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令和３年６月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和３年６月２２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４７号 美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

議案第４８号 美馬市国民健康保険条例の一部改正について

議案第４９号 美馬市基幹集落センター条例の廃止について

議案第５０号 令和３年度美馬市一般会計補正予算（第３号）

議案第５１号 令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５２号 令和３年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第５３号 物品購入契約の締結について

議案第５４号 物品購入契約の締結について

議案第５７号 工事請負契約の締結について

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

◎ 招集年月日 令和３年６月２２日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 田中みさき ２番 立道 美孝 ３番 藤野 克彦

４番 都築 正文 ５番 田中 義美 ６番 中川 重文

７番 林 茂 ８番 武田 喜善 ９番 郷司千亜紀

１０番 井川 英秋 １１番 西村 昌義 １２番 久保田哲生

１３番 片岡 栄一 １４番 原 政義 １５番 川西 仁

１６番 谷 明美 １７番 前田 良平 １８番 武田 保幸

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 長江 哲

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 伊内 公一

経済部長 藤田 伸次

建設部長 河野 功

美来創生局長 篠原 孝志

水道部長 西野 佳久

消防長 武田 浩二

保険福祉部理事 藤本 卓志

会計管理者 山田富久治

企画総務部秘書人事課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画財政課長 小倉 進

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 大泉 勝嗣
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 藤村 孝志

議会事務局次長 大島 康作

議会事務局次長補佐 宮内 聡美

◎ 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



－８０－

開議 午前１０時００分

◎議長（林 茂議員）

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。

それでは、本日の日程に入ります。

本日の議事日程は、ご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、１０番 井川英秋君、１１番 西村昌義君、１２番 久保田哲生君を指名い

たします。

次に、日程第２、議案第４７号、美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に

ついてから議案第４９号、美馬市基幹集落センター条例の廃止についてまでの条例案件３

件、議案第５０号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第３号）から議案第５２号、令

和３年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）までの予算案件３件、議案第５３号、物

品購入契約の締結について、議案第５４号、物品購入契約の締結について及び議案第５７

号、工事請負契約の締結についてのその他案件３件、合わせて９件を一括して議題といた

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。

開催順にお願いいたします。

初めに、産業常任委員会委員長、都築正文君。

◎４番（都築正文議員）

議長、４番。

◎議長（林 茂議員）

４番、都築正文君。

［４番 都築正文議員 登壇］

◎４番（都築正文議員）

おはようございます。少し不慣れなもんで、失礼します。

議長の許可をいただきましたので、産業常任委員会委員長報告を行います。

本委員会は、定例会において付託されました議案第４９号、美馬市基幹集落センター条

例の廃止についての条例案件１件、議案第５０号、令和３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５２号、令和３年度美馬市水道事業会計補正予算（第

１号）の予算案件２件の合計３件について審査のため、去る６月１５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、議案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４９号、美馬市基幹集落センター条例の廃止についてでは、委員から、
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「解体後の跡地利用とこれまでの使用方法は。また市内に類似の施設はどのぐらいあるの

か」との質疑がありました。理事者からは、「敷地内には基幹集落センターと診療所があ

り、今回解体するのは基幹集落センターの部分である。アスファルトを同時に撤去し、畑

の状態に戻す。残りの部分は、診療所の駐車場や進入路として使用する予定である。これ

までは地元の催物や行政の健康診断、老人会の総会や婦人会の活動の場として使ってきた

経過がある。また、同種類の施設としては、穴吹農村環境改善センターと穴吹林業総合セ

ンターがあり、その他、林業目的、農業目的等の施設があるが、いずれも地元に密着した

集会所として利用されている。加工施設を含めると３０弱の施設がある」との答弁があり

ました。

次に、議案第５０号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

土木費では、委員から、「防災・安全社会資本整備交付金事業工事請負費について、今回

６,２００万円余りを減額した理由は。また、減額したことにより、計画した工事が中止

になった箇所はないのか」との質疑がありました。理事者からは、「当初、国に対して１

億４,５００万円を要望していたが、内示率は５６.１％であった。本年度、工事は３７か

所を計画しており、１か所当たりの予算額を減額しながら継続をしていく」との答弁があ

りました。

更に、委員から、「今後はコロナの影響により予算カットされることが予想されるが、

計画した事業が滞らないようにどんどん要望してもらいたい」との意見を受けました。理

事者からは、「年々内示率は下がっているが、今後も国に対して要望していく」との答弁

がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（林 茂議員）

次に、福祉文教常任委員会委員長、郷司千亜紀君。

◎９番（郷司千亜紀議員）

はい、９番。

◎議長（林 茂議員）

９番、郷司千亜紀君。

［９番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎９番（郷司千亜紀議員）

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

告を申し上げます。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第４８号、美馬市国民健康保険条

例の一部改正についての条例案件１件、議案第５０号、令和３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５１号、令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についての予算案件２件、議案第５７号、工事請負契約の締結について

のその他案件１件の合計４件について審査のため、去る６月１６日に委員会を開催いたし
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ました。

出席の委員は、私を含め６名であります。

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

結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

また、当委員会に送付されておりました陳情等１件につきましては、審査の結果、全議

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

いをいたします。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第４８号、美馬市国民健康保険条例の一部改正についてでは、委員から、

「改正する附則第５項の概要は。また、改正により条例の規定事項に影響は生じないの

か」との質疑がございました。理事者からは、「当該条例の附則第５項は、給与等の支払

いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染などにより、労務に服するこ

とができなくなった場合に傷病手当金を支給するという規定である。このたびの改正は、

『新型コロナウイルス感染症』の定義を現行では法律を引用していたところ、改正後は同

じ内容を文章で書き表すというもので、定めている内容自体に変更はない」との答弁がご

ざいました。

続いて、議案第５０号、令和３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、委員から、「ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金事業につい

て、対象児童数の算出方法は。また当該給付金は低所得の子育て世帯に対し、給付すると

のことだが、年収等の要件はあるのか」との質疑がございました。理事者からは、「対象

児童数については、令和２年２月末時点の支給対象児童数を元に国が算出したものである。

また給付を受けるに当たっての年収等の対象要件は、令和３年度分の住民税均等割りが非

課税である者としている」との答弁がございました。

続いて、議案第５７号、工事請負契約の締結についてでは、委員から、「うだつアリー

ナの大規模改修工事について、どのような改修工事になるのか。また、うだつアリーナの

施設を市としてどのように位置づけ、活用していく考えなのか」との質疑がございました。

理事者からは、「改修工事の内容は大きく３点あって、１点目は外壁のクラックの補修な

どの外壁改修、２点目は劣化した屋上のシート防水を張り替える防水改修、３点目は体育

館の床材の張り替えや照明器具のＬＥＤ化などの内装改修である。また、当該施設は市民

の体育振興のほか、イベント開催における会場の一つとして、今後も市民の皆様に活用し

ていただく施設と考えている」との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

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（林 茂議員）

次に、総務常任委員会委員長、武田喜善君。

◎８番（武田喜善議員）

８番。
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◎議長（林 茂議員）

８番、武田喜善君。

［８番 武田喜善議員 登壇］

◎８番（武田喜善議員）

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４７号、美馬市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正についての条例案件１件、議案第５０号、令和３年度美馬市

一般会計補正予算（第３号）のうち所管分の予算案件１件、議案第５３号、物品購入契約

の締結について及び議案第５４号、物品購入契約の締結についてのその他案件２件、以上

４議案について、審査のため、去る６月１７日に委員会を開催しました。

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、慎重なる審査の結果、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

それでは、質疑の内容について、その一部を報告いたします。

まず、議案第４７号、美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてでは、

委員から、「市職員においてどのような職員が新型コロナウイルス感染症に対応する特殊

勤務手当に該当するのか」との質疑がありました。理事者からは、「昨年２月から木屋平

診療所でＰＣＲ検査を受けた者に対して措置を行った医師、看護師延べ２８人に１１万２,

０００円、救急搬送に対応した消防職員延べ１７人に６万８,０００円を支給している」

との答弁がありました。

続いて、議案第５０号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第３号）のうち所管分中、

委員から、「ＷＩＴＨ・コロナ事前避難促進事業補助金の詳しい内容は」との質疑があり

ました。理事者からは、「大雨・台風により警戒レベル３ 高齢者等避難以上が発表され

た場合に、市内の土砂災害警戒区域又は洪水浸水想定区域に居住する要配慮者、その者を

介助する者が対象である。補助対象期間は５月から１１月末まで、県内１１７の対象施設

に宿泊避難した者に、１人当たり上限５,０００円を支給する」との答弁がありました。

次に、委員から、「少年少女消防クラブの概要は」と質疑がありました。理事者からは、

「管内４小学校から男子１３人、女子１６人の計２９人が入隊している。募集については、

小学３年生が社会科の授業で消防署を社会見学する際や毎年度各小学校へ募集案内をして

いる。活動期間は１年間で継続も可能である。訓練内容は、規律訓練、消火訓練、地震体

験、炊き出し訓練、視察研修等を行っている」との答弁がありました。

次に、委員から、「一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬業務を民間委託した場合の財政負

担の削減効果について」の質疑がありました。理事者からは、「現在のごみ処理全体の経

費は４億６,４００万円。令和１０年度には令和３年度と比べて職員数が１２名減少する

ことにより、委託したほうが安価になる。ごみ収集に使用しているパッカー車についても

一般競争入札で売却する。なお、令和１０年度以降、可燃ごみ以外の収集業務についても

民間委託する予定である」との答弁がありました。

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



－８４－

書を提出いたしました。

以上で、総務常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（林 茂議員）

以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。

これより、ただいまの各委員長報告に対する質疑に入ります。

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

る質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。

ただいまのところ、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終結いたし

ます。

これより、採決いたします。

まず、議案第４７号、美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてから

議案第４９号、美馬市基幹集落センター条例の廃止についてまでの３件を一括して、採決

いたします。

議案第４７号から議案第４９号までの３件については、各委員長報告はいずれも原案可

決であります。

お諮りいたします。議案第４７号から議案第４９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（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第４７号から議案第４９号までの３件については、

原案のとおり可決されました。

次に、議案第５０号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第３号）から議案第５２号、

令和３年度美馬市水道事業会計補正予算（第１号）までの３件を一括して、採決いたしま

す。

議案第５０号から議案第５２号までの３件については、各委員長報告はいずれも原案可

決であります。

お諮りいたします。議案第５０号から議案第５２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（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第５０号から議案第５２号までの３件については、

原案のとおり可決されました。

次に、議案第５３号、物品購入契約の締結について、議案第５４号、物品購入契約の締

結について及び議案第５７号、工事請負契約の締結についての３件を一括して、採決いた

します。

議案第５３号、議案第５４号及び議案第５７号の３件については、各委員長報告はいず

れも原案可決であります。
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お諮りいたします。議案第５３号、議案第５４号及び議案第５７号の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（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第５３号、議案第５４号及び議案第５７号の３件に

ついては、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。

ご配付をいたしておりますとおり、閉会中の継続調査については、申出書が提出されて

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（林 茂議員）

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

れ閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。

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（林 茂議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

令和３年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせてい

ただきます。

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

賜り、提案をいたしました議案につきましては、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。

まず初めに、新型コロナウイルス感染症についてであります。

感染症の拡大により６月２０日までが期限とされておりました緊急事態宣言は、新規感

染者数の減少などにより発令がされておりましたが、沖縄県を除く都道府県において解除

をされ、一部の都道府県においてはまん延防止等重点措置に切り替わっておりまして、県

内におきましても感染者数が減少傾向となっているところであります。

こうした中、本市のワクチン接種につきましては、昨日時点で６５歳以上の高齢者の約

９０％の方が予約をしていただいている状況であります。このうち１回目の接種を済まさ

れている方は約７０％となっておりまして、接種を希望される高齢者の方につきましては
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７月末までに２回の接種を完了できる見込みとなっております。

こうしたことから、市といたしましては、６０歳から６４歳の方、基礎疾患をお持ちの

方で接種券の送付を申請いただいている方、更には高齢者施設などで従事されている方へ

の接種を７月中旬以降開始する方向で、現在、関係する医療機関と調整を進めております。

対象となる皆様には、接種券を順次送付いたしますので、同封する案内文書で予約の方法

や開始日などについてご確認をいただきますよう、お願いをいたします。

また、本市では、子どもたちと接する認定こども園や保育所、幼稚園、小・中学校など

で勤務する職員についても、できるだけ早期に接種を開始したいと考えております。

なお、６４歳以下の皆様の接種につきましては、お仕事をお持ちの方も多いことから、

個別接種と並行し、集団接種を休日に実施することについても検討を行っております。

また、このワクチン接種におきましては、早期に、より多くの方に接種することが求め

られている中、市内医療機関の皆様には、資材や人材を投入し、また接種体制を工夫して、

市が進める安全かつ確実な接種にご協力をいただいております。このことに対しまして、

市といたしましては、このたび、協力金の交付という形で医療機関の支援を実施すること

にいたしました。個別接種、集団接種などのご協力に対し、協力金を交付し、円滑で速や

かなワクチン接種の更なる推進を図ってまいります。

次に、５月２４日、本市と美馬農業協同組合との間で締結をいたしました災害時におけ

る生活必需物資の調達に関する協定についてであります。

本市における災害時の備蓄物資につきましては、計画的に購入はしているものの、備蓄

ができる十分な場所の確保が課題があることから、現在、脇町小星地区の移住交流促進拠

点に集積機能を持つ防災倉庫の整備を進めております。しかしながら、想定をはるかに上

回る災害が発生をした場合、全国から集まる支援物資の到着や配給には数日間を要するこ

とが想定をされ、その間、市内の事業所などにご協力をいただき、物資を確保する必要が

あります。こうした中、このたび、美馬農業協同組合から、米１万４,０００キロなどを

無償で提供いただけることとなり、災害時の備蓄物資の更なる充実が図れることとなりま

した。

今後におきましても、美馬農業協同組合を始め、関係団体との連携を密にし、本市の安

全・安心のまちづくりの実現につなげてまいります。

結びとなりますが、例年より早い梅雨入りをしたものの、夏日と梅雨空を繰り返す日が

続いております。議員各位におかれましては、健康には十分留意をいただきまして、市勢

発展のため、ますますご活躍をされますようご祈念を申し上げまして、閉会のご挨拶とさ

せていただきます。大変ありがとうございました。

◎議長（林 茂議員）

ありがとうございました。

令和３年６月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、去る６月１日の開会以来、本日までの２２日間にわたり、

終始ご熱心に審議を賜り、全ての案件を議了いただきましたこと、厚く御礼を申し上げま

す。
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また、市長を始め、理事者各位におかれましては、審査過程において議員各位からの表

明されました意見や要望を今後の市政運営に十分に反映されますよう、お願いをいたしま

すものであります。また閉会中におきましても、新型コロナウイルス感染症対策について

など、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

すのご活躍を賜りますようご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。

これをもちまして、令和３年６月美馬市議会定例会を閉会といたします。ご苦労さまで

した。

閉会 午前１０時２９分
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