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令和元年１２月美馬市議会定例会議事日程（第１号）

令和元年１１月２６日（火）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第３１号 美馬市行政組織条例の一部改正について

議案第３２号 美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び美

馬市職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第３３号 美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例及び美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末乎当に

関する条例の一部改正について

議案第３４号 美馬市職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第３５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３６号 令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）

議案第３７号 令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第３８号 令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第３９号 令和元年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第

１号）

議案第４０号 令和元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第２号）

議案第４１号 令和元年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第４２号 平成３０年度美馬西部学校給食センター組合一般会計及び特

別会計歳入歳出決算認定について

議案第４３号 財産の交換について

議案第４４号 中尾山森林総合利用施設等の指定管理者の指定について

議案第４５号 美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定について

日程第 ４ 報告第 ６号 市長専決処分の報告について

報告第 ７号 市長専決処分の報告について
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令和元年１２月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和元年１１月２６日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 谷 明美 １７番 前田 良平 １８番 武田 保幸

◎ 欠席議員

な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 七條 浩一

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 中川 貴志

経済建設部長 河野 功

水道部長 藤田 英雄

美来創生局長 前川 正弘

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 小野 洋介

木屋平総合支所長 佐古 真澄

会計管理者 山田富久治

企画総務部秘書課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画政策課長 小倉 進

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 大泉 勝嗣
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 西野 佳久

議会事務局次長 見立 貞治

議会事務局主幹 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。

３番 藤野 克彦 議員

５番 田中 義美 議員

６番 中川 重文 議員



－４－

開会 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

ただいまの出席議員は１７名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

元年１２月美馬市議会定例会を開会いたします。

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

ることといたします。

それでは諸般の報告をいたします。

議長諸般の報告といたしまして、主なものについて報告いたします。

まず、１０月１日、第１５９回徳島県市議会議長会定期総会が小松島市で開催をされ副

議長とともに出席させていただきました。

次に、１０月１０日、第１５回美馬市社会福祉大会がうだつアリーナで開催をされ、議

員各位とともに出席をいたしました。

次に、１０月２４日、国道４３８号（美馬・剣山間）整備促進期成同盟会総会及び広域

農道吉野川中部地区新設促進期成同盟会総会がつるぎ町で開催をされ、副議長とともに出

席をさせていただきました。

次に、１０月２６日、沼田堤防起工式が開催をされ、議員各位とともに出席をさせてい

ただきました。

次に、１０月３０日、３１日、全国市議会議長会研究フォーラムが高知市で開催をされ、

議員各位とともに出席をさせていただきました。

次に、１１月２日、第１５回美馬市文化祭が開催をされ、議員各位とともに参加をさせ

ていただきました。

次に、１１月９日、美馬市教育振興大会及び文化講演会が地域交流センターミライズで

開催をされ、議員各位とともに出席をさせていただきました。

次に、１１月１５日、新過疎法制定実現総決起大会が東京都で開催をされ、出席をさせ

ていただきました。

次に、１１月２１日、国道１９３号（脇町・塩江間）整備促進期成同盟会総会が開催を

され、議員各位とともに出席をさせていただきました。

次に、監査委員より令和元年８月分から１０月分までの例月出納検査についての報告が

提出をされております。なお、ただいま報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきま

しては、事務局に保管をしておりますので、必要に応じご覧いただきたいと思います。

次に、各委員長より閉会中の継続調査の報告を行います。

まず初めに、産業常任委員会委員長、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番。

◎議長（川西 仁議員）

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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ただいま議長の許可をいただきましたので、産業常任委員会の閉会中の継続調査報告を

いたします。

産業常任委員会では、去る１１月５日から６日にかけまして、兵庫県姫路市及び高砂市

において、行政視察を実施いたしました。

まず、１日目には兵庫県姫路市を訪問し、滞在型観光、インバウンド観光等の推進施策

について及び播磨圏域事業についての説明を受けました。

姫路市は、人口約５３万人、ＮＨＫ大河ドラマの軍師官兵衛や世界文化遺産、国宝姫路

城で有名な中核市であり、その姫路城には、平成２７年度をピークとして毎年１５０万人

以上の観光客が訪れています。しかしながら、地理的に京都や大阪と近距離にあることや、

交通の利便性が良いことから、国際観光都市で多くの外国人観光客が訪れる京都や大阪方

面から、広島など中国地方に移動をする際の、通過型観光都市になっているとのことで、

意外にも本市と共通の課題があることが分かりました。また、姫路城では、外国人観光客

に対し、ヒンディー語やフィンランド語など２０言語の観光パンフレットを備えるなど、

きめ細かな対応をしていますが、市内への宿泊者の増加には直結していないということで、

その対策に苦慮しているとの話でありました。

そのため、姫路市では、変化し続ける観光情勢をしっかりと分析し、５年を計画期間と

する観光戦略プランに基づき、市への観光入り込み客数、姫路城への外国人入場者数及び

市内宿泊施設の客室稼働率の３点について具体的な数値目標を定め、取り組まれておりま

す。

特に今年度は、この観光戦略プランの５つのテーマのうち、姫路城に施設・体験・食を

プラスワンする滞在型の観光施策を推進し、姫路城だけではない地域資源をプラスするこ

とでの相乗効果を期待しているとのことでした。内容は、映像とイルミネーションで演出

された夜の姫路城を満喫するイベントや、姫路城大天守からの日の出と朝食をマッチング

した朝型観光モニターツアー等を実施するものです。

また、公益社団法人姫路観光コンベンションビューローと連携し、海外の団体旅行催行

旅行社への観光プロモーションの実施や、利用者への１泊２,０００円の宿泊費助成など

を行っております。特に、観光客の受け入れ環境の整備とＰＲ活動は重要であることから、

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備やキャッシュレス決済の導入促進、映画やドラマの誘致活動及びＪ

Ｒ、高速道路サービスエリアなどでの交通広告も有効であると思われます。

続いて、姫路市を含む近隣の８市８町で構成される播磨圏域における連携中枢都市圏構

想については、姫路市が中心となり、圏域全体の経済を牽引し、雇用を育てる環境を整え

るという目的のもと、播磨圏域連携中枢都市圏ビジョンを策定し、５３の事業を実施され

ておりました。ビジョンのうち、企業誘致及び産業振興に係る事業は、重点施策の一つで

ありますが、一般的に都市間競争となっている企業誘致について、播磨圏域では、圏域内

全体が潤えば良いという考え方に立ち、できる限り連携市町が共同で取り組み、そして、

市町の強みを紹介する企業誘致用パンフレットをもとに、企業へのアンケート調査を行い、

企業誘致の可能性がある企業に対しては訪問を実施するとの話でありました。

また、産業振興については、播磨圏域全体のブランド化につなげるため、醸造文化の特
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性を生かし、今年度から山田錦の地酒ブランド化に取り組んでおります。

広域観光については、姫路城と近隣の圏域内を回遊し、滞在時間を延ばすことにより、

消費を拡大するシャワー効果と言われる仕組みづくりを行っております。

次に、２日目は高砂市を訪問し、商業活性化基本計画に係る推進施策について説明を受

けました。

高砂市は、豊富な用水と埋め立てやすい遠浅の海岸などが企業立地に適した播磨臨海工

業地域にあり、製紙、化学、電力など工場が進出している地域でもあります。商店街の衰

退や大型商業施設の撤退などが相次ぎ、市内２カ所を商業活性化の重点モデル地区に指定

し、古くから海運の要衝として栄えた高砂地区においては、歴史的景観形成地区を生かす

商業の活性化を目指すとともに、交流拠点となる商店街づくりに取り組んでいるとの話で

ありました。

また、商業の活性化にかかわる商業者、商業団体、観光ビューロー、ＮＰＯ法人及び行

政が同じ目標を持ち、それぞれの役割を果たすとともに連携し、目標の実現に向けた取り

組みを進めていくことが重要であるとの話でありました。

そこで、市は、方針内容や進め方など観光ビューローと協議の場を月に一回は設けてい

るとのことでした。市内の空き家・空き店舗の解消には、兵庫県宅建協会などと連携した

空き家バンク制度を活用したギャラリーや飲食店等の活用実績がありますが、店舗の活用

が一過性になりがちであり、今後は定住につながる支援策が課題であるとのことでした。

中でも、歴史的景観形成地区における空き家などの活用については、以前アンケート調

査を実施したところ、所有者に閉鎖的な考え方がある場合、理解を得るのが難しく、この

ことが空き家などの登録件数の少ない理由ともなっているようであります。

その対策として、空き家等を活用した事業者の成功実績を増やすことで、事業に対する

良いイメージを持ってもらうことが事業の後押しになるとのことでした。

以上、今回の行政視察において得られました取り組みは参考すべき点も多く、今後の産

業常任委員会における活動に生かしてまいりたいと考えております。

これで、産業常任委員会の閉会中の継続調査報告を終わります。

◎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）

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）

ただいま議長の許可をいただきましたので、福祉文教常任委員会の閉会中の継続調査報

告をいたします。

福祉文教常任委員会では、去る１１月５日から６日にかけまして、先進的に児童福祉や

学校教育についての事業を進められている愛媛県松山市及び今治市にて行政視察を実施い
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たしましたので、その一部をご報告いたします。

まず、１日目に愛媛県松山市を訪問し、学校運動部活動と連携した総合型地域スポーツ

クラブについてと、放課後児童クラブについての２点を視察しました。

１点目の学校運動部活動と連携した総合型地域スポーツクラブについてでは、現在、中

学校運動部活動において、少子化による生徒・部員数の減少や専門的な指導力を持つ教員

の不在などにより、生徒のニーズに応じた学校での部活動が成り立たなくなってきている

問題が生じています。そのような中、松山市小野地区では、総合型地域スポーツクラブの

ＯＮＯスポーツクラブが地域の人材を活用し、中学校部活動へ外部指導員として人的支援

を行うなど学校運動部活動との連携を進めているということで、その取り組みについて視

察をしてきました。

このＯＮＯスポーツクラブは、地元有志によるボランティア団体として平成２３年４月

に活動を開始し、運動部活動部員や保護者からの「ほかの地域のチームと試合がしたい」

という声や、「自分の学校にない部活動のスポーツがしたい」という子どもたちの声など

を聞く中で、地域のニーズに答えたい、子どもたちを笑顔にしたいという思いで、総合型

地域スポーツクラブという社会教育の中で、子どもたちに活動の場を提供してきました。

こういう取り組みの中で、小野中学校の軟式野球などの部活動では、ＯＮＯスポーツク

ラブに所属する指導者が外部指導員として部員たちを指導しており、スポーツクラブと中

学校部活動との連携により一貫した指導ができているとのことでした。連携による効果と

しましては、平成３０年３月にスポーツ庁が策定した運動部活動の在り方に関する総合的

なガイドラインにより部活動の活動時間が制約された中、もっとうまくなりたい、もっと

練習したいと願う子どもたちが、部活動の活動時間以外の夜間や休日にも活動ができてい

ること、また、地域住民・学校・保護者が連携して子どもたちを見守ることで、子どもた

ちの健全育成につながっていることなどが挙げられました。

この小野地区では、スポーツを通じて地域の大人が子どもを育てようとする風土が土台

としてありましたが、学校部活動と総合型地域スポーツクラブという社会教育を連携させ、

もっとうまくなりたいと願う子どもたちの向上心に応えるために、市として両者をサポー

トしている点について大いに参考になると感じました。

２点目の放課後児童クラブについてでは、美馬市脇町地区にある脇町児童クラブと脇町

第二児童クラブが、来年４月に改修後の脇町老人福祉センター３階に移転予定ですが、松

山市においても同様の複合施設の中で放課後児童クラブを運営していることから、課題点

や運営状況などについてを視察してきました。

松山市の児童クラブでは、地域全体で子どもたちを守り、育んでいくという考えのもと、

各小学校単位の４５運営委員会が１０８クラブを運営しており、そのうち余土地区では、

中学校が移転した後の旧校舎の一部を有効活用し、保育園、子ども総合相談センター事務

所を整備した複合施設の２階で児童クラブを運営していました。

この複合施設での運営においての成果としては、３階の子ども総合相談センターにある

多目的ホールを借りることでイベントが実施できたり、また、保育園、相談センターと共

同で避難訓練を実施したりするなど、施設内で相互に連携して運営できている点などが挙
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げられました。しかし、一方で、学校敷地内にあるほかの児童クラブに比べ、子どもたち

が運動できる運動場スペースが狭いこと、また駐車場が三者共有となっているため、駐車

ルールを守らない利用者の方がいるなどの問題点があるとのことでした。

先程申し上げましたように、美馬市においても来年４月に複合施設の中で児童クラブを

運営していくことからも、今回の松山市余土地区での児童クラブの運営上の成果や課題に

ついては、大いに参考になると感じました。

２日目は、今治市を訪問し、子ども議会について視察をしました。

現在、全国的に選挙における若者の投票率は低水準にあり、いわゆる若者の政治への無

関心が問題視されている中、若者に対しての選挙啓発活動や学校教育の中で主権者教育な

どが行われているところであります。

そのような中、我々、美馬市議会としても、市議会の模擬体験を通じて行政や議会の仕

組みを学び、市政・議会活動への関心を高めてもらうことなどを目的に、本年８月に市内

中学校に通う中学生を対象に、市議会として初めて子ども議会を開催したところですが、

今治市では平成２８年度から毎年度市内中学校の生徒を対象に開催してきていることから、

その取り組みについて視察をしてまいりました。

まず、子ども議会を開催するに至った経緯は、平成２８年６月に施行された改正公職選

挙法により投票できる年齢が満１８歳以上に引き下げられたことにより、当時の議長が主

権者教育を目的に突然提案したことがきっかけで、子ども議会開催までの間、議会が市や

市教育委員会などと事務協議を進めていく中で、子ども議会実施要領を作成し、その中に

主権者教育の一環として、若い世代の意識の底上げを図ることなど、議会・市・市教育委

員会の三者が開催するに当たっての目的を盛り込み、三者が主体となって子ども議会を開

催したとのことでした。開催後には、参加した中学校に感想等の聞き取りや参加した生徒

へのアンケート調査を実施し、そこで出た意見などをもとに、議会の所管委員会で検証し、

趣旨・目的達成に向けて、毎年度改善してきているとのことでした。

子ども議会開催による成果としましては、平成２８年度の初回開催時に参加した生徒が

今年選挙権を得て、今年実施されました国政選挙では一定の投票率向上にもつながったの

ではないかということ、また、開催した様子を議会だよりなどの広報媒体で市民に周知し

たことで、地元の高校から、議場見学や議会の仕組みについて説明してほしいという希望

が出されており、子ども議会開催により、行政や議会が市民に身近なものになってきてい

るのではないかとのことでした。今後も、継続は力なりという言葉があるように、引き続

き開催していくことで、若い世代の政治参画への意識の底上げを図っていきたいとのこと

でした。

子ども議会開催は、行政や議会について関心を高めてもらうことで、議会改革にもつな

がっていくものだと思いますので、今回の継続した取り組みは大いに参考になるところが

ありました。

以上、今回の行政視察において得られました取り組みは、参考にすべき点が多くあった

ため、今後の福祉文教常任委員会における活動に生かしてまいりたいと考えております。

これで、福祉文教常任委員会の閉会中の継続調査報告を終わります。
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◎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］

◎１６番（谷 明美議員）

ただいま議長の許可をいただきましたので、閉会中の総務常任委員会の継続調査報告を

いたします。

去る１１月１３日から１４日にかけまして、岡山県真庭市及び兵庫県姫路市へ行政視察

を実施いたしました。

真庭市では、コミュニティバスの運営についての説明を受けました。このバスは平成２

１年から運行し、コミュニティバスまにわくんと呼ばれ、現在では、幹線３路線、枝線２

９路線が整備されています。運行は、運送事業者に委託し、形態も、路線によって、定時

定期路線、予約路線、デマンド路線、セミデマンド路線があり、土曜日、日曜日も運行す

る路線があるなど多くの市民に利用されているようでした。また、中学生以上２００円、

小学生１００円という安価なことも利用者の増加につながっているようでした。更に、隣

接する自治体とも連携を図りながら、互いの運行路線を補っているとのことでした。

しかしながら、真庭市においても、公共交通の運営は赤字やむなしとの計画のもとでは

ありますが、公費負担額の増加や国の補助金の減額、運転手の不足、利用者ニーズの変化

など、課題は山積みとのことでした。

そこで、解決策の一つとして、今年度から地域によって運行の形態を考え、高齢者の見

守りを兼ねた運行を検討しているとの説明がありました。

本市にもふれあいバス及び市営バスがありますが、本市における人口減少、高齢化など

の課題のなか、真庭市における取り組みは今後の本市の地域公共交通に参考となるもので

ありました。

次に、姫路市では、地域防災活動について説明を受けました。

中でも、最近関心が高まっている防災士について説明を受けました。姫路市には、現在

３８８人の防災士がおり、自主防災組織との連携により、地域の防災力を高める活動を行

っています。また、兵庫県が認定する、ひょうご防災リーダーと連携し、自主防災組織の

防災訓練等を開催し、防災意識の向上や普及に努めているとのことでした。更に、防災士

になるためのカリキュラムや方法など、詳しく説明を受けました。

続いて、避難所運営について説明を受けました。

姫路市では、避難者全員が様々な立場で避難所運営の役割を分担し、協力して支え合っ

ていくことを基本としているようです。そして、少しでも良好な生活環境を保つことがで

きるよう避難所運営リーフレットを作成し、自治会長や自主防災組織に配付して訓練に役

立てているとのことでした。
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また、姫路市が作成している命のパスポートは、災害の種類における自宅の危険度や避

難時の心得、また、地震発生時の避難場所や発生直後の行動、家族の連絡方法、緊急連絡

先、非常時持出品などが記された物であって、あらかじめ記入して財布などに入れておき、

いざとなった時に確認できるというものです。これは、広報紙と一緒に全戸配付している

とのことでした。市民の防災意識の向上につながっていると説明を受けました。

昨今は台風や大雨など自然災害が多く、自主防災組織と防災士の連携した取り組みは、

本市にとりましても今後ますます関心が高くなるのではないかと考えております。

以上、今回の行政視察において得られましたそれぞれの取り組みは、参考とすべき点も

多く、今後の総務常任委員会における活動に生かしてまいりたいと考えております。

これで、総務常任委員会の閉会中の継続調査報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

はい、ありがとうございました。

以上で諸般の報告を終わります。

ここで、暫時小休いたします。

小休 午前１０時３１分

（都築議員 入室）

再開 午前１０時３２分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を続行いたしたいと思います。

これより、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。

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、３番 藤野克彦議員、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。

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、１１月１９日の議会運営委員会の決定のとおり、

本日から１２月１７日までの２２日間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、本定例会の会期は本日から１２月１７日までの２２日間とすることに

決定いたしました。

なお、会期中の会議日程につきましては、お手元にご配付のとおりといたしたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

次に、日程第３、議案第３１号、美馬市行政組織条例の一部改正についてから議案第４

５号美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定についてまでの１５件を一括上程し、議題
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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。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆さん、おはようございます。

令和元年１２月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまして

は大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろは

市勢発展のためにご支援とご協力を賜っておりますことにつきましても、重ねて厚くお礼

を申し上げる次第であります。

さて、先月の台風１９号によりまして、東日本を中心に甚大な被害がもたらされ、多く

の尊い命が失われましたことは、誠に残念なことであります。犠牲になられました方々の

ご冥福と被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げますとともに、被災をされた全

ての皆様方に心からお見舞いを申し上げます。

本市といたしましては、人的支援として、国の被災市区町村応援職員確保システムに基

づき、１０月２８日から１１月３日にかけて、職員２名を栃木県佐野市に派遣をし、家屋

被害の認定作業に当たらせましたが、今後とも、できる限りの支援、協力を行ってまいり

ます。

次に、沼田堤防についてであります。

先月、美馬町沼田島の吉野川北岸に整備をされます沼田堤防の起工式が行われました。

この築堤事業は、吉野川が増水した際における地域住民の生命と財産を守るため、国に要

望し、実現したものであり、地域の皆様方の悲願でもございます。これまでご尽力を賜り

ました議員各位を始め、県選出国会議員の先生方、そして関係者の皆様方に心から感謝を

申し上げる次第でございます。

今後は、沼田堤防が一日も早く完成を迎え、地域の安全に寄与することを期待いたして

おります。

次に、「あらたえ」の調進についてであります。

本年４月から、三木家住宅前の畑で始まりました「あらたえ」の製作でありますが、古

来より受け継がれてきた数々の作業を経て、先月、すばらしい「あらたえ」に仕上げられ、

滞りなく調進が終了いたしました。改めて「あらたえ」の調進を完遂されました関係者の

皆様方に、心より敬意を表する次第であります。

本市としましては、この極めて重要な伝統的行事を後世に継承していくための事業とし

て、記録映像を撮影しており、こうした動画は、伝統行事の記録資料とするだけでなく、

本市の観光や教育などにも広く活用したいと考えております。

次に、「全国花火師競技大会 にし阿波の花火」についてであります。
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先月、吉野川河畔ふれあい広場周辺で開催をされました「にし阿波の花火」は、日本青

年会議所四国地区徳島ブロック協議会を主体とする実行委員会が企画・運営したもので、

中四国で初の開催であり、西日本最大級の約２万発にも及ぶ花火と音楽の共演を約５万人

の方が楽しまれました。

大会実施に当たっては、青年会議所の皆様のご尽力はもとより、近隣住民の皆様方のご

理解や国、県など関係機関の皆様方のご協力により、無事大会を終えることができました

ことにつきまして、改めて感謝を申し上げます。

なお、「にし阿波の花火」の成果や課題等につきましては、近く実行委員会が開催をさ

れ、総括されるようですが、このイベントの効果として、にし阿波を全国に発信できたこ

とや、市内外への経済波及効果も非常に大きかったと感じております。

次に、去る１１月４日に、市役所ロビーにおきまして、美馬市の誇る日本画家藤島博文

先生の作品「清郷美馬之飛翔図」の除幕式を開催いたしました。これは、昨年５月に株式

会社河野メリクロン様、株式会社河野メリクロン販売様からいただいたご寄付と、本市出

身の藤島先生の多大なるご協力により実現をしたものでございます。

本市としましては、この清郷美馬之飛翔図を文化・芸術のまちづくりのシンボルとして、

市民の皆様方に親しんでいただきたいと考えております。

次に、令和２年度の予算編成についてであります。

本市の令和２年度予算編成につきましては、来年市長選挙が予定されておりますので、

基本的には骨格予算とする方針といたしておりますが、「安全・安心な暮らし」を実現す

るための事業については、切れ目なく実施する必要があることから、当初予算に計上する

こととしております。

その上で、限られた予算において持続可能な行財政運営を確保するため、歳入の確保と

歳出の抑制になお一層努めるとともに、事務事業全般にわたる見直しを図りながら、「美

来創生のまち美馬市～」の実現を目指してまいります。

続きまして、当面する市政の課題と主要施策につきまして申し述べたいと存じます。

最初に、「地方創生『県西部の中核拠点』としての美馬市創生の実現」であります。

西赤谷工場等用地造成事業につきましては、北側の用地約４,９００平方メートルの造

成工事が完了し、今月末に引き渡しを予定しているところでございます。一方で、南側の

用地につきましては、当初予定をしていた面積を、約７,１００平方メートルに縮小する

形で造成を進めることとしており、用地を東西に工区割りした上で、西側の約３,８００

平方メートルにつきましては、先行して造成工事に着手したいと考えております。

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

理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。

本市といたしましては、雇用の確保を始め、地域経済の活性化にもつながるものであり、

スピード感を持ちながら、事業に取り組んでまいります。

次に、「未来へはばたく『市民の個性と能力が発揮できるまちづくり』」であります。

私はこれまで、特色のある子育て環境の充実を進めることにより、子育て世代に選ばれ

るまちづくりを進めてまいりました。本年度におきましては、他の地域に先駆け、市内
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小・中学校の特別教室への空調整備のほか、国が進める教育のＩＣＴ化に向けた環境整備

５カ年計画で求められる大型電子黒板や普通教室で活用できるタブレット型パソコンの整

備を行いました。

そして、現在、新たに配置をしたＩＣＴ教育支援員を含む教育研究所の支援体制により、

こうした新しいＩＣＴ教育機器を使用した授業が始まっており、先生方から「情報機器が

充実をし、授業展開がしやすくなった」「子どもたちの学習意欲が向上している」などの

声が寄せられております。今後も、本市の子どもたちが、進展する情報社会の中で生き生

きと活躍できるよう、教育環境もより一層の充実を進めてまいります。

次に、「未来を支える『いきいきと健やかに暮らせるまちづくり』」であります。

「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」につきましては、

現在、１０月から第２クールで９７人の方々にご参加をいただいており、来年１月から開

始される第３クールにつきましては、既に募集定員に達している状況でございまして、市

民の皆様方の健康増進への機運の高まりを実感しているところであります。

また、健康づくりのイベントや運動、健診等に参加した方々に、関係機関窓口にてポイ

ントを付与し、抽選で景品を贈呈するウエルネスパスポート事業も開始をいたしておりま

して、今後も、こうした取り組みが定着することによって、市民の皆様方の更なる健康増

進につながるよう取り組みを進めてまいります。

次に、「未来を守る『安全・安心で環境にやさしいまちづくり』」であります。

本年度の「美馬市民地域防災訓練」につきましては、従来からの実施方法を見直し、近

年、大雨による大規模な浸水被害や土砂災害などが頻発していることを踏まえまして、避

難所の開設、運営について、より実践的な訓練を実施いたしました。

この避難所の開設、運営訓練は、災害時の自助・共助の精神に基づき、自主防災組織の

方々が中心となって避難所を開設し、運営を行っていくための訓練でございます。

こうした訓練を積み重ね、実施することにより、市民の皆様方お一人おひとりの防災意

識の向上と、地域防災力の充実・強化を図るとともに、災害に強いまちづくりを進めてま

いります。

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

ります。

教育旅行の誘致につきましては、昨年、中国四川省成都市から、小学生及び引率者の計

２２名の受け入れが実現をいたしましたが、本年度も、今月の１８日から２１日の４日間、

同じく成都市から、小学生及び引率者の計３０名を受け入れることができました。

この教育旅行は、市と教育委員会、美馬観光ビューローの連携のもと、日中の教育交換

事業として、本市単独で誘致を実現させたものでございます。

今回の教育旅行の内容といたしましては、初日と２日目はうだつの町並みでの藍染め体

験や山人の里での農業体験などを、３日目と４日目は美馬小学校で授業への参加や給食の

時間をともに過ごし、子ども同士で交流を深めました。

今後におきましても、教育旅行の誘致に努め、本市の文化や歴史にふれ、学ぶことで、

新たな発見を体験していただくとともに、本市の知名度を高め、観光振興にもつなげてま



－１４－

いりたいと考えております。

それでは、上程をいただきました議案等につきまして、ご説明を申し上げます。

最初に、議案第３１号、美馬市行政組織条例の一部改正についてであります。

この案件は、美馬市古宮出張所を古宮生活改善センターに移転することに伴い、当該出

張所の位置を変更するため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第３２号、美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び美馬市

職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。

この案件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の公布に伴い、地方公務員法が改正されたことにより生じた号ずれ等

に対応するための改正でございます。

次に、議案第３３号美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び

美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてであ

ります。

この案件は、市議会議員及び特別職の期末手当の支給率について、一般職の職員に準じ

て所要の改正を行うものであります。

次に、議案第３４号、美馬市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。

この案件は、徳島県人事委員会による勧告を受け、所要の改正をするものであります。

なお、このたびの条例改正や本年４月の人事異動に伴い必要となります職員の人件費な

どの調整につきましては、本定例会におきまして、一般会計のほか、各特別会計などの補

正予算に計上させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。

次に、議案第３５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あります。

この案件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の公布に伴い、児童福祉法が改正されたことにより生じた号ずれに対

応するための改正でございます。

次に、議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）であります。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億１,１５０万円を追

加し、補正後の歳入歳出予算の総額を２００億１,３００万円とするものであります。

補正予算の主なものについて、ご説明させていただきます。

総務費では、非正規職員の任用根拠の厳格化及び会計年度任用職員の新設に伴う財務会

計システムの改修に係る経費として、１０４万１,０００円を計上しております。また、

郡里地域活動センターのエレベーターを整備するための設計監理委託料及び工事請負費と

して１,９８６万円を計上しております。

民生費につきましては、就労継続支援対象者の増加に伴う経費として１,５００万円を

計上しております。また、旧拝東公会堂、旧西村公会堂及び旧蛭子公会堂の解体撤去を行

うための追加経費として９０１万６,０００円を、旧穴吹保育所の解体撤去を行うための

追加経費として９３４万２,０００円を計上しております。そのほか、生活保護費等国庫

負担金の精算に伴う返還金として、４,９８６万６,０００円を計上しております。
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農林水産業費につきましては、県の農山漁村未来創造事業を活用して、農林漁業者等が

地域の課題解決のために実施をする機械、施設等の導入整備に係る費用に対する補助金と

いたしまして、１,４４２万９,０００円を計上しております。また、県単土地改良事業に

より実施する夏子ダムの流木等の撤去・処分に係る経費として２１０万円を計上しており

ます。

商工費につきましては、先程申し上げました株式会社ナプラとの覚書に基づきます西赤

谷第二工場用地造成工事に係る経費として３,２３４万３,０００円を計上しております。

また、県のデジタルアート作品導入支援事業を活用した光デジタルアート投影用機器購入

等に係る経費として、１,２６０万円を計上しております。

土木費につきましては、三島横断歩道橋架替事業に係る追加経費として、４２０万円を

計上しております。また、県単急傾斜地崩壊対策事業により実施する穴吹調子野地区及び

奈良坂地区の測量設計委託料及び工事請負費として８８０万円を計上しております。

消防費につきましては、消火栓の新設に係る負担金といたしまして、３７０万７,００

０円を計上しております。

災害復旧費につきましては、台風１０号により被害を受けた林道谷口カケ線の災害復旧

に係る経費といたしまして１,６２２万６,０００円を計上しております。

以上が、一般会計補正予算の概要であります。

次に、議案第３７号、令和元年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、高齢者保健福祉支援センター（おちあい荘）の年間利用者数の増加等に伴う

指定管理の経費の追加が主なものであります。

次に、議案第３８号、令和元年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、介護給付費負担金等の精算に伴う返還金が主なものであります。

次に、議案第３９号、令和元年度美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、営業収益の減額に伴う財源更正であります。

次に、議案第４０号、令和元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第２号）及び議案第

４１号、令和元年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、先程申し上

げました職員の人件費の調整などの経費が主なものであります。

次に、議案第４２号、平成３０年度美馬西部学校給食センター組合一般会計及び特別会

計歳入歳出決算認定につきましては、本年３月末で解散をいたしました、美馬西部学校給

食センター組合の決算につきまして、議会の認定をお願いするものであります。

次に、議案第４３号、財産の交換についてであります。

この案件は、美馬森林組合が所有する脇町字小星の土地と、本市が所有する穴吹町三島

字三谷の林業総合センター敷地の一部を交換するものであります。

次に、議案第４４号、中尾山森林総合利用施設等の指定管理者の指定について及び議案

第４５号、美馬市木屋平交流施設の指定管理者の指定についての２議案についてでありま

す。

これらの２案件につきましては、令和２年４月１日から、それぞれの施設の指定管理者

を指定することについて、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。
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このほか、本定例会には、後程説明をさせていただきますが、報告案件が２件の合計１

７件を提案させていただいております。

ご審議を賜り、原案どおりご可決くださいますようお願いを申し上げまして、私からの

ご挨拶及び提案理由の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（川西 仁議員）

はい、ありがとうございました。

次に、日程第４、報告第６号、市長専決処分の報告について及び報告第７号、市長専決

処分の報告についてまでの２件の報告を求めます。

◎経済建設部長（河野 功君）

議長、経済建設部長。

◎議長（川西 仁議員）

経済建設部長、河野部長。

［経済建設部長 河野 功君 登壇］

◎経済建設部長（河野 功君）

お手元の議案書の２１ページをお開きください。

報告第６号、市長専決処分の報告についてでございますが、これにつきましては、地方

自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長の専決処分事項に関する条例本則第１

号の規定により、本年９月３０日に専決処分をいたしましたので、同法第１８０条第２項

の規定により、議会に報告するものでございます。２２ページをご覧ください。

専決第２号の専決処分書につきましては、市が管理する道路における事故に係る損害賠

償の額の決定及び和解することにつきまして、専決処分したものでございます。相手方は

美馬市在住者で、事故の概要につきましては、本年８月７日に市道脇町６０６号線におい

て、往来する車両が道路舗装の欠損箇所の石をはね上げ、市道に隣接する住居に駐車して

おりました相手方の車両に直撃し、破損させたものであります。このたび相手側との和解

が成立し、損害賠償額６４万８,０００円を決定したものでございます。

以上のとおり、報告いたしますので、よろしくお願いいたします。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（川西 仁議員）

保険福祉部長、住友部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、議案書の２３ページをお願いいたします。

報告第７号、市長専決処分の報告についてでございます。

これにつきましても、地方自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長の専決処

分事項に関する条例本則第１号の規定によりまして、本年１０月１７日に専決処分をいた

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



－１７－

次の、２４ページをお願いいたします。

専決第３号、専決処分書でございます。これは、公用車による交通事故に係る損害賠償

の額の決定及び和解に関するものでございまして、対物につきましては既に和解が成立し

ており、本年６月定例会において報告をさせていただいておりましたが、このたび同事故

の対人における和解が成立し、専決処分したものでございます。相手方は美馬市在住者で、

事故の概要につきましては、本年２月１４日午後０時５分ごろ、美馬市役所駐車場内を走

行中、右側から左折してきた相手方自家用車と接触し、双方の車両が破損するとともに、

双方が負傷したものでございまして、対人における損害賠償の額は４万１,３６８円でご

ざいます。

以上のとおり、ご報告いたします。よろしくお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

以上で報告が終わりました。

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

配付のとおりでありますが、明日１１月２７日から１２月３日までの７日間は、議案精査

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。明日１１月２７日から１２月３日までの７日間におきましては休

会といたすことに決定いたしました。

以上で本日の議事日程は全て終了をいたしました。

なお、次回は１２月４日午前１０時から再開をし、代表質問及び一般質問を行いたいと

思います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午前１１時００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１１月２６日
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