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令和４年９月美馬市議会定例会議事日程（第３号）

令和４年９月３０日（金）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４８号 美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

議案第４９号 令和４年度美馬市一般会計補正予算（第６号）

議案第５０号 令和４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５１号 令和４年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５２号 令和４年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第５３号 令和３年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳

出決算認定について

議案第５４号 令和３年度美馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び

令和３年度美馬市公営企業会計決算認定について

議案第５５号 和解について

日程第 ３ 議案第５６号 令和４年度美馬市一般会計補正予算（第７号）

日程第 ４ 閉会中の継続調査について

日程第 ５ 議員派遣の件について
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令和４年９月美馬市議会定例会会議録（第３号）

◎ 招集年月日 令和４年９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 藤原 昌樹 ２番 敷島 敏宏 ３番 田中みさき

４番 立道 美孝 ５番 藤野 克彦 ６番 都築 正文

７番 田中 義美 ９番 林 茂 １１番 郷司千亜紀

１２番 井川 英秋 １３番 西村 昌義 １４番 久保田哲生

１５番 片岡 栄一 １６番 川西 仁 １７番 谷 明美

１８番 前田 良平

◎ 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

市長職務代理者 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 根本 賢一

会計管理者 高尾 寿美

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 佐藤 優行

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 園木 一昌

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 藤本 卓志

議会事務局次長 大島 康作
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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。

６番 都築 正文 議員

７番 田中 義美 議員

９番 林 茂 議員
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開議 午前１０時００分

◎議長（郷司千亜紀議員）

おはようございます。

ただいまの出席議員数は１６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。

市長職務代理者より、議案第５６号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第７号）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にしておりますので、

ご報告をしておきます。

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、６番 都築正文君、７番 田中義美君、９番 林茂君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第４８号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いてから議案第５５号、和解についてまでの８件を一括し、議題といたします。

この件につきましては、所管の常任委員会及び決算審査特別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。

初めに、産業常任委員会委員長、藤野克彦君。

◎５番（藤野克彦議員）

議長、５番。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤野君。

［５番 藤野克彦議員 登壇］

◎５番（藤野克彦議員）

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４９号、令和４年度美馬市一般

会計補正予算（第６号）のうち所管分についての予算案件１件について、審査のため、去

る９月２０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４９号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第６号）のうち所管分につ

いて、農業振興費では、委員から、「今回、補正予算を計上している道の駅みまの里の委

託料の中身は」との質疑がありました。理事者からは、「新電力会社から調達を行ってい

たが、昨今のエネルギー価格の上昇等により、新電力会社が電力供給事業から撤退をした
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ため、四国電力グループの最終保障供給契約に切り替え、その経費の増加分を指定管理料

として追加をするものである」との答弁がありました。

次に、委員から、「指定管理者撤退に至った経緯と理由を説明してほしい。この予算を

認める以上は、指定管理者にきっちりとした運営をしてもらわないといけない」との質疑

がありました。理事者からは、「去る９月１日付で指定解除申出書が市に提出をされ、そ

れを受け、翌２日に電話で問合せをしたが、十分な協議ができないまま、３日付の徳島新

聞朝刊で報道されたという状況である。撤退の理由については、去る９月９日に同社に確

認したところ、平成３０年から現在までの５年間、赤字が続く厳しい状況であったことが

大きな理由の一つである。また、ビジネスモデルとして、美馬市の税金を使って事業を継

続していくのには限界があり、今回、撤退の申出をさせていただいたということであった」

との答弁がありました。

また、委員から、「指定管理料を上げれば運営できるというものではない。なぜ赤字に

なったのか、行政側も真剣に受け止めて取り組まなければならない。例えば、国道からの

アクセス道路など、利用者の増加につながるような条件整備をしてあげることが大事であ

るが、その進捗状況は」との質疑がありました。理事者からは、「これまで国道から道の

駅の駐車場まで３００メートルを施工し、残りが南へ５０メートル少々となっている。用

地の問題もあるが、今後進めていきたい」との答弁がありました。

更に、委員から、「施設内の交流センターをもっと縮小し、別の形にすることはできな

いか今後検討してほしい」という意見が出されました。理事者からは、「施設の有効活用

については、売場面積を広げたり、農家レストランのあり方について精査しながら、地域

のにぎわい拠点として魅力あるものにできるよう、アクセス道路の活用も含め、検討して

まいりたい」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（郷司千亜紀議員）

次に、福祉文教常任委員会委員長、立道美孝君。

◎４番（立道美孝議員）

議長、４番。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、立道君。

［４番 立道美孝議員 登壇］

◎４番（立道美孝議員）

議長の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４９号、令和４年度美馬市一般

会計補正予算（第６号）のうち所管分、議案第５０号、令和４年度美馬市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）及び議案第５１号、令和４年度美馬市介護保険特別会計補正予

算（第１号）の予算案件３件について、審査のため、去る９月２１日に委員会を開催いた
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しました。

出席の委員は、私を含め５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いたしました。

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４９号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第６号）のうち所管分中、

委員から、「ワクチン接種４回目の接種状況は」との質疑がありました。理事者からは、

「ワクチン接種４回目の対象者約１万２,０００人のうち、約８,０００人の方の接種が完

了していると見込んでいる」との答弁がありました。

更に、委員から、「高齢者等施設の４回目接種の状況は」との質疑がございました。理

事者からは、「高齢者等施設の４回目接種については、優先的に接種券の配布を行ってい

たので、施設等に入られている方においては、おおむね８月中に接種が完了していると考

えている」との答弁がありました。

次に、委員から、「オミクロン株対応の新ワクチンの効果は」との質疑がありました。

理事者からは、「新ワクチンの効果については、感染した際の重症化を予防する効果と感

染予防においても従来のワクチンよりも効果が高いという点において、国からも推進され

ている」との答弁がございました。

更に、委員から、「新ワクチンについてはいつ頃からの接種ができるようになるのか」

との質疑がありました。理事者からは、「令和４年９月２８日から美馬市内の医療機関に

おいても接種が開始される予定である」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

書を提出いたしました。

以上で、福祉文教常任委員会の委員長の報告を終わります。

◎議長（郷司千亜紀議員）

次に、総務常任委員会委員長、田中みさき君。

◎３番（田中みさき議員）

議長、３番。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、田中みさき君。

［３番 田中みさき議員 登壇］

◎３番（田中みさき議員）

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４８号、美馬市職員の育児休業

等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４９号、令和４年度美馬市一

般会計補正予算（第６号）のうち所管分及び議案第５２号、令和４年度美馬市下水道事業

会計補正予算（第１号）の予算案件２件、議案第５５号、和解についてのその他案件１件、

以上４議案について、審査のため、去る９月２２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。
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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いたしました。

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４８号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでは、

委員から、「職員への制度の周知方法は」との質疑がありました。理事者からは、「改正後

にインフォメーション等で制度の概要を一覧表等にして周知する」との答弁がありました。

次に、議案第４９号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第６号）のうち所管分中、

し尿処理費について、委員から、「どのような支障物件により、今回予算措置をすること

になったのか」との質疑がありました。理事者からは、「吉野川環境整備組合が進めてい

る汚泥再生処理施設の建設予定地に下水道施設の管渠及びポンプ施設が埋設されているこ

とから、これらを移設するためである」との答弁がありました。

また、危機管理費について、委員から、「衛星携帯電話通信環境改善工事の内容は」と

の質疑がありました。理事者からは、「衛星携帯電話については、屋外での使用を想定し

て運用を開始したものであるが、危機管理課の執務室においても、安定的な通信環境を確

保するため、アンテナの設置工事を行うものである」との答弁がありました。

続いて、議案第５２号、令和４年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）では、委

員から、「穴吹地区管渠整備事業の内容は」との質疑がありました。理事者からは、「公共

下水道計画区域である穴吹地区の住宅開発地に下水道の本管を新設するものである」との

答弁がありました。

次に、議案第５５号、和解についてでは、委員から、「今後の見通しとして、四国電力

より安価な電力が出てきた場合の対応は」との質疑がありました。理事者からは、「現状

としては、当面四国電力との契約を行い、世界情勢が落ち着いた後、新電力導入について

も検討することになる」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、総務常任委員会委員長の報告を終わります。

◎議長（郷司千亜紀議員）

次に、決算審査特別委員会委員長、田中義美君。

◎７番（田中義美議員）

はい、７番。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、田中君。

［７番 田中義美議員 登壇］

◎７番（田中義美議員）

議長のご指名がございましたので、決算審査特別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５３号、令和３年度美馬市一般

会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算認定について及び議案第５４号、令和３年度



－４０－

美馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和３年度美馬市公営企業会計決算認定

についての２議案について審査のため、去る９月２６日に委員会を開催いたしました。

出席委員は、私を含めて８名でございます。

付託されました議案の審査に当たり、関係部署より詳細なる説明を求め、慎重に審査を

いたしました結果、原案のとおり認定すべきものと決しました。

それでは、質疑の内容について、報告いたします。

一般会計では、財産収入について、委員から、「財産売払収入の内訳は」との質疑があ

りました。理事者からは、「市有地については、西赤谷第２工場用地、法定外公共用財産

３件、その他市有地３件の計７件である」との答弁がありました。

また、委員から、「今後の財産処分の方向性は」と質疑がありました。理事者からは、

「自主財源となる市の歳入を増やすために、遊休の未利用地の処分を推進していく」との

答弁がありました。

次に、寄附金について、「ふるさと納税、企業版ふるさと納税の状況は」との質疑があ

りました。理事者からは、「ふるさと納税寄附金は、１,０５１件、１,６４２万９,０００

円であり、前年度より減収している。また、企業版ふるさと納税寄附金は１７件で、４,

８５５万円であり、前年度より大幅な増収となっている」との答弁がありました。

また、委員から、「ふるさと納税寄附金について、今後の取組は」との質疑がありまし

た。理事者からは、「返礼品の開拓やガバメントクラウドファンディングを検討するなど、

増収に向けて取り組んでいく」との答弁がありました。

次に、介護保険特別会計では、委員から、「保険料が不納欠損になった理由が生活保護

とあるが、生活保護費から保険料は支払われるのではないか。また、財産未発見になって

いるのはなぜか」との質疑がありました。理事者からは、「生活保護を受給する前に滞納

していた保険料を不納欠損とした。また、財産未発見は、預貯金等の財産調査を行ったが、

徴収できるような財産が発見できなかったため、不納欠損となった」と答弁がありました。

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、各常任委員会委員長及び決算審査特別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、質疑なしと認めます。これをもって、

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。

まず、議案第４８号、美馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてから議

案第５２号、令和４年度美馬市下水道事業会計補正予算（第１号）までの５件を一括し、

採決をいたします。

議案第４８号から議案第５２号までの５件については、各委員長報告はいずれも原案可
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決であります。

お諮りいたします。議案第４８号から議案第５２号までの５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（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第４８号から議案第５２号までの５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、令和３年度美馬市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決

算認定について及び議案第５４号、令和３年度美馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び令和３年度美馬市公営企業会計決算認定についての２件を一括し、採決をいたしま

す。

議案第５３号及び議案第５４号の２件については、委員長報告はいずれも原案認定であ

ります。

お諮りいたします。議案第５３号及び議案第５４号の２件については、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（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第５３号及び議案第５４号の２件については、

原案のとおり認定することに決しました。

ただいま決算審査特別委員会に付託をいたしておりました２議案について認定をいたし

ましたので、決算審査特別委員会は、これをもちまして消滅といたします。大変ご苦労さ

までございました。

次に、議案第５５号、和解についてを採決いたします。

議案第５５号については、委員長報告は原案可決であります。

お諮りいたします。議案第５５号については、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（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第５５号については、原案のとおり可決され

ました。

次に、日程第３、議案第５６号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第７号）につい

てを議題といたします。

本件につきましては、本日、市長職務代理者から提出されたものであります。議案の朗

読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎市長職務代理者 企画総務部長（吉田正孝君）

議長、市長職務代理者。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田市長職務代理者。
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［市長職務代理者 企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎市長職務代理者 企画総務部長（吉田正孝君）

ただいま上程をいただきました議案第５６号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第

７号）について、ご説明申し上げます。

議案書１４３ページをお開き願います。

令和４年度美馬市一般会計補正予算（第７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２億６,０５０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２０７億３,５５０万円とするものであります。

この案件につきましては、物価高騰に対応するための国の追加対策に呼応し、迅速な対

応が必要な給付金の支給について、必要な予算を計上するものであります。

補正予算の内容につきましては、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏ま

え、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり５万円の現金給

付を行うための関連経費として、２億６,０５０万円を計上しております。

以上が、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第７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いたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

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５６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（郷司千亜紀議員）

異議なしと認めます。よって、議案第５６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５６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（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第５６号については、原案のとおり可決され

ました。
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次に、日程第４、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（郷司千亜紀議員）

はい、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。

次に、日程第５、議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。地方自治法第１００条第１３項及び美馬市議会会議規則第１６７条

の規定により、ご配付のとおり議員派遣を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（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、ご配付のとおり議員派遣を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いたしました。

閉会に当たり、市長職務代理者よりご挨拶をいただきます。

◎市長職務代理者 企画総務部長（吉田正孝君）

議長、市長職務代理者。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田市長職務代理者。

［市長職務代理者 企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎市長職務代理者 企画総務部長（吉田正孝君）

令和４年９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。

市長不在の中ではございましたが、議員各位におかれましては、終始熱心にご審議を賜

り、提案いたしておりました議案につきまして、全て原案のとおりご可決を賜り、厚く御

礼を申し上げます。

ご審議を通じまして、議員各位から頂戴いたしました数々の貴重なご意見、ご提言につ

きましては、新市長の下、十分に検討いたしまして、今後の市政運営に反映をしてまいり

たいと存じます。

結びとなりますが、議員各位におかれましては、健康には十分ご留意いただき、市勢発

展のため、ますますご活躍されますようご祈念を申し上げ、閉会に当たってのご挨拶とさ

せていただきます。大変ありがとうございました。

◎議長（郷司千亜紀議員）

ありがとうございました。

令和４年９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９月６日の開会以来、本日までの２５日間にわたり、
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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に厚く御礼を申し上げ

ます。

また、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、お願いをいたすものであります。な

お、閉会中につきましても、各委員会の継続調査が予定されております。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を申し上げまして、閉会のご挨拶

といたします。

これをもちまして、令和４年９月美馬市議会定例会を閉会といたします。

閉会 午前１０時３０分
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