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令和元年１２月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和元年１２月１７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 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

日程第 ３ 閉会中の継続調査について
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令和元年１２月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 令和元年１２月１７日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 議 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 谷 明美 １７番 前田 良平 １８番 武田 保幸

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 七條 浩一

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 中川 貴志

経済建設部長 河野 功

水道部長 藤田 英雄

美来創生局長 前川 正弘

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 小野 洋介

木屋平総合支所長 佐古 真澄

会計管理者 山田富久治

企画総務部秘書課長 渡邊 晴樹

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。

１０番 井川 英秋 議員

１１番 西村 昌義 議員

１２番 久保田哲生 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（川西 仁議員）

おはようございます。

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

を開きます。

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

をいたします。

それでは、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則

第８８条の規定により、１０番 井川英秋議員、１１番 西村昌義議員、１２番 久保田

哲生議員を指名させていただきます。

次に、日程第２、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、議題

といたします。

この件につきましては、所管の常任委員会に付託しておりましたので、各委員長の報告

を求めます。

開催順にお願いをいたします。

まず初めに、産業常任委員会委員長、原政義議員。

◎１４番（原 政義議員）

議長、１４番。

◎議長（川西 仁議員）

１４番、原政義議員。

［１４番 原 政義議員 登壇］

◎１４番（原 政義議員）

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

ご報告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第３６号、令和元年度美馬市一般

会計補正予算（第３号）のうち所管分、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）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）の予算案件３件、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その他案件３件、合計６件について審査のため、去

る１２月９日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

農林水産業費では、委員から「農山漁村未来創造事業のアグリサポート美馬によるＩｏＴ
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技術を活用した農業用機械等の導入について、機械の種類は。また、導入による効果は」

との質疑がありました。理事者からは、「実施主体の株式会社アグリサポート美馬が、３

０年度データで耕作面積約４２.５ヘクタール、約４００筆の農地を管理している。本事

業では、自動走行ロボットのトラクター、直進アシスト機能つき田植機及び農薬散布用ド

ローンを購入する予定であるが、これらの機械を導入することにより、水稲作付面積は令

和３年度の目標数値として現在の約２倍、約５０ヘクタールの栽培を行う計画で、市及び

県は承認をしている」との答弁がありました。

同じく商工費で、委員から「光デジタルアート作品制作委託料及び投影用備品購入費に

ついて、その内容は」との質疑がありました。理事者からは、「本事業は地域交流センタ

ーミライズのエレベーター棟の側面にデジタルアート作品及び市の観光ＰＲ動画を高性能

のプロジェクターで投影し、夜間のにぎわいを作る事業である。内容については、ＣＧ技

術を用い、地域の観光素材をモチーフとする四季の移り変わりを映像化するため、県内の

クリエイターに業務委託し、１０分程度の作品を四つ程作成する予定である。夜間、午後

７時から８時の時間帯に映像を投影し、市民の皆様に楽しんでいただきたい」との答弁が

ありました。

更に、一の森ヒュッテ事業特別会計繰出金で、特別会計に赤字補塡をしているが、施設

運営に係る今後の対策と方針は」との質疑がありました。理事者からは、「一の森ヒュッ

テの利用者は年間約２００人程であるが、施設は剣山から約１時間程の特別な地域に立地

し、毎年楽しみに利用していただく方もあり、景観などもすばらしい施設である。今年度、

台風等の影響で見込みより収入が少なくなったが、今後も経費をできるだけ抑えながら、

持続可能な施設運営ができるよう努めてまいりたい」との答弁がありました。

続いて、議案題４３号、財産の交換についてでは、委員から「市が所有し、交換する土

地は。また、土地評価額の根拠は」との質疑がありました。理事者からは、「交換する土

地は林業総合センター敷地内の一番東側、現在、美馬森林組合の倉庫が建っているところ

からその倉庫の幅で国道までの長さの面積である。土地鑑定の評価方法については、不動

産鑑定士の鑑定結果により算出をしている」との答弁がありました。

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

出書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀議員。

◎９番（郷司千亜紀議員）

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

告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第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の条例に関する議案１件、

議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分、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）及び議案第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）の予算に関する議案３件、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

についての決算認定に関する議案１件の合計５件について、審査のため、去る１２月１０

日に委員会を開催いたしました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決及び認定すべきものと決定いたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第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、委員から「条例を改正することに至った経緯は」との質疑があり

ました。理事者からは、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適性化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の制定により、成年被後見人及び被保佐人であることを理

由に不当に差別されないように成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する

欠格条項の規定等を設けている各制度について、各制度ごとに必要な能力の有無を個別

的・実質的に判断するよう適性化が図られました。これにより児童福祉法においても欠格

条項の規定が削除されたため児童福祉法を引用しているこの条例において、このたび改正

する必要が生じた」との答弁がございました。

続いて、議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

民生費では、「障害福祉サービス給付費が増額補正として計上され、扶助費が増加傾向に

あるとのことだが、その詳細は」との質疑がございました。理事者からは、「障害福祉サ

ービス給付費において、半年間の実績額から１年間にかかるであろう決算見込み額を算出

したところ、就労継続支援Ｂ型事業について予算不足が生じる見込みとなる。これは施設

から退所して在宅においての就労支援事業を受ける方などが昨年に比べ、延べ９５人増加

する見込みとなるためである」との答弁がございました。

続いて、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

ついて、委員から「国民健康保険高齢者保健福祉支援センター指定管理料について、生活

支援ハウスであるおちあい荘の利用者が増加しているとのことだが、その経緯は」との質

疑がございました。理事者からは、「生活支援ハウスは市内に住むひとり暮らしの方又は

高齢者のみの世帯の方で、生活に不安を感じている方が入居する施設である。近年、その

ような市民の方が増えてきており、またサービスつき高齢者住宅などほかの施設もあるが

費用面での問題もあるため、増加傾向にあると考える」と答弁がございました。

また、当委員会は調査未了の事件について、閉会中の継続調査を決定し、議長まで申出
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書を提出いたしました。

以上で、福祉文教常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

次に、総務常任委員会委員長、谷明美議員。

◎１６番（谷 明美議員）

議長、１６番。

◎議長（川西 仁議員）

１６番、谷明美議員。

［１６番 谷 明美議員 登壇］

◎１６番（谷 明美議員）

議長のご指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果を報告いたします。

本委員会は、今期定例会において付託されました、議案第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

いてまでの条例案件４件、議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）

のうち所管分及び議案第４０号、令和元年度美馬市下水道事業会計補正予算（第２号）の

予算案件２件、合計６件についての審査のため、去る１２月１１日に委員会を開催いたし

ました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

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

付し、今後の参考としていただくこととたしました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第３１号、美馬市行政組織条例の一部改正についてでは、委員から「古宮出

張所の位置が古宮生活改善センターに移転とあるが、出張所での人員とその業務はどのよ

うな内容であるか」との質疑がありました。理事者からは、「臨時職員２名を配置してお

り、常時１名体制で交互に勤務している。業務内容は、施設の維持管理と行政への各種書

類の取り扱い、また日本郵便から業務委託を受け、簡易郵便業務を行うなど、地域にとっ

て身近な窓口として利用されている。簡易郵便局の業務としては、郵便業務と金融業務、

保険業務があり、平成３０年度は１７６件の利用があり、特に年金支給日などには利用が

多い」との答弁がありました。

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は、委員から「条例の改正内容について分限

の意味も広範囲であるが、どのような内容であるか」との質疑がありました。理事者から

は、「成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の交付に伴い、地方公務員法が改正され、成年被後見人等を資格、職種、業務

等から一律に排除する欠格条項の規定などを設けている各制度について、必要な能力の有



－９４－

無を個別的・実質的に判断するよう適性化が図られた。これにより本市の職員採用におい

ても、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に選考を受けることができないなど、

不当な差別のないようにするため、成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う各号の繰

り上げに対応するものである」との答弁がありました。

続いて、議案第３６号、令和元年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

ふるさと振興費の工事請負費では、委員から「郡里地域活動センターエレベーター整備工

事請負費について、工事の工期はいつまでか。また、センター本体の改修工事と別々にな

っているがその関連は」との質疑がありました。理事者からは、「エレベーター工事につ

いては、来年１月中に契約し、工期は９月末と考えている。センター本体の改修工事とエ

レベーター設備工事を分離したのは、当初一体工事としていたが、実施設計後に国の補助

要件を満たさないことが判明したため、ほかの改修工事に係る拠点整備交付金を受けるこ

とができるようにするため、エレベーター整備工事を分けた。センター本体の改修工事は

今年度３月末に完了する予定であり、エレベーター整備工事が９月末に終われば、全館共

有できることとなる」との答弁がありました。

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

出書を提出いたしました。

以上で、総務常任委員長の報告を終わります。

◎議長（川西 仁議員）

ありがとうございました。

以上で、各常任委員会委員長の報告が終わりました。

これより、ただいまの各委員長報告に対します質疑に入ります。

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

します質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。

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

論を終結させていただきます。

これより、採決をいたします。

まず、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４１号、令

和元年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）までの１１件について一括採決を行いま

す。

議案第３１号から議案第４１号までの１１件につきましては、各委員長報告はいずれも

原案可決でございます。

お諮りいたします。議案第３１号から議案第４１号までの１１件につきましては、各委

員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第３１号から議案第４１号までの１１件につきまし

ては、原案のとおり可決されました。



－９５－

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いてについて採決を行います。

議案第４２号について、委員長報告につきましては、原案認定であります。

お諮りいたします。議案第４２号は、委員長報告のとおり認定することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第４２号は、原案のとおり認定することと決しまし

た。

次に、議案第４３号、財産の交換についてから、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３件について一括採決を行います。

議案第４３号から議案第４５号までの３件につきましては、委員長報告はいずれも原案

可決でございました。

お諮りいたします。議案第４３号から議案第４５号までの３件については、各委員長報

告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

異議なしと認めます。よって、議案第４３号から議案第４５号までの３件につきまして

は、原案のとおり可決されました。

次に、日程第３、閉会中の継続調査についてを議題といたします。

お手元にご配付しておりますとおり、閉会中の継続調査について、申出書が提出をされ

ております。

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

の継続調査に付することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（川西 仁議員）

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

れぞれの閉会中の継続調査に付することに決することにいたします。

以上をもちまして、本定例会に付議をされました事件につきましては全て議了をいたし

ました。

閉会に当たり、市長よりご挨拶をいただきます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（川西 仁議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

令和元年１２月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせて
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いただきます。

本定例会も本日最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、市政各般にわたり、

終始熱心にご審議を賜り、提案をいたしました議案につきましては、全て原案のとおりご

可決をいただき、厚くお礼を申し上げます。

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

ては、十分に検討いたしまして、今後の市政運営に反映をさせてまいります。

最初に、大塚製薬株式会社 徳島美馬工場についてであります。

先月２７日、大塚製薬株式会社の県内５カ所目となる徳島美馬工場の竣工式が、大塚製

薬グループ各社など関係各位が出席される中で盛大に挙行をされました。

徳島美馬工場は、鉄筋コンクリート６階建て、延べ１万９,９１５平方メートルの建物

で、医療用医薬品を製造すると伺っております。来年９月に操業開始を予定されておりま

す。

本市といたしましては、これに先立ちまして、来春、大塚製薬株式会社との連携イベン

トの開催を予定しておりまして、多くの市民の皆様方に参加していただけるイベントにし

てまいります。

今後とも、同社との協業により、本市はもとより県西部地域の活性化や発展につなげて

まいりたいと考えております。

次に、消防団によります支障木等の伐採・撤去についてであります。

この取り組みは、昨年度から美馬地区の分団員の皆様にもご協力をいただき、年２回、

国道・県道を含め、基幹的な市道の支障木等の伐採・撤去を実施しております。本年度の

１回目は、先月２４日に実施され、１５分団、２３３名の団員の皆様方に参加をいただき

ました。改めまして、作業に当たっていただきました皆様方に、心からの敬意と感謝を申

し上げる次第でございます。

今後におきましても、このような活動とともに、市としての防災・減災対策、災害に強

いまちづくりを進めてまいります。

次に、「美馬の子どもたちへ『本物の音楽』を」プロジェクト事業についてであります。

この事業は、明日と明後日の２日間、ミライズの市民ホールにおいて実施するものでご

ざいまして、本年度は、４歳以上の園児と小学校３年生までの児童を対象といたしまして、

ズーラシアン・ブラスによる音楽の絵本と題されたコンサート事業を行います。本格的な

音楽ホールでのクラシック音楽の鑑賞は、子どもたちや学校関係者から大好評を得ており

まして、こうした貴重な体験が、未来を担う子どもたちの豊かな心を育むとともに我がふ

るさと美馬市での輝く思い出となることを大いに期待をいたしております。

結びとなりますが、今年も残すところ、あとわずかとなってまいりました。来るべき新

しい年が、議員各位並びに市民の皆様方にとりまして、健やかで希望に満ちた輝かしい年

でありますことを心からご祈念を申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

◎議長（川西 仁議員）

令和元年１２月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただき
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ます。

議員各位におかれましては、去る１１月２６日の開会以来、本日の２２日間にわたりま

して、終始ご熱心にご審議を賜りましたこと、心より御礼を申し上げる次第でございます。

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

表明をされました意見や要望につきまして、今後の市政に十分に反映させていただきます

よう、節にお願いを申するところでございます。また、閉会中におかれましても、各委員

会の継続調査が予定をされております。皆様方には市政発展のために、ますますご活躍を

賜りますよう、ご祈念を申し上げまして、閉会とさせていただきます。

これをもちまして、令和元年１２月美馬市議会定例会を閉会とさせていただきます。

閉会 午前１０時３１分
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令和元年１２月１７日
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