
－１９－

令和元年１２月美馬市議会定例会議事日程（第２号）

令和元年１２月４日（水）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 市政に対する代表質問

日程第 ３ 市政に対する一般質問

追加日程第 １ 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

末手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



－２０－

令和元年１２月美馬市議会定例会会議録（第２号）

◎ 招集年月日 令和元年１２月４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

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

１３番 片岡 栄一

◎ 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



－２１－

農業委員会事務局長 脇 誠治

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名
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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１７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。

なお、片岡栄一議員より欠席の届け出が出されておりますので、ご報告させていただき

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、７番 林茂議員、８番 武田喜善

議員、９番 郷司千亜紀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でございます。５件でございます。

まず始めに、みま創明会、久保田哲生議員。

１２番、久保田哲生議員。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、みま創明会を代表して、通

告しております３件について質問をさせていただきます。

質問に入る前に、先の台風１５号、１９号により東日本を中心に甚大な被害をもたらし

ました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様

方に対して衷心よりお見舞いを申し上げます。

折しも、防災・減災、国土強靭化のための緊急対策が全国的に取り組まれておりますけ

れども、想定を上回る雨量により堤防が決壊した阿武隈川や千曲川の様子を見ますと、吉

野川でも想定を超える雨量があった場合には、相当甚大な被害が出るのではないかと感じ

た次第でございます。

国の緊急対策は、来年度までの３年間となっておりますけれども、地球温暖化の影響も

あり、全国で豪雨災害が頻発している状況を考えますと、３年間という短期間では国土強

靭化の実現は厳しいと言わざるを得ません。

この１０月２６日には、沼田堤防の起工式が挙行されましたが、来賓の方々の挨拶の中

でも、国土強靭化対策の継続をという言葉が述べられておりました。美馬市におかれまし

ても、９月議会で関係予算を可決し、国土強靭化地域計画の策定作業が進んでいると思い

ますけれども、どのような自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であ

り続ける強靭な地域を作り上げることが、国土強靭化地域計画の目的でもあります。

美馬市といたしましても、しっかりとした計画を策定し、国に対して国土強靭化対策の

延長を強く要望していただきたいと思います。

さて、藤田市長の任期満了まであと半年となった訳でございます。藤田市長は、３年半
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前、前市長の事故による突然の辞職に伴い、極めて短い期間に出馬を決意されたわけです

けれども、職員や市民の間に動揺が広がることなく、就任後はその手腕を見事に発揮され、

市政運営を安定軌道に乗せていただきました。

１期目を振り返ってみますと、前市長時代に計画、着手されました脇町地区の複合施設

地域交流センターの整備や美馬地区統合小学校の整備など、大型事業を収束させる一方で、

交流センターやサテライトオフィスの誘致、市内企業の生産基盤の拡充などにより、雇用

の創出、地域経済の交流間に向け、全力を注いでこられたと思います。

また、藤田市長は、未来を担う子どもたちの育成にも力を入れてこられました。穴吹認

定こども園の建設や子ども医療費の高校卒業までの無料化のほか、０歳から中学校卒業ま

での一貫した英語教育を実践され、ＩＣＴ環境の充実などと併せて、県内トップクラスの

全国でも有数の教育環境が整備されたのではないかと思います。

さて、更に懸案でありました美馬地区の廃校跡地の活用方策についても、地域の活性化

を最優先する方向性を示していただき、現在は様々な有効活用が図られております。

また、今年度からは大塚製薬、徳島ヴォルティスと連携した健康づくりの取り組み、ヴ

ォルティスコンディショニングプログラムを開始されました。この取り組みは、市民の皆

様から好評をいただいているだけでなく、国や全国の自治体からも大変注目をされている

ようでございます。美と健康のまちづくりを掲げる市長のカラーを象徴する事業ではない

かと感じております。

一方で、地方交付税の合併算定替えによる加算は、市長が就任されてから段階的に減少

し、本年度で終了しました。財源が厳しくなる中で、事業の選択と集中、また行財政改革

を推し進め、民間ができることは民間にもうお願いするという方向性もしっかりと打ち出

されております。

みま創明会といたしましても、藤田市長の手腕、実績を高く評価しておりますけれども、

まずは１期目を振り返ってどのように考えているか、市長ご自身のお考えをお聞かせいた

だけたらと思います。

次に、現在、策定作業が進んでおられます第３次総合計画についてですけれども、６月

議会では相和会原議員から総合計画策定の考え方について代表質問もありました。また、

９月、１２月議会の全員協議会でも策定状況について説明がありましたが、１２月議会を

迎え、改めて策定作業の進捗状況と総合計画審議会における検討状況についてお伺いをい

たしたいと思います。

特に、第３次総合計画では、藤田市長が就任後、初めて策定する総合計画です。今後の

施政運営の羅針盤となる基本理念や将来像、基本方針がどのような形になるのか、審議会

での検討状況についてもご説明をいただきたいと思います。

次に、大規模災害時における市役所業務の継続についてお伺いをいたします。

先程の質問の中で、どのような大規模自然災害が起こっても機能不全に陥らないことが、

国土強靭化地域計画の目的だと申し上げました。災害発生時には、自助、共助、公助を持

続的に取り組む必要があり、中でも自らの命を自ら守る自助が重要だと言われております

けれども、大規模災害時に市役所の機能が麻痺してしまったのでは、公助を発揮するため
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の必要な対応が取れません。また、復旧、復興にも大きな支障が出てまいります。

そこで、大規模災害時に市役所が機能不全にならないよう、美馬市ではどのような対策

が講じられているのか、お答えをいただきたいと思います。

以上、３点についてお伺いし、答弁をいただきまして、再問をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。

◎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）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの代表質問のうち、これまでの市政運営の総

括についてお答えをいたします。

私は、平成２８年６月に市長に就任して以降、「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、美馬市が抱える課題に向き合い、様々な施策に

スピード感をもって取り組んでまいりました。

我が国日本が世界に先駆けて超高齢化社会を迎え、社会全体が大きく変わらざるを得な

い、行き先が不透明な激動の時代にあっては、それぞれの自治体が主体性を持ち、様々な

地域課題の解決に向けて、失敗を恐れずに果敢に挑戦していくことが求められております。

私も、常にこのことを心がけ、市政運営に当たってきたところでございます。

先程の質問にもございましたが、市長に就任以降、まずはしごとづくり、雇用の創出が

重要と考え、コールセンターやサテライトオフィスの誘致、また市内企業の生産基盤の充

実支援に取り組んできたほか、次の時代を担う子どもたちの育成にも力を注いでまいりま

した。

また、新しい健康づくりの取り組みである「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、市民の皆様から大変好評をいただいているほか、

成果に応じて委託料を支払う仕組みにつきましては、国や全国の自治体から注目をされて

おります。

一方、「『儲かる』観光」を目指して、美馬市版ＤＭＣ、美馬観光ビューローを立ち上げ、

ツアーの造成などに取り組んでおりますが、市全体に効果を波及させるためには、まだま

だ時間がかかるのではないかと考えておりまして、うだつの町並みにおける滞在時間の延

長や、世界農業遺産認定を生かした中山間地域における農業振興、また近い将来発生が予

想されます南海トラフ巨大地震に対する備えなど、課題が残った分野も少なくありません。

私といたしましては、市長就任から３年半、市民の皆様から負託をいただいた市政を全

うするため、誠心誠意、職務に当たってまいりましたが、来たるべき新しい美馬市の未来

の創生に向け、課題はあるものの、一定の成果を上げることができたのではないかと考え

ております。

これもひとえに、市民の皆様や議員各位、また市内外の関係者の皆様のご理解、ご支援
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のたまものでありまして、深く感謝とお礼を申し上げる次第でございます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

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、私から、第３次総合計画の策定状況についてお答えいたします。

まず、８月２０日から９月３０日にかけて、各種団体へのヒヤリングを実施したほか、

総合計画審議会の委員の皆様に５つの分科会に分かれていただき、９月５日から１３日に

かけて分科会を順次開催いたしまして、総合計画の基本方針や前期基本計画に掲げる施策

の内容につきまして、検討をいただきました。

また、基本理念と将来像につきましても、改めて審議会委員の皆様から意見を集約し、

その結果を踏まえ、去る１１月６日に開催いたしました第３回審議会において提案をいた

しまして、了承をいただいたところでございます。

このうち、基本理念につきましては、これまでの「共創・協働」を受け継ぎつつ、より

未来志向を表現した「ともに 未来を つくる」とするとともに、将来像につきましても、

「美馬」という言葉から連想される、「美しく」、そして「馬が駆ける」「躍動するまち」

を表現した「美しく駆ける 活躍都市 美馬 ～ 住み続けたいまちをめざして ～」と

しております。

また、基本方針につきましては、分科会での議論を経て、１「未来へつなげる！ 市民

の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるまちづくり」、２「元気な美馬！ 賑わいがあ

り『ひと』と『しごと』が好循環するまちづくり」、３「未来の暮らしを守る！ 安全・

安心、快適な環境で便利に生活できるまちづくり」、４「好きです美馬！ 市民が地域に

愛着と誇りを持てるまちづくり」、５「未来のために！ 市民と行政がともに進める持続

可能なまちづくり」の５つとしております。

更に、向こう５年間の施策や事業を掲げる前期基本計画につきましても、分科会でご議

論いただいた結果を踏まえ、第３回審議会において審議をいただいたところでございます。

今後、成果指標を設定するための第２回市民意識調査やパブリックコメントを経て、来

年１月下旬に予定をしております第４回審議会におきまして、最終的な答申案を審議いた

だく予定としております。

その後、審議会の会長からの答申を受け、３月議会には基本理念と将来像、そして基本

方針で構成する基本構想を議案として提出させていただく予定でございます。

次に、大規模災害時の市役所業務の継続についてのご質問でございますが、本市におき

ましては、平成２７年３月に美馬市業務継続計画、いわゆる「美馬市版ＢＣＰ」を策定い

たしました。

これは、大規模災害発生時に、応急対策を速やかに実施することや、市民生活に密着し

た優先度の高い通常業務を継続させるため、事前の準備体制と事後の対応力強化を図るこ
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とを目的に策定したものでございます。

具体的には、応急業務と継続性の高い通常業務を特定し、合わせて非常時優先業務と位

置づけ、業務の継続に必要な資源の確保・配分や、手続の簡素化、指揮命令系統の明確化

などを記載しておりまして、業務の立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上と

いった効果が得られるものと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

１２番、久保田哲生議員。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

それぞれご答弁、ありがとうございました。

それでは、２点について再問をさせていただきます。

まず、次期でありますけれども、第３次総合計画ですが、現計画の基本理念であります

「共創・協働」の考え方を受け継ぎつつ、より未来志向の「ともに 未来を つくる」を

基本理念に、そして美馬という言葉から連想される美しさと馬が駆けるイメージを表現し

た「美しく駆ける 活躍都市 美馬 ～ 住み続けたいまちをめざして ～」を将来像と

する方向で検討されているということでございました。

総合計画審議会では、熱心にご議論をいただいていると伺っておりますけれども、今後

とも丁寧な意見集約にも努めていただきたいと思います。

一方で、藤田市長は、就任以来、「美馬創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」

をキャッチフレーズに掲げ、市政を進めてこられました。このキャッチフレーズは、市の

施策のあらゆる場面で登場し、市民の間にも浸透してきていると思いますが、第３次総合

計画にどのように反映されているのかについて、現在の検討状況をお答えいただきたいと

思います。

一方で、次に大規模災害時の市役所業務については、業務の継続計画を策定していると

のことでした。美馬市には、この計画だけでなく、様々な計画が存在しておりますけれど

も、業務継続計画については、特に全ての職員が目を通し、災害発生時の自らの役割を理

解していなければ意味がないと思いますが、その点は大丈夫でしょうか。

大規模災害時となると、職員自身も被災しますし、そのような時に市役所の業務をどう

するか。全ての職員が自らの業務内容を理解できているだろうか。また、近年の豪雨災害

の頻発を受け、内容を見直す必要はないだろうか。現行の業務継続計画における運用上の

改善点を含めてお答えいただけたらと思います。

それぞれ再問させていただきましたが、答弁により再々問をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

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）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員からの再問のうち、市政のキャッチフレーズとの

関係についてお答えいたします。

市政のキャッチフレーズであります「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ

～」、また「地方創生『県西部の中核拠点』としての美馬市創生の実現」を始めとした５

つの基本方針につきましては、藤田市長就任から一貫して掲げておりまして、市の各施策

に反映をされ、市民の皆様にも浸透しているものと認識しております。

一方、第３次総合計画は、計画期間を令和２年度からの１０年間としておりまして、基

本理念や将来像につきましては、１０年後においても、市内外の誰もが理解をできる言葉

であることが求められます。

そこで、基本理念につきましては、より未来志向をあらわす「ともに 未来を つく

る」とする一方、美馬市の未来を市民と行政が力を合わせて創り出し、生み出す。すなわ

ち、美来創生によって「美しく駆ける 活躍都市 美馬」を実現するということを将来像

の説明欄に明記したいと考えております。

一方、前期基本計画では、各施策ごとに５年後の目指す姿や、行政、市民それぞれの役

割、そして成果指標を記載することとしております。このうち、行政の役割には、「図

る」や「検討する」などの言葉を使わず、担当部署が責任を持って実施する内容を明記す

るとともに、施策の目指す姿に対応した成果指標を設定するなど、前期基本計画全体を

「一歩先の確かな未来に向けた５か年計画」と位置づけることとしております。

次に、業務継続計画の見直しについて、お答えいたします。

議員ご指摘のとおり、平成２７年３月の業務継続計画策定後、同年５月には内閣府と消

防庁から「市町村のための業務継続計画作成ガイド」が発出をされ、また平成２８年２月

には、前年９月に発生をいたしました関東・東北豪雨災害を受け、「大規模災害発生時に

おける地方公共団体の業務継続の手引き」が改定されるなど、業務継続計画の作成や充実

が求められているところでございます。

特に、平成２８年２月に改定をされました手引きにおきましては、対象となる自然災害

を、従来の「地震のみ」から「自然災害全般」に拡大したほか、職員の安全確保や円滑に

応援が受けられる体制の整備、非常用電源の確保対策、効果的な訓練項目などが追加をさ

れておりまして、本市の業務継続計画にも反映をする必要があるものと考えております。

そこで、本年度策定を進めております国土強靭化地域計画を指針といたしまして、来年

度、業務継続計画の改定を行いたいと考えております。

国の手引きにおきましても、「業務継続計画は、いったん策定すればよいものではない。

計画の実効性を確認し、高めていくためには、教育や訓練を繰り返し実施することが重要

である」とされております。

市役所が被災をする、また多くの職員が被災をするということを想定いたしますととも

に、議員ご指摘のとおり、業務継続計画を全職員が理解し、自らのものとすることが必要

と考えております。

そこで、策定後におきましても、定期的に研修や訓練を実施いたしますとともに、県を
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参考に、普段身につけることができるサイズの「ＢＣＰハンドブック」を作成し、緊急時

の連絡体制や、職場への参集基準、非常時に優先的に行う業務などを、職員がいつでも確

認できるよう、工夫をしてまいりたいと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

１２番、久保田哲生議員。

［１２番 久保田哲生議員 登壇］

◎１２番（久保田哲生議員）

ご答弁、ありがとうございました。

業務継続計画については、来年度見直されるということですので、国の手引きや専門家

の意見も取り入れながら、しっかりとしたものにしていただきたいと思います。

そして、何より職員が大規模災害発生時には、自らの業務について事前に理解しておく

ことが重要です。実効的な取り組みに期待をしております。

一方、第３次総合計画ですが、これを絵に描いた餅にせず、現実のものにするためには、

総合計画を作り上げた藤田市長自身が引き続きかじ取り役を務めていただかなければなら

ないと思います。

初問答弁の中でいただきましたように、これまで３年半にわたる実績を踏まえ、検証を

しつつ、ますます加速する少子高齢化問題、予想される災害に対する備え等と、様々な懸

案事項が沢山ある中で、難局に当たるのは藤田市長しかいないと考えます。それと同時に、

藤田市長が打ち出されております、儲かる観光、儲かる農業の振興と成果を上げるために

も、引き続き市政運営に力を注いでいただかなければならないと考えます。

先日の徳島新聞では、再選出馬を前向きに検討したいと掲載されておりましたが、この

中では表明されておりませんので、２期目に向けての藤田市長の決意をお尋ねし、みま創

明会として代表質問を終えたいと思います。よろしくお願いをいたします。

◎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）

１２番、みま創明会、久保田哲生議員から、２期目に向けた決意をとのご質問をいただ

きました。

これまでの３年半、市政運営を担当させていただき、先程答弁をさせていただきました

ように、多くの施策を展開し、前進が図られましたが、残された課題も少なくありません。

種をまき、芽が出てきたものも多くあり、その芽を大地にしっかりと根付かせ、大きく育

てるためには、今進めている施策を後戻りさせることなく、しっかりと前へ進めていかな

ければならないと思いを強くしているところでございます。

そこで、市民の皆様のご理解とご支援をいただけるのであれば、引き続き美馬市政のか

じ取り役として初心を忘れず、全身全霊で務めてまいる決意でございます。市民の皆様か
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ら「美馬市に住んでよかった、これからも住み続けたい」と思っていただけるよう全力を

尽くしてまいりますので、議員各位を始め、市民の皆様方の格別のご理解、ご協力を賜り

ますよう心からお願いを申し上げます。

◎議長（川西 仁議員）

政正会の西村議員の代表質問の前に、ご報告をさせていただきます。

各報道機関より議場での撮影の申し出がございます。これを許可しておりますのを冒頭

でご報告ができておりませんでしたので、今、報告をさせていただきます。大変失礼をい

たしました。

また、午前１１時にＪアラートのテスト音声が流れますので、質問若しくは答弁が一時

中断をいたしますが、放送が終わり次第、引き続き始めさせていただきたいと思いますの

で、ご協力の程よろしくお願いをいたします。

それでは、次に政正会、西村昌義議員。

◎１１番（西村昌義議員）

１１番。

◎議長（川西 仁議員）

１１番、西村昌義議員。

［１１番 西村昌義議員 登壇］

◎１１番（西村昌義議員）

皆さん、改めまして、おはようございます。

議長の許可をいただきましたので、政正会を代表いたしまして質問をさせていただきま

す。

質問の件名は、防災対策についてでございます。マイナンバーカードについての２件で

ありますが、先程藤田市長より市政の２期目に向けての力強い決意を聞かせていただきま

した。私ども政正会といたしましても、藤田市長のこれまでの実績を高く評価しており、

今後とも美馬市の将来のために、力を発信していただけるものと確信をしております。

ふるさと美馬市の発展のために、ともに汗を流し、協力してまいりたいと考えておりま

すので、藤田市長には、引き続き市政のかじ取り役として、その重責を担っていただきた

いと思います。

その重責を果たすことができるのは、藤田市長以外に考えておりませんので、どうかよ

ろしくお願いを申し上げます。

それでは、通告に基づきまして、質問をさせていただきます。

まず、防災対策について、２件質問をさせていただきます。

１件目の防災士の育成についてでありますが、防災士は、認定ＮＰＯ法人日本防災士機

構が認証する資格であり、平成７年の阪神淡路大震災を教訓に、民間の防災リーダーを育

成する目的で創設された制度であります。

防災士は、家庭や職場、地域などにおきまして、様々な活動をされておりますが、その

役割は大きく分けて３つあります。

災害時に、防災、消防や自衛隊など公的機関が到着するまでの災害の活動。災害発生後
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は、避難所の運営や被害者支援の活動。平常時は、地域や家庭の防災、減災対策の実施と

なっております。

南海トラフ地震は、今後３０年以内に７０～８０％の確率で発生すると言われており、

近年大きな災害が毎年のように発生する中で、防災士の役割はますます重要となっており

ます。

そこで、お伺いをいたします。平成１５年１０月に第１号の防災士が誕生して以来、今

まで全国の登録者が１８万人と言われておりますが、現在、美馬市では何人の方が防災士

の資格を取得されているのでしょうか。

また、地域の防災リーダーを育成するために、今年度の当初予算に防災士養成事業補助

金が計上されておりますが、この補助金を活用して、これまでに何人の方が防災士の資格

を取得されたのかをお伺いいたします。

次に、２点目の水道事業の防災対策についてであります。

平成３０年６月に発生した大阪北部地震では、大阪府や高槻市、箕面市など、約９万戸

が一時断水となりました。この原因となったのが、４０年とされている法定耐用年数を１

０年以上超えた水道管の破損であったと言われております。

全国的にも、水道管は高度成長期に整備されたものが多く、こうした施設は耐用年数が

低く、災害時の安定供給に課題があると言われております。

本市において、管理している水道管と法定耐用年数を超えた水道管の延長はどの程度あ

るのか。また、災害時における重要な水道管の延長とそのうち耐震性を有している水道管

の延長、その割合についてをお伺いいたします。

次に、マイナンバーカードについて質問をさせていただきます。

マイナンバーカードは、保険証として利用できる規定を盛り込んだ改正保険法が５月１

５日に成立し、令和３年３月から本格運用がされることになっております。

マイナンバーカードの普及率は伸び悩んでいるようですが、この法律の成立により、マ

イナンバーカードを取得する人が増えるものと期待をされております。国は、令和４年度

までにほぼ全ての国民がマイナンバーカードを保有することを想定しており、本市におき

ましても普及促進に取り組んでいるものと思われます。

そこで、次の３点についてお伺いをいたします。

まず、１点目として、現在本市におけるマイナンバーカードの交付状況はどのようにな

っているのか。

２点目に、本市では、昨年の６月からマイナンバーカードを利用した各種証明書のコン

ビニ交付サービスの開始をしておりますが、この利用状況はどのようになっているのか。

３点目として、マイナンバーカードを保険証として利用した場合、どのような効果が期

待できるのかをお聞かせいただき、ご答弁により再問させていただきます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

企画総務部長。

◎議長（川西 仁議員）

吉田企画総務部長。
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［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

１１番、政正会、西村昌義議員からの代表質問のうち、私から防災士資格の取得状況に

ついて、お答えいたします。

防災士資格につきましては、議員のご質問にもございましたように、認定ＮＰＯ法人で

あります日本防災士機構が認証、登録を行う資格でございまして、同機構によりますと、

本年１０月末現在、美馬市では１１７人の方が資格を取得されているとのことでございま

す。

また、このうち本市の「防災士養成助成制度」を活用して、防災士資格を取得された方

は６人となっております。

徳島県では、毎年度、５日間にわたる「地域防災推進員養成研修」が開講されておりま

して、この研修を受講いたしますと防災士試験の受験が可能となります。

県立西部防災館でも、研修の受講が可能でございますので、今後も地域の防災リーダー

を養成するため、多くの皆様方に研修を受講いただき、防災士資格の取得を促進してまい

りたいと考えております。

◎水道部長（藤田英雄君）

水道部長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田水道部長。

［水道部長 藤田英雄君 登壇］

◎水道部長（藤田英雄君）

続きまして、私からは水道施設の防災対策についてのご質問について、お答えをさせて

いただきます。

市が管理する水道管である導水管・送水管・配水管の総延長は、平成３０年度末現在、

約４８４.６キロメートルであり、その内訳は、導水管が１０.７キロメートル、送水管が

６６キロメートル、配水管が４０７.９キロメートルとなっております。

このうち、法定耐用年数４０年が過ぎている水道管の延長は、７１.８キロメートルで

あり、全体に占める割合は、約１４.８％であります。

その内訳は、導水管が３.９キロメートル、送水管が１４キロメートル、配水管が５３.

９キロメートルとなっております。

また、震災時において重要となる基幹的な水道管の延長は、約９１.６キロメートルで

あり、その内訳は、導水管が１０.８キロメートル、送水管が６６.２キロメートル、配水

管が１４.６キロメートルとなっております。

このうち、耐震適合性がある管の延長は、１４.８キロメートルであり、その割合は１

６.１％となっております。

◎市民環境部長（中川貴志君）

市民環境部長。

◎議長（川西 仁議員）
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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、マイナンバーカードについてのご質問に順次お答えをいたします。

まず、本市におけるマイナンバーカードの交付状況についてのご質問でございますが、

本市におけるマイナンバーカードの交付枚数につきましては、本年１１月１日現在、３,

８２０枚となっており、人口に対する交付率は１３.２％となっております。

一方で、全国における総交付枚数につきましては、同じく本年１１月１日現在、１,８

２３万３,９４２枚となっておりまして、平均交付率につきましては、１４.３％となって

おります。

このように、本市のマイナンバーカードの交付率につきましては、全国平均と比較いた

しまして、やや低い率となっております。

次に、コンビニ交付サービスの利用状況についてのご質問でございますが、コンビニ交

付サービスにつきましては、本市に本籍や住民登録がある方が、マイナンバーカードを利

用して、各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるといったサービスです。

取得できる証明書といたしましては、住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本・戸

籍の附表・所得課税証明書となっておりまして、市民の方々が交付窓口に出向くことなく、

また窓口の時間外にも、各種証明書の交付を受けることができる制度としまして、本市で

は昨年平成３０年６月よりサービスを開始しているところでございます。

そこで、各証明書の交付状況についてでございますが、サービスを開始しました昨年６

月から本年平成３１年３月までの１０カ月間で、総交付部数が２２９部、月平均の交付部

数は２３部となっております。

本年度につきましては、１１月１日時点で、総交付部数が２１９部、月平均の交付部数

は３１部となっております。

交付した証明書の内訳を比較してみますと、戸籍証明書を取得する方の割合が多く、本

年度の総交付部数２１９部のうち、１１２部が戸籍証明書で、全体の５１％を占める状況

となっております。

続きまして、マイナンバーカードを保険証として利用した場合、どのような効果が期待

できるのかとのご質問でございますが、マイナンバーカードの保険証利用につきましては、

改正健康保険法の成立により、利用規程が設けられたところで、今後マイナンバーカード

の更なる普及促進が図られるものとして期待をされているところでございます。

医療機関等におきましては、受診の際、顔写真入りの身分証明書でありますマイナンバ

ーカードを健康保険証として利用することにより、診療時における確実な本人確認、保険

資格の確認が可能になります。

また、マイナンバーカードの公的認証機能によりまして、保険資格がオンラインで確認

できることで、例えば転職などにより加入する保険が変わったとしても、医療機関でその

場で受診ができるようになります。

保険者と医療機関との間では、期限切れなどの保険証利用による誤った医療費請求の防
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止もでき、事務コストが低減できるなど、利便性の向上が期待されているところでござい

ます。

◎１１番（西村昌義議員）

１１番、西村。

◎議長（川西 仁議員）

１１番、西村昌義議員。

［１１番 西村昌義議員 登壇］

◎１１番（西村昌義議員）

それでは、再問させていただきます。

まず、防災対策についてありますが、本市において、防災士の認定されているのは１１

７人であり、このうち本年度に防災士養成助成制度を活用して防災士資格を取得されたの

は、６人ということであります。今後とも、美馬市が災害に強いまちづくりを進めていく

上で、防災士の養成は非常に重要であり、１人でも多くの方に防災士の資格を取得してい

ただきたいと考えております。

次に、水道事業の防災対策についてでありますが、本市において、管理している水道管

の延長は約４８４.６キロメートルであり、このうち法定耐用年数を超えた水道管の延長

は７１.８キロメートルということでありました。また、災害時における重要な水道管の

延長は約９１.６キロメートルであり、このうち耐用耐震性を有しているのは１４.８キロ

メートルで、全体の１６.１％でありました。

全ての水道管を耐震化するには、多大な費用と時間が必要と思われますが、限られた費

用と時間の中では、優先順位を決めて、効果的に行わなければならないです。

水道管の耐震化について、様々な角度から優先順位を判断しなければならないと思いま

すが、優先順位をどのように決定しているのかをお伺いいたします。

次に、マイナンバーカードについてでありますが、本市における１１月１日現在の交付

状況は３,８２０枚であり、交付率は１３.２％ということであります。全国的と比べてや

や低い状況のようでありますが、令和４年度までにほぼ全ての国民にカードを交付すると

いう国の目標に向けて、今後交付促進にどのように取り組んでいくのかをお伺いいたしま

す。

以上、再問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎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）

１１番、政正会、西村昌義議員には、先程、私の市長２期目への決意に対しまして、激

励のお言葉をいただき、誠にありがとうございました。ご期待に応えるべく全力で取り組

んでまいりますので、引き続きご支援くださいますよう何とぞよろしくお願いを申し上げ
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ます。

西村議員からの再問の中で、私からは防災士の資格取得について、お答えをさせていた

だきます。

防災士は、「自助」「共助」「公助」を原則といたしまして、社会の様々な場で、防災力

を高める活動が期待をされております。市民の皆様による資格取得を促進しているところ

でございます。

一方で、防災士資格を取得するためには、講座の受講や試験に合格しなければならない

など、経費以外にも様々なハードルがございます。

そこで、まずは防災士を沢山、町に作っていこうというふうなことで、市の職員が防災

士としての知識や技能を習得し、地域の防災リーダーの皆様とともに、また自ら防災リー

ダーとなって活動することが、地域防災力の向上につながるものと考えております。

こうしたことから、全ての職員が防災士資格を取得できるよう、来年度から計画的に取

得促進に取り組みたいと考えておりまして、専門機関からの講師派遣や受験に要する経費

などを来年度当初予算に計上させていただきたいと考えております。

美馬市民の生命・財産は、我々が守るという強い気概のもと、ハード面だけではなく、

ソフト面でも、地域防災力の向上、国土強靭化にしっかりと取り組んでまいりますので、

ご理解をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。

◎水道部長（藤田英雄君）

議長、水道部長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田水道部長。

［水道部長 藤田英雄君 登壇］

◎水道部長（藤田英雄君）

私からは、耐震化の優先順位についての再問について、お答えをさせていただきます。

本市の水道管全てを耐震化することにつきましては、議員ご指摘のとおり、多大な投資

と相応の年月を要することとなります。

このため、地震発生直後の水の確保、早期復旧、応急給水充実のため、重要となる導水

管・送水管・配水管などの基幹管路を優先しつつ、復旧・復興の拠点施設である避難所や

病院などにつながる重要な管路から、管路更新に合わせて耐震性を有する管種や継手を採

用するなど、計画的な耐震化を進めております。

また、耐用年数を超えている老朽管や漏水の発生が多くなった管路などの状況も含め、

総合的に判断し、更新する管路を選定いたしております。

今後も、安定した給水を行うために、耐震化計画・水道ビジョン・経営戦略に基づいた

計画的な耐震化と老朽管の更新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。
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［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、マイナンバーカードについてのうち、令和４年度中に、ほぼ全ての国民にカ

ードを交付するという国の目標に向けて、今後、交付促進にどのように取り組んでいくの

かとのご質問にお答えをいたします。

国におきましては、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を、令和３年３月か

ら本格運用することに伴い、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有

していることを想定した普及の取り組みが進められています。

本市におきましても、国が進めるマイナンバーカードの普及推進に対応しまして、現在、

様々な取り組みを進めているところでございます。

具体的には、休日申請受付窓口の設置や、各種イベント会場などにおける普及啓発活動

の実施、広報紙やホームページへの掲載、チラシの配布など、様々な媒体を使用してのＰ

Ｒ活動を行ってまいりました。

なお、国の令和２年度予算の概算要求におきましては、マイナンバーカード関連予算と

しまして、カードを活用した消費活性化策や、健康保険証としての利用などに、約２,０

００億円を計上しております。

本市としては、この国の目標に向けた、今後の強化策としまして、休日窓口の拡充や、

職員が事業所等へ出向いて行う申請受付を実施したいと考えており、本定例会におきまし

て関係予算を計上させていただいております。

このような取り組みと併せ、市民への周知広報として、マイナンバーカードの健康保険

証等への利用拡大について周知を行うなど、マイナンバーカードの普及推進に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

今後は、生活上の様々な場面でマイナンバーカードが必要になってくると考えられます

ので、市民の皆様方には早期取得をお願いいたします。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、１０分程度小休いたします。

小休 午前１０時５７分

再開 午前１１時０７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たいと思います。

次に、相和会、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］
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◎１４番（原 政義議員）

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。

件名として、１件目は、予算編成方針について。要旨として、１、令和２年度の予算編

成方針は。２、国・県補助金の積極的な活用は。３、消費税増税に対する消費行動につい

て。

２件目は、災害に強いまちづくりについて。要旨として、１、台風被害を受けて美馬市

の防災対策の見直しは。２、ハザードマップの活用状況。３、内水対策。

３件目は、市役所事務について。要旨として、１、水道料金督促状誤送付の対応は。２、

各課事務の事務手続は。３、ミスを出さないための体制づくり。

以上、３件につきお尋ねをいたします。

まず、予算編成方針についてであります。

令和の時代を迎え、新しい時代が動き始めました。本年６月に、閣議決定された「経済

財政運営と改革の基本方針２０１９」においては、我が国の経済状況について、長期にわ

たる回復を持続させており、雇用・所得環境も大きく改善しているとのこと。また、財政

は、引き続き厳しい状況にあるものの、国、地方の税収は景気改革の継続などにより、過

去最高となっていることが示され、成長と分配の好循環を持続、拡大させることが不可欠

であるとされているとのことであります。

国におきましては、先日開催されました経済財政諮問会議において、令和２年度の予算

方針の基本方針の案が示されたようであります。台風１９号などを受けた災害対策や、東

京オリンピックを見据えた景気下支えの経済対策などが示されました。

そのような経済状況の中で、新しい時代にふさわしい予算を立て、未来に向け明るい美

馬市にしていくことが行政に課せられた課題であります。消費税増税が行われ、地方の経

済における懸念が広がる中、地域経済活性化の先導役として行政の果たす役割は大きく、

どこに重点を置くかによって地域の元気の出方は変わってまいります。

社会経済状況の変化や市民ニーズに柔軟に対応し、事業の選択と集中や業務改善を図り

つつ、予算編成方針を打ち出していかなければなりません。

そこで、お尋ねをいたします。令和２年度の予算編成方針について、お伺いいたします。

また、第３次美馬市総合計画について、基本構想案における基本理念、将来像、基本方

針について了承をいただいたとのことでありますが、この計画案に基づき、令和２年度予

算を編成していくことと思われますが、予算の重点項目をどこに置くのか、詳しくお聞か

せ願います。

続きまして、２件目の災害に強いまちづくりについてであります。

幸いにして、本年度は美馬市において、台風における大きな被害はありませんでしたが、

日本列島を襲った台風１５号、台風１９号により、関東、甲信、東北地方に大きな被害が

発生をいたしました。テレビ報道によりますと、千葉県のゴルフ練習場の鉄塔の倒壊、長

野県千曲川の決壊、家屋の浸水、北陸新幹線車両基地の浸水など、大きな被害が映し出さ

れ、そのたびに想定外の雨量、想定外の被害と、計画の想定を上回る言葉で表現されてお
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ります。

この被害を受けて、美馬市におきましても、想定外の事象でも対応すべきではないかと

考えております。そこで、お尋ねいたします。

現在、美馬市においては、地域防災計画を定めております。風水害発生時の対応、地震

発生時の対応などを定めておりますが、この計画や美馬市の防災対策全般について、見直

しをすることが必要ではないかと考えます。そこで、そのことについてお聞かせ願います。

３件目は、市役所業務についてであります。６月議会におきまして、働き方改革に関係

して、市職員の働き方改革についてお伺いいたしました。限られた職員数で多くの市民ニ

ーズに応え、多くの業務をこなしている職員の皆様方には、敬意を表するところでござい

ます。

そのような中、説明のとおり、水道料金督促状誤送付の事案が発生いたしました。この

ことについては、あってはならないことであり、行政の信頼を損なうことと感じておりま

す。このような事案が今後発生しないように、対策を取っていかなければならないと思わ

れます。日本国憲法第１５条において、公務員は全体の奉仕者であると規定しております。

従って、公務員は公共の利益の増進のために全力を挙げてその職務に取り組まなければな

らない使命を帯びております。しかしながら、この事案によりまして、ここの職員のモチ

ベーションを低下させる原因につながりはしないかとも危惧しておるところでございます。

そこで、お伺いをいたします。今回の事案についての経緯、対応状況についてお尋ねを

いたします。

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。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

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、原政義議員からの代表質問のうち、令和２年度予算の編成方針につい

てお答えいたします。

まず、本市の財政状況でございますが、普通交付税と臨時財政対策債が、経常的に収入

される一般財源収入全体の３分の２を占める中で、合併算定替えによる加算が、平成２７

年度から段階的に減額され、本年度令和元年度をもって終了いたします。

この影響額につきましては、減額前の平成２６年度と令和元年度を比較いたしますと、

新たな算定方法を加味いたしましても、約５億７,０００万円の減額となっておりまして、

これに伴い、財政調整基金ほか、各種基金の取り崩し額が年々増加をし、一般会計の基金

残高は、ピーク時の平成２７年度末から平成３０年度末にかけて１０億円減少しておりま

す。

また、歳出におきましては、扶助費と人件費が全体の３割を占め、公債費につきまして

も、これまでの大型事業に係る市債の償還開始に伴い、増加する見通しでございまして、
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硬直化した財政構造の中で、持続可能な行財政運営を確保するためには、歳入の確保と歳

出の抑制に、これまで以上に取り組む必要がございます。

一方、６月２１日に閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太

の方針２０１９におきまして、地方の一般財源の総額については、平成３０年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するという目安が示されるとともに、

国の取り組みと基調を併せて歳出改革の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の

発行額の圧縮や、債務の償還を通じて、財政の健全化につなげるとされております。

また、総務省の概算要求では、地方交付税が、本年度から６,３００億円余り増の１６

兆８,０００億円計上されておりますが、社会保障給付の自然増や、防災・減災、国土強

靭化への対応、また老朽化するインフラの更新、改修経費の増大などを、従前と同じ水準

の一般財源の範囲内で行わなければならないことを踏まえますと、歳出のさらなる重点化

や効率化が避けられない状況でございます。

こうした認識のもと、１０月２１日に本市の令和２年度予算編成方針を決定したところ

でございますが、令和２年度は、現在策定を進めております第３次総合計画の初年度とな

りますことから、「未来へつなげる！ 市民の誰もが思いを実現し、健康で活躍できるま

ちづくり」など、検討中の５つの基本方針に基づいて予算要求することや、事業の費用対

効果、重要度による優先順位付けを行うことなどを求めております。

なお、来年６月に市長の任期が満了し、これに伴い、５月に市長選挙が予定されており

ますことから、令和２年度の当初予算は骨格予算として編成することといたしております

が、豪雨災害などが全国的に頻発する中で、安全・安心な暮らしを実現するための事業に

つきましては、切れ目なく実施をする必要があると考えております。

具体的には、防災・安全社会資本整備交付金を活用した道路の修繕や、令和２年度まで

の制度であります緊急自然災害防止対策事業債を活用した河川の改修といったハード対策

に要する経費、また職員による防災士資格の取得や、本年度の地域防災訓練の成果と課題

を踏まえた、実践的な訓練の実施といったソフト対策に要する経費を始め、国の国土強靭

化関連予算の活用が見込める事業につきましても、積極的に当初予算に計上したいと考え

ております。

次に、令和２年度予算の重点をどこに置くのかとのご質問でございますが、現在策定中

の第３次総合計画の前期基本計画では、５つの基本方針のもと、向こう５年間に取り組む

施策や事業を掲げることといたしておりますが、５年後に成果目標を達成するためには、

来年度、令和２年度から着実に事業を推進する必要がございます。

このため、基本方針のうち、「未来へつなげる！ 市民の誰もが思いを実現し、健康で

活躍できるまちづくり」につきましては、現在取り組んでおりますヴォルティスコンディ

ショニングプログラムを一歩進め、プログラム修了後の運動習慣定着に結びつける新たな

取り組みや、人生１００年時代と言われる中で、定年後の学び直しを始めとした、高齢者

の皆様の社会参加を促進する取り組み、また「元気な美馬！ 賑わいがあり『ひと』と

『しごと』が好循環するまちづくり」につきましては、新たな企業誘致に向けた環境整備、

更に先程ご説明申し上げました、防災・減災、国土強靭化に係る取り組みや、県内トップ
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クラスの教育・保育環境の充実にも、引き続き力を入れてまいります。

このように、「防災・減災、国土強靭化」や「人材育成」「美と健康」「人生１００年時

代」をキーワードとした取り組み、さらに地域経済の好循環に向けた取り組みが、令和２

年度に重点的に取り組む分野と考えております。

なお、こうした取り組みのうち、骨格予算である当初予算に計上するものと、肉付け補

正予算での対応とするものにつきましては、今後の予算編成過程において調整してまいり

たいと考えております。

次に、台風１９号によって引き起こされた災害を見て、本市の防災対策を見直す必要が

あるのではないかとのご質問でございますが、本年１０月に日本列島を襲った台風１９号

により、関東、甲信地方や東北地方などで記録的な大雨となり、１００名を超える死者・

行方不明者、４８０名を超える負傷者、また住家の全・半壊も１万８,０００棟に上ると

いう甚大な被害が発生をいたしました。

このうち、最も人的被害の大きかった福島県での死者は３２名となりましたが、阿武隈

川流域で多くの河川が氾濫をし、２階まで浸水した家屋も多く、想定を超える被害となり

ました。

また、阿武隈川や長野県千曲川では、堤防の決壊が相次ぎ、台風１９号による浸水面積

は、昨年７月の西日本豪雨を上回る約１万８,５００ヘクタールとなりました。

長野市にございます北陸新幹線の車両基地が浸水している様子がたびたびテレビで放映

され、浸水被害の規模の大きさが広く認識されるに至りました。

阿武隈川や千曲川と、吉野川では浸水を想定する際の降雨量が異なりますが、想定を超

える雨量が降り続いた場合には、本市におきましても同様の被害が発生する恐れがござい

ます。

吉野川につきましては、平成２９年に脇町第一堤防が完成し、本年１０月２６日には沼

田堤防の起工式がございましたが、近年の豪雨災害の頻発を考えますと、吉野川の堤防が

一日も早く完成すること、そして堤防の改修や早明浦ダムの洪水調整機能の強化といった

ハード面の対策が図られることが重要と考えておりまして、県とも連携を図りながら、国

や関係機関に粘り強く働きかけを行ってまいりたいと考えております。

一方、ソフト面についてでございますが、平成１８年５月に美馬市地域防災計画を策定

しておりますが、東日本大震災の発生や、災害対策基本法の改正、県の被害想定を踏まえ

た改定を平成２６年８月に行って以降、見直しが行われておりません。

地域防災計画は分量が多く、全面改定には相当の時間を要しますことから、本年度は、

災害対策本部の設置前の警戒段階で、機動的な対応が可能となるよう、独自の判断で災害

警戒本部を設置いたしましたが、近年の豪雨災害の状況や台風１９号による被害の状況を

考えますと、地域防災計画の見直し、改定の必要性は高いものと認識をしております。

一方、今年度策定を進めております国土強靭化地域計画は、地域防災計画を始めとした

各種計画の指針となる計画でございます。

このため、まずは国土強靭化地域計画を策定した上で、地域防災計画の見直し箇所を特

定いたしますとともに、国や県の最新情報を加味しながら、地域防災計画の見直し、改定
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をどう進めていくかについて、方向性を定めてまいりたいと考えております。

なお、国におきましても、台風１９号で、高齢者の方が車で避難している途中に、増水

した道路で動けなくなって被災した事例が複数あったことを踏まえ、より実効性の高い避

難方法や警戒レベルの周知方法などを検討するためのワーキング・グループが設置をされ

るということでございます。

本市におきましても、地域防災計画に関連して、業務継続計画など様々な計画がござい

ますが、国や県から出される最新の情報を反映し、これらの計画を見直すとともに、見直

し内容を関係者が共有し、訓練を行うことで定着させることが重要と考えておりまして、

こうした観点で防災対策の見直しを進めてまいりたいと考えております。

◎水道部長（藤田英雄君）

議長、水道部長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田水道部長。

［水道部長 藤田英雄君 登壇］

◎水道部長（藤田英雄君）

続きまして、私からは、水道料金督促状誤送付について、お答えをさせていただきます。

本年９月２０日に、令和元年度６・７月分の水道料金に係る督促状６３４件について、

水道使用者に送付しましたところ、１３９件について、再振替により既に納入済みである

ことが判明いたしました。

この督促状は、本来、納期限までに水道使用料を納められない方を対象として送付する

ものであり、このような事案はあってはならないことでございます。

誤送付を受けた方はもとより、関係各位に対しまして、改めて心よりおわび申し上げる

次第でございます。

ご質問の督促状の誤送付が発覚した経緯につきましては、９月２０日に督促状を送付し

たところ、３日後の９月２３日に、「既に納付しているにもかかわらず、督促状が届い

た」との連絡をいただきました。

これを受けまして、この方の納付状況を確認しましたところ、口座の再振替で納入され

ていることが判明いたしました。

このことにより、発送した６３４件全てについて確認を行ったところ、１３９件が誤送

付であると確認するとともに、全てが口座再振替で収納済みとなっていることも判明いた

しました。

誤発送した方についての対応は、判明した方から順次、電話連絡、及び連絡の取れない

方につきましては、個別訪問を行い、「誤送付であり、水道使用料金については納付済み

であること」を説明し、謝罪をさせていただきました。９月２５日の午前中までに、全て

の皆様への対応が終了いたしました。

なお、この誤送付により水道料金を二重に納めたといったことは、発生しておりません。

督促状の発送に係る手順といたしましては、期限内までに納付できなかった方を対象と

してリストを作成し、その後、督促状の印刷・発送する手順となっており、それぞれの過
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程において担当及び副担当において確認することとなっております。

このたびの誤送付が発生した原因といたしましては、口座の再振替の結果を水道料金シ

ステムに取り込んだ後に、システム内の確定作業を実施しなかったことにより、誤ったリ

ストが作成されたものでございます。

また、職員による作業の確認が十分でなかったことと、一連の業務において担当と副担

当のチェックが不十分であったことが原因であります。

また、既存の水道料金システムにおいても、確認用の資料を作成することができなかっ

たことも一因でございました。

こうしたことを踏まえまして、確認作業を容易にするため、水道料金システムと企業会

計補助システムを改修し、確認用の資料を作成できるようにしたほか、業務手順書を見直

し、それぞれの業務過程ごとにチェック表を作成いたしまして、担当と副担当による二重

のチェックや、決済時に関係書類とチェック表を添付することで管理職を含めた複数の職

員が確認できるようにするなど、再発防止策を講じたところでございます。

こうした事案の発生は、水道事業のみならず市の行政全体に対する信頼を損なうことに

なりますことから、このたびの経緯や事後対応を部長会議で報告し、全庁的な課題として

共有いたしました。

今後、このようなことを起こさないよう、適正な事務処理に努めてまいります。

◎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。

先程、ご答弁にもありましたように、本市の財政状況は国からの支えが多くの部分を占

めており、国依存が強いと思われます。歳出の抑制はもちろんのことでありますが、地域

の活性化、地域経済の好循環に向けた取り組みなど、積極的に行っていかなければなりま

せん。そうなりますと、歳入の確保には、これまでの努力以上のことが必要になろうかと

思います。

今回、質問させていただくのは、国・県補助金の積極的な活用についてであります。こ

れまで、国・県の予算情報について、アンテナを広く張ってこられたこととは思いますが、

積極的に活用していくべきであると考えられます。単純な補助をもらうだけではなく、先

進的な取り組みを行うといった他市に先駆けた一歩先の事業を行うことが可能ではないか

と考えます。国・県補助金の積極的な活用についてお尋ねをいたします。

もう１点、予算編成についてお伺いいたします。

本年１０月１日より、消費税増税が行われました。次世代に借金を残さない取り組みと

して、国においては赤字国債の発行の抑制、子育て支援に振り向けるというそういうこと

で消費の下支えと少子化対策を同時に行う取り組みとして幼児教育・保育の無償化、大学
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などの授業料減免などに使われるとのことで始まりました。

これまで質問もさせていただきましたが、消費税増税における消費行動の停滞などが懸

念されております。国においては、キャッスレスポイント還元事業やプレミアム付き商品

券事業に取り組まれておりますが、そこで消費税増税に対する市民の消費行動についてお

伺いいたします。

また、美馬市が行っておりますプレミアム付き商品券事業の利用状況についてもお聞か

せ願います。

２件目の災害に強いまちづくりについてであります。

答弁にもありましたが、防災対策の見直しをぜひ検討していただきたいと思います。台

風１９号の被害の特集を見ておりますと、浸水のあった地域は、各地域で作成しているハ

ザードマップとほぼ重なっており、ハザードマップの重要性が指摘されております。

一昨年の西日本豪雨におきましても、洪水、土砂災害の発生箇所がハザードマップと一

致していたとの報道がありました。豪雨災害にどう備えるか、今回の台風災害の中で同じ

ように市の上流にダムがあり、平坦な土地に築かれました美馬市の防災対策について、大

変教訓になったことと思います。

美馬市で考えられる大きな災害としては、南海トラフを起因とする大地震、台風などに

よる豪雨災害、土砂災害、洪水災害が考えられます。美馬市のハザードマップについては、

洪水編と土砂災害編とがあります。

そこで、お伺いいたします。ハザードマップの精度について、また全戸に配布されたと

思われますが、どのように活用されているのか、お聞かせ願います。

自主防災組織などで訓練を行っておりますが、このハザードマップがいかに活用されて

いるのか、お尋ねをいたします。

もう１点、洪水に関してありますが、先日、沼田堤防の起工式があり、出席させていた

だきました。美馬市内の吉野川の無堤地域の解消に向け、少しずつ前進をしておりますが、

堤防が築かれますと、内水対策も重要になってきます。穴吹町三島には、明連川の樋門が

あり、また脇町拝原には土井谷川、うだつの周辺には城の谷樋門、美馬町には吉田谷川な

ど、吉野川増水時には、これまで多くの浸水被害をもたらしております。

今年度の台風災害には、想定外という言葉が多く使われましたように、これまでの内水

対策を想定外に備えなければならないと考えております。

そこで、内水対策の状況、また今後についてお聞かせ願います。

３件目の市役所事務についてでありますが、市役所職員は、市民ニーズを聞き、市民が

満足するサービスを提供するため、多くの事務を行っております。そのような中、市民が

不安になれば信頼を回復するには、それなりの対策を講じていく必要があると思われます。

各課において、それぞれの事業を行っておりますけれども、それぞれの事務体制を見直し

をする必要があるのではないかと考えられます。誰にでもミスはあります。ミスをなくす

取り組み、体制づくりは必要であります。ミスを未然に防ぐとともに、各課の職員がいわ

ゆるワンチームで職務に取り組んでいただきたいと、そういう必要があるのではないかと

感じるわけであります。
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そこで、お伺いをいたします。各課において、どのように各事務を進めているのか。特

に、マイナンバーなどの個人情報、税金などの個人のシビアな部分については、特に注意

が必要であると思われる、その部分の取り扱いについてお尋ねをいたします。

以上につき、お聞かせ願い、答弁により再々問をさせていただきます。

◎副市長（加美一成君）

議長、副市長。

◎議長（川西 仁議員）

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、私からは予算編成方針につい

てのご質問の中で、国・県補助金の積極的な活用、この件についてお答えをさせていただ

きます。

先程、答弁をさせていただきましたように、地方交付税の合併算定替えによる加算措置

が本年度をもって終了をいたします。こうした中で、人件費や扶助費、公債費といった義

務的経費が歳出の大きな割合を占める本市の財政構造を踏まえますと、人口減少や少子高

齢化の急速な進行、また大規模な自然災害が全国的に頻発をする中で、限られた財源で必

要な事業を展開していくためには、歳入の確保、とりわけ国・県の補助金を最大限に活用

することが非常に重要と認識をいたしております。

そこで、国・県から発信をされます予算情報につきましては、庁内のネットワークシス

テムで共有するなど、各部署においてアンテナを高くするとともに、市長自らが要望活動

を行うなど、これまでも補助金獲得に向けましては積極的に取り組んでまいったところで

ございます。

その結果、郡里地域活動センターの改修事業には、国の補正予算に計上されました地方

創生拠点整備交付金の活用が可能となり、うだつの町並みの古民家を宿泊施設や飲食施設

に改修をする事業につきましては、国の地域経済循環創造事業交付金の補助率を、通常の

３分の２から１０分の１０に引き上げていただくなど、国の補助金、交付金を活用するこ

とにより、市の財政負担を抑制してまいりました。

また、近年、補助金の優先的な配分を受けるためには、その前提となります計画の策定

が完了していることが条件となるケースが増加をいたしております。

現在、本市では、国土強靭化地域計画の策定作業を進めておりますが、補助金の重点配

分や優先採択の対象とするといった情報が国から示されておるところでございまして、こ

うした計画の策定にもいち早く取り組むことが、他市に先駆けて新しい補助金を獲得する

ために必要不可欠と考えているところでございます。

また、補助金獲得への取り組みと併せまして、特別交付税の確保や、国・県の事業を美

馬市内において優先して実施をしていただく、こういったことも大変重要でございます。

今後とも、国の求める計画の策定や要望活用に力を入れるとともに、市の財政負担を極

力抑制するとともに、直面する課題の解決にしっかりと取り組んでまいります。
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◎企画総務部長（吉田正孝君）

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、各課における事務の進め方につきまして、お答えをいたします。

まず、地方公共団体の事務につきましては、法定受託事務と、法定受託事務を除く自治

事務とに分かれておりますが、いずれの事務につきましても法令や条例にのっとり、適正

に執行することが求められております。

しかしながら、本市では、これまでも不適正な事務処理が発生しており、特に平成２９

年５月に発生いたしました、マイナンバーを含む個人情報が漏洩した事案では、国の個人

情報保護委員会からの立入検査を受けるなど、大きな問題となりました。

この事案の発生以降、特定個人情報の保護を徹底する観点から、特定個人情報等に関す

る安全管理措置手順を作成するなど、具体的な手続を定めて、監視体制の強化を図り、特

定個人情報等の適正な取り扱いに努めてまいりました。

また、職員が扱う情報処理端末につきましても、データを引用するシステムに接続する

ためのＩＤパスワードと生体認証を組み合わせて導入したほか、最新のセキュリティソフ

トの導入やインターネットの接続を徳島県に集約する自治体情報セキュリティクラウドを

構築し、外部からの不正侵入を防止するなど、物理的な対策に取り組んでおります。

ほかにも、職員に個人情報保護の重要性を認識させるため、ｅ－ラーニングによる情報

セキュリティと個人情報保護に関する研修を、平成２１年度から毎年度実施しておりまし

て、個人情報保護委員会の立入検査以降、この研修の受講修了率は１００％となっており

ます。

一方、個人情報保護委員会からの指導を受け、平成３０年１月に、全庁的なリスク管理

体制の強化を図るため、全ての課等において業務手順書を作成しております。

こうした取り組みを始め、組織権限の明確化や決裁ルールの確立など、これまでリスク

管理に努めてまいりましたが、不適正な事務処理は繰り返し発生しております。

この背景といたしましては、業務目的に対する理解や知識、経験、能力の不足といった

職員の資質的要因、職員間の対話や相談、組織的なサポート、情報共有の不足といった、

職場の環境に起因する環境的要因、また教えるべき人材やノウハウの不足、システムへの

過度の依存、業務の固定化といった組織や事務処理方法に起因する組織的要因の３つの要

因が考えられます。

不適正な事務処理をなくすためには、全ての職員が、市民からの信頼は、市が様々な事

業を推進していく基盤であるということを深く自覚し、その信頼を裏切らないよう、法令

順守はもとより、責任の重大さを強く認識するとともに、職員一人ひとりが、自ら行う事

務の意義や他に及ぼす影響を認識し、職位に応じた知識や技術を身につけた上で事務処理

を行うことが基本となるものでございます。
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その上で、困難な事案や疑問、課題が生じた場合には、１人で抱え込まず、上司や同僚

に気軽に相談することができる風通しのよい職場風土を醸成し、職員個人のミスを未然に

防ぐとともに、職員の事務処理の誤りを早い段階で是正できる組織の力を高めることが重

要でございまして、こうした資質、環境、組織の３つの観点から対策を講ずる必要がある

と考えております。

具体的には、資質の向上につきましては、コンプライアンス研修を含めた職員研修の充

実、また確実な事務引き継ぎのための様式類や作成要領の改善、また起案書に根拠法令の

記載を徹底させるなど、業務について確認し、調べ、考える習慣を定着させる取り組みが

必要と考えております。

また、風通しのよい職場環境づくりにつきましては、事務の着手時に、進め方について

上司や同僚と共有するための打ち合わせの実施や、上司から部下への声がけ、若手職員に

対する個別指導などが、そして組織力の向上につきましては、事務に関するチェックリス

トの作成、副担当制度の徹底、決裁時に課長補佐が重点的にチェックする項目の設定など

が、それぞれ有効と考えております。

これらのうち、風通しのよい職場環境は、特に重要であると考えておりまして、これま

でにも上司と部下だけでなく、他の部署ともしっかり情報を共有しておけば防げたミスも

あったと考えております。

また、ミスはミスとして、原因を追及し、その対策について、全ての部署で共有するこ

とが、市役所全体の組織力を高めることになると考えております。

「１つの重大事故の背後には、２９の軽微な事故があり、さらにその背景には３００の

ヒヤリとしたこと、ハッとしたことが存在する」と言われております。

これは、労働災害における経験則でございますが、表面化した不適正な事務処理事案の

背後に、多数の軽微な問題や、ヒヤリ・ハットがあるということを全職員が肝に銘じ、先

に挙げました対策のうち、可能なものから早急かつ計画的に取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

次に、ハザードマップの活用状況について、お答えをいたします。

まず、美馬市におきましては、平成１８年度にハザードマップを作成し、１０年後の平

成２８年度に更新しておりまして、それぞれ市内全戸に配布をいたしております。

また、現行の平成２８年度のハザードマップにつきましては、表面が洪水編、裏面が土

砂災害編となっておりまして、土砂災害編につきましては、旧町村別となっております。

議員お尋ねの洪水編の精度についてでございますが、ハザードマップ洪水編は、吉野川

の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された、想定し得る最大規模の降雨量

による洪水浸水想定区域、及び浸水した場合に想定される水深を表示したものでございま

す。

また、ハザードマップに示しました洪水浸水想定区域は、現時点の吉野川の河道及び洪

水調整施設の整備状況を勘案し、国土交通省徳島河川国道事務所が示した、吉野川・岩津

上流域の４８時間総雨量７６５ミリという想定最大規模降雨量に伴う洪水により、吉野川

が氾濫した場合の浸水状況をシミュレーションしたものでございます。
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このシミュレーションに当たっては、支川の決壊による氾濫や想定を超える降雨量によ

る氾濫、また内水による氾濫などは考慮されていないため、洪水浸水想定区域外において

も浸水が発生する場合や、想定以上の水深となる場合があるなど、想定外についても念頭

に置く必要がございます。

なお、関連する動きといたしまして、台風１９号における河川の決壊、氾濫による浸水

被害を受け、１１月５日に行われた赤羽国土交通大臣の記者会見では、浸水が想定される

範囲の設定や、これを踏まえた洪水ハザードマップの作成、周知の進め方について早急に

検討したい旨の発言がございました。

市といたしましても、国の動向を踏まえまして、ハザードマップの見直しが必要となり

ました場合には、遅れることのないよう、対応していまいりたいと考えております。

また、ハザードマップの活用状況についても、ご質問いただきました。

先程ご説明申し上げましたように、市内全戸に配布し、市民の皆様にはご確認をいただ

いているとは存じますが、ハザードマップを活用した訓練につきましては、自主防災組織

の訓練において、一部活用されている事例があるほかは、実施できていないものと認識し

ておりまして、広報の仕方を含め、課題であると認識しております。

なお、１１月２３日に開催いたしました美馬市民地域防災訓練では、避難所開設・運営

訓練と併せ、市の災害対策本部の本部員による図上訓練を実施いたしました。

この図上訓練は、近年頻発する豪雨災害を念頭に、ハザードマップを活用し、作成いた

しました浸水想定区域のシナリオに基づき、実施をしたものでございまして、大変実践的

な訓練になったと考えております。

今後は、今回の地域防災訓練の成果と課題を踏まえ、ため池のハザードマップなど、他

の想定を含めまして、訓練にどう生かしていくかについて、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）

次に、内水対策についてのご質問にお答えさせていただきます。

本市のほぼ中央を東西に流れる吉野川は、四季を通じて私たちに様々な自然の恵みを与

えておりますが、ひとたび氾濫し、洪水となれば、濁流が流域で暮らす人々の生命や財産

を奪う暴れ川へと変貌します。

また、吉野川の増水時に樋門を閉鎖することにより、本市では、これまでも穴吹町の明

連川流域や神田谷川流域、また脇町の土井谷川流域、美馬町の吉田谷川流域など、市内各

地で内水による浸水被害が発生しております。

特に、平成１６年には台風が連続して襲来し、これらの流域で大規模な浸水被害が発生

したことから、市といたしましても雨量やダム放流などの情報を踏まえ、国土交通省に排
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水ポンプ機場の稼働や、排水ポンプ車の出動を要請するとともに、被害が想定される地域

の皆様に、早目の備えや避難を促してまいりました。

個々の河川の取り組みといたしましては、まず土井谷川は、本年度５６０メートルが総

合流域防災事業として、河川改修事業に着手され、計画流量が約３倍となり、流下能力の

大幅な向上が図られるものでございます。現在、詳細設計や測量調査、また境界確定作業

など、用地取得に向けた作業を行っている状況でございます。

次に、穴吹町の明連川につきましては、本年度に明連川樋門のゲートの開閉器の更新な

どの改修工事を行い、来年度には長寿命化対策として開閉器の基盤などがある上屋の改修

を予定しております。また、吉野川の他の樋門についても改修工事を行っており、吉野川

からの流入に対する備えは計画的に行っておりますが、内水対策が依然進んでいないのが

現状であります。

過去においては、排水ポンプの設置についての要望も出されておりますが、現在はポン

プ車の作業場も設置されており、増水時にはポンプ車の配備を要請し、浸水被害に対応で

きるよう努めております。

穴吹町小島の神田谷川流域についても、毎年、内水による浸水被害が発生し、地域の皆

様には多大なご迷惑をおかけしております。神田谷川吐き出し口の吉野川河川敷において、

樹木伐採や砂利撤去など改修を行っており、河道が改善され、内水対策にもつながるもの

と期待しております。

昨年度には、美馬町の吉田谷川樋門に、つるぎ町とともに、排水ポンプ施設整備を行い、

浸水面積の大部分を占める美馬市として、ポンプ能力を上げることにより浸水面積の軽減

を図っております。

一方、９月、１０月の台風による内水氾濫が各地で発生したことを踏まえ、国土交通省

は、全ての都道府県、市区町村に対し、先程答弁いたしました洪水ハザードマップとは別

に、内水ハザードマップの作成を進めるよう通知を行いました。

内水氾濫による浸水は、河川氾濫による浸水よりも発生までの時間が短く、河川から離

れた場所でも被害が発生する可能性があります。

今後は、本市におきましても、国・県の動向をしっかりと把握し、国・県と連携を図り

ながら、浸水想定区域をより適切に反映した内水ハザードマップを作成し、浸水情報と避

難などに係る情報を分かりやすく事前に提供することにより、地域住民が迅速かつ的確に

対応ができるよう内水対策に取り組んでまいります。

次に、消費税増税に対する消費行動について、お答えさせていただきます。

本年１０月１日より、消費税の税率が８％から１０％に引き上げられましたが、公益財

団法人徳島経済研究所が発表しております、徳島経済レポートの最新版によりますと、大

型小売店や専門量販店における今年９月の販売額は、前年９月を大幅に上回る一方、１０

月以降、高額品や家庭用品、家電の販売では駆け込み需要の反動が見られると報告されて

おりまして、市内の小売店でも同様の傾向にあるものと考えております。

一方、国において、飲食料品等への軽減税率の適用や、需要平準化対策のためのキャッ

シュレス・ポイント還元事業が取り組まれていること、また更に市においてもプレミアム
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付き商品券の発行事業に取り組んでいることなどもございまして、現在のところ、美馬地

区消費生活センターに、市民の皆様から消費税率引き上げに関する相談やお問い合わせに

ついて寄せられてはおりません。

こうしたことを踏まえますと、今後の動向には注視する必要があるものの、前回、平成

２６年４月の消費税率引き上げ時と比較いたしますと、市民の消費行動への影響は緩やか

ではないかと考えております。

また、プレミアム付き商品券の利用状況についてでございますが、１０月１日の消費税

率の引き上げと併せて、プレミアム付き商品券を利用していただくため、７月下旬から対

象となる、住民税非課税者７,４１７名の皆様へ商品券の引換券交付申請書を送付いたし

ました。

また、広報みまへの掲載やポスターの掲示などを通じて、対象者の皆様に申請を促しま

したほか、１１月には未申請の方に勧奨通知書を送付するなど、消費税率引き上げによる

影響を大きく受ける方々の家計の負担軽減につながるよう周知に努めてまいりました。

一方、３歳未満の子育て世帯の世帯主４９９名の皆様にも、既に引換券を送付いたして

おりまして、引換券が届いた方から順次市内７カ所の商品券販売所等で、商品券を購入し

ていただいております。

なお、この商品券は１１月末現在で、１万４３３冊が販売されており、取扱店として登

録していただいている市内１５４店舗で利用いただけるようになっております。

また、利用いただいた商品券につきましては、取扱店から市内の各金融機関を通じて、

換金申請を受け、確認作業後、市から当該店舗に直接お支払いすることとしておりまして、

１１月末時点で換金手続が完了している商品券の金額は２,３８２万８,０００円となって

おります。

本市のプレミアムつき商品券は、来年３月末まで利用可能でございますので、対象者の

皆様には是非ご利用いただければと考えております。

◎議長（川西 仁議員）

間もなく正午になる訳でございますが、相和会、原政義議員の質問を終わらせてから休

憩とすることにいたしますので、ご協力の程をよろしくお願いいたします。

◎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）

それぞれについて、ご答弁、ありがとうございました。

社会経済状況の変化や市民ニーズに柔軟に対応し、事業の選択と集中や業務改善を図り

ながら、次期第３次総合計画の実現に向けた政策、施策を推進し、美馬市の魅力や強みが

増すよう、まちづくりを進めていく必要があります。

先日開催されました経済財政諮問会議において、災害対策については、水害対策を中心
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に、防災・減災、国土強靭化を更に強力に進めるとありました。

また、先程来の答弁にも、国土強靭化の対策を進めるとのことであり、防災・減災、国

土強靭化を始めとする暮らしの安全安心の確保などの取り組みを進めるということは、行

政の大事であり、特にしっかりと進めていただきますようお願いいたします。

そして、そのような中、職員の業務の質を上げることが求められている時代であります。

大きくアンテナを張り巡らし、国・県の動向をしっかりと把握し、更には市民の思い、市

民の願い、市民の求めていることをしっかりと把握する必要があります。更には、職員の

ミスのない職場となり、個人のモチベーションの維持、向上を図るためには、職員一人ひ

とりが仕事を通じて充実感や達成感を得ることが必要であります。充実感を得るためには、

職員自らがやりたい、あるいはやりがいのあると思っている仕事につくことが重要だと思

います。

市長は、先程の久保田議員の答弁の中で、今後も美馬市の未来の創生のために全力で取

り組んでまいりたい、そしてそのためには種をまいていきたい、そういう決意をお聞かせ

いただきました。なるほどと感じた訳でございます。まかぬ種は生えません。種をまき、

育て、実るよう、相和会も市長にエールを送りたいと思います。

そこで、お尋ねをいたします。これらのことも含めて、市長のお考え、意気込みをお聞

かせ願い、代表質問をおきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。

◎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私から順次お答えをいたします。

まず、来年度の予算編成についてでございますが、先程答弁をさせていただきましたよ

うに、私の任期が来年６月までとなっております。これに伴い、市長選挙が予定をされて

おります関係で、令和２年度当初予算につきましては、骨格予算として編成をいたします。

一方で、大規模な自然災害が頻発をする中で、市民の皆様方の生命、財産を守るという

市の最大の責務につきましては、切れ目が生じることは許されません。

こうしたことから、骨格予算ではありながらも、防災・減災、国土強靭化に係る事業費

につきましては、積極的に当初予算に計上させていただきます。

また、令和２年度は、第３次総合計画の初年度でもございますことから、「美と健康」

や「人生１００年時代」をキーワードとした取り組みにつきましても、肉付け予算での対

応を含めまして、重点的に取り組んでまいりたいと考えております。

更に、消費税率引き上げに伴います消費行動についても、ご質問をいただいております。

まずは、プレミアム付き商品券を、対象者の皆様方にご利用いただけるよう、呼びかけ

を行うとともに、今後、国から出される消費喚起策につきましても、市内におきまして十

分に活用ができるよう準備をしてまいります。
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次に、災害に強いまちづくりについてでございますが、特に議員からご指摘のございま

した内水対策につきましては、市民の皆様の生命、財産を守る観点から、非常に重要な課

題であると認識をいたしており、これまでも国・県への要望を行い、順次対応をしていた

だいているところでございます。

本市といたしましても、更に一歩進んだ対応を行うため、来年度予算に、移動式排水ポ

ンプ車の購入予算を計上したいと考えておりまして、現在、県に交付金の要望を行ってい

るところでございます。

また、現在、国土強靭化地域計画の策定作業を進めておりますが、来年度はこの計画を

指針といたしまして、関連計画の見直しやソフト・ハード両面からの防災・減災対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

最後に、市役所事務につきましては、今後、資質、環境、組織の三つの観点からしっか

りと対策を講じ、市民の皆様から信頼を得られるよう、しっかりと取り組んでまいります

ので、よろしくお願いを申し上げます。

◎議長（川西 仁議員）

ここで、議事の都合により昼食休憩といたします。

午後１時に再開をいたし、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０７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、美馬未来の会、中川重文議員。

◎６番（中川重文議員）

６番。

◎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代表質問の許可をいただきましたので、可能な

範囲で通告書に沿って、順次質問をさせていただきます。

まず始めに、午前の代表質問の答弁において、藤田市長から次期市政に対する熱意やア

ジェンダをお伺いして、心強くもあり、感銘を受けた次第であります。頑張っていただき

たいと思っております。

また、本年は元号が新しく令和となり、そして早くも令和元年最後の時、１２月に入り

ました。月日がたつのは早いとはよく言ったもので、残すところ新年まであと１カ月足ら

ずとなりました。このような中、貴重な時間をいただきますが、暫時ご協力を願えればと

思っています。
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それでは、早速、美馬未来の会を代表いたしまして、通告の件、順次質問をさせていた

だきます。ご答弁される方は、いつも申し述べさせていただいていますが、市民目線に立

ち、分かりやすい言葉で、明快なご答弁を期待していますので、くれぐれもよろしくお願

いいたします。

通告件名は、３件を挙げさせていただきました。質問の要旨も件名に対して分け隔てな

く３点ずつ通告させていただきました。

まず、通告質問１件目として、美馬市版ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）につい

て、お尋ねいたします。

美馬市は、昨年の２０１８年１１月２１日、大塚製薬株式会社と健康増進に関する連携

協定を締結いたしました。更に、それに基づき、健康増進のためのプログラムについて、

徳島ヴォルティス株式会社を加えた三者で覚書を締結しています。

市長は、その一つの取り組みとして、「美と健康のまち美馬市」をスローガンに掲げて、

本年度から美馬市版ＳＩＢ、ヴォルティスコンディショニングプログラムを実施していま

す。

そこで、お伺いしたいのが、質問要旨１点目は、冒頭に述べましたが、この美馬市版Ｓ

ＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）とは、どのような事業で、実施内容の概要はどのよ

うなものなのか。また、どういう経過で今回の事業に取り組むようになったのかをお尋ね

いたしますので、ご答弁の程、よろしくお願いします。

次に、質問要旨２点目として、ヴォルティスコンディショニングプログラムについては、

市長の所信にもありましたように、現在１クール、第２クールともに順調に実施できたと

のことであり、来年１月からの第３クールにおいても既に募集人員に達しているとのこと

で、市民の健康に対する意識の高まりは評価すべきところであります。

そこで、お伺いしたいことは、第１クール、第２クールともに順調に実施できたとのこ

とでありますので、参加者の感想や意見の把握は今後の実施に当たり、大変重要なことと

考えますので、参加者側から見たプログラムに対する現場の状況や思い、またプログラム

を終えた数週間後の感想や要望などはどのように捉え、どのように検証されたのかをお尋

ねしますので、ご答弁の程、よろしくお願いいたします。

続いて、質問件名に対する質問要旨最後の３点目の課題解決と今後の取り組みについて

ですが、初問の答弁を伺って後、再問にてお尋ねしますので、よろしくお願いします。

次に、通告件名２件目として、プレミアム商品券についてお尋ねしたいと思います。

前者の質問といささかニアミスが懸念されておりましたが、先程の答弁を見てみますと、

ニアミスどころか正面衝突もしとんでないんかなと私は受け取りました。ですので、ご答

弁される方は、裁量に任せて質問をさせていただきますので、そのように答弁される方も

重複しないような形で答弁していただいたらとよろしくお願いします。

プレミアム商品券については、全額国費で担う消費税増税対策としてのプレミアム付き

商品券が、美馬市でも１０月１日より令和２年２月２８日までの販売期間で実施され、使

用期間は１０月１日より令和２年３月３１日までとなっているようであります。

また、対象者は、住民税が非課税の方と、学齢が３歳未満の子どもがいる世帯主が主な
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要件であるようであります。

先日の新聞報道では、徳島県内の市町村の販売率は２２％と低調であるとのことでした。

しかし、美馬市は３０％と、県下８市のうちトップの販売率であり、複雑な思いで購読い

たしました。

そこで、お伺いしたいのは、質問要旨１点目として、美馬市における現在の利用対象者

の現状はどのようになっているのかをお尋ねしますので、ご答弁の程、よろしくお願いい

たします。

次に、質問要旨２点目として、プレミアム付き商品券で購入できる商品は、何でも買え

るのかとか、またどこのお店に行っても買ってもいいものか。それとも、特定商品や特定

店のみの選定された利用となっているのかを店舗数も含めてお尋ねしますので、ご答弁の

程、よろしくお願いいたします。

続いて、この質問件名に対する質問要旨最後の３点目の今後の周知方法については、先

程同じように初問の答弁を伺って後、再問にてお尋ねしますので、よろしくお願いいたし

ます。

最後の通告質問３件目として、仮称となっているようでありますが、美馬市歴史資料館

についてお尋ねします。

この案件は、今から約２年余り前の２０１７年平成２９年９月定例会の冒頭で、藤田市

長より旧脇町図書館の跡地にコールセンターを誘致することが最善の方策だとの旨の説明

があったことから端を発していると思っています。

詳細は割愛させていただきますが、当時の補正予算に対して、議員発議の附帯決議３項

目付きで、原案のとおり可決した予算でありました。補正予算の可決後は、市長は、この

たび承りました附帯決議につきましては、真摯に受け止め、その内容について着実に対応

していますと答えています。

また、とりわけ歴史民俗資料館につきましては、うだつの町並み内の例えば旧脇町図書

館の東側部分の建設も一つの候補地と考えております。また、この整備に向けまして、地

域住民の皆様方と協議を十分に行いながら、しっかりと取り組んでまいりますと述べられ

ています。

その後の１２月定例会でも、私もこの件で質問し、同様な答弁をいただいています関係

から、事あるごとに頭を悩ましている案件であります。

そこで、お尋ねしたいことは、２年前の１２月に質問しました質問要旨とほぼ同じく、

要旨１点目としてまず、現在の進捗状況をお伺いします。

次に、また担当者も変わり、喉元過ぎればのことわざもありますので、考えも新たに質

問要旨２点目として、附帯決議との因果関係をお尋ねしたいと思います。附帯決議がどう

であったのか、共有したいと思いますので、現在においての考え方や思いをお聞かせ願え

ればと思っておりますので、よろしくお願いします。

続いて、この質問に対する質問要旨最後の３点目の課題解決と今後の見通しについても、

先程と同じく、初問のご答弁を伺って後、再問にてお尋ねしますので、よろしくお願いい

たします。



－５３－

以上が、通告質問の内容の簡単な説明でございます。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

で明快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。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

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）

６番、美馬未来の会、中川重文議員からの代表質問のうち、私からは、美馬市版ＳＩＢ

の事業概要についてと、ヴォルティスコンディショニングプログラムの現状について、お

答えさせていただきます。

まず、美馬市版ＳＩＢについてでございますが、このＳＩＢとは、ソーシャルインパク

トボンドの略でございまして、民間資金を活用して社会課題解決型の事業を実施し、成果

に応じて地方自治体が対価を支払う仕組みのことでございます。

美馬市では、この手法を取り入れ、大塚製薬及び徳島ヴォルティスと覚書を締結し、本

年度から市民の健康増進事業として、ヴォルティスコンディショニングプログラムを実施

しております。

この事業に取り組むことになった経緯でございますが、まず徳島ヴォルティスには、コ

ンディショニングプログラムを通じて、Ｊリーグ活動の一環として、地域貢献を行いたい

という思いと、これをヘルスケア分野の新たなビジネスモデルにつなげたいという思いが

あり、一方、大塚製薬は豊かで健康な暮らしに貢献するという理念のもと、地方自治体と

の健康増進に係る連携協定を進めている状況でありました。

このような中、徳島美馬工場の開設があり、徳島ヴォルティスのホームタウンでもある

本市に対し、昨年度、この２社より本事業の提案があったものでございます。

本市にとりましては、生活習慣病などの予防を推進し、医療費や介護給付費の増加を抑

制しなければいけないという課題がある中、この提案は行政コストの抑制を図りながら、

民間のノウハウを活用することで、市民の健康増進に大きなメリットが期待できるもので

あり、また本市が進める「美と健康のまちづくり」につながるものでございました。

そして、これら三者の思いの合致により、本覚書の締結に至ったものでございます。

次に、ヴォルティスコンディショニングプログラムの現状等について、お答えさせてい

ただきます。

まず、このヴォルティスコンディショニングプログラムとは、慢性的な痛みなどを改善

する運動プログラムを、徳島ヴォルティスのコーチが直接指導するものでございまして、

事業は本年度から５年間、延べ１,８００人の市民を対象に実施するものです。

その初年度であります今年度は、全９回のプログラムを３クール実施しておりまして、

第１クールは８５名が参加し、９月１日に終了し、第２クールは９７名が参加し、１１月

３０日に終了しております。



－５４－

参加者に対しては、コンディショニング修了３週間後に、体調や生活習慣、運動習慣な

どについてのアンケート調査を行っております。

現段階で集計が終わっております第１クール参加者のアンケート結果では、「コンディ

ショニングを実施して、肩こりが改善した」「体調がよくなった」「姿勢がよくなって動き

やすくなった」などの感想が多くありました。

また、このほかにも、「自宅で３０分程度でできるので、取り組みやすい」「運動継続の

意識を高めることができた」「修了後、１人で運動することが難しいので、継続しての受

講や定期的に参加できる機会があればいい」などの意見がありました。

これら参加された方からいただいた貴重なご感想やご意見を今後の事業展開に生かして

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）

次に、私からは、プレミアム付き商品券の利用対象者の現状、対象商品、取扱店の選定、

周知方法について、お答えいたします。

プレミアム付き商品券が販売できる対象者は、本年度の住民税非課税者のうち、商品券

購入を申請された方、及び３歳児未満を子育てしている世帯主でございます。

購入限度額は、対象者１人につき５セットでございまして、２万５,０００円分の商品

券を２０％割引し、２万円で販売しております。

なお、商品券販売対象者のうち、申請が必要な住民税非課税者は、７,４１７人であり、

１１月末現在では２,９２０人が申請を済ませており、率にいたしまして３９.４％という

状況でございます。また、３歳児未満を子育てしている世帯主は５６６人で、全員が対象

となっております。

次に、対象商品につきましては、原則的に市町村において決定されるものではあります

が、消費の喚起につながらない換金性の高い金券や税金など以外としており、取扱店は市

内店舗を対象に随時公募しており、現在１５４店舗でご使用できることとなっております。

最後に、これまでの周知方法につきましては、国によるテレビコマーシャルやポスター、

新聞広告などの周知、市におきましては、広報紙や対象者へ商品券の申請などを送付する

際に、必ずチラシを同封するなど、周知に努めてきたところでございますが、全国と同様

に申請は低調であると捉えているところでございます。

◎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］
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◎副教育長（大泉勝嗣君）

続きまして、私からは、美馬市歴史資料館についてのご質問にお答えいたします。

最初に、現在の進捗状況についてでございます。美馬市歴史資料館、この名称は現在仮

称ではございますが、美馬市歴史資料館は、「うだつの町並み内に歴史資料館を」との地

元住民の皆様からの強い要望があったこと、そして市議会からもこの要望を真摯に受け止

めて検討するよう、附帯決議が行われたことを受けまして、現在、うだつの町並み内での

設置に向けて準備を進めているところであります。

昨年２月１日に、学識経験者や地元住民の代表者などの方々を委員として組織する美馬

市歴史資料館整備検討委員会を立ち上げ、現在までに３回、会議が開催されました。

その結果、歴史資料館は、吉田家住宅の蔵の２階を活用して整備することのほか、阿波

藍や養蚕、町並みの歴史といったテーマごとの展示スペースを設けることなどが決定され

たところでございます。

現在、次回の会議の開催に向けまして、事務局において、テーマごとの展示物の説明文

の案を作成しているところですが、検討委員会からいただいたご意見を受けまして、子ど

もたちにも理解できる分かりやすい表現を使い、また市民を含めて観光客に魅力を発信で

きるような展示となるように心がけて取り組んでおります。

次に、附帯決議との因果関係でございますが、附帯決議のうち、歴史資料館に関係する

ものといたしましては、「うだつの町並み内への整備に向け、地域住民との協議を進める

こと」。それと「地域住民の対応状況、当該事業の進捗状況については、適宜、議会に報

告すること」の２点あるものと認識しております。

まず、１点目の「うだつの町並み内への整備に向け、地域住民との協議を進めること」

につきましては、先程も申し上げたように、これまでに会議を３回開催し、協議を進めて

いるところであります。

次に、２点目の「地域住民の対応状況、当外事業の進捗状況については、適宜、議会に

報告すること」につきましては、昨年の３月市議会定例会の議員全員協議会において、ご

報告いたしております。

その要旨といたしましては、昨年２月５日に開催の１回目の検討委員会の会議では、学

識経験者、市の文化財保護審議会、南町町並み保存会、地元自治会などから、委員として

７人の方々に委嘱状を交付し、会長及び副会長が互選されたことや、歴史資料館の場所は

吉田家住宅の蔵を活用することなどが決定されたことを申し上げました。

検討委員会においては、その後、本年１月２１日に開催の２回目の会議では、展示物の

案の詳しいリストを次回の会議に掲示することなどが、また本年４月２３日開催の３回目

の会議では、スケジュールを明示することや、阿波藍や養蚕、町並みの歴史といったテー

マごとに展示スペースを設けることなどが、それぞれ決定されました。

しかしながら、具体的な展示物や歴史資料館の開館までのスケジュールなどについては

決定されていないことから、今後、開催される会議において決定いただいた後に、議会に

ご報告させていただきたいと考えております。

◎６番（中川重文議員）
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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）

各質問のご答弁、ありがとうございました。再質問をさせていただきたいと思います。

その中において、先程ご答弁いただいた何点かの項目について、気付いたことを更に再

問に回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、通告質問１件目のヴォルティスコンディショニングプログラムの参加者について

は、肩こりの改善が見られるなど、事業効果が少しは実証できたと考えますが、ＳＩＢ

（ソーシャルインパクトボンド）については、成果連動型で、委託料を支払うものである

ので、事業の検証はしっかりしなければいけないと思いますので、それらの結果は正確に

実証できるデータが残せたのでしょうか。

また、第１クールのみであると思われますが、検証結果から市としては現段階でこの事

業の評価はどう考えていますか。

また、浮かび上がった課題はどのようなものがありましたか。その課題に対して、今後

どのような施策を実施し、事業運営に反映していこうと検討されていますでしょうか。

お伺いしますので、ご答弁の程、よろしくお願いします。

次に、通告質問件名として、プレミアムつき商品券について、美馬市における利用対象

者の皆さんへの販売率を上げることもさることながら、私は実際に利用していただき、当

初期待された消費喚起や下支え効果をより向上させるための課題解決を今後取り組みにつ

いて、今後の周知方法や商品券入手の簡素化など、改善または変更など効果的な手段を見

直すことは、ありませんでしょうか。

それについてお伺いしますので、ご答弁の程、よろしくお願いします。

それと、先程、私が対象者の中で、住民税が非課税の方と学齢が３歳未満の子どもがい

るという世帯主が主な要件であるということで質問させていただきましたが、先程の答弁

の中では、３歳未満の子どもというような表現でありました。私が多分間違っているのか

も分かりませんけれども、昨日の美馬市のホームページの中の対象者②のところでは、学

齢が３歳未満の子どもがいる世帯の世帯主と書かれています。それによって私がその文字

をそのまま引用した訳でございますけれども、今、答弁された３歳未満の子どもがいる世

帯が正しいのでしょうか。学齢が３歳未満の子どもがいる世帯主が合っているんでしょう

か。どちらでしょうか。ちなみに、学齢という表現をした場合に、教育義務を受けるべき

年齢、日本では満６歳から１５歳までということになっております。この学齢があるかな

いかで、年齢表現が違ってきますので、どちらが正しいのか、ホームページのほうが誤ま

っているのか、どっちか、私のほうにどうなっているのかをちょっと教えていただきたい

と思いますので、質問させていただきます。

それから、最後の通告件名の現在、仮称となっています美馬市の歴史資料館について、
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質問要旨最後の３点目を初問の後でということだったので、課題解決と今後の見通しはに

ついて、お伺いしたいと思います。

まず、２年余りたっても、まだ名称が仮称となっているなど、私は論外だと思っており

ます。市長さんが、約２年前話された言葉はどう受け止められているのでしょうか。誰が

見ても、進捗が遅過ぎるではないかと私は考えております。

また、市長さんがいつもおっしゃっていますＰＤＣＡを何回も回してよりよりものをと

の考えがみじんも受け取れません。計画、実行、評価、改善の計画すら、そこのうちの計

画すら２年余りたった現在でもできていないと考えます。さぞかし市長さんも耳が痛いと

思いますが、こういったことに対する取り扱いというか、そういうのはおかしいのではな

いかと私は思っていますので、今後の課題解決と見通しについても、どのように考えてい

ますか。思うところがあれば、案だけでも結構ですので、ご答弁願います。

以上で、再問を終わります。ご答弁内容により、再々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。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

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）

６番、美馬未来の会、中川議員の代表質問、再問のうち、私からはヴォルティスコンデ

ィショニングプログラムに関するご質問にお答えさせていただきます。

まず、ＳＩＢの手法を取り入れての事業に対する検証についてでございますが、この手

法は、中川議員ご指摘のとおり、成果連動で委託料を支払うものでございますので、実施

前に二つの指標を掲げ、その達成率を設定しておりました。

具体的には、一つの指標としては、プログラム修了３週間後の運動の習慣化に関するも

のでございまして、プログラム実施前に３０分間以上の運動をすることが週１回以下であ

った者が、実施後に週２回以上になった者の割合で評価するもので、その目標値を６０％

以上としております。

第１クールの状況では、その割合が５０％であり、目標値には１０％届いていないとい

う結果でございました。

２つ目の指標としては、６５歳以上の参加者で、プログラム実施前に行う運動機能の低

下に関するチェック項目５項目のうち、３項目以上に該当していた者が、実施後に２項目

以下になる割合を評価するもので、目標値は７０％以上としております。

第１クールの状況では、該当していた参加者全員において、チェック項目が２項目以下

となり、１００％の達成状況でございました。

これらは、第１クール終了段階での検証結果であり、ＳＩＢについては、年度の総合評

価になりますので、今後第２クール、第３クールの結果を見て判断することになります。

次に、現段階の市としての事業評価については、アンケート調査などから、参加者には
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姿勢や睡眠状態、動作環境などにおいて、ほとんどの方に改善が見られ、このコンディシ

ョニングの効果を実感しているところでございます。

また、参加者からの声には、「楽しく運動ができた」「仲間づくりができた」などもあり、

生きがいやコニュニケーションの場づくりにもなっていることから、精神面での健康づく

りにもつながっているものと考え、当初想定した以上の効果が現われていると評価してお

ります。

なお、先の市長の答弁にもありましたように、この取り組みはＳＩＢによる先駆的、効

果的な取り組みであるということで、マスコミや他の地方自治体からも注目をされている

ところでございます。

次に、検証結果から浮かび上がった課題と今後の取り組みについてでございますが、ま

ず１つ目の課題は、ＳＩＢの評価指標にもありました、運動の定着化についてでございま

す。

先に述べましたように、定着化の目標値に１０％届いていない状況からも、コンディシ

ョニング修了後における個人での運動は継続化しにくいと考えられます。

このことから、定期的に集まって運動ができるような機会や場所づくりが必要であると

考えており、今後においては、その受け皿づくりを検討してまいります。

２つ目の課題は、男性の参加者が女性に比べ少ないということでございまして、男性の

参加者を増やすための工夫が必要であると考えられます。

そのためには、ＯＢによる情報発信も重要であると考えており、ＯＢ・ＯＧ会の実施を

支援し、口コミによる効果も図っているところではございますが、今後に向けても効果的

な取り組みを更に検討したいと考えております。

このほか、プログラムを実施していく上での事務上や運営上の改善点も明らかとなって

おり、改善が容易なものについては、既に第２クールから取り組んでいるところでござい

ますが、今後においても更に改善し、効率的、効果的な事業運営を図ってまいります。

◎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）

次に、プレミアム付き商品券の申請者を増やす取り組みや除外商品、今後の周知方法に

ついて、お答えいたします。

商品券の販売につきましては、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、市商工会の各支部に委託しているほか、

過去に行われました商品券の販売では、例のない山間部の郵便局を新たに追加し、対応し

ているところでございます。

また、日曜日には、市役所において販売を行う取り組みを行っているところでございま

すが、今後、商品券販売委託先と協議を行いながら、市民の皆様が気軽に購入できるよう
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検討してまいりたいと考えております。

次に、商品券の除外商品につきましては、本事業が消費税率の引き上げ直後に生じる消

費への影響を緩和することを目的としており、また引き上げ直後の６カ月以内の消費に確

実につなげるという事業の趣旨から、商品券やプリペイドカード等の金券や地域経済の振

興に直接的に資すると想定しがたい公共料金を除外しているものでございます。

商品券の販売期間につきましては、国により商品券の使用期間が令和２年３月３１日ま

でと決められていることや、取扱店及び金融機関の換金手続などのため、現状では令和２

年２月末とする販売期間の延長は検討しておりません。

しかしながら、商品券の申請が低調であることから、１１月６日には、商品券未申請の

非課税者５,００１人に個別再勧奨通知を行うとともに、非課税者の商品券申請期限を１

１月３０日から来年１月３１日まで延長することといたしております。

市といたしましても、もっと対象の市民の方にご利用いただけるように、見るだけでな

く聞くことができるよう、音声告知や広報みまＴＶなどで広く広報し、周知を図ってまい

りたいと考えております。

それと、先程ご指摘の質問がございました、子育てしている３歳未満の世帯につきまし

ては、学齢で３歳未満の世帯でございます。

◎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、美馬市歴史資料館について、課題解決と今後の見通しはとの再

問にお答えいたします。

現在、事務局において、展示物の説明文やスケジュールの案などを作成しているところ

でございますが、ご提案できるようになりましたら、検討委員会の会議を開催いただき、

内容についてご協議いただく予定としております。

その一方で、日本遺産魅力発信事業として、うだつの町並み内にございます観光交流セ

ンターにおきまして、阿波藍をテーマにいたしました展示物を整備しているところでござ

いますので、展示物の内容が、歴史資料館のものと重複しないように進めているところで

ございます。

なお、歴史資料館に関しての進み方が遅いのでないかとのご指摘につきましては、展示

物が充実した内容となるよう、今後とも検討委員会の会議において、十分にご検討とご協

議をいただきたいと考えておりますので、ご理解くださるよう、よろしくお願いいたしま

す。

教育委員会といたしましては、展示場所の照明施設と展示に必要な備品を整備し、魅力

ある展示ができるように取り組むとともに、検討委員会の会議につきましては、歴史資料

館の開館後におきましても、運営や展示内容などについて、地元の皆様方のご意見やご提
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言を伺いながら、ご協議いただけるように、定期的に開催していただきたいと考えており

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）

再々質問をさせていただきますが、再問の答弁、ありがとうございました。

ありがとうございましたと言いながら、ちょっと訳が分からんような状態にはなってお

りますけれども、再々質問の場ですけれども、今回はまとめと通告質問の３件に対する提

言なり、提案を少しさせていただきたいと思います。

たまには通告が少し遅いとのご意見も風の便りで聞き及びますので、ご答弁者側の方、

また関係者の方には、答弁ではなく、新しいことを、どんな内容であっても少しは考えて

いただく機会としていただきたいと思っています。

答弁がなくなってよかったというのではなく、私は別の機会の時に必ず考え方を聞くた

ちなので、いつ問いかけられてもこの提案とかいうに対する意見が返ってくる準備をよろ

しくお願いいたします。

まず、通告質問の１件目の美馬市版ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）についての

提言といたしましては、市民が生き生きと健康で長生きをするために、健康づくりの取り

組みは最重要であると私も思っています。

事業の効果を課題評価することなく、正確かつ正しい検証をして、効果的な取り組みや

実施方法など検討を加え、推進していただきたいと願っています。

また、限られた期間における取り組みだけでなく、５年後の事業終了後も、継続的に健

康づくりの取り組みを続けることが将来的な健康保険料や介護保険料の抑制につながって

いくと思いますので、今後に向けてこれを契機に更に広がりつながっていく取り組みをす

べきと考えております。

先日来、二度程となりますが、市民が気軽に健康づくりができる場として、一歩先の未

来を考えて、拝原の河川敷の有効利用のことをこの場で質問いたしましたが、消極的なご

答弁であったかと思います。是非、一日も早く、河川使用申請を提出していただき、「美

と健康のまち美馬市」の継続的な健康づくりができる場所としての市民が管理維持するこ

とを基本にして、整備することも必要ではないかと思いますので、早急に検討していただ

きたいと提言いたします。

続いて、２件目のプレミアム付き商品券についての提言をさせていただきます。いろい

ろな制約や条件が正直いって多過ぎると思っています。

私も、内閣府へ直接電話をし、問い合わせをしましたが、例としてはいろいろと制約や

条件を挙げているということであり、最終は市町村の判断に委ねているとの回答でありま

した。全ての条件をなくするというのではなく、市独自の考えで変更できるところもある
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と思っていることが大切なことと思っています。

今後、このような事業があるかどうかは私は分かりませんが、どんな時でもこれがベス

トかとの問いかけを各自が熟慮して、市民目線で施策を一つでも少しでも取り組みをしや

すい形で実施をしていただきたいと思います。

それから、先程の年齢のことで、学齢のほうが正しいという表現をされたということは、

広報の文とか、先程一番最初の初問で言われた答弁は全て間違いだったという認識でよろ

しいんでしょうか。学齢ということは、先程、私説明したように、６歳から１５歳の年齢

ということなので、３歳児とかそこの５歳ぐらいまでは含まれないという考え方でいいん

でしょうか。私は、学齢というのがちょっと間違っているのかなと思ったんですけど、そ

うではないということの答弁だったので、そのようなことになっとんかという、私はちょ

っと半信半疑なことが起こりました。実際は、学齢というのがおかしいんかなという思い

であったんですけど、３歳とか４歳は適用されんという状態になったら、これ変なことだ

なと今、私は思っております。

それから、先程の答弁の中で、これは提案めいたことを言わせてもらいよんでいいんで

すけれども、どっちみち後でも結構なので、この場で答弁は求めていませんので、また教

えていただきたいと思っていますけれども、一番最初のときの初問の時の回答の時と、そ

の商品券の申請の低調であるというところの人数の時の実施というか、結果を取った日の

ところが分からないと、５,００１人とかおっしゃっていましたけれども、日にちがてれ

こになって、おかしい状態の引き算になるんじゃないかなという思いがしたので、これも

後でお願いしたいと思います。

それと、最後の３件目の美馬市の歴史資料館の事業についてのところでは、再問のとこ

ろでいろいろ言い過ぎたぐらいに思いましたが、あと、一つ提言するとするならば、歴史

資料館は、吉田家住宅の蔵の２階を活用して整備すると委員会で決定されたとおっしゃっ

ていました。あそこの所の蔵の２階と言われましても、吉田家の住宅のほうの蔵もありま

す。それから、質蔵とか、そういういろんな蔵がありますので、具体的に蔵の２階と言わ

れただけではピンと来ないんですね。やっぱり、そこら辺を委員会でもどこらで統一され

とるかというようなことをちゃんと話し合っていただきたいと思います。

それとまた、地元のほうからの話からしたら、教育委員長とか副教育委員長とかがその

委員会になかなか出席の姿が見られないという話もされていますので、１回でも２回でも

出席されて、一緒に話をしていただきたいと思っています。

それと、ご答弁中にありました阿波藍や養蚕、それから町並みの歴史といったテーマご

との展示が１カ所に集約せいというのではないんですけれども、いろんな所の場所を指し

ていますので、テーマごとに場所を集約しないとごっちゃ混ぜになってしまうんじゃない

んかというふうに私は思っております。和傘を製作している所、それから吉田家住宅の所、

観光案内の所、ミライズの図書館の一角、それから吉田邸の板の間の資料もあります。い

ろんな所でばらばらなような状態で資料的なものがあった場合は分かりにくいので、場所

はあちこちになっても、テーマごとに１カ所に集めて展示したほうが見られる方も分かり

やすいのではないかと思っております。
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そういったことの提案をというか、提言をさせていただきますので、いろんなところで

是非、是々非々を検討していただいて、できるところ、できないところ、そういったこと

をまた見きわめていただきたいと思います。

以上で、令和元年１２月定例会の美馬未来の会としての代表質問の中川からの質問を全

て終わらせていただきます。ありがとうございました。

◎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）

先程の子どもの学齢の件なんでございますが、２０１６年４月２日から２０１９年９月

３０日生まれについては、３歳児未満ということです。４月１日につきましては、学齢で

いう４歳児に含まれるということになりますので。

◎議長（川西 仁議員）

ここで１０分程度小休いたしたいと思います。

小休 午後１時５１分

再開 午後２時０１分

◎議長（川西 仁議員）

小休前に引き続き、会議を続行いたします。

代表質問を続行いたします。

◎５番（田中義美議員）

５番。

◎議長（川西 仁議員）

５番、剣の会、田中義美議員。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

議長の許可をいただきましたので、剣の会の代表質問させていただきます。

代表質問で、今日最後でございますので、皆さん、静聴によく聞いていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

西部健康防災公園については、もう今まで何回も質問させていただきました。今回は、

その後、当公園が開園して１年が正式に過ぎました。そこで、いろいろなスポーツ、イベ

ントが開催されていますが、課題も沢山見えてきましたので、今回の質問することにいた

しました。

それで、件名１では、西部健康防災公園の利活用について。件名２では、耕作放棄地対

策について。

その要旨といたしましては、件名１については、１番目に、にし阿波花火大会に対する
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支援とその効果及び課題は。２番目は、今後、全国や四国規模のイベント等の本市の取り

組みは。３番目に、災害時におけるオートキャンプ場、四国三郎の郷の利活用について。

件名２の要旨につきましては、１番目、農業委員、農地利用最適化推進委員の役割、分

担は。２番目に、所有者不在の田畑の管理対策は。

以上、件名２件について、順次質問をさせていただきますので、ご答弁の程、よろしく

お願いいたします。

始めに、西部健康防災公園の利活用について。１０月５日に快晴の中、にし阿波の花火

大会が盛大に開催され、大成功に終わりました。西日本最大規模の２万発の全国花火師競

技大会は歓喜の連続でございました。すごかったのは、５万人の人。想定外の交通渋滞が

何時間も続き、私が生まれて７０年、７０有余年、始めての経験でした。私も、今回とス

ケールは大分違うんですけど、小さいほうなんですけど、１０数年前に２年続けて当公園

で花火大会を開催しました。その時の責任者として裏方をその時の担当したことを思い出

し、準備の大変さ、青年会議所の皆さんの天候、チケットの販売、各団体の協力依頼等々、

一番は事故の心配。このように大変気苦労があったと思います。青年会議所の皆さんの郷

土愛、若さ、団結力、パワーの発揮により、にし阿波の花火が成功し、全国に発信されま

した。地元での開催は、美馬市の住民として誇りに思っております。

そこで、青年会議所の皆さんが目指している徳島の阿波踊りに匹敵するにし阿波の花火

を育てるためには、全市を挙げて支援が必要と思います。

そこで、１点目の質問は、来年の開催に向けて、今年の花火大会はどうであったのか。

美馬市の支援は、またその効果、課題について、お伺いいたします。

次に、当公園で第３回パークゴルフ全国大会が開催されました。２００人ぐらいの参加

者で、まだ規模は小さいのですが、県外の人との交流も進んでおります。協会の役員さん

も、パークゴルフの町を目指して頑張ってくれております。会場内にある簡易トイレでは

寂しく、全国大会の町には水洗トイレが必要です。美馬市は高齢者の生きがい、健康増進

の効果があるパークゴルフをますます発展させることによって、高齢化対策ができると思

います。

そこで、２点目の質問は、このように当公園を利活用しやすくすることによって、入れ

込み客数増加を図るため、全国や四国規模のスポーツやイベント等の誘致、開催に際し、

本市はどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

昨年、県の防災館が完成し、運用が始まったが、四国三郎の郷オートキャンプ場、防災

館との広域を担う県の施設で、地元住民の避難所ではないのでしょうか。私は、四国三郎

の郷ができる前、県南のまぜのおかに何度も参考のために視察に行きました。海が見える

丘の上に位置し、津波など災害時には住民の避難場所として避難の機能を備えており、景

観がよく、プールなどもあり、りっぱな施設と記憶しております。

そこで、３点目の質問は、四国三郎の郷開設時に、地元住民に対し、県の説明では、地

元住民の災害時の避難所としての機能を備えた施設と説明を受けた記憶がございます。現

在は、それが西部健康防災公園になり、地元住民の災害時の避難所でなくなったのか、お

伺いいたします。
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続きまして、耕作放棄地対策について。美馬町重清西地区の田畑は、最近耕作放棄地が

目立つようになりました。今現在、田畑を預かって耕作をしてくれている人も、高齢化が

進み、あと２、３年で耕作できなくなり、今後、対策を講じなければ、間違いなく耕作放

棄地が大半になる可能性が見込まれます。

このような状況下、行政農業関係者の対応がほとんど見えてきておりません。

そこで、１番目の質問は、農業委員及び農地利用最適化推進委員の役割、分担はどうな

っているのか、お伺いいたします。

また、所有者不在の田畑管理対策については、所有権が絡み、解決が難しく、短期、長

期に分けて対策を講じなくてはいけないと思います。

２番目の質問は、耕作地に隣接している雑草が沢山生えている放棄地の草刈り作業、耕

作者が喜んでくれる支援は、対策について、お伺いいたします。

以上で、初問を終わらせていただきます。ご回答の程、よろしくお願いいたします。

◎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）

５番、剣の会、田中義美議員からの代表質問のうち、私からは、にし阿波の花火競技大

会に対する支援とその効果、及び課題はとのご質問にお答えいたします。

まず始めに、にし阿波の花火競技大会に対する支援といたしまして、近隣市町と連携を

図り、国や県、警察機関との調整会議への出席や地元住民説明会の開催準備、大会当日の

運営補助のほか、会場の準備や清掃にのべ９０人の市職員を動員するなどし、できる限り

の支援を行ってまいりました。

大会実行委員会の総括会議が１月に予定されており、正式な発表は出ておりませんが、

効果といたしましては、吉野川ふれあい河畔広場や三野健康防災公園が一体的に有効活用

され、大規模なイベント開催に至ったことや、にし阿波が全国に発信できたことが大きな

成果であったと認識しております。

次に、課題についてでございますが、長時間にわたり発生した交通渋滞の影響により、

チケット購入者が会場に到着できなかった、あるいは会場付近に民有地への無断駐車が発

生したとお聞きしており、適切な駐車場確保や交通誘導などの面で改善が必要ではないか

と考えております。

市といたしましては、にし阿波の花火実行委員会の検証結果を共有するとともに、イベ

ントの支援のあり方につきましても、今後十分検討し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。
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［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、西部健康防災公園の利活用について、今後、全国や四国規模の

イベント等の本市の取り組みはとのご質問にお答えいたします。

西部健康防災公園は、本市と三好市との境界付近に位置する四国三郎の郷、美馬市吉野

川河畔ふれあい広場、徳島県立西部防災館、中鳥川河川防災ステーション、そして三好市

三野健康防災公園を含めた約５０ヘクタールの広大な区域でございまして、健康と防災の

両面から利用できるリバーシブルな公園であります。

公園内には、多目的広場やパークゴルフ場、全天候型の体育施設などを備えており、野

球、サッカー、ティーボール、パークゴルフ、クロスカントリー大会など、年間を通して

様々なイベント等が開催され、県内・外から多くの方々が参加をされております。

また、最大４００人が宿泊できる四国三郎の郷を有していることから、宿泊できるスポ

ーツ施設として、スポーツ合宿や全国規模の大会などにもご利用できます。

今後とも、こうしたイベント等を継続して開催いただけるよう、県及び県西部の２市２

町や関係機関などで設立された西部健康防災公園利活用検討会とも連携いたしまして、こ

の公園の持つ多種多様なスポーツ施設と自然豊かな環境を県内・外にも広く発信するとと

もに、景観面や環境面が改善し、利用者の利便性が向上する新たな水洗トイレなどの施設

の整備を検討するなど、利活用の推進につながる取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

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）

私から、災害時におけるオートキャンプ場施設の利活用についてお答えいたします。

四国三郎の郷オートキャンプ場につきましては、県有の施設でございまして、徳島県西

部健康防災公園の一施設と位置づけられております。

議員ご質問の災害時の利活用につきましては、これまで本市を含む県西部２市２町と県、

警察、消防、自衛隊、及び関係協力団体で構成いたします、西部防災対策連絡協議会の防

災拠点運用部会において議論されておりまして、有事の際には、緊急消防援助隊及び警察

の広域緊急援助隊の受け入れ施設とすることが確認をされております。

一方、全国的には、大規模災害時に、事前の協定に基づき、高齢者や障がい者、妊産婦

など、避難所において特別な配慮を必要とする方々を対象に、ホテルや旅館などの宿泊施

設を避難所として提供しているケースがございます。

西部防災対策連絡協議会の防災拠点運用部会につきましては、今後も開催されるとお聞

きしておりますので、議員ご提言の内容や、全国的な事例を踏まえまして、施設の有効活

用が図られるよう、意見反映に努めてまいります。
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◎農業委員会事務局長（脇 誠治君）

農業委員会事務局長。

◎議長（川西 仁議員）

脇農業委員会事務局長。

［農業委員会事務局長 脇 誠治君 登壇］

◎農業委員会事務局長（脇 誠治君）

次に、私からは、耕作放棄地対策について、お答えします。

まず、農業委員及び農地利用最適化推進委員の役割、分担についてでございます。

農業委員会におきまして、改正農業委員会法が、平成２８年４月１日に施行され、新体

制に移行されました。このことにより、農業委員選出方法が変更され、市長により選任、

議会の同意を得て任命される改正内容となりました。

また、併せて農地利用最適化推進委員の制度が新設されまして、農業委員会が選任をし

て委嘱をすることとなりました。

その改正法によりまして、１９名の農業委員と１８名の農地利用最適化推進委員が選任

をされています。

農業委員会が農地等の利用の最適化の推進の成果を上げるためには、農業委員と推進委

員が密接に連携し、それぞれの使命を十分に果たしていくことが重要となってきます。

その中で、農業委員と農地利用最適化推進委員の日常活動といたしまして、農地パトロ

ール、戸別訪問、相談活動等を行っているところでございます。

ただ、双方の委員の役割の中で、大きな違いとしまして、農業委員は農業委員会総会に

おいての議決権を持っているという点が挙げられます。

まず、農業委員の主たる役割の１番目として、毎月１回開催をされます農業委員会総会

に出席をして、農地の権利移動、農地の転用等の案件についての審議を行っています。

審議内容といたしましては、農地法第３条、４条、５条の規定による案件を審議する中

で、農地法第３条における許可案件について、権利移動の許可決定を行っています。

そのほかの農地法第４条、５条の規定によります許可案件に関しましては、農業委員会

総会での審議を行った後に、最終許可権者であります県が許可決定を行っています。

２番目としまして、美馬市内において、１９地区に担当地区割を設定した現場で、耕作

放棄地調査を目的とする農地パトロール活動を実施しております。

その地区割りの内訳としまして、脇地区で１０名、美馬地区で７名、穴吹地区で１名、

木屋平地区で１名の農業委員が農地パトロールを行っております。

次に、農地利用最適化推進委員の活動内容といたしまして、先程説明をいたしました農

業委員と同様に、農業委員の担当地区以外において、耕作放棄地調査を目的とする農地パ

トロールの実施をしております。

その地区割りの内訳としまして、１８地区に担当区域割りを設定した現場において、脇

地区で７名、美馬地区で５名、穴吹地区で４名、木屋平地区で２名の農地利用最適化推進

委員が農地パトロールを実施しているところでございます。

次に、所有者不在の田畑の管理対策について、お答えします。
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毎年、農地パトロールを実施することで、耕作放棄地の現況を調査しています。この調

査をもとに、耕作放棄地となっています農地の所有者に対し、農地状況の改善等につきま

して指導を行っております。

当該農地の農地所有者に対しましては、事務連絡文書を送付いたしまして、農地の現況

を周知していただいた上で、併せて今後の農地の管理計画・意向を確認しております。

また、美馬市内にある委託業者等の紹介を行うことによりまして、今後の農地の保全管

理を促していくこととしています。このことにより、周辺農地等への支障を及ぼさない対

策をとっております。

そして、併せて周辺への環境にも配慮をすることに努め、このような取り組みを今後更

に進めていくことにより、遊休農地の発生防止の解消につなげてまいりたいと考えており

ます。

◎５番（田中義美議員）

５番。

◎議長（川西 仁議員）

５番、田中義美議員。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

ご答弁、ありがとうございました。それでは、今の答弁について再問させていただきま

す。

１番目のにし阿波の花火に対する支援については、今後も行政のできる限りの支援をお

願いいたしたいと思います。

効果については、西部健康防災公園が有効活用され、にし阿波、美馬市が全国に発信で

きたことが大きな効果があることが証明されました。課題については、インフラ整備、駐

車場の確保、利用しやすい施設の充実、ボランティアスタッフの確保、地元の協力など、

課題が見えてまいりました。

そこで、質問します。来年の開催については、来年１月の実行委員会の決定待ちと聞き

ましたが、実施について、美馬市の明るい未来のためにリーダーの決断が必要になってく

ると思いますが、市長、どうでございましょうか。

今後、２番目のほうです。今後、全国や四国規模のイベントと本市の取り組みについて

は、県西部では環境に恵まれ、立地条件がよく、大きな大会ができる施設は当公園しかあ

りません。今後は、県及びにし阿波圏域内の２市２町や関係機関などで設立された西部健

康防災公園利活用検討会と連携し、公園の持つ多種多様なスポーツ施設として自然豊かな

環境を県内外にも広く発信し、併せてトイレの整備を検討していただけるなど、利活用の

推進につながる取り組みを進めていきたいと力強いお言葉をいただき、安心しました。

そこで、これから３点程、質問をいたします。

１点目は、吉野川河畔ふれあい広場の名称は、美馬町時代の名称で、現在、西部健康防

災公園に変更になり、分かりにくく、三好市は三野健康防災公園である。区別する上で、

美馬市健康防災公園に変更してはどうでしょうか。
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２点目は、当公園の東側の青石橋、上側、下側の整備が国土交通省のほうで進んでおり

ます。敷地面積は、このふれあい広場と同じぐらいの河川敷ができるようでございます。

健康防災公園の関連施設と位置づけて、国の占有許可を受け、一体利用を考えてみてはど

うでしょうか。

３点目は、公園全体について、以前に質問しましたが、今回は美馬市側各施設の一体管

理を本市が運営管理することにより、利活用、利便性、経費の節減に効果が見込まれると

思います。

以上、３点についてお伺いいたします。

次に、耕作放棄地の対策についてでございますが、農業委員推進委員さんの役割、分担

については勉強不足で申し訳ございません。丁寧な説明をいただき、よく分かりました。

農業委員は合計１９名で、脇町１０名、美馬町地区７名、穴吹地区１人、木屋平地区２

人おり、担当地区においての現場活動、農地パトロールの実施を行う。推進委員は１８名

で、１８地区に担当地区割りを設定し、農地パトロールを行う。農業委員推進委員の担う

べき共通の役割については、相互に連携し、農地の利用意識調査の実施と市が実施する市

と農地プラン政策の作成、見直しに向けた地域の話し合い活動を推進することに協力する。

また、農地中間管理機構と連携を強化、担い手の農地利用集積のマッチングを進めていく

ことが重要とご答弁をいただきましたが、そこで１点目の質問として、役割分担について、

農業委員の数が地区によって偏っていますが、十分に現場活動ができているのでしょうか。

耕作放棄地対策、毎年農地パトロールを実施し、現況調査をしている、所有者に対し今

後の意向調査を実施しているとの答弁をいただきましたが、耕作放棄地は増える一方でご

ざいます。耕作放棄地の雑草対策として、２点目の質問は、短期対策として耕作放棄地の

草刈り、市が乗用の草刈り機を購入して、農家に低料金で貸してみてはどうでしょうか。

こういうふうな対策はどうでしょうか。これは短期の対策で、すぐに効果が出るようなも

のでございますので、そこら辺をひとつまたご答弁をお願いいたします。

よろしくお願いします。

◎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）

５番、剣の会、田中義美議員からの再問のうち、私からは、にし阿波の花火競技大会の

今後の取り組みについてお答えをいたします。

青年会議所の皆様を始め、ボランティアスタッフなど、多くの関係者の方々のご尽力に

よりまして、大きな事故もなく、大会が無事成功裏に終えられ、大変安堵をしているとこ

ろでございます。

議員ご指摘のとおり、花火競技大会では、様々な課題が浮き彫りになったものの、花火

と音楽の共演は、見る者に感動を与え、経済的効果も大きかったのではと感じております。
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また、今回の花火競技大会は、美馬市を盛り上げたいという熱い思いのもと、地元の青

年が実行委員会の中心となって実施されたものであります。

今後も、市といたしましては、未来を切り拓く、若い力によって生み出された観光活性

化イベントにつきましては、積極的に支援をしてまいりたいと考えておりますし、我が町

の若者のふるさとを思う熱い思いを大切にすること同時に、それをしっかりと育て、しっ

かりと支援をさせていくことが、本市の目指すまちづくりのキャッチフレーズでございま

す「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ～」の実現につながっていくと確信を

いたしております。

◎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、西部健康防災公園の利活用についての再問のうち、吉野川河畔

ふれあい広場の名称変更についてお答えいたします。

吉野川河畔ふれあい広場は、旧美馬町時代に県と連携して整備し、国土交通省に認可さ

れた施設でございまして、その名称は、本市の条例において定められており、長年親しま

れ、県内・外に広く定着しているところであります。

また、本市を始め、西部健康防災公園利活用検討会や観光案内所などの関係機関におい

ても、吉野川河畔ふれあい広場の名称により、ポスターやパンフレットなどの広報媒体を

作成しております。

こうしたことから、名称の変更につきましては、西部健康防災公園利活用検討会などの

関係機関との協議のほか、各種の広報媒体の取り扱いなど、様々な課題があるものと存じ

ます。

今後、利用者の皆様などの意向もお聞きしながら、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）

次に、青石橋上流、下流側の整備についてのご質問にお答えさせていただきます。

この事業につきましては、国土交通省が主体となって行われており、吉野川流域各地の

河道内に繁茂する樹木や荒廃した竹林などは、増水時に流れの障害となり、流木は集積し

て流れの妨げとなるなど問題があるため、堤防が完成した箇所において、樹木伐採を実施

し、地域の安全性の向上を図っているものであります。
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青石橋付近の整備による現状に変わりはなく、完成については、令和２年１月末の予定

と聞いております。

利活用につきましては、国土交通省との協議が必要となることから、ご理解賜りますよ

うお願いいたします。

続いて、耕作放棄地対策についてのご質問でございますが、耕作放棄地につきましては、

全国的に大きな問題となっており、対応に苦慮しているのが現状でございます。

議員ご提案の「市が乗用草刈り機を購入して農家に低料金で貸し出してはどうか」につ

きましては、耕作放棄地の解消対策の一つであると考えております。

今後におきましては、国・県の制度・施策などの研究を行い、耕作放棄地の効果的・効

率的な解消に向け、検討して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、県立西部防災館や四国三郎の郷など、西部健康防災公園の美馬市部分を美馬市が

一体的に管理すべきではないかというご質問にお答えいたします。

本市と三好市にまたがる西部健康防災公園のうち、本市側にございます吉野川河畔ふれ

あい広場につきましては、本市が国土交通省から占用許可を受け使用しておりまして、中

鳥川河川防災ステーションにつきましては、国土交通省が管理しております。

一方、西部防災館と四国三郎の郷は県有の施設でございまして、いずれも東みよし町に

所在をいたします事業者が指定管理者として委託を受け、管理、運営を行っておりまして、

西部防災館は令和３年３月末まで、四国三郎の郷につきましては令和５年３月末までが指

定管理期間と伺っております。

また、本市の吉野川河畔ふれあい広場につきましては、令和３年３月末までの３年間、

ＡＭＥＭＢＯを指定管理者として、市が管理、運営を委託しております。

市では、前回、西部防災館の指定管理者に応募いたしましたが、選ばれなかった経緯が

ございます。

議員ご指摘のとおり、これらの施設を市が一体的に管理することは、効率的な運営が可

能となるなど、一定のメリットがあると考えますが、県有施設である以上、様々な制約も

ございます。

こうした点を十分考慮し、次回の県の指定管理者の募集に当たっては、地域防災力の向

上や市民の皆様の健康づくり、また交流の促進による地域活性化に資するよう、応募を検

討してまいりたいと考えております。

◎農業委員会事務局長（脇 誠治君）

議長、農業委員会事務局長。

◎議長（川西 仁議員）
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脇農業委員会事務局長。

［農業委員会事務局長 脇 誠治君 登壇］

◎農業委員会事務局長（脇 誠治君）

次に、私からは、耕作放棄地対策についての再問にお答えいたします。

農業委員が現地活動を行っていく場合、担当区域において委員の人数について偏りがあ

り、十分に現場活動ができているのかという再問でございますが、耕作放棄地対策を目的

としました農地パトロール活動等は農業委員、農地利用最適化推進委員の両委員が、それ

ぞれの各担当地区を調査する訳でございます。

また、併せて耕作放棄地の解消、農地を預けたいという相談等及び農地法に伴う様々な

事案が発生した場合にも、各担当地区において対応をされているところであります。

今後、市が政策を推し進めていく方針である人・農地プランによる活動計画の中で、旧

町村単位での分担区分けをしています。

両委員の旧町村別での人数割りといたしまして、脇町の江原地区で６名、脇地区で５名、

岩倉地区で６名。美馬町の郡里地区で７名、重清地区で５名。穴吹町の三島地区で２名、

穴吹・口山・古宮地区で３名。木屋平は１地区として３名となっております。

北岸担当地区と南岸担当地区におきまして、委員人数の相違はございますが、農業委員

会全体で農地利用の最適化の実現に向けて取り組み、今後の活動の中で、農地パトロール、

人・農地プランをより充実させていくために、農業委員と農地利用最適化推進委員が相互

に連携をして、農地の利用意向調査の実施と地域の話し合い活動を推進する中で、農地中

間管理機構との連携を強化することにより、担い手への農地利用集積のマッチングを進め、

これからの活動によって、世代交代を乗り切るために、人と農地の守り手として地域の皆

様方に、農業委員会の活動に期待をしていただけますことを目指してまいります。

◎５番（田中義美議員）

５番。

◎議長（川西 仁議員）

５番、田中義美議員。

［５番 田中義美議員 登壇］

◎５番（田中義美議員）

大変丁寧なご答弁をありがとうございました。

西部防災公園は、今回のにし阿波の花火、ビッグイベントの開催会場として全国に発信

ができました。今後、当公園の利用者の利便性を高め、美馬市の強みとして、健康防災公

園はもちろん、各種イベント会場として育てていくことが、県西部美馬市の発展に大いに

寄与できるのではないかと思っております。

いろいろ申しましたが、すぐにできることと、なかなかできないこともありますけど、

こういうふうなことを美馬市の発展に大いに寄与するというところをして、ますます進め

ていってほしいと思います。

また、耕作放棄地対策については、現在のままでは重清西地区だけでなく、美馬市全体

の農家は衰退していきます。農業委員、推進委員が中心となり、行政と連携し、真剣に協
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議していただいて、目に見える対策をよろしくお願いいたします。

以上の提言をお願いいたしまして、剣の会の代表質問を終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

以上で、通告によります代表質問は終わりました。

これをもって代表質問を終結させていただきます。

次に、日程第３、市政に対する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一覧表のとおり、通告は１件でございます。

まず始めに、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。

◎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）

川西議長より質問の許可をいただきましたので、代表質問に続いて長時間になりますが、

令和元年最後の一般質問は私１人となっていますので、時間内で本日最後の質問をさせて

いただきます。

今回は、高齢化対策、水道事業、そして食について、この３件に関連して質問させてい

ただきます。

先月中旬まで、広報みまＴＶにおいて、この議場で、子どもたちが堂々と質問している

議会の模擬体験、こども議会の様子を放送していただいていましたが、議会では、議会改

革の取り組みとして、このほかにも市民と議会との意見交換会を今年度は希望のあった自

治会を対象に順次開催させていただいています。

議員は、こうした取り組み以外、各常任委員会での視察でありますとか、研修会への参

加、またそれぞれにおいて調査・研究などに日々努めているのですが、１人会派の私の場

合、１年目は全てのことが初めて経験することで、ただただそのスケジュールの合間で自

分がかかわってきたこと、視察や研修、また先輩議員や周囲の方々にアドバイスをいただ

きながら質問させていただくことができました。ちょうど１年前に１２月議会で、「チコ

ちゃんの『ボーッと生きてんじゃねえよ！』ではないですが」、などと言わせていただい

たのが、ついこの間のことのように思います。

２年目に入り、私も大体年間のスケジュールも把握できているので、休会中等に調査・

研究に努めるべきなのですが、まだまだ有効に時間を使えていないのが現状です。

今回の質問においても、様々な課題についての勉強不足から、担当職員の方には失礼が

あったかと思いますが、できるだけ要旨に注意しながら質問させていただきたいと思いま

すので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

それでは、１件目の高齢化対策の取り組みについて。

先にも述べましたが、市民と議会との意見交換会を今年度は先月末までに、美馬市連合
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婦人会の会員の皆様、木屋平地域、重清西地域、郡里地域で希望のあった自治会を対象に、

高齢化対策をテーマに開催させていただきました。

その際、毎回意見交換会に入る前には、快適で住みよい町でしていくために、市民一人

ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分の手で実行していくことが大切と

し、このようなことを市民全員が集まって行うことは難しいことから、選挙をして市長と

私たち市議会議員が選ばれていること、議会は市長から市政を運営するために提出された

必要な予算や条例などについて、執行機関と並列対等の立場である議決機関において、市

民の意見が反映されているか、様々な課題について調査、審議し、市の総意としての意見

を決定するといった役割があることなど、議会の概要を説明させていただいています。

その後、市民の方々と高齢化対策について、意見交換を行ったのですが、一言で高齢化

といっても、地域や年齢により多岐にわたって議論する内容があります。

そこで、美馬市の人口は、年々減少する一方で、６５歳以上の人口割合である高齢化率

は、国の平均を上回り、今後も高齢化率は更に進展する見込みであるなど、美馬市だけで

なく全国的に介護、福祉、医療の必要な方が増加していくと予想されている現状を説明し

て、美馬市において、地域社会や家庭で一人ひとりが大切にされ、ゆとりと生きがいを持

って暮らすことができるまちづくりを進めるための高齢者保健福祉計画及び第７期介護保

険事業計画の中で掲げられている、一人ひとりの市民が健康で生き生きと暮らせるまちづ

くりを基本理念としていることから、健康づくり、介護予防の推進、地域で支え合う環境

づくり、安心安全なまちづくり、生きがいづくり、社会参加の推進、介護保険事業の充実、

この五つの基本目標における事業や取り組みを参考に、それぞれの項目ごと、意見交換を

させていただきました。

その際、自分たちでできることと、市に求められる支援やサービスについての市民の

方々の率直なご意見をいただいた訳ですが、まずはそれを持ち帰り、議員同士で課題を共

有し合い、議論することが必要なことですが、少しでも早く今後の市政運営の参考にして

いただきたく、今まで開催した中でのご意見を、全てではありませんが、報告させていた

だいた上で、質問したいと思います。

先につけ加えておきますが、意見交換会については、今年度中にまだあと５カ所程開催

予定です。

まず、課題としての意見ですが、やはりどの地域においても、高齢化によるひとり暮ら

しの世帯が増えていることや、高齢化と後継者不足により、耕作放棄地が増えていること、

高齢者による救急医療の増加や認知症への対策などのほか、介護についても、介護される

側、する側の高齢化に加え、人材不足といったこと、安全があって安心につながるのでは

ないかといった防災に関すること、高齢者の自動車運転による事故や家族の不安、自動車

運転免許証の自主返納することによる買い物や病院への移動手段における不安といった声

があり、これらの課題解決策としては、高齢者における就労の場づくりや生きがいづくり

の場が必要であるとか、配食サービス、地域での見守りなど、地域でのつながりが大事と

いった意見、地域に保健師の方など、専門の知識がある人が欲しいとか、移動手段として

の対策にスクールバス、デマンドバスの運行の改善や公共交通としてのコミュニティバス、
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広域での運営方法はできないかなどといった意見が挙げられていました。

その中で、どの地域からも地域交通に関する課題や意見はあったように思います。

高齢化対策については、様々な取り組みがなされているとは思いますが、今回は以前に

も地域活動センターに関して、小さな拠点づくり、集落ネットワーク圏事業との関連で公

共交通計画網についてお尋ねしていますが、再度地域公共交通について詳しく教えていた

だけたらと思います。

２件目は、件名、水道事業です。

昨日の新聞でも、三好市の水道料金の値上げに関する記事が掲載されていましたが、今

回、水道に関しての質問をさせていただこうと思ったきっかけは、１０月の台風１９号の

東日本においての浸水被害では、浄水場、取水場の大半がハザードマップで想定区域内に

あったことにより、長期にわたって断水地域が多かったことです。

水害の対策として、治水、水防など、行政として取り組む課題は多くあるようですが、

自助からの観点で、ライフラインにおいて停電や断水時における備えとして、水に関して

は避難所や各家庭での水の備蓄がよく挙げられています。

今回は生きていく上で必要不可欠な水に関連している水道事業について、質問させてい

ただきます。

今朝ほどの代表質問でも、水道施設の防災対策についてのご答弁にもありましたが、災

害に対しての備えは、耐震化や老朽化による水道管の更新だけでなく、浄水場の防火扉等

の浸水対策なども必要とされていて、美馬市全域での災害対策においての更新、耐震化工

事を行うには、優先度に応じて実施する場合においても、多額の経費が必要とされます。

私たちは、普段生活する上で、水道の蛇口をひねれば当たり前に流れて出てくる水につい

て、どこからどのようにして各家庭の台所、洗面所、トイレやお風呂、洗濯機といった水

道水が利用できているのかを知らずに、美馬市は他の市町村に比べて水道料金が高いとか、

家庭の水道水でなくコンビニ等で売られているおいしい水を買っては飲み切らずに捨てて

しまうなど、水道水について、子どもの時から学習する機会を持つなど、知っておくこと

で市民一人ひとりが考え、行動することにつながり、住みよいまちづくりに発展していく

と思います。

日ごろから節水や災害時における水の備蓄など心がけている方ももちろんおいでますが、

市民の多くの方が災害が起こって断水など困った状況になってから、私もその１人だとは

思っていますが、水のありがたさ、大切さに気づいているのではないでしょうか。

これから寒い時期には、最近増加している空き家等で、凍結により水道管が破裂して、

そのため漏水が原因で断水になるなど、これからは被災による断水だけとは限りません。

できるだけ断水の範囲の最小限にとどめる対応や、断水の際にはどういった場所で給水タ

ンクや給水車などが配置されるのかといったことにも２４時間対応していただいているこ

とは市民は案外知らないものです。なぜ水道料金が他市に比べて高いのか、安心・安全な

水を当たり前に飲むことができている仕組みなどを理解しておく必要があると思います。

そこで、今回は要旨として１つ目の美馬市における現在の経営状況について分かりやす

く説明していただけたらと思います。
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３件目の食に関する質問ですが、私たちが生活していく上で、２件目の水についても欠

かせないものですが、この食に関しても高齢化対策と同様、多岐の分野にまたがり、多く

の課題があると思います。毎回質問を通告する上で、担当課にお聞きする際、市としての

ある程度の事業や取り組みがお答えできる内容の質問を求められがちですが、私的には、

現状を知り、課題に対して美馬市としての取り組みがどういったものか、できているか否

か、できていなければ今後の課題解決につながるよう検討いただければ結構ですので、ご

答弁よろしくお願いいたします。

食に関して調べてみますと、安全性や消費関連では、遺伝子組み換え食品だけでなく、

最近はゲノム編集食品など、表示問題の情報を目にします。また、環境や健康といった点

においては、廃棄される食品問題、食品ロスなど、地球環境、温暖化にも関連している問

題など、また最近のいつでもどこでも食事ができるよさと不規則な食事環境であることか

ら、七つの「コ食」と言われ、家族で食べていても、ばらばら献立の個人の個である個食

ですとか、１人で食べる最近のひとり暮らしに多い孤独の孤での孤食。小麦粉などの粉類

の粉。同じものばかり固定されたメニューの固。必要以上に小食の小。濃い味の濃いを濃

食。家族と同じ時間に食べず、子どもだけで食べる子どもの子。これらに当てはまらない

ように子どもや保護者、また高齢者に注意を呼びかけ、食生活や健康に気をつけることな

ど、そのほかにもサプリメントの摂取、栄養のバランスなど、食の摂取に関することにつ

いては、あらゆる分野での情報が多くあります。

そのほかにも、伝統や農業や文化、広くは観光にも関連する種子法の廃止や食を海外に

依存する食料自給率の問題、伝統的な日本食文化が消えつつあることなど、このように食

をめぐっては、食の安全性の問題だけでなく、私たちの暮らしが随分と豊かになったこと

により廃棄される食品問題や、飽食時代になり忙しい生活を送る中、本来の生命を育む食

の大切さも忘れがちになっているように感じられます。

そこで、美馬市として食に関してどのような取り組みをされていますか。各担当課での

それぞれの取り組み全てをお答えいただいていると、制限時間内に終えることができない

程、多分野にまたがっていると思いますので、今回は安全性に関する取り組みとして、生

産から消費までの食品の安全、食の安全について、また未来を担う子どもたちの健康にも

かかわることから、学校給食における取り組みについて要旨を絞らせていただき、教えて

いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

◎市民環境部長（中川貴志君）

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）

１番、田中みさき議員の一般質問のうち、私からは、高齢化対策について、公共交通の

現状についてにお答えをいたします。

本市が運行する公共交通につきましては、デマンド型運行の美馬ふれあいバスと、路線
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バスとしての美馬市営代替バスがございます。

そのうち、特に高齢化対策を主目的として運行しておりますのは、美馬ふれあいバスで、

昨年度バスを利用した市民４７６人のうち、７５歳以上の高齢者は３１６人と、利用者の

３人に２人は７５歳以上の高齢者となっております。

本市の将来の人口予測によりますと、人口は減るものの７５歳以上の高齢者は増加する

傾向にあると予測されています。

昨今、高齢ドライバーの事故が多発している影響等により、運転免許証自主返納者も増

加している現状と併せまして、ドア・トゥー・ドアをベースとする美馬ふれあいバスに対

するニーズは、更に高まりつつあると認識しております。

そのニーズに対応するため、現在進めております、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、利用者アンケートを実施しながら、詳細なニーズ把握を行ってまい

りました。

その中では、現行の運行体制で満足しているとの回答がある一方で、予約が取りにくい

とか、予約や運行状況が見えないなどの課題も寄せられております。

そうした成果や課題を丁寧に集約し、美馬市代替バス事業やＪＲ等周辺地域における公

共交通事業との連携を含め、より利便性の高い公共交通網を整備してまいりたいと考えて

おります。

このように、現在進めております公共交通網形成計画の実効ある策定から、公共交通網

の充実・整備を図り、高齢者を始めとする交通弱者対策として、しっかりと進めてまいり

たいと考えております。

◎水道部長（藤田英雄君）

議長、水道部長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田水道部長。

［水道部長 藤田英雄君 登壇］

◎水道部長（藤田英雄君）

続きまして、私からは、現在の経営状況について、お答えさせていただきます。

最初に、水道料金がなぜ高いのかでございますが、水道料金の算定方法につきましては、

将来の水需要予測に基づいた施設整備を前提とし、効率的な経営のもとにおける適正な営

業費用に、健全な運営を確保するために必要とされる施設の更新費用を加えて算定してお

ります。

これらの算定方式は総括原価方式で、人件費、動力費、維持費、減価償却費、資産維持

費などを基礎として算定されております。

本市の水道施設の整備につきましては、山間地など地理的条件により、多額の施設整備

費を要しております。

また、取水から給水に至るまでの動力費などの運営経費が高くなっているのが現状でご

ざいます。

更に、人口密集度が低く、単位管路延長当たりの給水人口が少ないことによって、非効
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率的であり、水道料金算定において大きな要因となっております。

経営状況につきましては、平成３０年度水道事業決算における事業収益は、６億５,２

８４万円で、事業費用は６億１,１８１万円となっており、差し引き４,１０３万円の黒字

となっております。

また、利益剰余金の当年度末残高につきましても、８億１,９９１万円であり、健全経

営となっております。

しかしながら、平成２９年度に策定した水道事業経営戦略の最終年度である令和９年度

末における給水収益は、昨年度と比較して６,６１５万円の減少予測であるとともに、給

水人口につきましても、昨年度と比較して３,３２５人の減少となる予測であります。

今後、耐震化や老朽施設の更新に多額の費用が必要となり、経営の見通しは厳しさが増

してくるものと見込まれております。

◎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）

次に、食の安全性に関する取り組みについて、お答えいたします。

国においては、食の安全性に関し、国民の健康の保護が最も重要であるとの基本理念の

もと、食品安全基本法が平成１５年に制定されました。

そして、国及び地方公共団体の責務や事業者、消費者の役割を明らかにするとともに、

食品安全行政にリスク分析を導入し、食品の安全性の確保を総合的に推進するとされてい

ます。

更に、この基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関して、国及び地方公共団体は、

適切な役割分担のもと、施策を策定・実施しなければならないとされていることから、こ

れに基づき、食の安全に関する様々な取り組みが推進されているところでございます。

その中で、まず生産段階の食の安全への取り組みに関しましては、農林水産省では、農

林産物の生産段階において使用する農薬などについても、安全確保が必要であるとし、平

成３０年１２月に農薬取締制度の見直しを行い、農薬取締法を改正いたしました。

本市におきましては、消費者により安全で安心な美馬市産の農林産物を提供するため、

美馬市ブランド認定生産者を育成する講習会を毎年開催しております。

この講習会は、市内外から専門的知識を有する講師を招き、土づくりや農薬の適正使用、

また食品表示などの講習を行っているものでございまして、この講習を受講し、市の選定

委員会で認定された生産者には、美馬市ブランド認定生産者として認定し、本市が定める

ロゴマークの使用を認めております。

このロゴマークを商品に表示することで、消費者により安全・安心な農林産物であるこ

との周知を図っているものでございます。

今後におきましても、講習会の開催などを通じまして、生産者の栽培技術の向上と、更
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なる農林産物の安全性の向上に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、消費段階での取り組みに関しましては、食品安全基本法の中で、消費者は、食品

の安全性に関しての知識と理解を深めるとともに、国などの施策に対して意見を表明する

よう努めることとされております。

しかしながら、国際化の進展、食品流通の広域化や様々なメディアの普及などが進む中、

食品の安全を脅かす事案の発生や根拠のない情報により消費者の混乱が生じています。

こうした状況の中、消費者庁では、消費者が正確な情報を得て、食品に係るリスクの現

状を理解し、自らの判断で主体的な消費行動を行うことが必要であるとし、食品安全に関

する事業者、消費者などが相互に情報の共有や意見の交換を行うリスクコミュニケーショ

ンを推進しております。

そのため、同庁は、地方公共団体などが行う食品安全に関する意見交換会や研修会の開

催に対する協力・支援並びに事業者が地方公共団体と連携して実施する消費者向け工場見

学などへの専門家などの派遣を行っております。

また、徳島県においては、消費者が食品の安全性を確認する上で、食品表示が大切な情

報源となっていることから、平成２７年３月、県民の健康の保護並びに消費者に信頼され

る県産食の生産及び供給の振興を図ることを目的とした、徳島県食品表示に関する適正化

等に関する条例が制定されました。

この条例に基づき、平成２９年７月、徳島県食品表示適正化推進委員設置要綱が策定さ

れ、本市からは市役所職員２名、市消費者協会より２名の計４名が同推進員として委嘱さ

れており、地域における食品表示の適正化に係る普及啓発活動などを推進しております。

本市におきましては、消費者庁から食品の安全に関する情報が提供された場合には、市

ホームページなどを活用して、市民の皆様への情報提供を行うとともに、消費生活相談員

による食の安全性に関する相談対応も実施しております。

食の安全性を向上させるためには、健康に悪影響を与える可能性がある有害な化学物質

や微生物について、国による科学的根拠に基づいたリスク管理や適正な食品表示と情報提

供が必要不可欠とされていることから、市といたしましては、消費者の最も身近にある窓

口として相談対応を充実させるとともに、適正な食品表示に関する情報提供や知識の普及

啓発に、今後も取り組み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、食の安全性に関する取り組みについて、学校給食における取り

組みはとのご質問にお答えいたします。

学校給食における取り組みといたしましては、平成２９年度から美馬市産のおいしいお

米を市が購入し、学校給食へ提供しております。
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これは、子どもたちの学校生活の活力となる学校給食が、県下一おいしい給食となるこ

とを目指し、市民が心を込めて育てた安全・安心でおいしい美馬市産の米を味わってもら

い、地産地消を促進するとともに、本市の豊かな農産物を通して、ふるさとへの愛着を深

められることを目的として取り組んでいるものであります。

また、米以外の食材につきましても、野菜は、基本的に市内や県内産の新鮮な旬のもの

を、食肉は、国産のものに限定して使用しております。

今後におきましても、未来を担う子どもたちの健やかな成長のため、安全安心でおいし

い学校給食を提供するとともに、生涯にわたり心身ともに健康で充実した生活を実現でき

るような取り組みを進めてまいります。

◎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）

それぞれにおいての現状や取り組みなど、詳しくご答弁いただき、ありがとうございま

した。それでは、順に再問させていただきます。

まず、公共交通についてですが、今後、高齢化だけでなく、人口減少、財源確保、災害

対策など、行政においても不安を抱えている状況で、開会日の総務常任委員長の報告にも

ありましたが、公共交通について、先進地の視察、研修をしてきた内容をもう少し詳しく

説明させていただきます。

視察先の岡山県真庭市は、南北に５０キロメートル、東西に３０キロメートルと美馬市

の面積のおよそ２倍で、人口は４万５,３４９人で、山林が７９.２％を占め、田畑は８.

２％、宅地は１.７％と、西日本有数の木材集散地域です。多彩性を生かした広域行政を

推進していて、一つの真庭として自立。里山資本主義、真庭の挑戦、日本の農山村のモデ

ルを目指している中で、真庭市総合計画における交通政策の位置づけは、基本目標を「多

彩性と循環性のある町」、基本構想として、「計画性都市形成」、基本計画では、「中心市街

地とネットワーク型都市を形成する」としてあり、成熟した社会にふさわしい型と質。市

内のどこに住んでいても、安全・安心で質の高い生活ができ、高齢化や人口減少、中心市

街地形成などに公共交通網の整備と連携を行うこととしていて、民間バス事業者の撤退に

伴い、市町村運営有償運送、交通空白輸送を運行拠点として開始された、真庭市コミュニ

ティバス、まにわくんは、平成１９年４月に旧町村単位に支線の運行を、また平成２１年

４月から幹線の運行を開始していて、現在も幹線３路線、支線２９路線を３６５日の運行

で継続しています。料金は、大人（中学生以上）２００円、小学生は１００円で、真庭市

民、近隣の真庭郡新庄村に日常の用務を有する者も利用できるとしています。車両につい

ても、２９人乗り以上が６台、２９人乗りまでが１０台、１５人乗りまで８台、１０人乗

り以下９台と保有していました。

達成状況の評価に関する事項では、１６歳以上の自動車運転免許非保有者数に対する該

当路線バスの年間利用者数、主に高校生の利用割合が１４倍以上であるとか、７０歳以上

の高齢者に対するコミュニティバス支線利用者の割合が８倍以上になるなど、ある一定の
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効果はあるものの、コミュニティバス運行事業の経済的経費に係る一般財源負担金は８,

０００万円以内とはしているものの、公共交通のみの収支においては、もう少し一般財源

の負担があるのが現状で、そのほかにも高齢化によりドア・トゥー・ドアの運行が最近求

められていること、運転手の高齢化、事業者の廃業など、後継者不足など、こうした状況

の中で、公共交通事業を行う上での覚悟が今後の課題であると、真庭市生活環境部のくら

し安全課の担当職員の方から、丁寧に説明していただきました。

その中で、参考になった点は、市外にある病院にコミュニティバスの乗り入れが可能で

ある広域における公共交通の連携、また持続可能な地域の再生に向け、共助による地域の

足確保支援の中で、住民による地域内運行の施行、小学校の統合により、児童生徒の一般

利用者の運行希望に対応、バス停等の整備、パスポートの販売、ＩＣＴを活用した情報提

供、公共交通網運転手育成運営支援事業など、交流を促進し、人の循環を拡大する公共交

通の基本方針に基づき、提供サービス水準の満足度、向上に向け職員自らが道路交通法第

８６条に規定する大型、中型、第２種免許及び普通第２種免許取得や国土交通大臣が認定

する認定講習を受講するなど、地域の公共交通に関しての課題に、赤字という既に限界に

ある事業を２名の若い職員の方が、様々な手法を模索しながら取り組んでいる姿が印象的

でした。

地域の課題を解消するために、赤字を覚悟してでもサービスの提供を行うことで、満足

度が増し、市民の安全・安心につながっていくといった真庭市の公共交通の事例を挙げさ

せてはいただきましたが、美馬市には美馬市に合った市民が求めている公共交通があると

思います。

以前にも、少しふれたかとは思いますが、国土交通省四国運輸局のスクールバスと路線

バスの役割分担による効率的、効果的なバスネットワークの形成に関する調査の中でも、

身近なところでの事例は幾つか挙げられています。

スクールバスについては、教育委員会の担当であることから、まずは市民の意見を取り

入れ、地域に合った持続可能な活動実態を検証し、高齢化対策だけに対処するのでなく、

市政全般において観光や環境面なども視野に入れ、これからの公共交通を考えてほしいと

思います。

阿佐海岸鉄道阿佐東線では、車と列車が一つになった新しい乗り物ＤＭＶを活用してい

ます。近い将来、自動運転ＡＩ機能を備えた自動車や、ドローン技術の進化、また四国横

断新幹線など、県や国の動向など様々な視点で対応していくことが多々ある中で、中長期

的に見て、美馬市の今後の地域交通のあり方については、どう見通し、方向性を立ててい

るのかを示していただけたらと思います。

２件目の水道事業の経営状況については、「美馬市水道事業経営戦略」という冊子を私

も何度も読んでみましたが、私たちが生活する上で、必要不可欠な水をこれからも安全に

持続的によりよい水道サービスの提供と信頼されるために経営努力をしていただくことに

より、安心して暮らしていけると思います。

しかしながら、今ご答弁いただいたように、このままの状態、独立採算に基づいた財源

計画で運営された場合、１０年以内に経営状況が悪化し、厳しい状況であることが予測さ
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れています。また、これからはライフラインとしての重要な役割を担っている水道事業は、

今まで以上に緊急、災害に対応しながら、安心・安全な水を安定的かつ持続的に給水する

ことが求められています。

この先において、直面する人口減少に伴って、給水収益の減少、水道管の老朽化、経営

面での大きな課題を美馬市としてはどう捉え、今後は総合的に見て、どの段階で投資を行

うかといったような計画性などを含めた事業計画について教えていただけたらと思います。

３件目は、今回は取り組みの中で、要旨として、安全性ということでご答弁をいただく

ようにしていたので仕方ないのですが、通告してから感じたことは、食に関する取り組み

といえば、教育、環境、健康、農業、観光など、様々な分野にまたがっています。美馬市

では、これについては、自信または自慢できるといった食から展開する取り組みを示して

いただけたらと思いました。

もちろん、生産から消費までの安全性、子どもの学校給食における安全面は、市民の健

康や安心につながるものだとは思います。そのことが基本にあって、食は生きていく上で

必要不可欠なものであり、食に関する正しい知識、食を選択する力を習得すること、食を

通して地域の文化や食文化を知ることは重要で、様々な課題を解決するために市民一人ひ

とりが考え、自らの手で実行することが必要であると思っています。

食ひとつを取っても、まちづくりにつながる取り組みはいろいろあると思います。例え

ば、私は議員になって様々な会において食事をする機会が増えました。その際に、帰る際

に残っている料理の多いことにいつも心苦しく、残さないようについつい食べ過ぎてしま

うのですが、最近は太り過ぎるので持ち帰るなどして健康には気をつけなければと思って

います。宴会の開始後、終了前１５分は、自席でおいしく料理をいただくといった食品ロ

ス削減につながる取り組みなど、美馬市は推進する町であるとか、ヴォルティスコンディ

ショニングプログラムのＰＲの中で、よく市長がおっしゃっている「美と健康のまち美馬

市」、この美学の中に、是非食を加えていただき、おいしい食を推進するなど、「美味し

い」という漢字は美しい味と書きます。食イコール健康にもつながります。

行政だけでなく、市民も一緒に美馬市全体で食について、生きていく上での基本である

こととその重要性を認識、共有すること、また課題解決につながるよう幅広い視野を持っ

て施策を行うことで市政の発展にもつながるのではないかと思っています。

美馬市の学校給食においては、県下一おいしい給食を目指しているとのことですが、美

馬市に来れば安全でおいしい食がある、世界農業遺産に関連する伝統食など生産から販売

まで市民とともに食育を通してのまちづくりを推進していただきたいと思います。

食を通して、観光客の増加、もしかしたら移住してくる方の増加にもつながるかもしれ

ません。美馬市全体で各種施策においてつながりを持ち、今朝程も原議員がおっしゃって

いましたが、今年の流行語大賞「ワンチーム」で連携を図っていただけたらと思います。

以上、今回は偶然、衣食住に関連する質問になりました。衣は社会への参加をする、社

会への参加を意味すると言われています。公共交通は、社会とのつながりを持つことにお

いての移動手段の一つであることから、住については居住において重要な水回りというこ

とで、食と同様に大切ではないかと思います。何事も基本が大事とよく聞きます。生活の
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基本を漢字であらわしたもの、衣住食の順になりましたが、現状の取り組みをお聞きする

ことにより、また市民の方々と一緒に考え、専門的な知識や研究などに基づき、快適なま

ちづくりにつながるような話し合いができる機会のきっかけになればと質問させていただ

きました。

最後に、先日、美馬市と災害協定を結んでいる高森町の議員の方々が視察においでてい

ただいた際の交流会の席で、高森町町長と総務課長さん、私と同じ議席番号１番の議員の

方とお話をさせていただいたのですが、お三人ともが、これからは人づくりということを

口々におっしゃっていました。高齢化、少子化、災害対策についてはどこも同じで、人口

をどうすれば増やせるかといった考えばかりに固執せず、地元の人材づくりであるとか、

ここに行かなければ手に入らないもの、地域の特性を生かすことに加え、広域での人と人

とのつながり、持続可能なまちづくりにつながるという施策の取り組みに対してのはっき

りとした共通の意識を持って話されていました。

できれば、市長にも、美馬市のまちづくりを食を通してはどういった方向性でお考えな

のかお答えいただき、再々問はせず、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。

◎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）

１番、水沙起会、田中みさき議員からの再問のうち、私からは食に関する取り組みにつ

いてお答えをいたします。

議員ご指摘のとおり、食は人が生きていく上で、必要不可欠なものであると同時に、文

化を形成し、人生を豊かにする力、また地域ごとに個性があり、人を引きつける力がござ

います。

食は、美や健康の礎であり、美馬市に来れば、そして美馬市に住めば、健康で美しくな

れる、正に、「『美と健康』のまちづくり」に通ずるものでございます。

先程、担当部長から、生産、消費、そして学校給食について答弁をさせていただきまし

たが、美馬市の豊かな風土が生み出す安全でおいしい食を通じて、美しい未来、ビューテ

ィフル・フューチャーの創生、すなわち「美来創生のまち美馬市～一歩先の確かな未来へ

～」の実現に向け、各種施策を進め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）

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）
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私からは、高齢化対策について、今後の地域公共交通のあり方の見通し、方向性は、に

ついてお答えをいたします。

地域公共交通に求められる役割につきましては、高齢化や人口減少の影響もあり、議員

ご指摘のとおり、年々重要度を増してきていると認識をしております。

そこで、先程も申し上げましたが、本年度策定を予定しております美馬市地域公共交通

網形成計画では、市内を効果的に結ぶ公共交通ネットワークの維持・確保や、利便性の向

上から利用促進を図り、それを定着させることを柱に、具体的な施策を盛り込むこととし

て、検討を重ねているところでございます。

高齢化の進む本市にとりまして、地域公共交通は正に生活を維持するのに必要不可欠な

施策でございます。このことから、様々な利用者ニーズに対応できるよう、財源の確保と

併せて、バリアフリー車両導入等による高齢者向けサービスの向上、持続可能な公共交通

体系の確立に向け、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

◎水道部長（藤田英雄君）

議長、水道部長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田水道部長。

［水道部長 藤田英雄君 登壇］

◎水道部長（藤田英雄君）

私からは、今後の事業計画についての再問にお答えをさせていただきます。

議員ご指摘のとおり、水道事業経営戦略による収支的収支の予測においては、令和７年

度から経常損益が赤字になる見込みとなっております。

水道事業は、日常生活及び経済活動においても欠かすことのできない重要な社会基盤で

あり、安全で良質な水を安定的に供給することが求められております。

また、その経営に当たっては、常に企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福

祉を増進しながら、独立採算性により運営することとされ、その運営費は使用料金などに

より賄うものとされております。

この原則に基づき、今後も運営を行ってまいります。

水道施設の整備につきましては、平成２３年度に策定しました水道ビジョン及び耐震化

計画に基づいて事業を進めております。

これらの計画は、令和４年度で終了することとなっておりますので、新たな計画を策定

することが必要となっております。

策定時においては、将来の経営状況をしっかりと見据え、健全な経営が行える内容とす

る必要があります。

このため、人口や利用状況など関連指標を分析しつつ、施設規模の適正化や性能の合理

化について慎重に検討してまいります。

今後の水道経営においても、厳しい状況が予測されますが、経常的な費用の抑制、漏水

調査を計画的に実施することにより、有収率の向上を図り、効率的な運営や業務の民間委

託などを検討してまいります。
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引き続き、なお一層の経費の削減を図るとともに、施設の耐震化、老朽化に対しまして

は、有利な財源を確保するためにも、国庫補助などを最大限活用し、健全な経営に努めて

まいります。

◎議長（川西 仁議員）

以上をもちまして、通告によります一般質問が終わりました。

これをもって一般質問を終結させていただきます。

ここで、資料配付のため、暫時小休をいたします。

小休 午後３時３６分

再開 午後３時３７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までの１５件を一括して日程に追加をし、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、議案第３１号から議案第４５号までの１５件を一括して日程に追加し、追加日

程第１として議題とすることに決定をいたしました。

追加日程第１、議案第３１号から議案第４５号までの１５件を一括し、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、質疑を終結させていただきます。

ただいま議題となっております議案第３１号から議案第４５号までの１５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、各常任委員会等

に付託をいたしたいと思います。

また、陳情等３件につきましては、所管の委員会に送付をいたしましたので、ご報告さ

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、休会についてお諮りをいたします。明日５日から１６日までの１２日間におきま

して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）



－８５－

異議なしと認めます。

よって、明日５日から１６日までの１２日間は休会とすることと決しました。

なお、９日の産業常任委員会、１０日の福祉文教常任委員会、１１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いたします。

次回は１７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。よろしくお願いをしたいと思います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午後３時４０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１２月４日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 ７番

会議録署名議員 ８番

会議録署名議員 ９番


