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令和３年１２月美馬市議会定例会会議録（第１号）

◎ 招集年月日 令和３年１１月３０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
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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
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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
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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。

４番 都築 正文 議員

５番 田中 義美 議員

８番 武田 喜善 議員
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開会 午前１０時００分

◎議長（林 茂議員）

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

３年１２月美馬市議会定例会を開会いたします。

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

ることにいたします。

それでは、ただいまから本日の会議を開きます。

日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。

議長諸般の報告といたしまして、主なものについてご報告いたします。

まず、１０月２１日に、鳴門市を藤田市長、井川議員と共に訪問し、意見交換をいたし

ました。意見交換の内容は、主に観光振興についてでございました。

次に、１０月２８日、市民と議会の意見交換会として、成人式企画運営委員の皆様と

「美馬市の将来像」についてオンライン会議を開催し、議員各位と共に参加をいたしまし

た。

次に、１１月１日、国土交通省徳島河川国道事務所並びに国土交通省四国地方整備局高

松市において、吉野川上流改修促進期成同盟会会長の藤田市長と共に要望活動をいたしま

した。

次に、１１月１０日、全国市議会議長会第２２５回理事会・第１１１回評議員会合同会

議が東京都で開かれ、出席をいたしました。

次に、１１月１５日、全国過疎地域連盟第１４５回理事会及び第５２回定期総会が東京

都で開催され、出席をいたしました。

次に、１１月１９日、一部事務組合議会臨時会が開催され、議員各位と共に出席をいた

しました。

次に、１１月２９日、美馬市社会福祉協議会理事会が開催され、出席をいたしました。

次に、監査委員から令和３年８月及び９月分の例月出納検査についての報告が提出され

ております。関係書類につきましては、事務局に保管をしておりますので、必要に応じて

ごらんいただきたいと思います。

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、４番 都築正文君、５番 田中義美君、８番 武田喜善君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定について議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は１１月２２日の議会運営委員会の決定のとおり、

本日から１２月２１日までの２２日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）
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異議なしと認め、本定例会の会期は本日から１２月２１日までの２２日間とすることに

決定いたしました。

なお、会期中の会議日程につきましては、ご配付のとおりといたしたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

次に、日程第３、議案第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。

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）

皆さん、おはようございます。

本日、令和３年１２月美馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃は市勢発展のため、ご

理解、ご協力を賜っておりますことにつきましても、厚くお礼を申し上げる次第でありま

す。

初めに、国政の動きについてであります。

先の衆議院議員総選挙を受け、今月１０日に召集をされた特別国会で、岸田文雄首相が

第１０１代内閣総理大臣に指名をされ、第２次岸田内閣が発足をいたしました。発足後、

１２日には第６波を念頭に置いた新型コロナ対策の全体像を打ち出すとともに、１９日に

は１８歳以下への１０万円相当の給付などを内容とする経済対策を決定するなど、本格的

に稼働いたしました。

また、地方からのデジタルの実装を進める「デジタル田園都市国家構想」の実現を掲げ、

デジタルを活用した地域活性化への交付金についても経済対策に盛り込まれたところであ

ります。

本市におきましては、こうした国の動向をしっかりと捉え、ワクチン接種を始め、ポス

トコロナを見据えた各種対策やデジタル化への対応など、喫緊の課題に対応できるよう、

令和３年度の補正予算及び令和４年度の当初予算に反映をしてまいります。

次に、新型コロナウイルス感染症対策の決め手とされているワクチン接種についてであ

ります。

本市におきましては、１１月２９日時点で、市の人口の８１％に当たる２万２,５３０

人の方が２回目の接種を終えておりまして、６５歳以上で９２％の接種率となったことを

始め、全ての年代で、国が示す理想的な接種率を超える高い接種率となっております。こ

れは、ワクチン接種に対する市民の皆様のご理解はもちろんのこと、市内医療機関の皆様

の安全かつ確実な接種へのご理解とご協力のたまものと、心より感謝を申し上げる次第で
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あります。今後は、１２歳となる方などの接種やワクチンの有効性を高めるための３回目

となる追加接種を滞りなく進めてまいります。

この追加接種につきましては、原則として２回目の接種完了からおおむね８か月を経過

した接種を希望される１８歳以上の方が対象とされておりまして、まずは本年３月から４

月までに接種を完了した医療従事者の方々を対象に、来月１２月から実施する予定として

おります。その後、接種時期が到来する方に順次、接種券をお送りする予定としておりま

して、希望される方が確実に追加接種いただけるよう、引き続き接種体制を確保してまい

ります。

次に、木屋平地区における特定地域づくり事業についてであります。

この事業は、人口急減地域の担い手を確保するため、複数の仕事を組み合わせて、事業

協同組合が働き手を派遣するものであります。先月２８日、木屋平地区の７者が出資をす

る木屋平スプラウト協同組合が設立をされたところでありまして、農林漁業のほか、飲食

サービス業、宿泊業などの業務への派遣を行うため、事業開始に向けた準備が進められて

いるところであります。

本市といたしましても、担い手の確保はもちろんのこと、新たな地域ビジネスの展開や

移住者の獲得など、木屋平地区の活性化につなげるため、引き続き木屋平スプラウト協同

組合の運営を支援をしてまいります。

次に、美馬市生涯活躍のまちについてであります。

脇町小星地区に整備を進めております移住交流促進拠点のうち地域共生交流施設につき

ましては、来年春のオープンに向け、順調に建設が進んでおります。

また、今月８日には、生涯活躍のまち事業運営推進法人となる株式会社マイナビと基本

協定を締結いたしました。この協定に基づき、地域共生交流施設、農業施設を中心とした

地域活性化事業や、併設する学校給食センターなどとの有機的な連携を図り、本市ならで

はの生涯活躍のまちの事業を展開してまいります。

また、地域共生交流施設の愛称につきましては、応募総数１５２件の中から、選定委員

会におきまして選考いただきました「小星ベース」に決定をいたしました。「ベース」は

英語で、広域的な活動における地域の拠点施設を表しておりまして、この地域共生交流施

設「小星ベース」が、市民の皆様に愛され、交流や賑わい、地域活性化の活動拠点として、

最大限ご活用いただけるよう、魅力ある事業を推進してまいります。

さて、本定例会には、令和３年度一般会計補正予算などの議案を提案させていただいて

おりますが、提案理由をご説明申し上げます前に、当面する市政の課題と主要施策につき

ましてご報告を申し上げ、議員各位を始め、市民の皆様方のご理解とご協力を賜りたいと

存じます。

最初に、「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」であります。

美馬市権利擁護基幹センターについてであります。

令和２年３月に策定をいたしました美馬市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令

和４年３月に美馬市権利擁護基幹センターを設置する予定としております。このセンター
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は、認知症などにより、判断能力の不十分な高齢者や障がいのある方など、成年後見制度

を必要とする方々を支援するための中核機関となります。現在、広報や相談業務などの機

能について検討をしておりまして、成年後見制度を積極的に利用していただけるよう開設

準備を進めてまいります。

次に、「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」で

あります。

現在、地域交流センターミライズの未利用スペースを活用し、テレワークなど多様な働

き方を実現できるテレワーク促進施設の開設に向け、準備を進めております。施設整備に

つきましては、国の地方創生テレワーク交付金を活用しておりまして、共有型のオープン

スペースで仕事ができるコワーキングスペースなどを設置することとしており、今年度末

の完成に向け、工事が順調に進んでおります。

また、本市へサテライトオフィスを開設いただける企業への誘致活動も展開しており、

テレワーク促進施設の活用はもとより、進出企業と市内企業との連携にも取り組んでまい

ります。

次に、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。

今月２２日、漫画「僕らの食卓」のテレビドラマ化の決定に合わせ、本市がドラマのロ

ケ地となることが正式に発表されたことを受け、市内企業を始め、関係機関へ、撮影に向

けたご協力をお願いするなど、撮影支援の準備を始めたところであります。

また、企業版ふるさと納税を活用するため、現在、市外の企業を訪問し、本事業へのご

理解をいただいているところでございまして、ロケツーリズム造成の実現に向け、しっか

りと取り組んでまいります。

次に、林業の振興についてであります。

日本林道協会が主催をする第４４回治山・林道コンクールにおいて、本市の林道杖立線

の維持管理が高く評価をされ、林野庁長官賞を受賞いたしました。このコンクールは林道

の適切な維持管理を目的とし、毎年度開催されるもので、今回の受賞は、徳島県治山林道

協会から推薦をいただき、長官賞という栄誉に輝いたものであります。今回の受賞を励み

に、今後も引き続き、林道の適切な維持管理に努め、生産基盤の強化を図ってまいります。

次に、「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」であります。

今月１４日、自主防災組織や消防団など４５人の皆様に参加をいただき、避難所開設・

運営リーダー養成研修を実施いたしました。この研修は、地域の防災リーダーの皆様が、

それぞれの地元において自主的に避難所を開設、運営していただけるよう実施したもので

ありまして、本年度は「ＤＩＧ（ディグ）」と呼ばれる防災図上訓練を併せて行い、実効

性の高い内容といたしました。

また、今月５日には、市内事業所などから約７,０００人の参加の下、美馬市シェイク

アウト訓練を実施したところであり、地域ごとに順次実施をしている避難所検証訓練も含

め、今後とも年間を通じて多面的な訓練を実施し、地域防災力の向上に努めてまいります。

次に、木屋平代替バス事業終了による新たな自家用有償旅客運送事業につきましては、
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地域おこし協力隊員が、今月１日と１６日にそれぞれ着任をし、予定をしているルートに

おけるテスト走行や予約システムの操作手順を確認するなど、準備を進めております。

また、運行については、一般社団法人美馬交通協会との間で委託に向けた協議を進めて

おりまして、令和４年度から利便性の高い地域公共交通を提供できるよう、取り組んでま

いります。

次に、吉野川環境整備組合が進めております吉野川浄園・し尿処理施設の移転事業につ

いてであります。

本年度の主な事業は、周辺地域の生活環境影響調査や国道１９２号からのアクセス道路

の整備、新処理施設の設計・施工・運営に係る事業者選定業務などとなっており、いずれ

も計画どおりに進捗をしております。来年３月議会には、今後必要と見込まれる予算額や

事業の実施方針などをお示しできるものと考えておりますが、この中で実施方針につきま

しては、設計・施工・維持管理運営を一括発注するＤＢＯ方式を採用したいと考えており

ます。詳細につきましては、今後、学識経験者を交えた審査委員会を立ち上げ、十分に検

討をしてまいりますが、ＤＢＯ方式を採用することにより、民間のノウハウを活用した、

より効率的な運営と財政負担の軽減が図られるものと考えております。

引き続き、事業の推進に向けましては、しっかりと連携を図るとともに、関係者の皆様

には丁寧な説明を行いながら取り組んでまいります。

次に、「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」に取り組む

ため、一般廃棄物収集運搬の一部民間委託についてであります。

令和４年４月から業務委託を予定しております可燃ごみの収集運搬の民間事業者につき

ましては、つるぎ町との共同で行った公募型プロポーザル方式による業者選定の結果、三

好市に本社を置く株式会社明和クリーンに決定をいたしました。契約期間は、令和４年度

からの３年間で、収集運搬業務に関わる従業員の雇用の確保や収集運搬車の調達など、現

在、移行に向けた準備が進められているところであります。

今後におきましても、民間事業者ならではの経験やノウハウを積極的に取り入れ、更な

る市民サービスの向上や将来的な財政負担の軽減につながるよう、民間活力の活用に取り

組んでまいります。

それでは、上程をいただきました議案の概要について、説明をさせていただきます。

最初に、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あります。

この案件は、脇町小星地区に全世代・全員活躍のまちづくりの実現を目的に、地域共生

交流施設を設置するため、条例の制定を行うものであります。

次に、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あります。

この案件は、地域交流センターミライズ内にテレワークの促進を通じ、地域の活性化を

図ることを目的にテレワーク促進施設を設置するため、条例の制定を行うものであります。

次に、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でありま

す。

この案件は、美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センターにつきまして、関係条例

を廃止し、実態に即した目的、内容として、改めて条例の制定を行うものであります。
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次に、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であります。

この案件は、令和４年１月から出産育児一時金の支給額の基本額及び加算額の見直しさ

れたことにより、所要の改正を行うものであります。

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）であります。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,４４０万円を追加

し、補正後の歳入歳出予算の総額を２０６億４,８１０万円とするものであります。この

うち総務費につきましては、来年４月１７日に執行予定の市議会議員選挙費として１,４

８７万１,０００円を計上しております。

民生費につきましては、生活保護費を始め、過年度の国庫負担金など精算に伴う返還金

として９,９３７万２,０００円を計上しております。

衛生費につきましては、新型コロナウイルスワクチンの追加接種に係る経費として、４,

１６９万１,０００円を計上しております。

農林水産業費につきましては、間伐など森林整備を行う市内林業事業者に対する補助金

として、６４７万２,０００円を計上しております。

商工費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光施設の指定管理

者へ利用料金収入等の補塡を行うため、２９０万円を計上しております。

公債費につきましては、可燃ごみの収集運搬の民間委託に当たり、美馬環境整備組合が

所有する収集運搬車両を財産処分することに伴う繰上償還として、１,１２２万１,０００

円を計上しております。

以上が一般会計補正予算の概要であります。

次に、議案第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）につ

きましては、一般被保険者療養給付費などの経費の追加が主なものであります。

次に、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）につきま

しては、介護給付費負担金等の精算に伴う返還金が主なものであります。

次に、議案第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）につきま

しては、木屋平地区における水道施設の漏水に対応するための修繕費などであります。

次に、議案第７９号、工事請負契約の変更についてであります。

この案件は、令和３年３月１８日に議決をいただきました生涯活躍のまち地域共生交流

施設新築工事の請負契約のうち契約金額を変更したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。なお、変更前の契約金額は２億１,６５８万３,４００円、変更後の契約金額は２

億３,５３８万１,３００円であります。

次に、議案第８０号、工事請負契約の変更についてであります。

この案件は、令和３年６月２２日に議決をいただきましたうだつアリーナ大規模改修工

事の請負契約のうち契約金額を変更したいので、議会の議決を求めるものであります。な

お、変更前の契約金額は１億６,１２６万円、変更後の契約金額は１億６,９４６万４,９

００円であります。

次に、議案第８１号、市道路線の変更についてにつきましては、市道美馬６３６号線に

おける市道路線の変更について、道路法第１０条の規定により、議会の議決を求めるもの
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であります。

次に、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

てから議案第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までの４

議案についてであります。

この４議案につきましては、令和４年４月１日から、それぞれの施設の指定管理者の指

定することについて、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。

次に、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

てであります。

この案件は、木屋平特産物販売センターの指定管理の指定期間を令和４年４月１日から

１年間延長するため、議会の議決を求めるものであります。

さて、本定例会には、ただいまご説明を申し上げたものを含め、条例案件が４件、予算

案件が５件、その他案件が８件、報告案件が３件の合計２０件を提案させていただいてお

ります。このうち議案第８７号、美馬市一般会計補正予算（第８号）につきましては、迅

速な対応を図る必要がありますことから、本日、先議をお願いしたいと存じます。

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

のご挨拶及び提案理由の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（林 茂議員）

以上で提案理由の説明が終わりました。

次に、日程第４、議案第８７号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第８号）を議題

といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（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８７号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第

８号）についてご説明をさせていただきます。

議案書２０３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８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１億７,６８０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２０８億２,４９０万円とするものであります。

この案件は、新型コロナウイルス感染症が長期化をし、その影響が様々な人々に及ぶ中、

子どもたちを力強く支援をし、その未来を拓く観点から、去る１１月１９日に閣議決定さ

れた「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受け、子育て世帯等臨時特別支援事

業に必要な予算を計上するものであります。
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それでは、補正予算について説明をさせていただきます。

本事業において実施をする子育て世帯への臨時特別給付金は、０歳から高校３年生まで

の子どもたちを対象に、１人につき５万円を支給するもので、見込みの対象児童数３,４

３５人分となります１億７,１７５万円の給付金のほか、システム構築委託料などの事務

費５０５万円を計上しております。

なお、年内に支給を開始することが求められており、迅速に対応する必要があることか

ら、先議をお願いするものであります。

以上が、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第８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。

ただいま議題となっております議案第８７号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第

８号）については、先ほどの提案理由にあったように先議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（林 茂議員）

異議なしと認めます。よって、議案第８７号については先議とすることに決しました。

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、質疑なしと認めます。これをもって質

疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第８７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８７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、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結いたします。

これより、採決をいたします。

お諮りいたします。議案第８７号について、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８７号は、原案のとおり可決されました。

次に、日程第５、報告第８号、市長専決処分の報告についてから報告第１０号、市長専
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決処分の報告についてまでの３件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）

私からは報告第８号及び報告第９号の案件につきまして、報告させていただきます。

議案書２９ページをお願いいたします。

報告第８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。

３０ページをお願いいたします。

専決処分の内容といたしましては、本年、８月２９日、市道穴吹７号線において落石が

あり、走行中の車両のフロントガラス及びボンネットを破損させたもので、１０月８日に

相手方との和解が成立し、損害賠償の額４５万３,７１７円を決定したものでございます。

次に、報告第９号、市長専決処分の報告についてでございます。

３２ページをお願いいたします。

この案件といたしましては、本年１０月２６日に専決処分をさせていただいたものでご

ざいまして、１０月３日、市道脇町６３号線において道路の陥没により、走行中の車両の

タイヤ及びホイールを損傷させたもので、１０月２６日に相手方との和解が成立し、損害

賠償の額４万４９１円を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。どうぞよろしくお願いいたします。

◎消防長（武田浩二君）

議長、消防長。

◎議長（林 茂議員）

武田消防長。

［消防長 武田浩二君 登壇］

◎消防長（武田浩二君）

私からは、報告第１０号について報告させていただきます。

議案書の３３ページをお願いいたします。

報告第１０号、市長専決処分の報告についてでございます。

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、本年１１月４日に専決処分をいたし

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

議案書の３４ページをお願いいたします。

専決第１６号、専決処分書の内容につきましては、本年１０月２日、美馬市脇町の市道
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上において、消防職員が消防水利点検時に塗っている塗料が走行中の車両に付着したもの

で、本年１１月４日に相手方との和解が成立し、損害賠償の額１６万４,０００円を決定

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。どうぞ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、休会についてお諮りいたします。会期中の会議日程についてはご配付のとおりで

ありますが、明日１２月１日から１２月７日までの７日間は、議案精査及び市の休日のた

め休会といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（林 茂議員）

異議なしと認めます。

よって、明日１２月１日から１２月７日までの７日間は休会とすることに決しました。

以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次会は１２月８日午前１０時から再開し、代表質問及び一般質問を行います。

本日はこれをもって散会といたします。

散会 午前１０時３８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。
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