回の花火競技大会における目標動員数は計画初年度ということもあり、少し抑えた２

万人程度の来場を予定しているということでございますが、他県の実績では同規模の花火

大会は、少なくとも動員数が２０万人に及びます。有料観覧席の動員目標が１万２,００

０人、無料観覧席が８,０００人の設定となっているようですが、他県の開催実績を鑑み

ますと、無料観覧席への読めない来場客数が心配されるところではあります。各地の有名

花火大会でも、毎年、主催者の懸念材料は会場周辺の交通渋滞であり、本市の開催場所か

ら考えると、ほとんどの観客がマイカーで来場されることが見込まれており、周辺の道路
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状況からも大渋滞が起きることが想定されます。そこで、当初、花火競技大会を誘致する

に当たり、主催者である青年会議所は多くの関係者の協力を得るため、１年程前から本市

行政はもとより、市内の各種団体や商工業者を初め、警察署や消防、周辺自治体である三

好市、つるぎ町、東みよし町へも協力要請を行い、本市を含む２市２町が後援として実行

委員会へも主席しているとお聞きしております。２市をまたぐこれだけの大規模なイベン

トでありますので、必要となる交通インフラの点検や整備、渋滞緩和や地域住民への対応、

会場設営については、観覧席となる場所の状況確認など、本市としても様々なノウハウを

提供し、徹底した安全対策をする必要があります。また、駐車場への誘導、観客のピスト

ン輸送についての多岐にわたる警備計画についても、後援の立場でどのような協力をして

いくのかについて、お聞きいたします。

また、現段階での進捗状況についてもお聞きいたします。

◎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）

３番、みま創明会、藤野克彦議員の代表質問のうち、私からは部活動についてのご質問

にお答えいたします。

生徒の自主的・自発的な参加により行われております部活動につきましては、スポーツ

や文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養などに資するもので

ありまして、市内の各中学校では、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られる

よう、運営上の工夫を行い、それぞれの実態に応じた活動を行っているところでございま

す。

藤野議員ご指摘のとおり、近年、加速度的に進行する少子化に伴う生徒数の激減により、

とりわけスポーツの部活動の部員数が減少しておりまして、一部の生徒が社会体育の活動

に参加していることやソフトボール部と野球部において合同チームを編成し、活動を続け

ていることも承知をしております。

このような中、中学校側から教育委員会に対して、生徒数の減少による部活動のあり方

について、対処方法等についての相談など議題に上がったことはなかったのかとのご質問

につきましては、過日開催されました中学校長会において、部活動の現状や意見の聞き取

りをいたしましたので、その主なものを申し上げます。

部活動の現状といたしましては、各校では、生徒数の減少に伴い、部活動の数を徐々に

減らしてきていますが、保護者等からの要望に配慮した結果、生徒数に見合わない部活動

の数を抱えている学校があるほか、教員数の減少により、ほぼ全ての教員が部活動に携わ

っております。また、部活動中の事故の発生に対応するために、教員は必ず現場に立ち合

っていることも教員の負担を大きくしている要因となっております。

学校長からの意見といたしましては、生徒数の減少に伴い、部活動の存続に限界を感じ
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ていること、部活動は教員に大きな負担がかかるので改革が必要であること、合同チーム

を編成した場合には、生徒の移動手段の問題があることのほか、将来的には部活動は社会

体育に移行するものと考えられるが、その途中の過程では、例えばＡ校は野球、Ｂ校はソ

フトボール、Ｃ校はバレーボールというような、いわゆる拠点校方式によることになると

思われること。ただし、拠点校方式には、生徒の移動手段や拠点校となった学校に必ずし

も指導できる教員がいるとは限らないといったような問題があること、そして、社会体育

に移行するのは、野球やソフトボールなど比較的人数を必要とする団体競技からであるこ

とが見込まれるが、生徒の移動手段のほか、例えばチーム内の選手間で生徒指導上の事案

が発生した場合やけがが発生した場合の責任の所在などについて問題があること。拠点校

方式や社会体育への移行により、部員数の減少に拍車がかかることについては、残念であ

るが仕方がないというふうに考えているといったようなことなどが挙げられました。

次に、今後検討できる支援方法といたしましては、平成３０年度から美馬中学校女子ソ

フトボール部と脇町中学校剣道部にそれぞれ１名の部活動指導員を配置しておりましたが、

今年度は、江原中学校柔道部に新たに１名を増員し、合計３名を配置しているところであ

ります。

今後も教員の負担軽減と生徒の技術力向上のため、部活動指導員の増員に努めてまいり

ます。

また、野球やソフトボールなどの団体競技につきましては、合同チームの増加が見込ま

れますので、他の市町村の例などを調査・研究をし、支援できることを検討してまいりた

いというふうに考えております。

◎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、観光イベントの花火競技大会について、後援協力での支援方法

と進捗状況についてのご質問にお答えいたします。

まず初めに、花火競技大会の後援協力での支援方法についてでございますが、このたび、

日本青年会議所四国地区徳島ブロック協議会が企画した花火競技大会は、中四国地区で初

の開催であり、規模も西日本最大級の約２万発、観客動員数も２万人規模が予測される非

常に大きなイベントでございます。

本市の大会へのかかわりといたしましては、県や県西部の市町と連携を図り、後援とい

う立場で大会運営を支えることにしており、青年会議所を主体とする実行委員会には、各

市町の観光部門の担当職員が参画しております。具体的な支援の方法についてでございま

すが、議員ご指摘のとおり、本イベントを安全に実施するためには、駐車場の十分な確保

や通行制限による渋滞緩和措置、観光客を会場まで安全に誘導する方法などをまとめた警

備計画書を警察機関に了承してもらう必要がございます。
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これまでも警察機関との警備計画協議を初め、国土交通省、徳島河川国道事務所との河

川占用協議や会場施設・駐車場の借り上げ調整、地元住民説明会の開催などにおいて、観

光課を中心にできる限りの支援を行ってきたところでございますが、引き続き、円滑に大

会の運営準備が進むよう支援を継続してまいりたいと考えております。

続きまして、現段階での進捗状況についてでございますが、６月３日に関係者で構成す

る花火実行委員会が開催され、同実行委員会が組織する八つの運営部会から取り組みの現

状報告がございました。中でも大会の安全・安心にかかわる警備・消防・救護部、交通機

関部からは、既に会場周辺で約３,０００台の駐車場確保の見通しが立っていることや警

備計画についても警察機関との事前協議は進んでおり、６月中旬には会場付近で現場協議

が行われる予定であるとの報告がございました。

市といたしましては、今後もイベントの安全な実施に向け、行政の立場でしっかりと実

行委員会の運営に関与してまいりたいと考えております。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（川西 仁議員）

３番、藤野克彦議員。

［３番 藤野克彦議員 登壇］

◎３番（藤野克彦議員）

それぞれにご答弁、ありがとうございました。

部活動の実態について、中学校校長会において、生徒数に見合わない部活動があり、生

徒数の減少によって部活動を存続させていくことに限界を感じておられるということでし

た。また、限られた教員数から全ての教員が部活動指導にかかわっており、教員の負担の

面についてもこのような部活動を取り巻く現状については、改革の必要があるということ

でした。

また、将来的には社会体育に移行するという観測を持たれており、その過程で、部活動

種目別による拠点校方式といった具体的な例が挙がるなど、現在の部活動に対して危機意

識を持っておられることがよく分かりました。

更に、子どもたちが取り組みたいスポーツが多様化している反面、これから少子化によ

る学校数や生徒数の急激な減少により、ますます部活動が廃部・休部に追い込まれる可能

性が高まってきています。

それは、令和元年度の本市の中学生生徒数は７校で６２９名ということでございますが、

現在を起点に市内の小学生がそのまま市内の中学校へ入学すると仮定した場合に、数年間

の減少傾向は緩やかとなっておりますが、１０年後は美馬市の平成２６年から平成２９年

生まれ当たりの出生数から計算すると、５１０名程度まで減少する見通しで、これは現在

の脇町中学校１校分の生徒数に値します。

今日のような現状の対策として、文部科学省が平成２９年に公表した学校における働き

方改革に関する緊急対策において、部活動については、合同部活動や総合型地域スポーツ

クラブとの連携等を積極的に進めることや、地方公共団体や教育委員会において、学校や
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地域住民と意識共有を図りつつ、地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保で

きる十分な体制を整える取り組みを進め、部活動を学校単位から地域単位の取り組みに移

行し、学校以外が担うことも検討されています。

また、平成３０年にはこのような部活動の現状から、運動部活動のあり方に関する総合

的なガイドラインがスポーツ庁において策定されており、このガイドラインには外部指導

者の協力確保、総合型地域スポーツクラブとの連携、複数校による合同部活動、シーズン

制などによる複数種目実施などの取り組みによって、子どもたちがよりよい環境で運動で

きる機会の確保、充実が掲げられております。

全国各地でも本市よりも一歩進んだ取り組みが既に始まっているところもあり、中学校

の部活動にない種目を習うことができることや部活動と同じ種目を選び、より高いレベル

を追求することができ、更に他校の生徒ともかかわりができるといった指定管理を受けて

運営する地域総合スポーツクラブや自治体内の中学校に在籍していれば誰でも入部できる

拠点校方式など、地域の実情に見合った形で従来とは異なる方法によって子どもたちにス

ポーツをする機会を提供しています。

各学校長が危惧しているような拠点校方式となった場合の生徒の移動方法や、様々なケ

ースにおいての責任の所在、部活動から拠点校方式や社会体育へ移行することによる部員

数の減少が進む可能性などの課題は多くあります。しかし、教員の減少によっても教員の

負担が増えているといった悪循環となっている現状では、今までの形では遅かれ早かれ、

限界を迎えるのではないかと考えられます。また、教育の一環としての部活動においては、

生徒の自主的・自発的な参加により行われることが重要であるといった観点からは、複数

競技の選択肢を確保していくことは、昨今の子どもたちの体力や運動能力の低下が起こっ

ていることを鑑みても、子どもたちのスポーツ離れを防ぐことになるとも考えます。

今後、部活動指導員の増強をしていくということに加えて、先進地などの取り組みを参

考にしながら、早期に議論の場を作り、中学部活動の美馬市モデルを構築していく必要が

あると思いますが、今後、従来どおりの部活動に代わる新しい取り組みを検討していくの

かについて、考えをお聞かせいただきたいと思います。

にし阿波の花火については、大勢の観客を想定しての駐車場確保や警備計画について、

６月中旬にも現場検証が行われるということでございました。

全国の有名花火大会においても、渋滞は想定内ということでございますが、通行方向を

イベント前から再三にわたり告知し、可能な限りの渋滞緩和対策を講じているということ

でございます。イベントのＰＲと併せてしっかりとした安全対策のサポートをよろしくお

願いいたします。

再問に移りますが、主催者である青年会議所は、この花火競技大会を徳島市には阿波踊

りがあるように、西部には花火競技大会と言われるイベントに成長させようと継続事業と

して取り組んでおり、本市にとっても今後、多くの観光客、交流人口が見込める新たな観

光コンテンツの提案でもあります。取り分けイベント前後は来県される観光客の宿泊ニー

ズも高いと思われますが、そうした観光客を取り込むなどの宿泊場所についても、本市の

観光での弱点ともなっている宿泊や食において、美馬市内の宿泊業者への協力要請や民泊
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の活用、空き家利用などについてもより柔軟な対応策を考える機会ともなります。

そこで、本市には地域の稼ぐ力を引き出すこと、地域への誇りと愛着を醸成する観光地

経営の視点に立った観光地域づくりを主導していくこと、多様な関係者と協同しながら明

確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現すること、これを掲げ、美馬市を観光で

活性化することを事業目的として、ＤＭＣである観光ビューローが設立されております。

今回の花火競技大会の趣旨は、正にこのコンセプトに合致したものであり、コラボレート

でき得るイベントであると考えますが、今回はどのような形でかかわっているのかについ

てお聞きいたします。

そして、今回のにし阿波の花火における観光客も県外から大勢来県されることが想定さ

れ、このような機会に是非とも美馬市をＰＲするチャンスであると考えますが、具体的に

どのような取り組みを考えているのかについてお聞きいたします。

◎教育長（村岡直美君）

議長、教育長。

◎議長（川西 仁議員）

村岡教育長。

［教育長 村岡直美君 登壇］

◎教育長（村岡直美君）

３番、みま創明会、藤野克彦議員の再問のうち、私からは部活動に代わる新しい取り組

みの検討はとのご質問にお答えいたします。

議員ご指摘のとおり、子どもたちが取り組みたいスポーツが多様化している反面、少子

化に伴う生徒数や学校数の減少が見込まれるため、現在活動中の部活動は、今後、休部や

廃部になってしまう可能性は高まるものと思われます。

また、全国各地には、部活動に代わる新しい取り組みといたしまして、総合型地域スポ

ーツクラブや部活動の拠点校方式など、地域の実情に見合った形で子どもたちにスポーツ

をする機会を提供するといった例もご紹介いただいたところであります。

教育委員会といたしましては、このたびのご質問を契機といたしまして、今後、全国各

地の取り組みについて調査・研究をし、学校などの考えも聞きながら、部活動のあり方と

して本市が参考にできる取り組みを見出すことができるよう、努め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）

続きまして、私からは、美馬観光ビューローのかかわり方と美馬市をＰＲするための具

体的な取り組みについての再問にお答えいたします。

初めに、美馬観光ビューローのかかわり方についてでございますが、美馬観光ビューロ
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ーも同実行委員会の観光企画ＰＲ部の一員として参画しており、６月４日より花火競技大

会の問い合わせ窓口の一端を担っております。

このほか、同イベントを比較的規模の大きな旅行商談会の場でＰＲ告知したり、旅行会

社への直接的な売り込み、関係各所へのポスターの掲示など、青年会議所がカバーできな

い部分を担うこととしております。

続きまして、美馬市をＰＲするための具体的な取り組みについてでございますが、一つ

には、にし阿波の花火公式ホームページに本市の観光情報を掲載してもらうなどし、観光

のＰＲに努めたいと考えております。二つ目には、花火競技大会に出演する花火師には、

それぞれ熱烈なファンが多く、大会の数日前から現地入りするケースもあると伺っており

ます。

このことから、観光客の方に少しでも市内に長く滞在していただき、観光や体験、食な

どを楽しんでもらえるよう、美馬観光ビューローを初めとする地元の観光事業者との連携

を強め、本市ならではの魅力ある観光商品の開発と情報発信に引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。

◎３番（藤野克彦議員）

議長、３番。

◎議長（川西 仁議員）

３番、藤野克彦議員。

［３番 藤野克彦議員 登壇］

◎３番（藤野克彦議員）

それでは、再質問の代わりにまとめをさせていただきまして、代表質問を終えたいと思

います。

昨今、オリンピックやラグビーワールドカップは、単なるスポーツの大会ではなく、世

界中の人々が注目する巨大イベントであり、開催国にとっては国のメンツをかけたデモン

ストレーションの場となり、更には、企業にとっての絶好のプロモーションの場としての

位置づけも大きくなるなど、商業主義が前面にでております。今回のオリンピックも放映

権はアメリカの放送局が持ち、真夏の東京での開催のため、マラソン競技が早朝６時から

のスタートという、決して選手ファーストとは言えない決定に疑問を感じた人は少なくな

いと思います。しかし、こうした商業化が進んだことにより、参加に消極的だったプロ選

手が徐々にオリンピックに出場するようになったことも事実であり、テレビ画面を通じて

沢山の有名選手が世に送り出されたことによって、私たちがそうであったように、世界各

国の人気スポーツ選手のプレーに熱狂し、憧れ、そのような選手を夢見て、本市のスポー

ツを得意とする子どもたちも同じように大人となっていくのではないでしょうか。

また、明治を起源とする部活動は、戦後、今の形に体系化されてきたようでございます

が、オリンピック競技や今日、多くの国民に親しまれている様々なスポーツの礎となって

きたことも揺るぎのない事実でございます。

一方で、全国的に現在のような極端な少子化となるまでにも生徒や教員たちにおいての

減少が徐々に進行し、学校の統廃合も進んできた中で、部活動の体系についてはそのよう
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な社会的変化に対応せず、全く変わっていないというところが問題を大きくしていると言

えるのではないかと考えます。

今回、オリンピック競技に復活した日本のお家芸とも言える野球やソフトボールは、く

しくも本市において生徒数が少なくなっている競技と重なりました。その二つのオリンピ

ック競技やプロスポーツを観戦することによっても、子どもたちが選手と自分とをだぶら

せることやこうなりたいとイメージを膨らませ、夢を描けるように手を差し伸べることは

大人の役目であり、できるだけ多くの子どもたちの選択肢を確保していくとともに、先生

方の業務負担を改善するために、手遅れになる前にその議論を始めなければならないとの

考えに至り、代表質問として取り上げさせていただきました。ＰＴＡを初めとする保護者

や先生方、本市のスポーツにかかわる全ての団体の皆様ともこの問題を共有し、できるだ

け早く、よりよい方向性が見出されることを望みます。

また、今回、一大イベントである花火競技大会の主催者である青年会議所は、２０歳か

ら４０歳までの青年の真摯な情熱を結集し、社会貢献することを目的に組織された団体で

あり、若さゆえの果敢な行動力によって、よりよい社会づくりを目指し、地域の経済や文

化、町の姿をよく知り、それを進歩・発展につなげることや更には、青少年健全育成、ボ

ランティアや行政改革などの社会的課題に積極的に取り組んでいます。

今回のイベントの誘致もそうした様々な青年会議所発動の一つであり、社会貢献のため、

常にアンテナを張り、花火競技大会という地の利を生かせるすばらしいイベントの発想か

ら、若い行動力を持って、行政機関や各種団体への協力要請など様々な苦労の末に、開催

までこぎつけた彼らの行動力には最大限の賛辞を送りたいと思います。そして、このイベ

ントが今後も継続事業として行われ、町おこしや地域活性化を図っていくということにつ

いては、得られる経済効果や美馬市を全国的に広報する手段としては、美馬市史上最大の

効果が出るものと期待できます。しかし、唯一の不安要素は、関係者の大部分において、

開催初年度ということによる経験のなさという点に尽きると思います。無料駐車場への来

場者の想定やそれに伴う様々な課題も出てきており、彼らは県外で開催される同規模の花

火大会の視察に訪れ、運営方法の調整や会場の現場視察を行うなど、万全を期すために東

奔西走している毎日であると聞き及んでおりますが、このイベントを成功させ、大きな効

果を生み出させるには、多くの皆様が主体的にかかわることであると考えます。行政にお

かれましても観光課、観光ビューローを軸に、重ねてあらゆる場面においての助言やバッ

クアップをお願いし、今回の花火競技大会のテーマである「歓喜（よろこび）」という名

にふさわしく、大勢の観客から完成が沸き上がり、関係者全てが喜び合えるような、儲か

る観光の新しいコンテンツとして成長させていきましょう。

そして近い将来には、西日本最大の花火競技大会の開催地として、美馬市の名が全国に

とどろくことを期待いたしまして、代表質問を終わります。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、１０分程度小休をさせていただきます。

小休 午後１時４４分
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再開 午後１時５４分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、美馬未来の会、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代表質問の許可をいただきました。

本日は、元号が新しく令和となっての初めての定例会であります。そして、本日、私を

含めて代表質問が４名、一般質問が１名の計５名が事前通告をしています。３日間の予定

日が１日で終わることに一抹の憂いを感じながら、既に３会派のすばらしい代表質問が終

わり、残すところ私の拙い質問と、いつも頑張っておられる一人会派の一般質問が残って

いるところでございます。皆さん方には、お疲れのところ、貴重な時間をいただきますが、

暫時ご協力願いたいと思います。

それでは、早速、美馬未来の会を代表しまして、通告の件、順次質問をさせていただく

こととします。ご答弁される方は、いつも申していますが、市民目線で、分かりやすく、

明快なご答弁をしていただけますようくれぐれもよろしくお願いいたします。

通告件名は３件を上げさせていただきました。

まず、１件目として、美馬市の人口増減対策についてであります。

そして、質問の要旨として、先日６月２日の新聞報道に、徳島県の人口増減と題して、

平成３０年間での人口の増減数が大きく報じられていたのは周知のことと存じます。我が

美馬市は、平成元年１月１日の時点での人口は３万９,８９２人であり、平成最後の年で

ある平成３０年の１月１日には２万８,９７６人まで減少した。率にすると２７.４％の減

少との報道です。これは、３０年間で１万９１６人が何らかの理由で減少したということ

であり、年間にしますと平均約３６４人となり、更に分かりやすく言いますと、１日に１

人は美馬市から移動し、減少しているということの現状であります。

そこでお伺いしたいのは、件名の要旨１点目として、本市はこのような現状をどのよう

に把握し、どのように分析しているのかをお伺いします。

次に、要旨２点目として、現状把握や分析結果をもとに平成２７年総合戦略の対策や取

り組みにより、４年間での進捗状況結果は人口減少にどの程度歯止めがかかり、成果があ

ったのかをお伺いします。

質問件名の要旨３点目の人口増減対策の見通しと要旨４点目の今後の人口増減対策の２

点については、初問の回答を伺った後、内容により再問等で質問をさせていただきたいと

思っています。

次に、通告質問件名の２件目は、美馬市の高齢社会対策についてであります。
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質問の要旨としては、最近、テレビ・新聞等で、人生１００年時代ということで、毎日

のように高齢社会による資産形成や管理について、また高齢者ドライバーに関する報道が

あふれています。

そこで、我が美馬市においても高齢社会に対する施策や対策は他人事では済まされない

内容ではなかろうかと思っています。

そこで、お伺いしたいのは、件名の要旨１点目として、本市においては高齢社会対策に

おける現状把握と分析をどのようなことに主眼を置き、実施されているのかをお伺いいた

します。

次に、要旨２点目として、高齢社会対策における現状把握と分析のもと、どのような対

策を施策として実行されているのか。また、その施策の進捗状況も併せてご教授願います。

質問件名の要旨３点目の高齢者の農業支援施策及び市営住宅の現状と要旨４点目の今後

の高齢者への対応の２点については、１件目同様、初問の回答を伺った後、内容により再

問等で質問をさせていただきたいと思っています。

最後の通告質問件名の３件目は、美馬市においての長期未整備道路等の対策についてお

伺いし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。

質問の要旨としては、本市においては、国道・県道・市道・法定外公共物の道、水路に

至るまで、長期未整備道路等、つまり完全に開通できていない道路や市民要望の改修が長

期にわたりできていない道路等が沢山あると感じています。

そこでお伺いしたいのは、件名の要旨１点目として、時間の都合上４点のみ提議します

ので、現状の把握や分析状況を回答願います。

１カ所目、拝原南地区における鳴門池田線のバイパス工事。２カ所目、江原北地区にお

ける多和脇線道路の改修工事。３カ所目、赤谷地区における一般農道整備事業、脇５２０

号線から脇５２６号線の未完成道路。４カ所目、脇町５２７号線から畜産業経営の有限会

社の入り口までの道路整備。

次に、要旨２点目として、現状把握と分析のもと、４カ所については現在どのような対

策や進捗状況の経過措置をされているのか、併せてご教授願います。

質問件名の要旨３点目の課題に対する新たな取り組みと要旨４点目の今後の見通しの２

点については、前質問件名同様、初問の回答を伺った後、内容により再問等で質問をさせ

ていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

以上が、通告件名の説明でございます。

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、ご答弁漏れなき

よう、市民目線で、分かりやすい言葉で明確なご答弁を期待していますので、よろしくお

願いいたします。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］
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◎企画総務部長（吉田正孝君）

６番、美馬未来の会、中川重文議員からの代表質問のうち、私から本市における人口の

増減対策についてお答えいたします。

まず、本市の人口の現状をどのように分析しているのかとのご質問でございますが、議

員のご質問にございましたように、６月２日付の徳島新聞に徳島県の人口増減が掲載され、

平成の３０年間で徳島県全体では１２.０％減少したのに対し、本市では２７.４％の減少

となっておりました。また、本市の本年４月１日現在の外国人を含む住民基本台帳人口は

２万９,２４９人となっておりまして、平成２７年４月１日現在の３万１,１７６人と比較

いたしますと、１,９２７人の減、率にして６.２％の減少となっております。

本市におきましてはこれまで、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を用いまして、人

口につきましても分析を行ってまいりましたが、総人口は一貫して減少しており、平成２

７年の国勢調査人口は３万５０１人となっていること、またこのうち年少人口と生産年齢

人口の減少が顕著であること、転入転出者数ともに減少傾向の一方で、死亡者数が出生者

数を上回る自然減は拡大傾向となっていること、更に２０歳代後半につきましては、かつ

て転入超過であったものが、近年は転出超過となっていることなどの分析を行っておりま

す。

こうした分析結果を踏まえまして、平成２７年度には、まち・ひと・しごと創生法に基

づき、「しごと」と「ひと」の好循環を「まち」が支える関係の構築を目指しまして、「美

馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しております。この総合戦略におきまして、

企業誘致や製造業における生産基盤の充実、起業・創業の支援を初めとした「しごと」づ

くりや結婚・出産・子育てに関する切れ目のない支援などとともに、「本市に新しいひと

の流れをつくる」ということを目標に掲げまして、新婚世帯家賃補助金や移住創業支援補

助金などの創設のほか、移住交流センターによる空き家バンクの運営などに取り組んでま

いりました。また、藍をテーマに移住・交流人口を増やす生涯活躍のまち構想につきまし

ても、今後取り組みを本格化させてまいります。

次に、総合戦略に基づく取り組みにより、４年間で人口減少にどの程度歯止めがかかっ

たのかとのご質問にお答えいたします。

まず、総合戦略におきましては、２０２０年の転出超過数ゼロを目標に掲げております

が、昨年２０１８年、平成３０年につきましては、１５７人の転出超過となっておりまし

て、目標の達成は大変厳しいものと認識しております。

一方、総合戦略に基づく取り組みによる平成３０年度の実績でございますが、新婚世帯

家賃補助金の利用者のうち、この制度がなかったら美馬市に住まなかったと回答をされた

のが４組１０人。移住創業支援補助金の活用による移住者が６人。ＵＩＪターン促進奨学

金返還支援補助金の活用実績が１１人。移住交流センターの利用による本市への移住者が

１４人などとなっておりまして、こうした取り組みを行わなかった場合、転出超過数は少

なくとも更に４１人拡大していたものと考えられ、人口減少の歯止めには一定の効果があ

ったものと認識いたしております。

◎保険福祉部長（住友礼子君）
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議長、保険福祉部長。

◎議長（川西 仁議員）

住友保険福祉部長。

［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、美馬市の高齢社会対策における現状把握と分析、またその対策

と進捗状況についてお答えをさせていただきます。

本市の高齢者の現状でございますが、本年４月の市の人口２万９,２４９人のうち６５

歳以上の高齢者数は、１万８０９人で、高齢化率は３６.９６％となっております。市の

人口は年々減少している一方、高齢者数は増加をしており、高齢化が進展している状況で

ございます。今後におきましても、市の人口は減少し、高齢化率も上昇していきますが、

高齢者数については、ここ数年の間に増加から減少に転じるものと予測をしております。

また、市の７５歳以上の人口は、２０２５年に当たる令和７年までには、これまでの減少

から増加に転じるものと見込んでおります。

６５歳以上のひとり世帯数ですが、市の世帯数は減少している一方、６５歳以上のひと

り世帯数やひとり世帯率は増加しておりまして、今後におきましても、同様の状況が続く

ものと予測をしております。

こうした状況におきまして、市といたしましては、高齢者福祉の取り組みはますます重

要になってくると認識をしておりまして、高齢者が可能な限り住みなれた地域で生涯を通

じて健康で自立した生活を送ることができるよう、３年に一度策定をしております美馬市

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、各種施策の推進に取り組んでいると

ころでございます。

この計画におきましては、「一人ひとりの市民が健康で、いきいきと暮らせるまちづく

り」を基本理念とし、五つの基本目標を定めております。具体的に申し上げますと、一つ

目の目標として、健康づくり、介護予防、認知症施策の推進を内容とした「健康づくり・

介護予防の推進」を、二つ目の目標として、地域ケア体制の充実、暮らしやすい生活環境

の整備、福祉サービスの充実、施設福祉サービスの充実を内容とした「地域で支え合う環

境づくり」を、三つ目の目標として、高齢者の安全確保、高齢者の尊厳の確保を内容とし

た「安心・安全なまちづくり」を、四つ目の目標として「生きがいづくり・社会参加の推

進」を、五つ目の目標として「介護保険の充実」を、これら五つを基本目標と定め、市が

一体となって取り組みを進めることによりまして、効率的・効果的な計画の推進を図って

いるところでございます。

主な事業の実施におきましては、事業の計画、実施、評価、改善のＰＤＣＡサイクルを

行うことにより、進行管理を行っているところでありまして、計画に定めております平成

３０年度の各施策における数値目標の達成率は約６割という状況でございます。

◎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）
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河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続いて、美馬市の長期未整備道路等対策について、現状把握と分析、進捗状況はとのご

質問にお答えさせていただきます。

まず、主要地方道鳴門池田線バイパス工事でございますが、本事業は、徳島県が事業主

体で平成５年に着手された事業であり、全体延長約５,１００メートル、東西の工区で実

施され、西工区は脇町新町から国道１９３号の交差点までの延長３,３００メートル、東

工区は国道１９３号の交差点部より阿波町西林の延長１,８００メートルに分かれており、

西工区については平成２１年度に供用されております。現在は、東工区を施工中であり、

水路・縁石・擁壁工事を行っている状況でございます。

次に、県道多和脇線道路改良工事でございますが、当事業は徳島県が事業主体で、平成

７年に県道多和脇線の県単独道路局部改良事業として着手され、全体延長約３００メート

ル、幅員５.５メートル、片側歩道の道路で、計画区域内の中間部において、一部用地取

得が困難な課題が生じたために、当区間については平成１３年に事業休止となっているも

のでございます。現在の状況といたしましては、西側１００メートルは完成しております

が、終点部分２００メートルが未施工区間となっております。

次に、市道脇町５２７号線から畜産業経営の有限会社入り口までの道路整備でございま

すが、当路線は個人名義の道路でございますので、未整備となっております。

続きまして、県営農道整備事業赤谷地区についてでございます。当事業は、平成４年に

県営一般農道整備事業赤谷地区として、市道脇町５２０号線から市道脇町５２６号線に至

る総延長約９３３メートル、幅員５メートルの道路で、計画区域内において、一部用地取

得に困難な課題が生じたため、平成１８年３月に事業中止となり、完成に至らなかったも

のでございます。現在の状況といたしましては、北側３８８メートル、南側２２５メート

ルが完成しておりますが、中間部に当たる３２０メートルが未施工区間となっております。

◎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）

各ご答弁、ありがとうございました。

再質問をさせていただきます。

再質問の中で、何点か初問の時に項目について気付いたことを、更に後回しした質問件

名に対する要旨について気付いたことを、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、１件目の美馬市の人口増減対策についてであります。

初問の回答の中で、６月２日の新聞報道で、人口の減少は率にすると２７.４パーセン
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トの減少、そして住民基本台帳人口で率にすると６.２％の減少と説明されましたが、数

値的には間違っていないはずですが、住民基本台帳人口でのほうがあたかも人口減少率が

低いようになっていると勘違いされる恐れがあるのではないでしょうか。冒頭で、市民目

線で分かりやすく明快なご答弁をしていただきますよう、くれぐれもよろしくお願いいた

しますと言ったのはこのようなことでございますが、人口減少の対象年数や人口台帳の基

本的人数の違いがあるのですが、比べる単位をそろえなければ、比べていただかないと、

私のように勘違いされる方もおいでるのではないかと思うからであります。１年間の減少

を人口で比べると、新聞の報道のほうは１年間で、先程も述べましたけども、平均約３６

４人の減少であります。住民基本台帳人口のほうでは、１年間で平均約４８０人の減少と

なります。ですから、近年の人口減少幅は、過去３０年と比べて約１.３倍以上の速さで

早く減少している状況と理解しましたが、合っていますでしょうか。再度確認をします。

次に、後回しにした質問件名に対する要旨３点目として、このような人口増減の現状を

総合的に勘案した場合、美馬市人口ビジョンで想定していた状況と比較して、現状はどう

なのでしょうか。また、人口ビジョンにおける人口目標の達成見通しや効果はどのように

考えておられるのかをお伺いします。

次に、通告質問件名の２件目の美馬市の高齢社会対策についてであります。

初問の回答の中で、美馬市高齢者保健福祉計画に掲げる五つの基本目標を説明願いまし

たが、より具体的な事業内容について、もう少しご教授願います。

次に、後回しにした質問件名に対する要旨３点目として、高齢社会に対する対策や施策

は多岐にわたっていろいろと推進されていることと存じますが、特に本市の基幹産業であ

る農林水産業者やより身近なところでは市営住宅での高層階に居住されている方への負担

軽減や支援対策はどのように取り組まれているのかをお伺いいたします。

最後の通告質問件名の３件目の美馬市においての長期未整備道路等の対策についても再

問し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。

後回しにした要旨３点目として、４カ所提起したこの箇所については、前市長さん、現

藤田市長さんにも幾らかお話はさせていただき、内容は理解していただいたと思っていま

すが、１カ所を除いては長期にわたり変化を感じたり、変化が見えたりしないのですが、

当時と今では状況も条件も異なると思いますので、改めて美馬市はどのように対策や方向

性を考えておられるのかを再度お伺いします。

以上で再問は終わります。ご答弁内容により、再々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（吉田正孝君）

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 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

６番、美馬未来の会、中川重文議員からの再問のうち、近年の人口減少の状況について
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のご質問にお答えいたします。

先程の答弁の中で、減少率についてご説明いたしましたが、減少数といたしましては、

平成の３０年間では１万９１６人、１年間では平均３６４人の減少となっております。ま

た、平成２７年４月１日現在の住民基本台帳人口が３万１,１７６人で、本年４月１日が

２万９,２４９人でございましたので、４年間で１,９２７人、１年間では平均約４８２人

の減少となっております。こうしたことから国勢調査人口と住民基本台帳人口の違いはご

ざいますものの、議員ご指摘のとおり近年の減少は過去３０年の平均と比べて、約１.３

倍と大きくなっている状況でございます。

次に、人口ビジョンで想定していた状況と比較して現状はどうなっているのかとのご質

問でございますが、まず美馬市人口ビジョンにおける令和２年、２０２０年の推計値は国

立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を用い、２万８,１７８人としております。

一方、２０６０年の２万人という目標に対する２０２０年の値は２万９,５００人となっ

ております。これら人口の目標値につきましては、国勢調査人口をもとにしておりますの

で、目標に対する達成状況につきましては、次回、令和２年の１０月の国勢調査の結果を

待つ必要がございますが、先程ご説明いたしました本年４月１日現在の住民基本台帳との

比較では、推計値はやや上回る見通しであるものの目標値は既に下回っている状態にある

ということができます。

次に、人口ビジョンにおける人口目標の達成見通しはとのご質問でございますが、美馬

市人口ビジョンにおきましては、２０６０年の人口を国立社会保障・人口問題研究所の推

計に準じた方法で推計いたしました、１万３,１７４人から２万人に引き上げる目標を掲

げております。この目標は、国勢調査による人口でございますので、人口減少のカーブが

人口ビジョン策定時よりも緩やかになったかどうかにつきましては、先程の説明同様、次

回国勢調査の結果を待つ必要がございます。国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域

別将来推計人口における平成３０年推計によりますと、２０２０年、令和２年の本市の推

計人口は２万８,３７４人となっておりまして、前回、平成２５年推計と比較いたします

と１９５人の増加となっております。また、同じく２０４０年、令和２２年の推計人口は

２万１４１人で、前回推計より８３人増加しております。

このように、人口減少のスピードがわずかではございますが、緩和する見込みであるこ

とが示されておりますが、美馬市人口ビジョンでお示しいたしました２０６０年、２万人

という目標の達成は大変厳しいものと認識いたしております。

◎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）

住友保険福祉部長。

［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、美馬市高齢者保健福祉計画に掲げる五つの基本目標の具体的な

事業内容につきましてお答えをさせていただきます。
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一つ目の基本目標「健康づくり・介護予防の推進」における事業といたしましては、特

定健康診査やがん健診など各種健診の受診勧奨、いきいき１００歳体操を推進するなど、

健康寿命の延伸に努めるものでございます。

二つ目の基本目標「地域で支え合う環境づくり」における事業といたしましては、地域

包括支援センターに専門職を配置し、高齢者への総合相談の受け付けや支援、高齢者宅を

訪問する配食サービスの提供など、住みなれた地域で安心して生活できる環境づくりを構

築するものでございます。

三つ目の基本目標「安心・安全なまちづくり」における事業といたしましては、緊急通

報・見守りサービス事業、成年後見制度の利用促進など、高齢者の安全の確保や尊厳の確

保に努めるものでございます。

四つ目の目標「生きがいづくり・社会参加の推進」における事業といたしましては、シ

ルバー大学での生涯学習講座の開催、老人クラブ活動の支援など、高齢者が生きがいを持

って、学び、集い、交流できる場の確保や支援を行うものでございます。

五つ目の目標「介護保険の充実」における事業といたしましては、居宅サービスや施設

サービスの提供など、介護保険事業の充実を図るものでございます。

こうした事業を総合的に取り組むことによりまして、「一人ひとりの市民が健康で、い

きいきと暮らせるまちづくり」を目指すものでございます。

◎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）

河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続いて、美馬市の高齢社会対策のうち高齢者の農業支援施策についてのご質問でござい

ますが、本市の農業は過疎・高齢化による農業の担い手不足、また農家戸数の減少から、

空き地や耕作放棄地などの増加が顕著に現れ、農業を取り巻く環境は厳しさを増しており

ます。そのような中、各農家におかれましては、消費者に対しまして新鮮で安全・安心な

農林産物を安定供給するとともに、本市の基幹産業の一翼を担っており、感謝をいたすと

ころでございます。

本市といたしましても、これまで本市農業の持続的発展を支えるため、関係機関と連携

し、担い手の育成や農業経営の効率化及び農地の集積化などの農業支援策に取り組んでき

たところでございます。

議員ご質問の高齢者への農業支援施策といたしまして、これまで徳島県の補助事業を活

用いたしまして、農作業の簡素化・効率化を図るために行う機械導入に対する支援を行い、

農作業に携わる方全般の負担軽減に取り組んできたところでございます。

また、近年、全国的に先端技術を活用した次世代農業であるスマート農業に向けた機運

が高まりを見せており、先月には、美馬農業協同組合と株式会社アグリサポート美馬が取

り組む小型無人機ドローンを使用し、農薬の散布を行う新事業が徳島新聞の朝刊に掲載さ
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れたところであります。また、先日、６月８日にも、美馬農業協同組合が県内のＪＡで初

となる無人トラクターの導入計画が掲載されたところでございます。

これらの事業計画につきましては、昨年より本市及び徳島県、そして事業主体となる美

馬農業協同組合と連携し、協議を重ねてきたところでございまして、この事業を取り組む

ことにより農作業の簡素化・効率化を通じた高齢農家の負担軽減が図られ、農業の持続的

発展が期待できるものと考えております。

本市といたしましても、今後こうしたスマート農業に向けた取り組みの支援を行うとと

もに、現在の事業計画が実施段階で移行する際には、補助支援を行う考えでございますの

で、ご理解を賜りたいと考えております。

次に、美馬市の高齢社会対策のうち、市営住宅の状況についてのご質問にお答えいたし

ます。

美馬市営住宅の一部の住宅ではございますが、車椅子用のスロープが整備されており、

高齢者や障がい者の方の入居に対応しております。しかしながら、美馬市営住宅の高階層

住宅に対する対策としては、徳島県から譲与を受けた時点で既に手すりが備わっておりま

した明連団地第２棟以外には、手すりの取りつけができておりません。

一方、その他の対策としては、２点ご説明させていただきます。

まず１点目は、倍率優遇措置でございます。これは、入居の申し込みをした者の数が、

入居可能な市営住宅の戸数を超えた場合においては、公開抽選により入居者を決めること

となっておりますが、６０歳以上の方については、優先して入居させるよう扱うことが認

められております。

次に、２点目は、特定入居でございます。公営住宅は入居者を決定するには、まず、公

募をすることが原則となっておりますが、既に入居している方が、加齢や病気などの理由

により、公募の例外として条件のいい部屋に入居することが可能となっております。

続きまして、美馬市の長期未整備道路等対策について新たな取り組みはとのご質問にお

答えさせていただきます。

主要地方道鳴門池田バイパス工事は、現時点では令和４年度の完成予定とされています。

本事業が完成すると商業施設などの出店による地域経済の活性化、通学路の安全確保によ

る交通事故の減少など、事業の効果も期待できます。特に地元住民の期待は大きく、かね

てからの念願であります。

次に、県道多和脇線道路改良工事についてでございますが、本事業は県道多和脇線の進

入部に当たり、円滑な通行の事業効果が期待できます。現在、一部用地取得が困難な課題

が生じていますが、継続して用地交渉に取り組んでいるところでございます。

市といたしましても、地元住民や事業効果発現のため、徳島県に早期完成ができるよう

働きかけてまいります。

次に、市道脇町５２７号線から畜産業経営の有限会社入り口までの道路整備についてで

ございますが、美馬市の市道として管理又は整備を行うためには、まず市道認定の必要が

ございます。主に個人から寄附を受け、市道として認定する場合、美馬市路線認定の認定

等及び道路区域決定に関する規則に定められた基準を満たす必要がございます。その中に
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道路幅員は４メートル以上、道路側溝の施工、道路の縦断・横断勾配など細かく定められ

ております。これらの条件を満たしたものを市道認定委員会に諮り、決定を受け、道路区

域の決定、公告する流れとなります。

議員が提案されておられる市道整備につきましては、先に述べた基準を満たさない限り

難しいものと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

次に、県営農道整備事業赤谷地区についてでございますが、今後の対応につきましては、

当時実施されていた県営一般農道整備事業は既に廃止されており、それらに代わる事業可

能な事業がなく、残る３２０メートル間の厳しい地形的条件から想定される事業費を考慮

すると、早期の事業着手は非常に困難であるのが現状でございます。更に、現在隣接する

既設護岸も被災しておりますが、放置され、浸食されておる状況となっており、河川管理

上も早期の護岸整備が必要と思われます。しかしながら、事業中止の理由同様、当地区は

国土調査が未了の上、民地と河川との境界が確定されていないため、護岸などの河川整備

も行えない状況にあります。従いまして、河川を初め、民地を含めた境界を確定させ、関

係者及び関係機関と協議を重ね、問題解決に向け、今後取り組んでまいりたいと考えてお

ります。その上で、河川整備を河川管理者であります県に実施していただき、農道未整備

区間につきましては、利用可能な補助事業ができました時、残事業区間の接続に取りかか

れるよう、今後取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◎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。

各再問のご答弁、ありがとうございました。再問の回答で気付いたことや後回しにした

質問がまだありますので、それに対する再々質問をさせていただきます。

要旨４点目のこと、また提案等交えてまとめにしたいと思います。

まず、１件目の美馬市の人口増減対策についてであります。

この件名に対する最後の要旨４点目として、今後の人口増減対策はということで、人口

の減少対策だけでなく、外国人の受け入れ等で人口を増やす対策も含めた多面的な人口削

減対策が必要と思われますが、どのように検討されているのかをお伺いします。

次に、通告質問件名の２件目の美馬市の高齢社会対策についてのところでは、再問で農

林水産業者やより身近なところでは市営住宅での高層階に居住されている方への負担軽減

や支援対策の回答をいただきましたが、農林水産業の業者のところでは、スマート農業や

無人機ドローン、無人トラクター導入などの近代的な大規模な農業に力を注ぎ込むようで

すが、まだまだ小規模の中山間地域で、高齢になっても世界農業遺産に認定され、農業を

されている方は沢山おいでになると思いますので、そういう方々に対する支援や援助はど

のように取り組まれているのかをお伺いいたします。
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また、市営の住宅で高層階で高齢の方が、毎日買い物等で上り下りするのに危険だから

手すりでも取りつけはできませんかという声はたびたび耳にします。そういう方に手を差

し伸べることも必要ではなかろうかと思いますが、答弁は県からの譲与を受けた高層階住

宅には既に手すりが取りつけられているが、それ以外の高層階の住宅には手すりが取りつ

けできておりませんと、堂々と言えることがうらやましいです。要望のあったところから

１カ所でも取りつけは無理でしょうか。どのようにお考えなのですか。再度、お尋ねしま

す。

通告件名の３件目の美馬市においては、長期未整備道路等の対策については、この案件

に対する最後の要旨４点目としても、私の知らないところでも同様な事案は沢山あろうか

と思いますが、未整備道路等に対する市民要望にどのように対応されようとしているのか、

見通しをご答弁の程をよろしくお願いします。

再問での回答を聞いていますと、４地区を提起しましたが、１地区のバイパス工事が着

工から約３０年目の令和４年度に完成予定とのこと。何はともあれ、まあ、吉報と受け取

りたいと思います。しかし、その他の地域のことは、やる気が全く伝わってこないのは私

だけでしょうか。課題や問題要素が全くない事業がありますでしょうか。その課題や問題

要素をどうすればよいかを知恵を絞る努力が必要ではないでしょうか。市長、それぞれに

本市西部県民局にも出向の専従者をつけて、ＰＤＣＡサイクルを絶えず回していかないと

早期には解決しないのではないでしょうか。提案の一つとはしますが、どうでしょうか。

先程の護岸工事のことも同じなのですが、元々護岸工事はできておりましたところがあ

ります。４点のうちの１カ所でね。それが、台風で崩壊しております。それをなかなか県

と地権者の間の境界が筆界できないということで、なかなか進まないようでございますが、

元々１回できていた護岸工事なので、そこのところにすれば話はおさまるのでないんかな

と思うてます。その道路自体の完成もあるのですけれども、台風による被害のものについ

ては、右内を浸食して被害が出とるところもございます。これは、県のほうに言うて、

早々に護岸工事を対応していただきたいと思っています。そういうことをしないで放って

おくのはちょっとおかしいと思うてますので、早急に対応を願いたいと思います。

以上で、美馬未来の会を代表いたしましての令和元年の６月定例会での中川の代表質問

を終えたいと思います。

前後しますが、今回の代表質問において、真摯に向き合いご解答をいただきましたこと、

かかわり合っていただいた方々に、全ての皆さんに御礼申し上げます。

それでは、先程何点か言ったことに対してのご答弁、所感等ありましたら、よろしくお

願いいたします。

以上でございます。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］
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◎企画総務部長（吉田正孝君）

多面的な人口減少対策が必要ではないかとの再々問にお答えいたします。

本市におきましては、「しごと」の創出や子育て支援、教育環境の充実などにより、若

い世代の定住を促進することを人口減少対策の柱として重視しております。一方で、例え

ば健康寿命の延伸や自殺予防、交通事故死の予防なども人口減少対策を考える上で重要な

観点であると考えております。

こうした施策につきましては、既に取り組まれているものも含めまして、全庁的な課題

であると認識しておりますが、外国人の受け入れなどを含めまして、次期総合戦略の策定

過程で検討してまいりたいと考えております。

◎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）

河野経済建設部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

続いて、中山間地域における高齢者の農業支援施策についてのご質問でございますが、

中山間地域におきましては、特有の地理的要因に加え、農業従事者の高齢化が進む中、後

継者不足により、農業の継続が困難となる農家の増加が見込まれております。中山間地域

が大半を占める本市では、これらの地域における生産条件の不利補正を図り、継続的な生

産活動などの体制を作る取り組みを支援する必要があると考えております。こうした中、

本市の中山間地域における農業支援施策といたしましては、主に中山間地域等直接支払交

付金制度を活用いたしまして、現在、５１の集落、合計２８４ヘクタールに係る農業生産

活動に対して交付金の交付を通じた支援を行っているところでございます。

本市では、平成１２年度から本制度を実施しておりまして、集落の実情に合わせた生産

活動などの取り組み支援を通じて、中山間地域での農業の維持に相当程度つながっている

と考えています。本制度は中山間の地域活性化の基礎部分を担うものでありまして、引き

続き、徳島県などの関係機関と連携しながら取り組みを進めてまいります。

また、平成２４年度からは、高齢化に対応した中山間地域の振興作物といたしまして、

鳥獣被害を受けにくいとされる薬草の栽培に取り組んでいるところでございます。昨年度

には、栽培農家の更なる負担軽減を図るため、新たな手法による栽培試験を実施し、農家

への栽培提案と農業指導を行ったところ、多くの農家に導入をいただき、栽培の効率化と

負担軽減が図られているところでございます。

現在、売り上げも順調に推移しており、今後につきましても栽培講習や新規栽培農家の

拡大に向け、取り組んでまいりたいと考えております。

次に、美馬市営住宅の高層階住宅への今後の対応についてお答えさせていただきます。

美馬市営住宅の高層階住宅への手すり等の取りつけにつきましては、構造上などの観点

から、問題がない団地から順次、取りつけが可能かどうか検討してまいりたいと考えてお

ります。
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更に今後の市営住宅整備につきましては、年齢や障がいの有無を問わず、入居者の皆様

が安全で快適な生活を過ごしていただけるよう努めてまいります。

次に、美馬市の長期未整備道路対策についてお答えさせていただきます。

まず、主要地方道鳴門池田バイパス工事、また県道多和脇線道路改良工事におきまして

は、地域の活性化や利便性の向上を図るために、本市におきましても、今後、早期完成に

向け、県及び関係機関などに働きかけをしてまいりたいと考えております。また、地域市

民からの要望に関しましても、これまで以上に県と連携を図りながら、事業を推進してま

いります。

赤谷地区の曽江谷川護岸整備への対応は、再問の中でも申し上げましたとおり、本市と

いたしましても早期の護岸整備が必要と考えておりますので、繰り返しになりますが、解

決の手法を検討し、河川部分も含め、境界を確定できますよう関係者及び関係機関と協議

を重ね、進めてまいりたいと考えております。その上で、河川整備を河川管理者でありま

す県に実施していただき、農道未整備区間の接続の検討など、今後、未施工区間の接続に

向け、徳島県とも連携し、進めてまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、通告による代表質問は終わりました。これをもって代表質問を終結いたします。

ここで、議事の都合により、１０分程度小休いたします。

小休 午後２時４７分

再開 午後３時００分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、日程第３、市政に対します一般質問を行います。通告者はお手元にご配付の一般

質問の一覧表のとおり、通告は１件でございます。

初めに、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、田中。

◎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質問の許可をいただきましたので、議員になって２年目の最初の

一般質問を、今回はたった１人、一人会派の私だけですので、午後から長時間にはなりま

すが、よろしくお願いいたします。

質問に入る前に、１年間を振り返ってみますと、議員の仕事の一つに市民の声を市政に

届けることが市民の代弁者として課せられた使命であるとの思いで、１年間私なりに頑張

ってきました。年４回開催される定例会全てにおいて、市政に関しての質問をさせていた

だきました。主な内容としては、美馬地区廃校施設の利活用や国指定の史跡・郡里廃寺跡、
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また、それらに伴う公共交通を含めた地域づくりに関すること。また、子どもや高齢者へ

の支援対策に関すること、防災に関することなど、地域の方々のご意見を参考に研修や視

察で得た情報をもとに質問させていただきました。その都度、質問を通してのまとめとし

て、行政主導でなく、住民主体の行政と地域住民との連携の協働の必要性、また縦割り行

政でなく、横のつながりを持ち、連携を図りながら横断的な施策に取り組むことへの意識

改革を私としてはお願いしてきたつもりです。これからもその姿勢は変えずに取り組んで

いきたいと思います。

それでは、今回の質問に移りたいと思います。

皆様方も耳にしたことがある故事ことわざに「地震雷火事おやじ」という言葉があると

思いますが、ご存知のとおり、世の中で特に怖いものとされているものを順に並べて、調

子よく言った言葉とされています。ことわざは昔からある言葉で、沢山の人々の知識や経

験が生み出した短い句とされ、長い年月を経て人々が生活する中で出来事に対する見解や

説明を覚えやすく凝縮されたものと言われています。ことわざにあるように、日本におい

ては地震や台風といった自然災害による死因の確率は高く、海外では火事による死因の確

率が地震や台風よりも高い国もあるなど、人命にかかわるだけでなく、家屋や財産を失う

といった怖いものであります。昔に比べ、消防技術も発達したとはいえ、最近はコンロや

たばこの不始末による火災だけでなく、電気設備や電気器具の発火による火災など、思い

もしないところでの火災の原因もあるようです。

そこで、今回は、安心・安全なまちづくり対策として、消防に関連して質問させていた

だきたいと思います。

市民の安全を守る仕事の一つとして消防業務が挙げられるわけですが、特に消火、救助、

救急については、日ごろから迅速に対応ができるよう訓練を重ねられており、救急におい

ては応急手当など、的確な判断が必要となるため、資格を持った人材の確保にも取り組ま

れていると思います。その他防災活動については、昨年度の定例会において、ほかの議員

の方からも質問させていただいており、自主防災組織を中心に消火器などを使った初期消

火訓練、またＡＥＤの講習や地域の実情に合った訓練を行うなど、常に安心・安全なまち

づくりに取り組んでいただけていると認識しています。こういった活動以外にも、消防の

業務内容として、安心・安全なまちづくりにつながる取り組みについて教えていただき、

再問させていただきたいと思います。

２件目は、地域公共交通網形成計画についてお尋ねします。

３月の定例会において、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、

質問させていただいたと思いますが、その際、美馬ふれあいバスについては、多くの方の

利用があるものの、今後はデマンドバス事業を初め、市内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、３１年度には地域公共交通

網形成計画の策定を予定されているとのご答弁だったかと思います。

そこで、美馬市においても人口減少により、利用者の減少などから経営状況が圧迫され、

赤字路線の廃止や公共交通の維持が困難な中、早くから交通不便地域に住む方たちの移動

手段として、乗り合いバスとして民間事業者に運行を委託したデマンドバス事業の取り組
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みをされていますが、このデマンドバスの利用状況について伺った上で、再問させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◎消防長（武田浩二君）

議長、消防長。

◎議長（川西 仁議員）

武田消防長。

［消防長 武田浩二君 登壇］

◎消防長（武田浩二君）

１番、田中みさき議員からの安全・安心なまちづくり対策についてのご質問のうち、私

からは消防に関する業務内容についてお答えさせていただきます。

消防の任務といたしまして、消防組織法第１条で、その施設及び人員を活用して、国民

の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、地震などの災害を防除し及びこれら

の災害による被害を軽減するほか、災害などによる傷病者の搬送を適切に行うこととされ

ております。

近年、火災、救急を初め、全国各地で発生する地震や台風、また局地的な豪雨などの自

然災害により、消防の活動も多岐にわたり、年々複雑大規模化している状況でございます。

消防業務につきましては、３６５日２４時間体制で災害に備え、最新の消防車両や資機

材を整備し、計画した地理水利点検の実施や、国の消防大学校及び県の消防学校において

の各専科教育訓練などで知識や技術の習得に努めております。

火災予防活動としまして、防火対象物や危険物施設への立入検査の実施、そのほか、各

事業所や学校への教育訓練の指導や市民の皆様への住宅火災警報器設置促進に向けての普

及啓発活動や火災予防広報活動を実施しております。

また、消防組織法第１８条の規定により、消防長又は消防署長の所轄のもとに行動する

機関として、消防団の設置が定められております。現在、市内の団員数は、美馬市消防団

が１８分団６０１人、美馬西部消防組合消防団が６分団９９人となっており、地域におけ

る消防・防災リーダーとしての役割を担っていただいております。

◎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、地域公共交通網形成計画についてのご質問としまして、本市で運行しており

ます美馬ふれあいバス、いわゆるデマンドバスの利用状況についてお答えをいたします。

本市のデマンドバスの利用を希望される方には、まず利用者登録を行っていただく必要

がありまして、本年５月末時点の累計登録者数は２,８４５人となっております。平成３

０年度における年間の延べ利用者数は、１万７,７６０人で、１日当たりでは７３.０９人

と前年度と比較いたしまして４.１人の増加となっております。１便当たりの乗車人数に
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つきましては２.２３人で、こちらも前年度と比較いたしまして０.２人程増加しておりま

す。

次に、目的別の利用状況を見ますと、高校生の通学利用が４７％と一番多く、続いて通

院が２９％と、そして買い物が１６％の順となっており、高校生の通学目的での利用が大

きな割合を占めております。

一方、デマンドバス事業の経営につきましては、平成３０年度より高校生優先の１便を

追加運行したことなどによりまして、営業費用が増加することとなりました。しかし、デ

マンドバス事業は、本市公共交通の要であり、必要不可欠な交通手段であります。市民の

ニーズも高いと思われることから、今後もより多くの方にご利用いただけますよう、引き

続き運行の充実を図っていかなければならな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）

それぞれご答弁、ありがとうございました。

１件目については、近年、消防の活動が多岐にわたり、年々複雑大規模化されていると

のことですが、消防本部や消防署と同様、地域における消防防災のリーダーとして、平常

時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担

い、火災、事故あるいは災害などが発生した場合に、消防活動を行う消防団について、そ

の現状と活動内容についてお尋ねします。

近年の就業形態のサラリーマン化、高齢化等の理由により、登録上の団員の数は足りて

いても、実際の火災では人員に不足が生じている分団もあるとお聞きしております。消防

団員の確保についても課題であり、広報紙やホームページなどを通し、広報活動や消防団

員の充実に努められているとは思いますが、実際、日常的な火災において、消防団員がど

のくらいの割合で、自宅や職場から火災現場へ駆けつけることができているのか。職業構

成や就業形態などについて、また、消防団の入団についての規定がありましたら、分かる

範囲で結構ですのでご答弁いただきたいと思います。

また、火災が発生した場合、初期消火が行われるかどうかが被害の程度に大きく影響さ

れると言われます。消火栓などを利用して初期消火を行った場合、消防団や消防署が火災

現場に到着し、現場を引き継ぐことが基本とされていますが、昨年から最近にかけ、美馬

町においては日常火災が多く発生しているように思われます。その中でも近隣の住民がい

ち早く火災現場に到着し、初期消火を行おうにも消火栓は近くにあるものの、ホースボッ

クスがなかった件や消火栓の位置が把握できていないことや、また消火栓はあるもののホ

ースの劣化、サイズ、接続等の不備があり、初期消火の段階で十分な消火活動が行えなか

った事例も聞いております。その後は自治会長さんらが地域の消火栓の位置を確認し、消

火栓近くにホースボックスがない場合には、自主防災組織での管理を行うということで設
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置したとも伺っています。その他、近隣の自治会においても消火設備等を確認したところ、

防火タンクのみの地域や自主防災組織や住民が扱える４０ミリのホースでなく、６５ミリ

のホースのみがある場合など、地域によってばらつきがあり、消火栓やホースが備えてあ

っても全ての家庭をカバーできる程の設備は整っていないのが現状でした。

そこで、消防水利の基準についても規定等がありましたらお答えいただけたらと思いま

す。

日常火災においては、もちろん各家庭、個人において、火災に対して予防策は常日ごろ

から心がけておくことが最も重要であるとは理解しております。しかし、近いうち発生が

危惧される南海トラフ巨大地震、直下型地震が発生した場合においては、至る所で火災が

起こる可能性があり、広範囲に被害が広がると消防団や消防署だけでは対応が難しくなる

かもしれないといったこともあり、地域の方の消火活動が重要になってきます。

そこで、ホースボックスに設置されている道具は、災害時に備えて定期的に自主防災組

織での管理や点検を行い、劣化が見られた場合には交換等の作業をしなければならないと

お聞きしていますが、自主防災組織において、どの程度把握できているのかもお答えいた

だき、再々問させていただきたいと思います。

２件目のデマンドバスの利用状況については、自宅から目的地まで移動が可能で、利用

目的によっては便利な交通手段であると思われます。しかし、従来の路線バスと比べた場

合、デマンドバスの運行状況、距離、予約方法など、市民のニーズに十分対応できている

かどうかは検討するべき課題のように思われます。例えば、歩いていける距離にバスや電

車がある都会からきた場合、事前に登録の必要があるため、移動手段に不便さを感じると

いった声や、地域交流センターミライズや道の駅みまの里で土日にイベントが開催される

場合、土日にデマンドバスは運行されていないため、施設の利用やイベントへの参加がで

きないといった声や、自宅から目的地までの乗り合いのため、ＪＲを利用して市外へ行く

目的がある場合、時間の調整が難しいなど、その他子どもたちが夏休みなど長期休暇中に

市立図書館を利用したい場合など、利用目的が買い物や病院といった生活面での交通手段

だけでなく、車に代わる移動手段としてのニーズもあるようです。最近では、運転免許の

自主返納に悩まれている方たちからの声も多く聞かれます。全国的に相次ぐ６５歳以上が

対象となる高齢ドライバーの事故は、社会課題の解決としての視点が必要とも言われる中、

対策として運転免許を自主返納された方を対象に公共交通の運賃割引やタクシーチケット

の支援サービスなどを行っている自治体もあるようですが、地方においてはやはりそうい

った公共交通がなく、移動手段が不便であることから、車は必要不可欠なものであり、な

かなか免許の自主返納を考えてはいるものの決断できないといった現状が見受けられます。

こうした現状に美馬市としてはどのように対応していただいているのかお答えいただけた

らと思います。

また、今後、美馬市において、時代に合った地域を作り、安全な暮らしを守るとともに

地域と地域を連携する取り組みの主なものに、美馬市版コンパクトシティの拠点としての

地域交流センター整備や生涯活躍のまちの推進のほか、廃校施設等を利用した集落ネット

ワーク圏による小さな拠点の形成が掲げられていますが、この集落ネットワーク圏におい
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ては、広範囲において、地域の課題解決を地域住民が主体となって地域に不足するサービ

スを補うことができ、小さな拠点の形成により、地域コミュニティーの活性化や生活支援

につながる取り組みであると認識しています。地域によって抱える課題は様々で、解決す

る課題が異なれば地域の公共交通の必要性も異なり、地域の公共交通の維持、改善は先に

も述べましたが、交通分野の課題解決だけでなく、まちづくり、健康、福祉、教育、環境

など、本日の代表質問にも関連する様々な分野での大きな効果をもたらすとされています。

この集落ネットワーク圏、小さな拠点と地域の課題とされる公共交通との関連性について

お答えいただき、再々問させていただきたいと思います。お願いします。

◎消防長（武田浩二君）

議長、消防長。

◎議長（川西 仁議員）

武田消防長。

［消防長 武田浩二君 登壇］

◎消防長（武田浩二君）

１番、田中みさき議員から再問の中で、私からは美馬市消防団の現状と活動内容、消防

団員のうち火災現場に駆けつけることができている割合と内訳及び消防団員の入団規定と

消防水利について、順次お答えさせていただきます。

現在、本市におきましては、脇町、穴吹、木屋平を管轄する美馬市消防団１８分団と美

馬市美馬町を管轄する美馬西部消防組合消防団６分団の二つの消防団組織がございます。

消防団は地域防災の要として重要な役割を担っていただいておりますが、少子高齢化や就

業形態などにより、消防団員数は年々減少している現状でございます。

昨年、美馬市消防本部管内での火災発生件数は１０件で、その際、管轄区域の消防団員

が出動した人員は述べ１２１人、割合にして３８.５％、また美馬西部消防組合消防本部

管内、美馬町での火災発生件数は５件で、その際に管轄区域の消防団員が出動した人員は

延べ２７人、割合にして２７％であります。

また、市内の消防団員におけます就業構成では、建設業、製造業、サービス業、地方公

務員が全体の７割を占め、就業形態においても被雇用者が約７割であります。こうした中、

消防団活動については、災害時などでの消防署と連携した消火や救助活動、行方不明者の

捜索、台風時の警戒及び避難誘導と各種訓練及び災害発生時における緊急車両の通行や避

難経路、ライフラインの確保を目的として樹木などの伐採活動を行っております。

次に、消防団員の入団規定と消防水利についてでございますが、消防団員入団規定につ

きましては、条例において、消防団の区域内に居住し、また勤務する者。年齢満１８歳以

上の者。志操堅固で、かつ身体強健な者と定められており、美馬市消防団、美馬西部消防

組合消防団ともほぼ同じであります。平成３１年４月１日におきまして、美馬市消防団１

８分団、団員定数６８０人に対し、実働団員６０１人と充足率８８.４％、美馬西部消防

組合消防団６分団、団員定数１００人に対し、実働団員９９人と充足率９９％の現状であ

ります。

また、消防水利とは、消防法において、その基準が定められており、消防に必要な水利
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施設及び消防水利として消火栓、防火水槽、プール、池などが指定されております。

現在、美馬市消防本部が維持管理しております消防水利は、消火栓６８３基、防火水槽

２９９基、また美馬西部消防組合消防本部が美馬町に維持管理しております消防水利につ

きましても、消火栓１０８基、防火水槽１７２基が設置されており、各消防本部、消防団

で定期的な消防水利の点検を行い、故障、不具合などの修繕を行っている現状であります。

今後におきましても、美馬市消防団、美馬西部消防組合消防本部や美馬西部消防組合消

防団及び各関係機関と連携し、市民の皆様が安心・安全に暮らせるまちづくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

次に、自主防災組織における消火ホース、ボックス等の管理、点検状況についてのご質

問でございますが、消火ホースやボックス等の防災資機材につきましては、自主防災組織

からの申請を受け、危機管理室から支給をしておりまして、点検管理、保管、設置及び修

繕等を自主防災組織において行うことを支給要件といたしております。また、消火ホース

やボックスを新たに設置した際には、放水訓練等を行うとともに、設置場所を「地区支え

あいマップ」に記載することにより、自主防災組織と関係機関が情報を共有し、確認する

ことといたしております。

今後は、防災月間を初め、様々な機会を捉えまして、消火ホースやボックスの点検管理

を自主防災組織の皆様に呼びかけ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、地域公共交通網形成計画についての再問として、自動車運転免許証自主返納

者への支援施策並びに集落ネットワーク圏や小さな拠点と公共交通との関連性についてお

答えをいたします。

まず、高齢者等の免許証自主返納者への本市の支援策といたしましては、デマンドバス

事業では、通常利用料金５００円のところを３００円とする割引サービスを平成２４年２

月から実施しております。また、穴吹、木屋平間で運行しております美馬市代替バス事業

におきましては、本定例会におきまして、利用料金を半額とする条例改正案を追加提案さ

せていただく予定としております。

本市といたしましては、当面これらの割引制度を軸に、公共交通への転換を促し、自主
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返納者の受け皿として対応してまいりたいと考えております。

また、土曜、日曜のデマンドバス運行につきましては、本市の事業の目的が、買い物や

通院、通学などの生活交通の確保としていることから、利用が少ないと考えられる土曜、

日曜及び祝日については運行をしておりません。しかし、ご指摘のように、昨今の生活様

式の変化や、図書館や地域交流センターミライズ、また、道の駅みまの里などでの催しに

参加するためには移動手段の確保が必要とのお声もお聞きしております。こうしたニーズ

を踏まえまして、今年度実施する美馬市地域公共交通網形成計画の策定作業におきまして、

休日の公共交通体制についても検討してまいりたいと考えております。

次に、公共交通と小さな拠点との関連性についてでございますが、公共交通のあり方を

考える際には、地域における協働の取り組みと行政との連携が大変重要であると考えてお

ります。例えば、廃校となった旧小学校ごとの地域活動センターを公共交通の連絡拠点と

してデマンドバスの発着点とする。あるいは集落ネットワーク圏の中で移動手段の新たな

事業実施などにより、効率的な公共交通体制が形成できるなど、様々な可能性があると考

えられます。

本市といたしましては、公共交通分野における行政と地域の連携からサービスや利便性

の向上、また福祉や環境、まちづくりなど多面的見地からも大きな効果を得られるよう、

今年度の計画策定作業の中でしっかりと検討して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）

それぞれのご答弁の内容により、状況や活動、また取り組みについてもある程度の理解

はできました。美馬市消防本部、美馬西部消防組合については、それぞれの管轄、管理に

おいての活動になるとは思われますが、人命にかかわる業務ですので、引き続き各関係機

関と連携を図っていただき、美馬市民の安全のためにご尽力いただけますよう、よろしく

お願いいたします。

それでは、長くなりますが、安全・安心なまちづくり対策として、地域のおける自主防

災組織のあり方について、再々問させていただきます。

消防署や消防団で管理している消火栓、ホース、防火タンクにおいては、定期的に点検

されているとのことですが、自主防災組織が責任を持って設置しているホースボックスの

ホースや道具の点検については、自主防災組織の活動に温度差があり、常に活発に活動さ

れている自主防災組織では消防署や消防団の方の協力のもと、訓練はできているとは思わ

れますが、実際には地域の消火栓やホースの点検、確認などまで定期的に行っている自主

防災組織は少ないのではないでしょうか。地元の地域ばかりを例に挙げますが、地域の安

心・安全を守ることを目的に地域運営組織において、自治消防団を結成し、まずは消火栓

の位置確認、消火可能な範囲の確認、ホースの点検、ポンプ車の購入、消防ＯＢ団員の方
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などに協力をお願いしながら活動をしています。

このようにボランティア精神があり、動ける人材がある地域や自主防災組織が常に活動

している地域ばかりだとよいのですが、地域の現状としては、防災意識はあるものの、高

齢化が進み、自分のことで精一杯の地域や人口減少が進む地域においては、自治会長さん

に負担がかかり過ぎる場合もあり、多くの課題を抱えていると思われます。

今年度から自主的に活動できる防災士の資格助成を実施するなどして、地域の防災リー

ダーの養成などの支援にも努めていただいているようですが、今後、安全・安心なまちづ

くりにおいて、常日ごろから市民一人ひとりが自分の住んでいる地域の現状を把握し、防

災意識の向上に努めることはもちろん、防災対策として消防に関する基本的な整備につい

ては、地域の自主防災組織と消防署や消防団と連携を図り、地域の消火設備をしっかり把

握して、現場において不備がないようにしておく必要があるとは思います。しかしながら、

今後地域のつながりの希薄化、高齢化が進む地域においては、自主防災組織のあり方につ

いても何らかの対策を検討する必要があるのではないかと思います。美馬市としては、ど

のように取り組まれていくのかをお聞かせください。

２件目の公共交通についての課題は、美馬市だけでなく、どの自治体においても課題解

決に様々な取り組みをされているようです。国土交通省の地域公共交通網形成計画の策定

における資料によりますと、地域公共交通の役割として、地域住民の移動手段の確保、ま

ちのにぎわいの創出や健康増進、コンパクトシティの実現、人の交流の活性化が挙げられ

ており、事例として、地域の特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせや、住民の協

力を含む関係者の連携による住民主体の公共交通のあり方や、日常生活に関して形成され

る交通圏とし、個別、局所的にならないように配慮した広域性を確保した公共交通など地

域によって様々な交通形成がなされています。

美馬市においては、厳しいと言われる財政状況から、交通分野での委託料や人件費など

支出においてマイナスの面ばかりが見られがちですが、公共交通網を整備することは、住

民サービスの向上はもちろん、地域で抱える様々な課題解決につながることにより、期待

される効果として住民の地域間交流が活発になり、福祉にかかる費用の削減や既存の公共

交通との併用により観光客の増加による地域の活性化など市政全般において総合的に見る

ことが重要なのではないかと思います。

そこで、２０年先、３０年先のまちづくりにつながる持続可能な公共交通のあり方は、

地域住民の意見を取り入れ、地元の民間事業者と連携を図りながら、美馬市の現状と一歩

先の未来を踏まえ、今後、どのような方向で取り組まれていくのかをお聞かせいただけた

らと思います。

最後に、先のことわざ「地震雷火事おやじ」の「おやじ」ですが、諸説あるようですが、

「おおやまじ」、今でいう台風が変化して「おやじ」となったとか。これから梅雨に入り、

台風が心配される季節が近づいてきます。今年の台風は夏場に日本を直撃する回数が多い

とも言われています。先日も短時間の大雨により空き家が崩れ、幸いにもけが人はなかっ

たようですが、隣接の民家への被害や空き家の前が通学路ということもあり、通行止めに

なるなど、地域住民の生活面での支障もあったようです。安全・安心なまちづくり対策と
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して、市政全般において、まだまだ課題は多く抱えていると思われます。一歩先の確かな

未来のため、市民の安全面においての対策は二歩、三歩、早目早目の対応をお願いして、

今回の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。

◎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）

吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

１番、田中みさき議員からの再々問にお答えいたします。

自主防災組織のあり方を検討すべきではないかとのご質問でございますが、自主防災組

織は自分たちの地域は自分たちで守るという考え方のもと、自主的に連帯し、防災活動を

行う組織でございまして、災害による被害を予防し、軽減するための活動がそれぞれの地

域において行われております。

本市には現在２４８の自主防災組織がございますが、構成員の高齢化が進んでおりまし

て、人数も減少傾向でございます。また、地域を取り巻く条件は様々でありまして、自主

防災組織の構成や活動の範囲、また活動内容を画一化することは困難でございます。議員

ご指摘のように、高齢化に伴い活動が困難となったり、平日、昼間の活動要員の不足とい

った課題のある自主防災組織につきましては、隣接地域との連携などによりカバーするな

ど、柔軟な対応が必要であると考えております。

今後は、消防団との連携を含め、自主防災組織が地域の様々な活動団体と補完し合いな

がら地域防災力を向上させることができるよう、市といたしましても支援や環境整備に努

めてまいります。

◎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、地域公共交通網形成計画についての再々問のうち、持続可能な公共交通のあ

り方及びその取り組みにつきましてお答えをいたします。

高齢化が一段と進む本市におきまして、将来を見通した公共交通体系を構築していくこ

とは、市民生活にとって重要な課題となっております。

また、ご指摘のように、地域の公共交通網を整備することは、地域で抱える様々な課題

解決につながり、幅広い効果が期待できるものと考えております。

このようなことからも、市といたしましては、繰り返しとはなりますが、本年度、地域

公共交通網形成計画の策定をすることとしているところでございます。本計画につきまし

ては、県が策定する次世代交通ビジョンや近隣自治体の公共交通網形成計画などとも連携
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を図るとともに、全国的な先進事例、優良事例も参考としながら、本市にとって実効ある、

持続可能な公共交通網の実現に向けた計画としたいと考えております。

◎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、資料配付のため、暫時小休いたします。

小休 午後３時４０分

再開 午後３時４２分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き会議を再開いたします。

お諮りいたします。

会議規則第２１条の規定により、この際、お手元にご配付のとおり、追加日程第１、議

案第１号から議案第１４号までの１４件及び追加日程第２、議案第１５号併せて１５件を

日程に追加し、直ちに議題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、追加日程第１及び追加日程第２を日程に追加し、議題とすることと決定いたし

ました。

追加日程第１、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

件を一括して議題といたします。

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、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第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、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元にご配付の議案付託

表のとおり、各常任委員会に付託いたします。

次に、追加日程第２、議案第１５号、美馬市代替バス事業に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

本件につきましては、本日、市長から提出されたものであります。

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。
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［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１５号、美馬市代替バス事業に関する

条例の一部改正についてをご説明申し上げます。

この案件は、本年１０月から消費税率の引き上げに伴う使用料の改定及び運転経歴証明

書の交付を受けた方に対する使用料の減額など、所要の改正を行うものでございます。

なお、この件につきましては、去る６月７日開催の美馬市地域公共交通会議において協

議が整っております。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、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、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第１５号、美馬市代替バス事業に関する条例の一部

改正についてにつきましては、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元にご配付の

議案付託表（その２）のとおり、総務常任委員会に付託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、休会についてをお諮りいたします。明日１８日から２７日までの１０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。

よって、明日１８日から２７日までの１０日間は休会とすることに決しました。

なお、２０日の産業常任委員会、２１日の福祉文教常任委員会、２４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６月２８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

ございます。よろしくお願いをいたします。

本日はこれをもって散会とさせていただきます。

散会 午後３時４７分
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