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令和３年１２月美馬市議会定例会議事日程（第４号）

令和３年１２月２１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７１号 美馬市地域共生交流施設条例の制定について

議案第７２号 美馬市テレワーク促進施設条例の制定について

議案第７３号 美馬市脇町高齢者生活福祉センター条例の制定について

議案第７４号 美馬市国民健康保険条例の一部改正について

議案第７５号 令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）

議案第７６号 令和３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７７号 令和３年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第７８号 令和３年度美馬市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

議案第７９号 工事請負契約の変更について

議案第８０号 工事請負契約の変更について

議案第８１号 市道路線の変更について

議案第８２号 美馬市脇町西部デイサービスセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第８３号 美馬市美馬デイサービスセンター等の指定管理者の指定につ

いて

議案第８４号 美馬市シカ肉等処理加工施設の指定管理者の指定について

議案第８５号 重清北交流促進簡易宿泊施設の指定管理者の指定について

議案第８６号 木屋平特産物販売センターの指定管理者の指定期間の変更に

ついて

日程第 ３ 議案第８８号 令和３年度美馬市一般会計補正予算（第９号）

日程第 ４ 報告第１１号 市長専決処分の報告について

日程第 ５ 閉会中の継続調査について
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令和３年１２月美馬市議会定例会会議録（第４号）

◎ 招集年月日 令和３年１２月２１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。

１５番 川西 仁 議員

１６番 谷 明美 議員

１７番 前田 良平 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（林 茂議員）

改めまして、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。

まず、諸般の報告を行います。

市長より、議案第８８号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第９号）及び報告第１

１号、市長専決処分の報告についてが提出されております。後程、提案理由の説明をいた

だくこととしておりますので、ご報告をいたしておきます。

以上で諸般の報告を終わります。

これより、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、１５番 川西仁君、１６番 谷明美君、１７番 前田良平君を指名いたしま

す。

次に、日程第２、議案第７１号、美馬市地域共生交流施設条例の制定についてから議案

第８６号、木屋平特産物販売センターの指定管理者の指定期間の変更についてまでの１６

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すので、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。

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。

◎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。

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７２号、美馬市テレワーク促進

施設条例の制定についての条例案件１件、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正

予算（第７号）のうち所管分及び議案第７８号、令和３年度美馬市簡易水道事業会計補正

予算（第１号）の予算案件２件、議案第８１号、市道路線の変更について及び議案第８４

号、美馬市シカ肉等処理加工施設の指定管理者の指定についてから議案第８６号、木屋平

特産物販売センターの指定管理者の指定期間の変更についてまでのその他案件４件の合計

７件について審査のため、去る１２月１３日に委員会を開催いたしました。
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出席の委員は、私を含め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る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７２号、美馬市テレワーク促進施設条例の制定についてでは、理事者から

の同施設はコワーキングスペース、レンタルオフィス、防音ルーム、ミーティングルーム

の４施設をもって構成するとの説明を受けました。委員からは、「それぞれの施設はどの

ようなものであり、現在、どのような業種の方から問合せがあるのか」との質問がありま

した。理事者からは、「コワーキングスペースの『コ』にはコミュニティーという意味が

あり、コミュニティーを伴うワークスペースとして使用されるものである。別々の企業の

皆さんが、パソコン一つでそこにやって来て、すぐ近くに居ながらそれぞれの空間の中で

働ける場所という意味で開設をする予定である。レンタルオフィスについては、オフィス

がどうしても必要な場合、契約によって貸出しをする事務所として開設する予定である。

防音ルームについては、Ｚｏｏｍ会議やオンライン会議に対応するよう外部の音をできる

だけシャットダウンできるようなオンライン会議のスペースである。ミーティングルーム

については、レンタルオフィスの皆様を対象と想定しており、１０人から１５人程度の会

議ができるスペースを設ける予定である。また、業種については現在、２社からお問合せ

いただいており、そのうちの１社は人材派遣や人材育成を行う会社で、四国内あるいは西

日本を拠点とした事業を拡大するためにレンタルオフィスを利用したいという希望をいた

だいている。もう１社についても人材育成・研修を行う業種である」との答弁がありまし

た。

更に、委員からの「使用の許可や原状回復の義務などの規定について、いろいろな問題

が生じる恐れがあるので、中身を十分に検討してほしい」との意見に対し、理事者からは、

「他市の事例や状況にも鑑みながら、十分に検討をしてまいります」との答弁がありまし

た。

次に、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分中、

観光施設管理費では、委員から、「指定管理者への減収分の補塡対象の内容は」との質疑

がありました。理事者からは、「一部宿泊施設は対象期間が異なるが、本年５月１日から

５月５日までの期間に得られるはずであった売上げと令和元年度の同期間の売上げ、支出

を勘案して、減収分を補塡している。なお、コロナウイルスの交付金等の補助金はその補

塡分から差し引いている」との答弁がありました。

同じく、林業振興費では、委員から、「有害鳥獣、被害状況とその理由は」との質疑が

ありました。理事者からは、「イノシシ、シカ、サルを合わせて令和元年度は１,７５１頭、

昨年度は１,９０９頭、本年度は１１月末現在で２,００８頭を捕獲しており、例年１００

頭ずつ増えている状況である。中でもシカは繁殖数が非常に高く、近年は木屋平地区で増
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加しており、平成３０年度の美馬市全体の捕獲数が９００頭余りであるのに対し、昨年度

は６６２頭、本年度は既に約６００頭を木屋平地区で捕獲している。今後においてもでき

る限り被害を抑えるため、侵入防止対策と駆除を両輪のごとくしっかりと取り組んでいき

たい」との答弁がありました。

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

書を提出いたしました。

以上で、産業常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（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７３号、美馬市脇町高齢者生活

福祉センター条例の制定について及び議案第７４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２件、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）

のうち所管分、議案第７６号、令和３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７７号、令和３年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）の予算案

件３件、議案第８０号、工事請負契約の変更について、議案第８２号、美馬市脇町西部デ

イサービスセンターの指定管理者の指定について及び議案第８３号、美馬市美馬デイサー

ビスセンター等の指定管理者の指定について、その他案件３件、以上の合計８件について

審査のため、去る１２月１４日に委員会を開催をいたしました。

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をいたしました。

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７３号、美馬市脇町高齢者生活福祉センター条例の制定についてについて、

委員から、「条例の制定を行う理由は。また条例を制定することによるメリットは」との

質疑がありました。理事者からは、「脇町地区にあるおちあい荘が、現在では高齢者生活

福祉センターと同様の事業を行っていることから、高齢者生活福祉センターとして設置し

ているほかの施設と同様に条例を制定するものである。条例制定により実態に即した位置

づけとするとともに、市の所管や会計などを統一することで、効率的・効果的な事務事業

の推進が図られるものと考える」との答弁がありました。

続いて、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分中、
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民生費児童福祉総務費について、委員から、「児童手当法の一部改正により、関係するシ

ステムの改修を行うとのことだが、どのように改修されるのか」との質疑がありました。

理事者からは、「法改正により、来年度から児童手当の受給手続で必要な現況届の提出が

不要となることから、関係する箇所等の改修を行うものである」との答弁がありました。

続いて、教育費について、委員から、「都市公園指定管理料が計上されているが、その

詳細は」との質疑がありました。理事者からは、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を防止するため、県からの休館要請に従い、本年５月に休館したうだつアリーナに関して、

利用料の減収に対して補塡するものである」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）

はい、８番。

◎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）

議長の指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果をご報告いたします。

本委員会は、今期定例会において付託されました議案第７１号、美馬市地域共生交流施

設条例の制定についての条例案件１件、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予

算（第７号）のうち所管分の予算案件１件、議案第７９号、工事請負契約の変更について

のその他案件１件、以上３議案について、審査のため、去る１２月１５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、その一部をご報告いたします。

まず、議案第７１号、美馬市地域共生交流施設条例の制定についてでは、委員から、

「施設はどのように利用できるのか」との質疑がありました。理事者からは、「多目的ホ

ールは様々な活動の場として、キッチンスペースは料理教室として、フリースペースは地

域の方などの交流の場として利用できる」との答弁がありました。

また、委員から、「４月のオープンに向けて何か事業を計画しているのか」との質疑が

ありました。理事者からは、「従来から実施しているヴォルティスコンディショニングプ

ログラムや四国大学のみま学講座、また株式会社マイナビが行うリーダ－農業経営者育成

講座など、にぎわい拠点事業を計画している」との答弁がありました。

続いて、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分中、
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公債費について、委員から、「可燃ごみ収集運搬車両の売却に至った経緯は」との質疑が

ありました。理事者からは、「一般競争入札による売却を検討していたが、収集運搬委託

事業者より車両を一括購入させていただくことで委託料を大幅に減額することができる旨

の提案があり、検討を重ねた結果、本市にとっても財政上の効果が大きいと判断し、美馬

環境整備組合が所有する収集車両７台を一括して売却することになった」との答弁があり

ました。

次に、議案第７９号、工事請負契約の変更についてでは、委員から、「地域共生交流施

設新築工事の契約金額が変更になった理由は」との質疑がありました。理事者からは、

「地域共生交流施設に災害時に対応できる非常用発電機を追加設置することになった」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、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を終わりました。

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、採決をいたします。

まず、議案第７１号、美馬市地域共生交流施設条例の制定についてから議案第７４号、

美馬市国民健康保険条例の一部改正についてまでの４件を一括し、採決いたします。

議案第７１号から議案第７４号までの４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７１号から議案第７４号までの４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７１号から議案第７４号までの４件については、

原案のとおり可決されました。

次に、議案第７５号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第７号）から議案第７８号、

令和３年度美馬市簡易水道事業会計補正予算（第１号）までの４件を一括し、採決いたし

ます。

議案第７５号から議案第７８号までの４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７５号から議案第７８号までの４件については、各委員長報
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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７５号から議案第７８号までの４件については、

原案のとおり可決されました。

次に、議案第７９号、工事請負契約の変更についてから議案第８６号、木屋平特産物販

売センターの指定管理者の指定期間の変更についてまでの８件を一括し、採決いたします。

議案第７９号から議案第８６号までの８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７９号から議案第８６号までの８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７９号から議案第８６号までの８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、議案第８８号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。

本件につきましては、本日市長から提出されておりますので、議案の朗読を省略し、提

案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（林 茂議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

ただいま上程をいただきました議案第８８号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第

９号）についてご説明をさせていただきます。

議案書２４３ページをお開き願います。

令和３年度美馬市一般会計補正予算（第９号）は、第１条、歳入歳出予算の補正のとお

り、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億１,９５０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２１５億４,４４０万円とするものであります。

この案件につきましては、国の経済対策に呼応し、迅速な対応が必要な給付金等の支給

について、必要な予算を計上するものであります。

それでは、補正予算の内容について説明をさせていただきます。

まず、コロナ禍における子育て世帯への迅速な支援を行うため、現金１０万円の一括給

付を開始するための子育て世帯等臨時特別給付金の関連経費として、１億７,１７５万円

を追加計上しております。なお、本予算をお認めいただきましたならば、１２月２４日か

ら支給を開始することとしております。
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次に、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直面をしている住民税

非課税世帯等に対して、１世帯当たり１０万円の現金給付を行うための関連経費といたし

まして、５億３,５３６万６,０００円を計上しております。このほか、支給要件が緩和さ

れることなどによる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の経費として３４４

万円を、原油価格の急激な高騰に伴い、生活困窮世帯の経済的な負担を軽減するため、灯

油購入費を助成する関連経費として８９４万４,０００円を計上しております。

以上が、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第９号）の概要であります。

原案のとおりご可決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（林 茂議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたし

ます。

ただいま議題となっております議案第８８号については、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８８号については、委員会付託を省略することに

決しました。

これより討論に入ります。

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

ます。

これより、採決をいたします。

議案第８８号については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８８号については、原案のとおり可決されました。

次に、日程第４、報告第１１号、市長専決処分の報告についての報告を求めます。

◎建設部長（河野 功君）

議長、建設部長。

◎議長（林 茂議員）

河野建設部長。

［建設部長 河野 功君 登壇］

◎建設部長（河野 功君）

報告第１１号につきまして報告させていただきます。

議案書２３９ページをお願いいたします。
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報告第１１号、市長専決処分の報告について。

この案件につきましては、地方自治法第１８０条第１項及び議会の委任による市長の専

決処分事項に関する条例、本則第１号の規定により、専決処分を行いましたので、議会に

報告させていただくものでございます。

２４０ページをお願いいたします。

専決処分書の内容といたしましては、本年１１月９日、市道美馬１４号線において落石

があり、走行中の車両の底を損傷させたものでございまして、１２月３日に相手方との和

解が成立し、損害賠償の額２万３,１４４円が決定したものでございます。

以上のとおりご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

◎議長（林 茂議員）

以上で報告は終わりました。

次に、日程第５、閉会中の継続調査についてを議題といたします。

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

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をいたしました。

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（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

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、十分に検討をいたしまして、今後の市政運営に反映をさせてまいります。

最初に、新型コロナウイルス感染症についてであります。

本市におきましては、９月１３日以降、また徳島県内においても１１月１３日以降、新

たな感染者が発生していない状況にありますが、一方では新たな変異株、オミクロン株が
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日本でも連日確認されているところであります。

このオミクロン株の感染力や特性については、現時点では不明であり、対応策も明確に

は示されていない現状にありますので、これから年末年始を迎えるに当たり、市民の皆様

方におかれましては基本的な感染防止対策について、再度、確認をいただき、感染予防の

徹底をよろしくお願いをいたします。

次に、令和元年度より実施をしております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、これまで５９５人の方々にご参加をいただき、年齢層も２０代から最高

齢は８８歳と幅広く参加をいただいております。こうした中、本事業の取組が評価をされ、

このたび、スポーツ庁が主催をするスポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰２０２１を

受賞し、１２月１４日のスポーツ庁長官による表彰式に出席をしてまいりました。この表

彰は、本年開催をされた東京２０２０大会のレガシーとして、スポーツ・健康まちづくり

に取り組む自治体を国が応援をし、全国に知っていただくための制度として創設をされた

ものであります。今回の受賞を励みとして、今後ともヴォルティスコンディショニングプ

ログラムを始めとする健康づくり事業を推進し、市民の皆様が健康で活躍できるまちづく

りを進めてまいります。

次に、ロケツーリズムを柱とした観光プロモーションプロジェクト推進事業についてで

あります。

この事業においては、企業版ふるさと納税を活用することとしておりますが、寄附の状

況についてご報告させていただきます。

現在のところ、昨日までに徳島県内の市外企業から２社、県外企業から３社の計５社か

ら総額３,３００万円の寄附の申出をいただいているところであります。寄附目標額を達

成するため、引き続き市外企業を訪問するとともに、本市がロケ地となるドラマ撮影への

支援をいただけるよう市内企業を始め、関連機関へのご協力をお願いするなど、しっかり

と取り組んでまいります。

次に、国の経済対策に伴う本市の予算編成についてであります。

昨日、国の補正予算が成立をしたことを受け、本市におきましては新型コロナウイルス

の感染防止対策及び市内経済の回復に向けた経済対策の二つを柱とした予算の編成に着手

をしてまいります。特に、地方創生臨時交付金を活用した地域経済の活性化につながる事

業につきましては、しっかりと検討を行い、年末年始を挟んで作業を進め、迅速に対応し

てまいります。

結びとなりますが、今年も残すところ、あと僅かとなりました。来たるべき新しい年が、

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（林 茂議員）

ありがとうございました。

令和３年１２月美馬市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、去る１１月３０日の開会以来、本日までの２２日間にわた
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り、終始ご熱心にご審議を賜り、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。

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表明

されました意見や要望を今後の市政運営に十分反映されますよう、お願いいたしたいと思

います。

さて、今年も昨年に続き、新型コロナウイルス感染症に見舞われた１年でありました。

このところ、感染状況は落ち着きをみせておりますが、まだまだ収束の兆しが見えない状

況となっております。閉会中の各委員会の継続調査におきましても、特に新型コロナウイ

ルス感染症対策につきましても、しっかりと取り組んでいただきたいと願うものでもあり

ます。

本年もあと残り僅かとなりましたが、どうか皆様方におかれましては、ご健勝にて新年

を迎えられますよう、心からご祈念いたしまして、閉会のご挨拶といたします。

これをもちまして、令和３年１２月美馬市議会定例会を閉会といたします。ありがとう

ございました。

閉会 午前１０時３５分
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