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令和元年６月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和元年６月２８日（金）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 議案第 １号 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 令和元年度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

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

日程第 ３ 閉会中の継続調査について
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令和元年６月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 令和元年６月２８日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 議 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 谷 明美 １７番 前田 良平 １８番 武田 保幸

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 七條 浩一

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。

８番 武田 喜善 議員

９番 郷司千亜紀 議員

１０番 井川 英秋 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。

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

りでございますので、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、８番 武田喜善議員、９番 郷司千亜紀議員、１０番 井川英秋議員を指名

させていただきます。

次に、日程第２、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

一部改正についてまでの１５件を一括し、議題といたします。

この件につきましては、所管の常任委員会に付託をいたしておりますので、各委員長の

報告を求めます。

開催順にお願いをいたします。

まず初めに、産業常任委員会委員長、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番。

◎議長（川西 仁議員）

１４番、原政義議員。

［１４番 原 政義議員 登壇］

◎１４番（原 政義議員）

議長のご指名がございましたので、産業常任委員会の審査結果につきましてご報告を申

し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第９号、令和元年度美馬市一般会

計補正予算（第１号）のうち所管分の予算案件１件について審査のため、去る６月２０日

に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

議案第９号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）のうち所管分中、商工費で

は、委員から「プレミアム付き商品券発行事業で、市が想定している商品券の発行見込み

は。また、対象者１人当たりの商品券購入の上限を適正に確認できるのか」との質疑があ

りました。理事者からは、「今回のプレミアム付き商品券発行事業は、住民税非課税者及

び３歳未満児を持つ子育て世帯の世帯主と対象者が特定されている。住民税非課税者では、

市から対象者に申請書を送付し、住民税非課税者が必要な場合、申請をすることとなって

いることから、対象者全体で８割程度までの発行になるだろうとの予測をしている。また、
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商品券発行に係る本人確認については、各販売所で購入引換券を商品券と引きかえる際に

身分証明書等の提示を求めることとしている。商品券は第三者への転売が禁止されている

ため、上限を超えての購入など不正な点が見られた場合は、販売店から市に連絡があり、

市は事実確認をした上、返金措置等をするなどの対応を考えている」との答弁がありまし

た。

更に、委員からの「商品券の財源について、国費の負担割合は。また、その他の財源と

は」との質疑に、理事者からは、「商品券の財源については、１セット５,０００円分の商

品券であれば、５,０００円のうち対象者の負担額４,０００円がその他財源となり、プレ

ミアム分の１,０００円全て国費１００％である」との答弁がありました。

次に、土木費では、「社会資本整備事業において、減額補正についての詳細は」との質

疑がありました。理事者からは、「本事業については、５カ年計画の事業が主で、全体事

業費及び各年の要望額を設定し、毎年国に要望している。前年度の採択実績から率を算出

し、当初予算で要望していたが、今年度は前年度以上に採択率が低かったため、今回の減

額補正となった。全国的に要望額が増えている中、全国的に他市町とも採択率が低下して

いる傾向がある」との答弁がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀議員。

◎９番（郷司千亜紀議員）

議長、９番。

◎議長（川西 仁議員）

９番、郷司千亜紀議員。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９番（郷司千亜紀議員）

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

告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第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及び議

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の条例案件３件、

議案第９号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）のうち所管分及び議案第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）の予算案件２件の合計５

件について審査のため、去る６月２１日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
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また、当委員会に送付されておりました陳情書等１件につきましては、審査の結果、全

議員に写しを配付し、今後の議会活動の参考とすることといたしましたので、よろしくお

願いをいたします。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第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では、委員から「条例改正を行うことで、市の保育施設ではどのよう

に変わってくるのか」との質疑がありました。理事者からは、「この条例の対象となる市

内の保育施設は、ミライズ内にある脇町小規模保育所ワールドキッズｍｉｍａのみである

が、その事業所では自園調理を行っていることや、連携施設を確保していることなどから、

条例改正による緩和の対象となる施設には該当しない。しかし、今後、市内で今回の条例

に関係する事業所が開設されることも想定されるため、事業所が開設しやすい状況を整え

るために関係する国の基準が改正されたことに伴い、市の条例においても改正するもので

ある」との答弁がありました。

続いて、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では、委員から「今回の条例改正についての詳細は」との質

疑がありました。理事者からは、「この条例では、保育士や社会福祉士の資格、教員免許

を持っているなど条件に該当する人が研修を受講すれば、放課後児童支援員になることが

できるとなっている。今回の条例改正では、受講する研修が都道府県が実施するものだけ

だったものを指定都市が実施するものも加え、範囲を拡充するものである。現在、県内、

四国圏内には指定都市はないが、今後、指定都市で研修を受講した人が、美馬市に放課後

児童支援員として来ることなどが想定されるため、関係省令に従い改正するものである」

との答弁がありました。

続いて、議案第９号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）のうち所管分中、

教育費では、「地域防災推進事業補助金について、その詳細は」との質疑がありました。

理事者からは、「地域防災推進事業は、徳島県が地域防災力の向上のために中学校を対象

に毎年度、補助金を出して行っている事業である。本市では、今年度、岩倉中学校が補助

金を活用して防災クラブの立ち上げや防災に関する講演会の開催、また防災に必要な備品

を購入し、中学生の防災意識の高まりを図ることとしている」との答弁がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、福祉文教常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

次に、総務常任委員会委員長、谷明美議員。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］
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◎１６番（谷 明美議員）

議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果を報告いたします。

本委員会は、今期定例会において付託されました、議案第１号、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７号、美馬市公会堂設置条例の一部改正

についてから議案第８号、美馬市火災予防条例の一部改正について及び議案第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までの条例案件６件、議案第９号、令

和元年度美馬市一般会計補正予算（第１号）のうち所管分の予算案件１件及び議案第１１

号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更についてから議案第１４号、物品購入契約の締

結についてまでのその他案件４件、合計１１件について、審査のため、６月２４日に委員

会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第１号から議案第３号、議案第７号から議案第８号及び議案第１５号までの

条例案件６件では、委員から「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」の中で、委員から「代替バスの利用状況は」との質疑がありました。理事者

からは、「３路線あり、穴吹・木屋平線は１,８８０人で、昨年度に比べ３１人の減少、滝

の宮・見ノ越線は２１８人で７９人の減少で、夏の運行時に２度の台風に見舞われるなど

天候不順によるものが大きい。また、穴吹・道の駅うだつ線は１,４２６人で、７５５人

の増加で、通勤定期券の購入が主な要因である」との答弁がありました。また、地域公共

交通として代替バスとデマンドバスはどのように関連して実施していくのか」との質疑に

「今年度、公共交通網形成計画を策定することとしており、利用者のニーズを計画的に反

映させ、代替バスとデマンドバスの双方をうまく連携する中で効率的な運行や利用者の増

加に向けた事業の実施につなげていきたい」との答弁がありました。

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）のうち所管分では、

委員から「ふるさと振興費の中でコミュニティ助成金について、どのような事業が助成さ

れているのか」との質疑がありました。理事者からは、「毎年１、２件の助成を受けてお

り、今年度は木屋平谷口地区のみこしに対する助成である。これまでは、自治会集会所の

座卓や座椅子などの備品購入や地域や各種団体が行う伝統芸能に対する備品購入などに助

成を受けている」との答弁がありました。

次に、危機管理費の委託料において、市民地域防災訓練実施支援事業委託料については、

どのような内容であるのか。更に、これまで実施してきた訓練との違いは」との質疑があ

りました。理事者からは、「大規模災害を想定とした避難所の開設訓練や災害対策本部と

避難所の情報伝達訓練を実施するための支援業務委託料である。訓練当日における専門の

訓練支援員の派遣や防災講座の開催、また訓練実施計画の策定や訓練後の評価とアンケー

トなどを実施することとしている。これまでの訓練は校区ごとに防災訓練を開催していた
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が、今回は自主防災組織など約１５０人規模で実践的な避難所開設・運営の訓練を実施す

るものである」との答弁がありました。

次に、その他４案件のうち議案第１２号、土地及び建物の取得についてでは、委員から

「脇町小星地区の移住促進拠点整備事業であるが、当初の計画からすると事業内容が変わ

っている。地元の受け入れ体制はどうなのか。また、計画を進めるに当たっての市の今後

の方向性は」との質疑がありました。理事者からは、「本年２月８日に小星集会所におい

て地元説明会を開催し、小星地区を中心とした事業内容を説明し、ご理解をいただいてき

ている。事業の内容は、当初、６０歳以上の方を対象とした計画であったが、若い世代も

含めた多世代の移住促進施策としている。今後も事業を進めるに当たり、地元とのつなが

りを大切にし、円滑な実施につなげたい。事業費においては、より効果的な財政運営を図

るため、事業の見直しを含め、再検討を行っている。今後、様々な制度を視野に入れなが

ら、補助金などを活用し、生涯活躍のまち構想を進める中で市民の皆さんのご意見を伺い

ながら事業を進めていく」との答弁がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、総務常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。

これより、各委員長報告に対します質疑に入ります。

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

します質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ、討論につきましても通告がございませんので、討論なしと認め、討

論を終結いたします。

これより、採決を行います。

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

までの１５件について、一括採決を行います。

議案第１号から議案第１５号までの１５件につきましては、各委員長報告はいずれも原

案可決でございます。

お諮りいたします。議案第１号から議案第１５号までの１５件につきまして、各委員長

報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第１５号までの１５件については、

原案のとおり可決いたしました。

次に、日程第３、閉会中の継続調査についてを議題といたします。
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お手元にご配付をいたしておりますとおり、閉会中の継続調査につきまして、申出書が

提出をされています。

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

の継続調査に付することといたしますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、継続調査につきましては各委員長の申出書のとおり、そ

れぞれ閉会中の継続調査に付することに決定をいたしました。

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て議了をいたしました。

閉会に当たり、市長よりご挨拶をいただきたいと思います。

◎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）

令和元年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせてい

ただきます。

議員各位におかれましては、大変お忙しい中、市政各般にわたり、終始熱心にご審議を

賜り、提案をいたしました議案等につきましては、全て原案のとおりご承認及びご可決を

いただき、厚くお礼を申し上げます。

ご審議を通じまして、議員各位から賜りました様々な貴重なご意見、ご提言につきまし

ては、十分に検討をいたしまして、今後の市政運営に反映をさせてまいります。

さて、今月の１日に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から東京

オリンピックの聖火リレーのルートが発表され、徳島県においては全ての市町村を回るこ

とが決定をいたしました。県内の聖火リレーは、来年４月１６日、１７日の２日間で行わ

れ、本市は１日目のつるぎ町から引き継ぐこととなっております。具体的なルートは、年

末ごろに公表される見通しでありますが、今回の発表は本市にとりまして大変、喜ばしい

ことであり、多くの市民の皆様方がオリンピックを身近に感じることができる絶好の機会

でもあります。これを機に、一層の機運醸成を図って、日本中が大いに盛り上がり、東京

大会が大成功することを祈念しております。

次に、経済財政運営と改革の基本方針２０１９、いわゆる骨太の方針２０１９について

であります。

去る６月２１日に閣議決定をされました骨太の方針２０１９では、新たな時代への挑戦

として、デジタル化を原動力としたＳociety５.０の実現を掲げており、人生１００年時

代の到来を見据え、一人ひとりが能力を高め、誰もが幾つになっても活躍できる社会の構

築を目指すこととしております。また、地方行財政改革では、地方創生の重要課題に対し、

具体的な成果を目指して取り組む自治体への支援強化や地方の新たな発想を生かせるよう
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補助金の自由度向上に向け、対象・工程の具体化などが盛り込まれております。

本市といたしましては、このような展開に立ちおくれることのないよう国の動向につい

ては広く情報収集を図ってまいりますとともに、有効な施策につきましては、積極的かつ

スピード感を持って対応をしてまいります。

結びとなりますが、これから夏本番、大変暑い時期でございます。議員各位におかれま

してはくれぐれもご自愛のうえ、市勢発展のためにますますご活躍されますようご祈念を

申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

令和元年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

議員各位におかれましては、去る６月６日の開会以来、本日までの２３日間にわたりま

して、終始ご熱心に審議を賜りまして、誠にありがとうございます。深く御礼を申し上げ

る次第でございます。

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

表明されました意見や要望を今後の市政運営に十分に反映させていただきますよう心より

お願いを申し上げるところでございます。閉会中におきましても、各委員会の継続調査が

予定をされております。皆様方につきましては、市政発展のため、ますますご活躍を賜り

ますよう、お祈り申し上げる次第でございます。閉会に当たりましてのご挨拶とさせてい

ただきます。誠にありがとうございました。

閉会 午前１０時２８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２８日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 ８番

会議録署名議員 ９番

会議録署名議員 １０番


