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令和元年９月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和元年９月２７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１６号 美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定について

議案第１７号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

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１８号 美馬市印鑑条例の一部改正について

議案第１９号 美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について

議案第２０号 美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改

正について

議案第２１号 美馬市水道条例の一部改正について

議案第２２号 美馬市消防事務手数料条例の一部改正について

議案第２３号 美馬市消防団条例の一部改正について

議案第２４号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）

議案第２５号 令和元年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

議案第２６号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第２７号 令和元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第２８号 平成３０年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入

歳出決算認定について

議案第２９号 平成３０年度美馬市公営企業会計決算認定について

日程第 ３ 議案第３０号 工事請負契約の変更について

日程第 ４ 発議第 １号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について

日程第 ５ 閉会中の継続調査について

日程第 ６ 議員派遣の件について
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令和元年９月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 令和元年９月２７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

議会事務局主幹 山口 慶子

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

１８番 武田 保幸 議員

１番 田中みさき 議員

２番 立道 美孝 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

おはようございます。ただいまの出席議員数は１８名であります。定足数に達しており

ますので、本日の会議を開きます。

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。

日程に入る前に、諸般の報告を行います。

市長より、議案第３０号、工事請負契約の変更についてが提出をされております。後程、

提案理由の説明をいただくこととしておりますので、ご報告をいたしておきます。

以上で、諸般の報告を終わります。

それでは、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、１８番 武田保幸議員、１番 田中みさき議員、２番 立道美孝

議員を指名させていただきます。

次に、日程第２、議案第１６号、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定についてから、議案第２９号、平成３０年度美馬市公営企業会計決算認定につ

いてまでの１４件を一括し、議題とさせていただきます。

この件につきましては、所管の常任委員会及び決算審査特別委員会に付託をしておりま

したので、各委員長の報告を求めます。

開催順にお願いをいたします。

まず初めに、産業常任委員会委員長、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番。

◎議長（川西 仁議員）

１４番、原政義議員。

［１４番 原 政義議員 登壇］

◎１４番（原 政義議員）

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

ご報告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第２０号、美馬市営定住促進住宅

の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第２１号、美馬市水道条例の一

部改正についての条例案件２件、議案第２４号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第

２号）のうち所管分の予算案件１件、合計３件について審査のため、去る９月１７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。

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
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願いいたします。

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２０号、美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついてでは、委員から、「市の定住促進住宅の入居率は。また、入居要件を緩和すること

により入居者が増える見込みはあるのか」との質疑がありました。理事者からは、「定住

促進住宅は、木屋平の弓道に３戸あり、うち１戸が入居済みである。現在、木屋平の林業

会社に就職をしている若い林業従事者から定住促進住宅への入居希望があるため、現行で

既婚者でなければ入居できないという要件を緩和し、市外から美馬市に定住できるよう、

条例を改正するものである」との答弁がありました。

次に、議案第２１号、美馬市水道条例の一部改正についてでは、委員から、「条例改正

についてその詳細内容は」との質疑がありました。理事者からは、「水道法の一部改正に

伴い、給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、１０月１日から事業者の指定

の有効期間が新たに定められ、５年ごとに更新手続が必要になったものである。また、指

定給水装置工事事業者が申請・更新をする際には、１件につき１万円の手数料が必要であ

る」との答弁がありました。

続いて、議案第２４号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分中

観光費では、委員から、「うだつの町並み周辺古民家等活用支援事業で、ローカル１万プ

ロジェクトにより改修を行う古民家２棟の進捗状況と改修後に予定されている宿泊施設及

びレストランについて、宿泊者数、利用料金及び規模は。また、今後の計画については」

との質疑がありました。理事者からは、「６月２８日に総務省からローカル１万プロジェ

クト事業の交付決定があり、その後、民間事業者が詳細設計に取り組んでいる。工事の着

手は１０月下旬から１１月上旬を、完了は年度内を目指している。宿泊施設の規模は、１

階及び２階が２部屋ずつで４部屋、宿泊料については、１部屋３万５,０００円程度を予

定いたしておる。また、イタリアンレストランについては、約３０人程度が利用できる規

模である。うだつの町並み８０軒余りの家屋のうち４割程が空き家になっている現状を踏

まえ、重要伝統的建造物群保存地区である町並みの改修は難しいが、民間の活力による古

民家のリノベーションという今回の事例を参考として、今後も積極的に空き家古民家の再

生と景観保護に努めてまいりたい」との答弁がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀議員。

◎９番（郷司千亜紀議員）

はい、９番。

◎議長（川西 仁議員）

９番、郷司千亜紀議員。
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［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１９号、美馬市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての条例

案件１件、議案第２４号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分、

議案第２５号、令和元年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）及び議案第

２６号、令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）の予算案件３件の合計４

件について審査のため、去る９月１８日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第１９号、美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、委員から、「一部保育料の無償化、給食のおか

ずなどの副食費の無償化についての詳細は」との質疑がございました。理事者からは、

「市内認定こども園、幼稚園等を利用する子どもたちの保育料については、３歳から５歳

の子どもの保育料は無償化し、０歳から２歳の子どもの保育料は住民税非課税世帯の子ど

もを対象として無償化するものである。また、市内認定こども園に通う３歳児から５歳児

の副食費の無償化については、国の制度改正により無償化される世帯に加えて、今回国の

制度改正で無償化の対象とならない第１子、第２子の子どもを持つ世帯の年収３６０万円

相当以上の世帯の子どもの副食費を市独自で無償化を行うものである」との答弁がござい

ました。

続いて、議案第２４号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分中

衛生費では、「保健センター屋上防水改修工事についての詳細は」との質疑がございまし

た。理事者からは、「昨年、センターの外壁修繕工事を行う際に、専門家に屋上について

も確認いただいたところ、今後修繕が必要になってくるであろうとのことだった。センタ

ー築後２０年を経過し、屋上防水シートの耐用年数を超えていること、現在、センター２

階で雨漏りが発生し、衛生面で問題があることから、このたび予算計上に至った」との答

弁がございました。

続いて、教育費の郡里廃寺跡保存活用計画策定支援業務委託料に関連して、「市教育委

員会として郡里廃寺跡地の整備をどのように考えているのか」との質疑がございました。

理事者からは、「今回の委託料については、郡里廃寺跡の環境を整備するには、文化庁の

承認が必要で、その承認を得るために計画を策定するに当たって専門的知識を持つ業者に

支援をしていただくために必要なものである。実際、どのように整備していくかは、今後、

委託業者も交えた整備検討委員会で検討されていくが、地元の方々の意見も聞き、できる

だけ地元に納得していただけるような整備を行っていきたい」との答弁がございました。
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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）

ありがとうございました。

次に、総務常任委員会委員長、谷明美議員。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］

◎１６番（谷 明美議員）

議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果を報告いたします。

本委員会は、今期定例会において付託されました、議案第１６号、美馬市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてから、議案第１８号、美馬市印鑑条

例の一部改正について、議案第２２号、美馬市消防事務手数料条例の一部改正について及

び議案第２３号、美馬市消防団条例の一部改正についてまでの条例案件５件、議案第２４

号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分及び議案第２７号、令和

元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）の予算案件２件、合計７件について、審

査のため、去る９月１９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。

また、当委員会に送付されておりました陳情書２件につきましては、１件は全議員に写

しを配付し、今後の参考としていただくことといたしました。もう１件につきましては、

後程議題となった際にご報告させていただきます。

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１８号、美馬市印鑑条例の一部改正についてでは、委員から、「印鑑証明

に記載されることが可能となった旧氏の併記とはどのようなことか」との質疑がありまし

た。理事者からは、「今回の一部改正は、住民基本台帳施行令等の一部が改正され、住民

票等への旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏での印鑑登録、印鑑登録証明書への旧

氏の併記を可能とするもので、過去に称していた氏の記載を希望する者は、その者が過去

に称していた氏について任意の旧氏を一人一つ記載することが可能となり、印鑑証明書の

氏名欄に旧氏として併記される」との答弁がありました。

続いて、議案第２４号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第２号）のうち所管分中

危機管理の委託料では、「国土強靭化地域計画策定支援業務委託料について、策定体制及

び委託する支援業務の内容は」との質疑がありました。理事者からは、「国のガイドライ

ンに基づいて計画を策定する。また、策定体制については危機管理室と監理課が連携して
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進めるが、国や県などの関係機関や自主防災組織、消防団等の意見も反映させていく。策

定はスピード感を持って取り組むが、リスクシナリオの分析や脆弱性の分析、評価、課題

の整理など専門性の高い部分について業務を委託する。また、本市が取り組むべき事業を

盛り込んでいきたい」との答弁がありました。

更に、危機管理費の中の消耗品費において、「消耗機材等の購入とその配備について

は」との質疑がありました。理事者からは、「便処理袋を２万２,８００個購入する。配備

場所は、台風の災害時に避難場所８カ所を優先的に開設しているが、災害規模により順次

開設した避難所に配備していく。また、便処理袋の現在の確保状況については、５,３０

０個あり、市内の避難所に配備している」との答弁がありました。

次に、消防費の非常備消防費で消防備品購入について、「油圧式ジャッキはどのような

ものか、それをどこに配備するのか」との質疑に、理事者からは、「爪付油圧式ジャッキ、

本体の重さ１１キログラム、本体の高さ２２センチで、爪部２トン、頭部４トンの機能が

あり、災害時の倒壊家屋からの傷病者救出用資機材とし、美馬市消防団１８分団に配備す

るものである」との答弁がありました。

更に、消防施設費の負担金について、「美馬西部消防組合負担金の常備消防車両購入事

業の詳細については」との質疑に、理事者からは、「車両本体、１,０８０万円は一般社団

法人日本損保協会から寄贈されたものであり、その車両に高規格救急自動車としての車両

特殊艤装、高度救命処置資機材、約２,４４２万円を整備するもので、その美馬市負担分

が約１,２００万円であり、総事業費としては約３,５００万円である」との答弁がありま

した。

次に、当委員会は調査未了の事件については、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。

次に、決算審査特別委員会委員長、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）

議長のご指名がございましたので、決算審査特別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２８号、平成３０年度美馬市

一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算認定について及び議案第２９号、平成３

０年度美馬市公営企業会計決算認定についての２議案について審査のため、去る９月２０

日、委員会を開催いたしました。
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出席の委員は、私を含め９名であります。

付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査い

たしました結果、原案のとおり認定すべきものと決しました。

それでは、質疑の内容について、その一部をご報告いたします。

一般会計の歳入では、委員から、「市税に関して、不納欠損の状況はどうなっているの

か。また、その内訳は」、更に、「滞納者を減らす取り組みとしてどのようなことを行って

いるのか」との質疑がありました。理事者側からは、「平成３０年度の市税の不納欠損合

計額は１,１４０万４,０００円で、１,０１４件である。また、不納欠損の主な理由とし

て、生活保護による欠損が１３４件、納税者死亡が２１７件、居所不明が５２件、財産未

発見が５６２件、破産倒産が４９件になっている。滞納者を減らす取り組みについては、

納付や納税相談のない滞納者には財産調査を行い、預貯金や給与の差し押さえを行ってい

る。今後とも広報紙や音声告知放送等市の広報メディアを使い、納期内納付の推進や税の

相談、納税のしやすい環境づくりに努めてまいりたい」との答弁がありました。

次に、一般会計の歳出について、まず総務費では、委員から、「個人番号カードのコン

ビニ交付についてどれくらいの人が利用されているか」の質疑がございました。理事者か

らは、「平成３０年６月から始まり、月平均２３件くらいの利用がある」との答弁があり

ました。

次に、児童福祉費では、「不用額の内容について教えてもらいたい」との質疑がござい

ました。理事者側からは、「認定こども園建設事業で大きな不用額が出ているが、これは

繰越事業のため、現年予算とは違い補正予算で減額対応ができないため、入札差額等が発

生すればそのまま不用額となる」との答弁がございました。

次に、農林水産業費では、「地籍調査事業の進捗状況は。また、年にどれぐらい進んで

いるのか」との質疑がありました。理事者からは、「平成３０年度末で進捗率は４１.８％、

今年の計画では年６.７５平方キロメートル、約１.８％の割合で進んでいる。今後も国や

県の動向に留意して進めていきたい」との答弁がございました。

次に、国民健康保険特別会計の歳入では、委員から、「国民健康保険税の不納欠損額の

前年度との比較と過去５年間の状況について、またその対処方法は」との質疑がありまし

た。理事者側からは、「平成３０年度の不納欠損額は６０３件の６９０万円である。昨年

度は５６１件、６３６万４,０００円のため、４２件、５３万６,０００円の増額となって

いる。また、過去５年間の推移は平成２６年度が９４件、５０９万７,０００円、平成２

７年度が９０件、８８８万５,０００円、平成２８年度が８９件、９３０万３,０００円と

なっている。今後は、財産調査による差し押さえのほか、大口の悪質滞納者に対しては徳

島滞納整理機構に移管し、協力して徴収に努めてまいりたい」との答弁がございました。

最後に、一の森ヒュッテ事業特別会計では、委員から、「絶対になくてはならない一の

森ヒュッテであるが、この事業収益を得るために多額の経費を支出している。このまま何

もしないのか、それとも何か対策を講じるのか」との質疑がありました。理事者からは、

「昨年度は賄い材料を運ぶための索道が老朽化のため、修繕工事に３００万円程度の大き

な支出があった。宿泊者数はここ数年低い状態で横ばい傾向にある。また、利用者は天候
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に左右されるため、見通しは難しい。しかしながら、すばらしい自然の中での施設であり、

多くの登山者に利用していただくための課題もいろいろあると思うが、持続可能な施設の

運営管理についてしっかり議論をしてあり方を検討してまいりたい」との答弁がありまし

た。

以上で、決算審査特別委員会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及び決算審査特別委員会委員長の報告は終わりました。

これより、ただいまの各委員長報告に対する質疑に入ります。

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、委員長報告に対す

る質疑を終結させていただきます。

これより、討論に入ります。

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

します。

これより、採決をいたします。

まず、議案第１６号、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

についてから、議案第２７号、令和元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）まで

の１２件について、一括採決を行います。

議案第１６号から議案第２７号までの１２件については、各委員長報告はいずれも原案

可決であります。

お諮りいたします。議案第１６号から議案第２７号までの１２件につきましては、各委

員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第１６号から議案第２７号までの１２件については、

原案のとおり可決といたします。

次に、議案第２８号、平成３０年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出

決算認定について及び議案第２９号、平成３０年度美馬市公営企業会計決算認定について

の２件について一括採決を行います。

議案第２８号及び議案第２９号の２件については、委員長報告はいずれも原案認定であ

ります。

お諮りいたします。議案第２８号及び議案第２９号の２件については、委員長報告のと

おり認定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２８号及び議案第２９号の２件につきましては、

原案のとおり認定することといたします。

ただいま決算審査特別委員会に付託をしておりました２議案につきまして認定をいたし
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ましたので、決算審査特別委員会は、これをもちまして消滅といたします。大変おご苦労

さまでございました。

私のほうより１点申し上げます。

女性の農業委員会委員等への登用に向けた要請書の陳情につきましては、議員全員協議

会での協議の結果、市長へ申し述べることといたしましたのでご報告させていただきます。

次に、日程第３、議案第３０号、工事請負契約の変更についてを議題といたします。

本件につきましては、本日、市長から提出をされたものであります。

提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

それでは、ただいま上程をいただきました議案第３０号、工事請負契約の変更について

ご説明を申し上げます。

この案件は、平成３１年３月議会で議決をいただきました旧脇町老人福祉センター耐

震・大規模改修工事の請負契約のうち契約金額を変更したいので議会の議決を求めるもの

であります。変更前の契約金額は２億４,７９６万８,０００円、変更後の契約金額は２億

６,３３５万１,５００円であります。変更の主な内容といたしましては、計画変更に伴う

空調機器設備の新規購入及び外壁補修箇所の追加並びに改修に伴う内部解体により、見直

しが必要となった不具合箇所への対応などでございます。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、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３０号については、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、議案第３０号につきましては、委員会付託を省略するこ

とに決しました。

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、討論を終結いた

します。
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これより、採決を行います。

お諮りいたします。議案第３０号について、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３０号、工事請負契約の変更については、原案の

とおり可決をされました。

次に、日程第４、発議第１号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてを議題

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。

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］

◎１６番（谷 明美議員）

議長のご指名がございましたので、提案理由の説明をさせていただきます。

ただいま上程いただきました発議第１号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書につ

いては、美馬市議会会議規則第１４条第２項の規定に基づき、総務常任委員会発議として

提出するものです。

過疎対策については、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、４次にわたる特

別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の

整備や産業の振興など一定の成果を上げたところであります。しかしながら、現行の過疎

地域自立促進特別措置法は、令和３年３月末をもって失効することとなります。引き続き、

過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政

策を確立・推進することが必要であり、新たな法の制定が必要であると考えるものです。

なお、詳細につきましては意見書をごらんいただきたいと思います。また、提出先につ

きましては、記載のとおりであります。

以上で、発議第１号について、提案理由の説明を終わります。ご審議いただき、議員各

位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、発議の趣旨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、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、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終結いたし
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ます。

これより、採決いたします。

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

んか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。

ただいま可決されました意見書につきましては、直ちに関係機関へ送付させていただき

ます。

次に、日程第５、閉会中の継続調査についてを議題といたします。

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

をされております。

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

の継続調査に付することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

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

れ閉会中の継続調査に付することに決定をいたしました。

次に、日程第６、議員派遣の件についてを議題といたします。

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

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

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

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

しました。

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

に委任をされたいと思います。

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は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９月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせてい

ただきます。

本定例会も本日、最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、市政各般にわた
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り、終始熱心にご審議を賜り、提案いたしました議案につきましては、全て原案のとおり

ご可決をいただき、厚くお礼を申し上げます。

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

ては、十分に検討をいたしまして、今後の市政運営に反映をさせてまいります。

最初に、今般、発生をいたしました水道料金督促状の誤送付事案についてであります。

この事案は、水道料金の口座振り込みをされている方の一部に対しまして、水道料金が

納付をされているのにもかかわらず、督促状を送付してしまったものであります。このこ

とによりご迷惑とご心配をおかけいたしました皆様方には、改めて心からおわびを申し上

げます。大変申し訳ございませんでした。今回の事案は、事務のチェック体制が十分でな

かったことが原因でございまして、今後は複数回の確認を徹底するとともに、一層の緊張

感を持って処理するように指示をいたしました。今回のような事案が二度と発生しないよ

うに、職員一丸となって取り組み、信頼回復に努めてまいる所存でありますので、よろし

くお願いを申し上げます。

次に、今月９日、千葉市付近に上陸をした台風１５号及び先日の台風１７号によりまし

て、各地に大きな被害をもたされましたことは誠に残念なことであります。被害に遭われ

た皆様方に心からお見舞いを申し上げます。特に台風１５号が上陸をいたしました千葉市

では、観測史上１位となる最大瞬間風速５７.５メートルを記録しましたが、こうした台

風による暴風雨や大雨の影響で、首都圏では一部地域が冠水をしたほか、公共交通機関の

運休や長期間の停電など日常生活に大きな混乱をもたらしました。このような風水害や地

震は、いつ、どこで発生するか分かりません。本市といたしましても、常日ごろから災害

に備え、準備と点検を行ってまいりますとともに、防災、減災対策にしっかりと取り組ん

でまいります。

次に、新しい天皇陛下の即位後に望まれる大嘗祭まで、あと１カ月余りとなりました。

本市の木屋平地区では、これまでもこの大嘗祭の際に欠かすことのできない調度品として

麻の織物であるあらたえを調進してきた歴史がございます。そのため、今回も今年の４月

の麻の種子まきに始まり、７月の収穫、湯通し、そして８月の麻糸づくりなど数々の作業

を経て、今月の１０日には吉野川市山川町で織り初め式がとり行われました。そして、来

月には、いよいよあらたえが完成をし、調進される運びとお聞きをしております。関係者

の皆様には、約３０年ぶりの事業で、何かとご苦労があったとは存じますが、あらたえの

調進が無事、成功をされますことをご祈念を申し上げます。

結びとなりますが、日増しに秋の気配となり、朝夕の肌寒さも感じる気候となってまい

りました。議員各位におかれましては、健康には十分にご留意をいただきまして、市政発

展のためにますますご活躍をいただき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９月美馬市議会定例会の閉会に当たり、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９月３日の開会日以来、本日までの２５日間にわたり



－８５－

まして、終始ご熱心にご審議を賜り、全ての案件を議了いたしましたこと、心より御礼を

申し上げる次第でございます。

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

表明をされました意見や要望を今後の市政の運営に十分に反映されますようお願いをいた

すところでございます。また、閉会中におきましても、各委員会の継続調査が予定をされ

ております。皆様方におかれましては、市政発展のために、ますますのご活躍を賜ります

よう、心よりご祈念を申し上げまして閉会のご挨拶にさせていただきます。

これをもちまして、令和元年９月美馬市議会定例会を閉会とさせていただきます。

閉会 午前１０時４８分



－８６－

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９月２７日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １８番

会議録署名議員 １番

会議録署名議員 ２番


