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平成２８年第４回美祢市議会定例会会議録（その１） 
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          井 上 辰 巳            三 戸 昌 子 

５．付議事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 報告第１３号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分につい

て 

  日程第 ４ 議案第９５号 平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号） 

  日程第 ５ 議案第９６号 平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号） 

  日程第 ６ 議案第９７号 平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

１号） 

  日程第 ７ 議案第９８号 平成２８年度美祢市環境衛生事業特別会計補正予算

（第１号） 

  日程第 ８ 議案第９９号 平成２８年度美祢市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 

  日程第 ９ 議案第１００号 平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

  日程第１０ 議案第１０１号 平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号） 

  日程第１１ 議案第１０２号 平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号） 

  日程第１２ 議案第１０３号 平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号） 

  日程第１３ 議案第１０４号 平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

２号） 

  日程第１４ 議案第１０５号 平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

  日程第１５ 議案第１０６号 平成２８年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号） 

  日程第１６ 議案第１０７号 平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第３号） 

  日程第１７ 議案第１０８号 平成２８年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第

２号） 
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  日程第１８ 議案第１０９号 美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について 

  日程第１９ 議案第１１０号 美祢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改

正について 

  日程第２０ 議案第１１１号 美祢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改

正について 

  日程第２１ 議案第１１２号 美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正につ

いて 

  日程第２２ 議案第１１３号 美祢市税条例等の一部改正について 

  日程第２３ 議案第１１４号 美祢市立中学校設置条例及び美祢市体育施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部

改正について 

  日程第２４ 議案第１１５号 美祢市敬老祝金支給条例の一部改正について 

  日程第２５ 議案第１１６号 美祢市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第２６ 議案第１１７号 美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例の制定について 

  日程第２７ 議案第１１８号 美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

  日程第２８ 議案第１１９号 美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正について 

  日程第２９ 議案第１２０号 美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関す

る条例の一部改正について 

  日程第３０ 議案第１２１号 美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について 

  日程第３１ 議案第１２２号 美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

  日程第３２ 議案第１２３号 美祢市立学校施設使用条例の一部改正について 

  日程第３３ 議案第１２４号 美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

  日程第３４ 議案第１２５号 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改



- 4 - 

正について 

  日程第３５ 議案第１２６号 美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

  日程第３６ 議案第１２７号 美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

  日程第３７ 議案第１２８号 美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

  日程第３８ 議案第１２９号 美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

  日程第３９ 議案第１３０号 美祢市堀越コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

  日程第４０ 議案第１３１号 美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

  日程第４１ 議案第１３２号 美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

  日程第４２ 議案第１３３号 美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

  日程第４３ 議案第１３４号 美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

  日程第４４ 議案第１３５号 美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

  日程第４５ 議案第１３６号 美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

  日程第４６ 議案第１３７号 美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

  日程第４７ 議案第１３８号 美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条

例の一部改正について 

  日程第４８ 議案第１３９号 美祢市都市公園条例の一部改正について 

  日程第４９ 議案第１４０号 美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉セン 

               ターの指定管理者の指定について 
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  日程第５０ 議案第１４１号 市道路線の認定について 

  日程第５１ 議案第１４２号 美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工事の請

負契約の締結について 

６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開会 

○議長（荒山光広君）  おはようございます。これより、平成２８年第４回美祢市議

会定例会を開会いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部からは報告第１３号

及び議案第９５号から議案第１４２号までの４９件と、事務局からは会議予定表及

び一般質問順序表でございます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第１号）及び議案付託表

の以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 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８０条の規定により、議長において、下井克己議

員、徳並伍朗議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１８日間

といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１８日間と決定いた

しました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 日程第３、報告第１３号から日程第５０、議案第１４１号までを、会議規則第

３５条の規定により一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  本日、平成２８年第４回美祢市議会定例会に提出しました報

告１件、議案４７件について、御説明申し上げます。 
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 報告第１３号は、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についてでありま

す。 

 これは、平成２８年８月２４日、市役所敷地内において、後進していた市所有の

自動車が、後進してきた自動車と接触し破損させた公務上の事故により損害賠償の

義務が発生したため、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により報告するも

のであります。 

 議案第９５号から第１００号までについては、人事院勧告等に基づく国家公務員

の給与改定に準じた職員の給与改定及び人事異動等に伴う人件費の費目間の調整に

より補正するものであります。 

 まず、議案第９５号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号）では、歳出

において一般職員人件費等を５，８６３万９，０００円減額する一方で、歳入では、

基金繰入金を同額の５，８６３万９，０００円を減額し、歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１６０億９，０７１万５，０００円とするものであります。 

 議案第９６号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

については、歳出において一般職員人件費を５５６万３，０００円追加する一方で、

歳入では、一般会計繰入金を同額の５５６万３，０００円追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４０億２，９３９万４，０００円とするものであります。 

 次に、議案第９７号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、歳出において、一般職員人件費を６３万９，０００円追加する一方で、

予備費を同額の６３万９，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７億１，８９５万３，０００円とするものであります。 

 次に、議案第９８号平成２８年度美祢市環境衛生事業特別会計補正予算（第

１号）については、歳出において、一般職員人件費を３万２，０００円減額する一

方で、予備費を同額の３万２，０００円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２，６８１万２，０００円とするものであります。 

 次に、議案第９９号平成２８年度美祢市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）については、歳出において、一般職員人件費を１万７，０００円追加する一

方で、予備費を同額の１万７，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億２，０６７万６，０００円とするものであります。 
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 次に、議案第１００号平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）については、歳出において、一般職員人件費を３３３万３，０００円追加し、

予備費を３０万５，０００円減額する一方で、歳入では、国・県補助金を８０万９，

０００円、一般会計繰入金を２２１万９，０００円追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３４億３，１６４万１，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１０１号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いては、収益的支出では上水道事業費及び簡易水道事業費に人件費合計１４０万６，

０００円を追加し、支出合計を７億８９８万円とするものであります。 

 資本的支出では、建設改良費の人件費を４万７，０００円追加し、支出合計額を

１１億４，３４１万６，０００円とするものであります。 

 議案第１０２号は、平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号）についてで

あります。 

 このたびの補正は、当面必要とする経費並びに事業実施に伴う精算等について補

正するものであります。 

 それでは、歳出予算から御説明いたします。 

 まず、総務費の総務管理費において、制度改正に伴う人事給与システムの改修及

び山口県情報セキュリティクラウド構築に係る電算機器購入に要する経費として１，

３３５万２，０００円を追加しております。 

 また、財産管理費において、２６０万２，０００円を追加しております。これは、

平成２７年度末で解散した美祢市萩市競艇組合の決算認定を受け、歳計現金の精算

金として２６０万２，０００円を構成団体の萩市に繰り出すものです。 

 また、企画費において、美祢市生涯活躍のまち構想に係る事業の実施に伴う一般

職員の時間外手当を１１万円追加しております。 

 また、活性化対策費において、ふるさと美祢応援寄附金事業の本年度の寄附額の

実績に鑑み、基金積立金を増額するとともに、事業実施に係る経費、合わせて４，

５７５万２、０００円を追加しております。 

 次に、選挙費では、市長選挙及び市議会議員選挙実施に係る経費の精算に伴い、

１，５５９万７，０００円を減額しております。 

 次に、民生費では、社会福祉費の社会福祉総務費において、前年度の決算の確定

に伴い、生活困窮者自立支援事業ほか、各事業における国・県補助金精算返還金と
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して、４８５万８，０００円を追加しております。 

 また、障害者福祉費において、身体障害児を養育する保護者の負担軽減を図るた

め、介助用自動車の購入補助金として１００万円を追加するとともに、各事業の前

年度の決算の確定に伴い、国・県補助金精算返還金２，８４７万７，０００円を追

加しております。 

 また、事業費の変動に伴い、介護保険事業特別会計繰出金を２２９万３，

０００円追加し、国民健康保険事業特別会計繰出金を２９万７，０００円減額して

おります。 

 また、後期高齢者医療費において、過年度特別対策補助金返還金として１万１，

０００円を追加しております。 

 また、前年度の決算の確定に伴い、各事業における国・県補助金精算返還金等の

計上により、児童福祉費において１，１７５万３，０００円を、生活保護費では

１４１万円をそれぞれ追加しております。 

 次に、衛生費では、特定不妊治療を受けている者の経済的負担の軽減を図るため

の助成金として２１０万円を追加しております。 

 次に、水道費では、起債償還金の利子の減額に伴い、水道事業会計に対する繰出

金を２５６万９，０００円減額しております。 

 次に、農林費では、農業費の農業振興費において、事業推進による中山間地域等

直接支払事業の事業費の増加及び県事業の追加採択に伴う産地競争力強化対策事業

補助金の増額により４２８万９，０００円を追加しております。 

 また、農地費においては、国の大型補正に呼応し、県営農地整備事業の県事業負

担金として、１，５９３万８，０００円を追加しております。 

 また、林業費においては、現在、梅香地区で施工中の小規模治山工事に併せ小規

模治山事業補助金を補助する必要が生じたことから、事業実施に係る経費、４７万

６，０００円を追加しております。 

 次に、商工費では、商工振興費において、美祢市商工会に対する事務局長の人件

費補助として１１０万円を追加しております。 

 また、道の駅管理経費において、道の駅おふくの施設修繕に要する経費として

１０６万３，０００円を追加しております。 

 次に、土木費では、公営住宅の合併浄化槽の維持管理に係る補助金として６４万
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８，０００円を追加しております。 

 次に、教育費では、小学校費において、肢体に障害がある児童の安全面を配慮し、

昇降機を大嶺小学校に設置するための経費として１，１３３万７，０００円を追加

しております。 

 また、社会教育費において、真長田公民館の空調機修繕に要する経費として

２８万１，０００円を追加しております。 

 また、市町村振興協会の実施する地域づくり推進事業において、本年度から地方

創生関連事業を対象事業とすることで助成額が増額となる制度改正に伴い、花づく

り推進事業からジオパーク推進事業へ財源の組み替えを行っております。 

 また、保健体育費においてもサイクルイベント実施事業に係る国庫補助金の交付

決定に伴い、財源更正を行っております。 

 一方、歳入では、国・県支出金、分担金及び負担金、寄附金等を特定財源とした

７，９０２万８，０００円を追加するとともに、地方交付税、繰越金を一般財源と

して充当しております。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億３，

０３８万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６２億

２，１１０万２，０００円とするものであります。 

 次に、債務負担行為の補正であります。 

 美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉センター指定管理料を追加しており

ます。 

 議案第１０３号は、平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）についてであります。 

 このたびの補正は、まず、歳出では総務費において、国保事業費納付金等算定標

準システムとの連携に係る電算システム改修事業費の確定に伴い、１４５万３，

０００円を減額しております。 

 次に、保険給付費では、本年度の事業費の見込額に不足する額４，９５８万８，

０００円を追加しております。 

 次に、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金及び共同事業拠出

金では、支払基金に納付する納付金及び事務費の算定係数の変更に伴い、所要額の

補正を行っております。 
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 また、諸支出金において、前年度の精算による国・県補助金等精算返還金を

１３２万１，０００円追加するとともに、財源調整のため、予備費を１億８０３万

７，０００円追加するものであります。 

 一方、歳入については、国庫支出金及び一般会計からの繰入金等、合わせて１億

１４５万３，０００円を減額するとともに、繰越金を２億８，４５０万２，

０００円追加しております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に、今回の歳入歳出補正額１億８，

３０４万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億１，

２４４万３，０００円とするものであります。 

 議案第１０４号は、平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてであります。 

 このたびの補正は、まず、歳出では観光事業運営基金への基金積み立てのため

１億円を追加するとともに、財源調整のため、予備費を１，１４０万４，０００円

追加し、歳入では、その財源として繰越金１億１，１４０万４，０００円を充当す

るものであります。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１，

１４０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億３，

０３５万７，０００円とするものであります。 

 議案第１０５号は、平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）についてであります。 

 このたびの補正は、まず、歳出では、総務費において法改正に伴う電算システム

改修に係る経費として１７９万９，０００円を追加しております。 

 次に、保険給付費においては、本年度の事業費見込により過不足の調整を行って

おり、保険給付費全体では１，５５８万円を追加しております。 

 次に、地域支援事業費においては、介護予防日常生活支援総合事業への移行準備

に伴う臨時職員賃金の増額及び家族介護用品支給事業の事業費の増加により

１１０万５，０００円を追加し、予備費については、財源調整として３１７万円減

額しております。 

 一方、歳入については、事業量の変更及び交付金額の確定に伴い、国・県支出金

や支払基金交付金等を１，５３１万４，０００円追加しております。 
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 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５３１万４，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億４，６９５万５，

０００円とするものであります。 

 議案第１０６号は、平成２８年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）についてであります。 

 このたびの補正は、まず歳出では、保険料還付金として１１４万９，０００円、

予備費を３１万７，０００円追加し、歳入では、その財源として繰越金１４６万６，

０００円を充当するものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４６万６，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４，４５８万３，

０００円とするものであります。 

 議案第１０７号は、平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第３号）であり

ます。 

 まず、収益的収入及び支出であります。水道未普及解消事業（田代地区）等の事

業量の減少により消費税還付金の減額及び繰入金の減額により２７８万３，

０００円を減額し、収入合計を８億１，５１４万３，０００円とするものでありま

す。 

 支出では、企業債利息額を５１３万８，０００円減額し、支出合計を７億

３８４万２，０００円とするものであります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。資本的収入では、水道未普及解消事業

（田代地区）等に対する国庫補助金が減額となったことから、国庫補助金を３，

６１９万５，０００円減額するものであります。そのほか、企業債を３，０００万

円減額し、収入合計を７億９，０３５万７，０００円とするものであります。 

 資本的支出では、水道未普及解消事業（田代地区）等の事業量の変更により建設

改良費を４，０００万円減額し、支出額を１１億３４１万６，０００円とするもの

であります。 

 また、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は３億１，３０５万９，

０００円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５，９５２万８，

０００円及び過年度分損益勘定留保資金１億１，０１２万４，０００円及び当年度

分損益勘定留保資金１億４，３４０万７，０００円で補痾するものであります。 
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 議案第１０８号は、平成２８年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

であります。 

 このたびの補正は、会計制度の変更に基づき、繰入金に関する予算を組み替える

ものであります。そのほか、事業費の変更による資本的収入及び支出の減額であり

ます。 

 予算の組み替えでは、長期前受金戻入に関わるものは繰り入れの対象外との取り

扱いが示されたことから、長期前受金戻入額見合いの繰入金を収益的収入から資本

的収入に組み替えるものであります。収益的収入、営業外収入を２億５８２万１，

０００円減額し、資本的収入の出資金を同額増額するものであります。 

 そのほか、長期前受金戻入を８，８０１万５，０００円減額、事業量の減少によ

り消費税還付金を１３６万３，０００円減額するものであります。これにより、収

益的収入は６億１，００３万３，０００円となり、当年度純利益は２，９８４万３，

０００円となるものであります。 

 次に、浄化センター改築更新業務の国庫補助金額の確定を主とする資本的収入及

び支出の補正であります。 

 収入では、国庫補助金を２，８８２万円、企業債を２，３４０万円それぞれ減額

し、収入見込から協力金を６９万７，０００円追加し、資本的収入の合計額を３億

８，０２１万５，０００円とするものであります。 

 支出では、委託料を４，７４０万円減額し、資本的支出合計額を４億５，

２７７万９，０００円とするものであります。 

 また、資本的収入が資本的支出に不足する額７，２５６万４，０００円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を５１２万６，０００円及び当年度分

損益勘定留保資金６，７４３万８，０００円で補痾するものであります。 

 議案第１０９号は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いてであります。これは、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進め

るため、国に準じて介護休業の分割取得、介護のための所定労働時間短縮措置等、

所要の改正を行うものです。 

 この条例は、平成２９年１月１日から施行するものであります。 

 議案第１１０号は、美祢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正につい

てであります。 



- 14 - 

 これは、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情等を新たに設け

るなど、国に準じて所要の改正を行うものであります。 

 この条例は、公布の日から施行するものであります。 

 議案第１１１号は、美祢市一般職員の職員の給与に関する条例等の一部改正につ

いてであります。 

 これは、本年８月の人事院勧告に基づく国の給与改定に準じ、関係条例の一部を

改正するものです。 

 主な内容は、給料月額については平均０．２％の引き上げを本年４月分の給与よ

り適用するとともに、１２月期の勤勉手当について０．１カ月分の支給額を増額し

支給するものであり、所要の改正を行うものであります。 

 同様に、美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例及び美祢市上下水道事業管

理者の給与に関する条例についても一部改正を行います。 

 また、市議会議員の期末手当について、県内の市や類似団体等を比べたところ支

給月数が少ないことから、平均的な支給月数となるよう０．３カ月分引き上げたい

ので、美祢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を改

正するものであります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 

 議案第１１２号は、美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてであ

ります。 

 これは、雇用保険法の改正により、失業等給付の給付内容等が変更されたことに

伴い、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成２９年１月１日から施行するものであります。 

 議案第１１３号は、美祢市税条例等の一部改正についてであります。 

 これは、地方税法等及び所得税法等の一部を改正する法律が公布され、これらに

関する政令及び省令がそれぞれ公布されたことに伴い、美祢市税条例の一部を改正

するものであります。 

 改正の主な内容は、軽自動車税において消費税１０％導入時に県税の自動車取得

税が廃止されるのと併せて、新たに取得時に環境性能割が創設されます。これによ

り、現行の軽自動車税を軽自動車税種別割とし、新たに環境性能割を加えるもので

あります。これは、平成２９年４月１日から施行するものであります。 
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 次に、法人市民税法人税割の税率を１２．１％から８．４％に引き下げるもので

あります。これは、消費税１０％導入時に地域間の税源の格差を是正するため、そ

の引き下げ相当分について、国税の地方法人税を引き上げ、その税収全額を地方交

付税の原資化とするものであります。これは、平成２９年４月１日から施行するも

のであります。 

 次に、現行の医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病予防への取り組

みとして、定期健康診断や予防接種等を受けている個人を対象に、薬局で販売して

いる一定の条件を満たした薬品の購入費用について医療費控除を創設するため、所

要の改正を行うものであります。 

 これは、平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１日までの間に購入した薬

品の費用を対象とするもので、平成３０年１月１日から施行するものであります。 

 議案第１１４号は、美祢市立中学校設置条例及び美祢市体育施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてであります。 

 これは、平成２８年３月末をもって廃止した秋芳北中学校の体育館について、平

成３０年４月の秋芳桂花小学校設置までの２年間、秋芳北体育館として設置、管理

運営を行っていますが、秋芳桂花小学校や保育園の新築工事等に伴い、体育館とし

ての運営が困難となることから、今年度末をもって廃止することとし、所要の改正

を行うものであります。 

 議案第１１５号は、美祢市敬老祝金支給条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、毎年９月に８０歳、８８歳、９０歳など、節目の年を迎えら

れた高齢者の方々に支給しております敬老祝金について、支給年齢、支給金額の変

更を行うものであります。 

 改正は、２カ年にわたり段階的に変更を行います。 

 平成２９年度は、８０歳の方については現行１万円と同額となりますが、８８歳

の方については現行２万円を１万円に、９０歳の方と９９歳の方については現行

３万円を２万円に、また、これまでに１００歳以上の方については毎年５万円を支

給しておりましたが、これにつきましては１００歳を迎えられた方のみに限定し、

現行５万円を３万円に変更いたします。 

 次に、変更２年目となります平成３０年度以降の支給年齢及び支給額につきまし

ては、従来の８０歳、９０歳、９９歳の方に対する支給については廃止をし、
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８８歳と１００歳の方のみの支給となり、８８歳の方については１万円、１００歳

の方については３万円を支給することになります。 

 また、この改正に併せて、これまで９月１５日の基準日に支給該当年齢に達して

おられた方を該当年度の支給対象者としておりましたが、平成２９年度からは、年

度内に支給基準年齢に達する方を対象といたします。 

 なお、この条例は、平成２９年度実施については平成２９年４月１日から、平成

３０年度以降実施については平成３０年４月１日から施行するものであります。 

 議案第１１６号は、美祢市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。 

 これは、所得税法等の一部を改正する法律が公布され、外国人等の国際運輸業に

係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され

たことに伴い、市民税で分離課税される特例適用利子等または特例適用配当等を有

する者に対し、当該利子等または配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定

及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるため、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成２９年１月１日から施行するものであります。 

 議案第１１７号は、美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数

を定める条例の制定についてであります。 

 これは、農業委員会等に関する法律の改正が平成２８年４月１日に施行されたこ

とに伴い、次期改選から、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を

定めるものであります。 

 内容は、農業委員会の委員の選出方法がこれまでの公選制と選任制から、農業者

及び農業者が組織する団体等からの推薦と公募に基づき、市町村長が議会の同意を

得て任命する方法に変更されたことと、新たに農地利用最適化推進委員を設置し委

嘱するため、それぞれの委員の定数を政令の定める基準に従い条例で定めるもので

あります。 

 また、本条例の制定に伴い、現在の美祢市農業委員会委員の選挙区における委員

の定数に関する条例を廃止します。 

 なお、現在在任中の農業委員会委員の任期につきましては、改正法の経過措置に

より任期満了日の平成２９年７月１９日までとなっております。 

 また、農地利用最適化推進委員が新設されたことから、美祢市報酬及び費用弁償

条例の一部を併せて改正するものであります。 
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 この条例は公布の日から施行するものであります。 

 議案第１１８号から第１３９号までは、施設使用料の改定についてであります。 

 これは、使用料・手数料見直しに関する基本方針に基づき、施設使用料を改定す

るもので、次の２２の施設の関係条例を改正いたします。 

 議案第１１８号は、美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例、議案第

１１９号は、美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条例、議案第

１２０号は、美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例、議案第

１２１号は、美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例、議案第

１２２号は、美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する条例、議案第

１２３号は、美祢市立学校施設使用条例、議案第１２４号は、美祢市民会館の設置

及び管理に関する条例、議案第１２５号は、美祢市公民館の設置及び管理に関する

条例、議案第１２６号は、美祢来福センターの設置及び管理に関する条例、議案第

１２７号は、美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、議案

第１２８号は、美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、議

案第１２９号は、美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、

議案第１３０号は、美祢市堀越コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、

議案第１３１号は、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例、議案第１３２号

は、美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、議案第１３３号は、美祢

市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例、議案第１３４号は、美祢市老

人憩いの家の設置及び管理に関する条例、議案第１３５号は、美祢市保健センター

の設置及び管理に関する条例、議案第１３６号は、美祢産業技術センターの設置及

び管理に関する条例、議案第１３７号は、美祢農村勤労福祉センターの設置及び管

理に関する条例、議案第１３８号は、美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関

する条例、議案第１３９号は、美祢市都市公園条例をそれぞれ一部改正し、平成

２９年４月１日から施行するものであります。 

 議案第１４０号は、美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉センターの指定

管理者の指定についてであります。 

 これは、美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉センターの指定管理期間が

平成２９年３月３１日をもって満了となります。 

 つきましては、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの３年間、両
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施設を一括管理する指定管理者に、企業組合中高年雇用福祉事業団を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の既定に基づき、市議会の議決を求めるもの

であります。 

 議案第１４１号は、市道路線の認定についてであります。 

 これは、美東町真名徳坂区内の集落を巡回する道路について、道路用地の確保等、

市道としての認定要件が整ったため、これを市道徳坂中線として認定することにつ

いて、道路法第８条第２項の規定により市議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提出いたしました、報告１件、議案４７件について御説明申し上げました

が、よろしく御審議の上、御議決賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 これより議案の質疑に入ります。 

 日程第３、報告第１３号損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての

質疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第１３号を終わります。 

 日程第４、議案第９５号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号）の質疑

を行います。質疑はありませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、平成２８年度の美祢市一般会計補正予算（第

５号）、これについて、ちょっと若干質問させていただきたいと思っております。 

 今回の市職員の一般職における職員数については、補正前は３４０人、そして、

補正後におきましては３３２人ということで８名の削減となっております。 

 それで、一般職が８名削減する、少数精鋭でどんどんこれからやっていくという

ことは、非常にいいことかもわかりませんけれども、特に、観光振興における美祢

市は、今後、世界ジオパークにしっかりとかじを切っていかなくちゃならない。ま

しては、県もそういう方向性で強い意志を持って動いておられるわけですよね。そ

れに対して、そういうところにしっかりと、県から、この観光事業において美祢市

が相手にされないようなことになっては、非常にふさわしくない問題となるわけで

あります。 

こういったところで、今後、世界に見合うジオパーク、世界ジオパークになって
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いくための美祢市を中心とした、秋吉台を中心とした美祢市になっていかなくちゃ

ならない。 

 そういったことで、今後、こういったところに、また福祉においては、市民福祉

部も、今、介護を受ける方が、どんどん認定し作業をやっていかなくちゃならない。

こういったところも非常に人が足りない。そういう認定に時間がかかったりとかし

て、人数がふえる。そういったことを踏まえて、しっかりとこういったところに強

く人員を、私は充てていかなくちゃならないと思っています。 

 その辺を、しっかりと今後、行政として見ていくことは、非常に重要と思ってお

ります。さらなる、こういった部署に人員配置を見据えて推し進めていかれるのか

どうか、この点についてお尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  岡山議員の御質問にお答えいたします。 

 人員配置の件、また人員の適正化についての件だと思いますけれども、人員の適

正化については、しっかりと今までどおりの適正化に向けて取り組んでまいりたい

というふうに思っておりますし、人員配置につきましては、組織の変更の見直しも

含めて、適正に人員配置をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  大野総務部次長。 

○総務部次長（大野義昭君）  このたびの補正予算の人員が８名減になっておる、

８名について御説明申し上げます。 

 ８名につきましては、現予算を立てるのは、今のこの時期に立てます。その時点

で採用計画を立てるわけなんですけれども、このたび、なぜ８人減ったかと申しま

すと、まず採用試験におきまして、当初、上級職の試験で５名合格通知を出して、

５名、まず採用の意思を示しておりましたけど、年が明けまして１名辞退されまし

た。それと、初級につきまして４名採用予定で、それぞれ合格通知を出しましたけ

ど、採用に応じた職員が２名であり、その時点で２名の減となります。それと、あ

ともう一人、社会福祉士を１人採用予定にしておりましたけど、最終的に社会福祉

士の試験が合格できなかったということで、１人、採用を取り消しております。 

 それとあと、急な職員の退職が３名出ております。それとあと、残りにつきまし

ては、当初、教育長が一般職でありましたので、８名の、当初、教育長を人数にし
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ておりましたけど、このたび特別職に変更になりましたので、職員定数としては

１名の減、ということで８名の減となった理由でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  今、職員は減ったというのは、以上の理由からわかりました

けれども、今後、その職員の減に対して、どうこれを、８名を減らないでふやして

いくんかどうか、その辺の方向性を、ちょっともう一遍、どうするんかというか、

もうこのまま行くんかどうか、その辺をお尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員、この第９５号、予算決算委員会に付託されます。

全員、委員におられますので、その辺のことについては、また委員会の中で御答弁

をいただきたいというふうに思いますがよろしいですか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  わかりました。大まかなところで、今ちょっとお尋ねしまし

たので、今後、しっかりと委員会でやっていきますので、対応をよろしくお願いし

ます。 

○議長（荒山光広君）  その他、質疑はございませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  私も委員会におりますが、ちょっとお尋ねしたいんですけれ

ど、９５から１００号までなんですけど、公務員の住居手当と通勤手当について、

市民の方から質問を受けることがありますが、住居手当は持ち家でも支給なのか、

またアパートに住むと支給なのか、その点についてお尋ねします。 

 それと通勤手当については、どの範囲、支給の範囲についてお尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  三好議員、申しわけありません。ここは、全体的な質疑にし

ていただきたいと思います。個別については、委員会の中でしっかりやっていただ

きたいと思います。よろしいですか。時間の都合もございます。済いません。よろ

しいですか。癩癩はい。 

 その他、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第９６号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第９７号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第９８号平成２８年度美祢市環境衛生事業特別会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第９９号平成２８年度美祢市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第１００号平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１００号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１０、議案第１０１号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０１号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 
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 日程第１１、議案第１０２号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第６号）の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０２号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１２、議案第１０３号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０３号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１３、議案第１０４号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０４号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１４、議案第１０５号平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０５号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１５、議案第１０６号平成２８年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０６号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 
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 日程第１６、議案第１０７号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０７号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１７、議案第１０８号平成２８年度美祢市公共下水道事業会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  この議案に対しまして、議長にお願いをしたいと思うんで

す。 

 先ほどの、市長から提案説明を受けました。その中で、予算の組み替えでは長期

前受金戻入にかかわるものは、繰り入れの対象外との取り扱いが示されたことから

と、こういう説明なんです。従って、これの裏づけになる文献を、委員会までに、

ぜひ配付していただきたいというのが、議長を通してのお願いであります。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  ただいま、竹岡議員から委員会までに資料請求がございまし

た。執行部のほう、よろしいでしょうか。よろしいですか。癩癩それでは、委員会

までに資料の提出をお願いいたします。 

 その他、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０８号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１８、議案第１０９号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正についての質疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０９号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第１９、議案第１１０号美祢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改
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正についての質疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１０号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２０、議案第１１１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１１号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２１、議案第１１２号美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正につ

いての質疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１２号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２２、議案第１１３号美祢市税条例等の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。岩本議員。 

○１０番（岩本明央君）  私の勉強不足と、それから常任委員会の委員の配属の違い

で質問いたします。 

 先ほど説明がありました１１ページをお願いいたします。この中で２件ほどお尋

ねいたします。 

 最初は、上から４行目ぐらいからずっとあるんですが、消費税が１０％導入時に

と書いてあります。ずっと、こういっていきまして、その下から１３行目、平成

２９年４月１日から施行するものとするとありますが、別に、まだ消費税１０％は

今回また延期されまして、非常に延びるように感じがするんですが、その辺の間隔、

要するにお考えといいますか、それを１点お尋ねします。 

 それから、その次、下から９行目あたりから、平成２９年１月１日から平成

３３年１２月３１日までの間に購入した云々がありますが、平成３０年１月１日か



- 25 - 

ら施行するとあります。これは、３３年ですから、それより前で２９年１月から、

その後１年間の、これは理解できるんですけど、それ以降、３０年の１月１日から

で、それ以降って何か理解に苦しいんですが、どのように理解したらよろしいんで

しょうか。 

 ２点、お尋ねいたします。 

○議長（荒山光広君）  細田総務部次長。 

○総務部次長（細田清治君）  ただいまの岩本議員の質問にお答えいたします。 

 消費税延期の法案ですが、今国会で審議されまして、１１月の８日に衆議院、

１８日に参議院で審議されて成立しました。そして、きのう公布されておりまして、

今後、国から、その通知がありまして、条例（例）が来まして、施行日を３０年の

１０月１日に変更するような、また議案を、３月になると思いますが提出をさせて

いただきたいと思っております。 

 そして、医療費の特例なんですが、これは特例として４年間ほど限定で、今のと

ころ国のほうは考えておるみたいです。だからこれは、その後、また引き継ぎされ

るかどうかというのは、ちょっと今のところは、特例控除ということで４年間の限

定のみのことでされる制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  よろしいですか、岩本議員。 

○１０番（岩本明央君）  上のほうの消費税の件はわかりましたけど、下のほうが、

ちょっといまいち、薬局なんかで薬が販売されたことを書いてありますけど、４年

間といっても３３年１２月３１日までというのは、３０年の１月１日が前にあるか

ら、それはおかしいんじゃないか。どう理解したらいいですか。 

○議長（荒山光広君）  細田総務部次長。 

○総務部次長（細田清治君）  今の質問にお答えします。 

 これは、所得税と個人住民税が該当になりまして、所得税は２９年１月１日から

適用になることから、そういう言葉は表記せず、個人住民税は平成３０年度の個人

住民税が対象ということで、平成３０年の１月１日の施行となっております。 

 所得期間が平成２９年の１月１日から平成２９年の１２月３１日までに対して、

個人住民税は対象が平成３０年の課税から対象ということで、平成３０年１月１日

の施行日となっております。 
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 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  よろしいですか。その他、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１３号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２３、議案第１１４号美祢市立中学校設置条例及び美祢市体育施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１４号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２４、議案第１１５号美祢市敬老祝金支給条例の一部改正についての質疑

を行います。質疑はありませんか。竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  これも、議長を通して資料請求をしたいと思います。 

 さらに、その上に、その資料がいわゆる市民の皆さんに公開してもいいという資

料で結構ですが、まず一点は、この改正によって、現状の必要総額と、それから新

しい、年度はそれぞれ緩和策がありますが、それの対比表。それからもう一つは、

他市の状況、県下のを資料要求したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（荒山光広君）  ただいま３点の資料請求がございましたが、執行部のほう、

よろしいでしょうか。癩癩はい。それでは、委員会までに準備をお願いいたします。 

 その他、質疑はございませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  美祢市の敬老祝金支給条例の一部変更、これに関しては

２９年度、そして３０年度、この２段階にわたってお祝い金を減額していく、こう

いうところの一部条例改正ということになりますけれども、こういう方向性という

のは、たしかに今、高齢化も進んでいますけれども、そういったところで支給額が、

予算が上がっていくということで気持ちはわかるんですけれども、今、やっぱり日

本人の平均寿命は女性が８７歳、男性が８１ぐらいですか、そういった面で、もう

みんな８０歳であれば、みんなお祝い金、平均寿命行きますからいただけるという



- 27 - 

形で、それを全部対応しとったら大変な額になるということで、こういう形での一

部条例になったというのはわかります。 

 わかりますけれども、ここのところを、やっぱり８０は削減、そらやめるとして

も、８８、米寿、それと９０歳、１００歳は１回までとか、そういう形で、もうち

ょっと、これ、ここまで厳しくやらなくて、もう少し柔軟な対応を、私はこの常任

委員会じゃないですから発言する機会は、もうきょうしかありませんから言います

けれども、こういったところのものは、もう少し、今後ちょっと、今、厳しすぎる

から、その辺について、今、私が申し上げたように８０歳はのけても、ほかのとこ

ろはちゃんと維持して、１００歳は１回だけ、そういうふうに変更していくお考え

があるかどうか、この辺について、ちょっとお尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  岡山議員の御質問にお答えしたいと思いますけれども、岡山

議員、言われましたとおり高齢化が進んできて、こういった支給金額がだんだんふ

えてくるという実態は否めないというふうに思っておりますけれども、それ以上に、

日々の高齢者の方の福祉の充実を図っていければというふうに思っております。 

 そういった意味で、例えば、これは例でございますけれども、例えば、今、日々、

配食サービスを行っておられる、受けておられる方もおられます。しかしながら、

市街と市街からちょっと外れた遠い地域の方も統一料金で、今やっておられますけ

れども、大変、事業者の方に御負担を強いておるというのが実情だというふうに思

っております。そういった意味からも、今度は距離制の配食サービスの料金体系を

整えたいというふうな思いもしております。 

 またさらに、高齢者の方から、いろいろ御要望があります、多くの方が集えるカ

フェなんかを設置してほしいという要望もございます。そういった日々の健康づく

りや、毎日を有意義に過ごせる、そういったところにも目を向けて、高齢者の方の

生活のサポートをさせていただければという思いがしておりますので、そういった

ところで予算の配分を考えさせていただいたというところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  今、高齢者に対する市長の思いといいますか、その辺をお伺

いしましたので、あとは委員会で、しっかりとこれについては集中審議していただ
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きたいと、このように思っております。よろしくお願いします。 

○議長（荒山光広君）  竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  私は資料請求をしてからと思ったんですね。ところが、よ

く考えてみたら、市長の答弁をいただくのはここしかないんですね、考えてみたら。 

 それで、今、市長はほかの福祉の面もとおっしゃったんです。我々、実は全協で

一度説明は受けました。そして現状と、それからこの改正後、言い方悪いんですが、

わずか１，０００万ぐらいの違いなんです。 

 そこでお尋ねをするんですが、市長は、今回、美祢市の地域福祉計画、それから

地域福祉活動計画を出されたのは御存じですよね。その中に基本理念、これが共に

支え合い、共に生きる福祉のまちづくり、それから基本目標は安心して生活できる

まちづくり、私はこうした観点から、やはり１，０００万というものが倹約して、

そこまで高齢者の方に対して倹約をするという、その意味がよくわからないんです。 

 特に、まち・ひと・しごとの創生戦略の中でも、高齢者が多世代と交流しながら

健康でアクティブな生活を送り、必要な医療、介護を受けることができる居住環境

を整えるというのが重要戦略の４番目に上げられているんです。この辺との、市長

は整合性をどうお考えなのか。わずか１，０００万、それで福祉を切り捨てるんで

すか。高齢者に対する、その辺の福祉のあり方というものをお尋ねをしたいと。 

 そのとき、全協のときも説明を受けたのは、県下で美祢市がトップクラスだと、

こういうことに対して。１，０００万で県下トップクラス、もっともっとほかのほ

うに倹約をするところがあるんじゃないかと、私は思います。 

 そうした観点から、市長のそうした諸計画に対しての整合性から高齢者福祉に対

する市長のお考えをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  竹岡議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど、岡山議員からの質問にもお答えしましたとおり、高齢者福祉を打ち切る

とかいう意味合いを、私が持っているということではございません。そうではなく

て、日々の、日々のサービスの充実をもっと図っていきたい。そのためには、予算

全体の配分の見直しも含めて考えていきたい。今、竹岡議員がおっしゃった安心し

て暮らせる、これはやはり毎日、日々生活が安心して暮らせるというのが第一だと

いうふうに思っております。 



- 29 - 

 そうした中、先ほども少し例を挙げさせていただきましたけれども、配食サービ

ス等は、年々、配食の給食のサービスの需要が伸びているということです。しかし

ながら、事業者の方が、近い地域は大丈夫ですけれども、少し遠くなると、なかな

か、やはり採算性が合わないというところから、やはりこの辺も、少し見直して配

食サービスの充実も図っていかなければいけないと。 

 そうした日々の高齢者福祉のサービスの向上を図っていきたいということでござ

いますし、また、共に支えるというところでございますけれども、これにつきまし

ても、先ほど申しましたとおり、高齢者が日々アクティブに生活できるために、高

齢者が集える場所づくりを行っていきたい、そういったカフェの開設を目指してい

きたいというふうに思っております。 

 そういった意味で、健康で、そして安心で暮らせるまちづくりの高齢者福祉を充

実させていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  竹岡議員。 

○１４番（竹岡昌治君）  議論の場でないんで、質問なんでこれ以上はできませんが、

私が申し上げたのは、わずか１，０００万、その経費は、ほかでも倹約をしてでも

やれるんじゃないですかということもお尋ねしましたが、どうも配食サービス、配

食サービスということで一点集中議論になりますのでやめたいと思います。 

 資料を提供していただいて、できるだけ早くいただきたんです。市民の皆さんが、

どこでお聞きになったかわかりません。ある地区では老人会の皆さんが集まって、

「おい、こうこうらしいぞ」とおっしゃったんです。私は、それに対して何もコメ

ントしなかったんです。なぜかっていったら、全員協議会で出された資料ですから

黙ってたんです。ですが、お年寄りの中でそういう声があるということになれば、

公表できる資料も提供していただきたいというのを、今、議長に申し入れたところ

でありますので、それをいただいてから委員会において、もっと議論を深めていき

たいと、こういうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、質疑はございませんか。杉山議員。 

○２番（杉山武志君）  １点、お尋ねいたします。 

 このたびの改正につきまして、私も、ちょっと残念な思いがしております。ただ、
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一方では、この市の職員さんが促されても、受け取られない方が複数いらっしゃる

というお話も聞いております。その人数といいますか、どれぐらいの割合の方が受

け取られていない状況があるのかなということをお尋ねしたいと思います。 

わかりましたら、お答えいただけたらと思います。 

○市民福祉部高齢福祉課長（河村充展君）  ただいまの杉山議員の御質問でございま

すけれども、９月の支給時が初回といたしまして、今現在、２回目、３回目のお知

らせをしているところでございます。 

 人数につきましては、ちょっと今、把握しておりませんので、また後日、御報告

させていただくということで御了承いただければと思います。 

○議長（荒山光広君）  よろしいですか。癩癩はい。その他、末永議員。 

○１番（末永義美君）  私も該当委員ですけれども、市長のお考えを拝聴したくて質

問させてもらいます。 

 今、先ほどからいろんな議論がありましたけれども、日々の日常の福祉、また生

活を守る、高齢者にとって笑顔があるような生活をつくりたいんだというお考えと

給付金、敬老のお祝い金ですね、これは私は全く別に考えてほしいんです。 

 例えば誕生日、もっと上の例えば結婚したときの金婚式や銀婚式、もっと非常に

上のサプライズのような感覚。本当に、ここまで長生きしてよかったというような

思い。または、思ってもいなかったようなプレゼントのような感覚と、日々の生活

を守る福祉の充実、これは全く別だと考えてもらいたいんです。 

 配食とかいろんな思いが数字の中ではあるとは思いますけれども、本当に今、き

ょう、あしたの生活の中の当たり前な安心が欲しいという、市民の生活を守る自治

体の市長の役目、役割もあります。それと、こういうお祝い、特別なうれしいもの

を得られる、もらえる、そういうふうに思ってもらえるってことを、よく市長がお

っしゃられる市民目線という形で、市民が、高齢者の方がそれを言われたときに、

今、杉山議員さんが、何かそれを手に取られない方もいらっしゃると言われました

けれども、中には、それがもうずっと前からあって楽しみにしていたとか、または

思いもよらなかった、うれしいと、その感動的な福祉のお祝い金の配付と、日々の

生活を守るという福祉の視点、これはもう一度、市長お得意の市民目線で、いま一

度、これから吟味、考えてほしいという要望をお願い申し上げます。 

 以上です。 
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○議長（荒山光広君）  要望、（「要望です」と呼ぶ者あり）要望ですか。ここの場

は質疑でございますので、要望は……。末永議員。 

○１番（末永義美君）  今、私がちょっと、いろいろ言いましたけれども、別に考え

てほしいという思い、市長自身の市民目線でのお考えを、いま一度御答弁をよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  末永議員の御質問にお答えします。 

 先ほど来、申しましたとおり、今、日々の生活にお困りの方に救いの――救いの

って言ったらあれですけど、福祉のサービスを届けたいということが一番の思いで

ございます。先ほど来、言っていることでございますけれども、そういったことを

通じて、安心して暮らせるまちづくりにしていきたいという思いでございます。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  その他、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１５号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２５、議案第１１６号美祢市国民健康保険税条例の一部改正についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１６号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２６、議案第１１７号美祢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１７号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２７、議案第１１８号美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の
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一部改正についての質疑を行います。質疑はございませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  私は所管の委員会に所属しておりませんので、ここでお尋ね

したいと思います。 

 この件は、議案第１１８号から第１３９号まで関連することなんですが、この施

設の使用料の変更についてですが、下がるところはいいとして、負担がふえる施設、

地域があると思いますが、これには説明が要るのではないかと思います。住民の方

には、どのように説明を、いつされるのかお尋ねします。 

 また、公民館等を使用の際に、条例等で３日前に申し込みをしないと使えないと

いうこともありまして、また、その料金も前払いということなんですが、急に使用

したいというときもあるかと思います。例えば、屋外で何か行事をしていて、その

日に雨がばっと降り出したというときは、公民館とかそういう施設を使用したいと

いうこともあると思いますが、部屋が空いていれば使用の申請書を出して使えるよ

うにするのが市民のサービスではないかと思いますが、どのようにお考えでしょう

か、お尋ねいたします。 

○議長（荒山光広君）  古屋生涯学習スポーツ推進課長。 

○教育委員会事務局生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君）  ただいまの三好議員

の御質問にお答えします。 

 負担がふえる施設についての住民への説明でございますけれど、これから市報、

また公民館については公民館便り等でお知らせをしていきたいと思っております。 

 それから、公民館を３日前までに使用の申請をしなければならない、急に使用し

たいときにはどうしたらよいかというような御質問だったかと思いますが、特に、

教育委員会のほうが認める場合は、急な使用も認めておりますので、そのときはお

っしゃっていただければ使用できると思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  よろしいですか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  私は知らなかったんですけれど、調べましたら、これが申し

込みをしていても、早目に申し込んだとしてキャンセルができるということを知ら

なかったんですが、キャンセルが５日前ならできるということなんですがそうなん

でしょうか、お尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  古屋生涯学習スポーツ推進課長。 
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○教育委員会事務局生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君）  ただいまの御質問に

お答えします。 

 ５日前までにキャンセルができるかということだったかと思いますが、キャンセ

ルは使われないということであればできると思っております。 

 以上です。 

○議長（荒山光広君）  三好議員。三好議員、済いません、個別のことについては、

担当課なりに直接お聞きをしていただきたいと思います。ここは全体的な質疑にし

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○８番（三好睦子君）  わかってます。 

○議長（荒山光広君）  三好議員。 

○８番（三好睦子君）  この件についても、市民の方に周知の徹底をよろしくお願い

します。 

○議長（荒山光広君）  その他、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１８号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２８、議案第１１９号美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１９号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第２９、議案第１２０号美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関す

る条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２０号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３０、議案第１２１号美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関す
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る条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２１号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３１、議案第１２２号美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２２号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３２、議案第１２３号美祢市立学校施設使用条例の一部改正についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２３号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３３、議案第１２４号美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２４号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３４、議案第１２５号美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２５号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３５、議案第１２６号美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の一
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部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２６号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３６、議案第１２７号美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２７号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３７、議案第１２８号美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２８号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３８、議案第１２９号美祢市田代コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２９号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第３９、議案第１３０号美祢市堀越コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３０号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４０、議案第１３１号美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部
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改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３１号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４１、議案第１３２号美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３２号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４２、議案第１３３号美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３３号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４３、議案第１３４号美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の

一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３４号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４４、議案第１３５号美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３５号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４５、議案第１３６号美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例
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の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３６号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４６、議案第１３７号美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３７号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４７、議案第１３８号美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３８号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４８、議案第１３９号美祢市都市公園条例の一部改正についての質疑を行

います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３９号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第４９、議案第１４０号美祢市勤労福祉会館及び美祢勤労者総合福祉セン

ターの指定管理者の指定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１４０号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第５０、議案第１４１号市道路線の認定についての質疑を行います。質疑は
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ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１４１号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 日程第５１、議案第１４２号美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工事の請

負契約の締結についてを議題といたします。 

 本件につきまして、秋山議員は地方自治法第１１７条に該当し除斥されますので

退場を求めます。 

   〔秋山哲朗君 退場〕 

○議長（荒山光広君）  市長から提案理由の説明を求めます。西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  本日、平成２８年第４回美祢市議会定例会に提出しました議

案１件について、御説明申し上げます。 

 議案第１４２号は、美祢市立桂花小学校建設（建築主体）工事の請負契約の締結

についてであります。 

 これは、平成３０年４月に嘉万小学校と別府小学校が統合し誕生する秋芳桂花小

学校の校舎を、平成２８年度から２カ年の継続事業として新たに建築するもので、

１０月２４日に入札を執行した結果、美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工

事秋山建設・大和建設・美祢工務店・小田工務店特定建設工事共同企業体が５億５，

０９４万５，８００円で落札したところであります。 

 つきましては、工事請負契約を締結することについて、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提出しました議案１件について御説明申し上げましたが、よろしく御審議

の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案第１４２号美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工事の請負

契約の締結についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっております議案第１４２号は、所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 秋山議員の復席を許可いたします。 

   〔秋山哲朗君 復席〕 

○議長（荒山光広君）  この際、暫時休憩いたします。 

   午前１１時３５分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

   午後 ３時４０分再開 

○議長（荒山光広君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 日程第４、議案第９５号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号）から日

程第１０、議案第１０１号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算まで、及び日

程第２０、議案第１１１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついてを会議規則第３５条の規定により一括議題といたします。 

 本件に関し、常任委員長の報告を求めます。教育経済委員長。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 登壇〕 

○教育経済委員長（秋枝秀稔君）  ただいまより、本日開催いたしました教育経済委

員会の委員長報告を申し上げます。 

 本会議におきまして、本委員会に付託されました議案２７件のうち、２件につい

て、先ほど審査いたしましたが、そのうちの議案１件につきましては、地方自治法

第１１７条の規定により議員の除斥案件となっておりますので、ここでは、議案第

９７号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第１号）の１件について御

報告申し上げます。 

 本議案について、委員全員出席のもと審査いたしましたところ、委員より質疑、

意見はなく、全会一致にて原案のとおり可決しております。 

 以上をもちまして、教育経済委員会の委員長報告を終わります。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  教育経済委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、教育経済委員長の報告を終わります。 

    〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 自席に着く〕 
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○議長（荒山光広君）  続いて、総務民生委員長の報告を求めます。総務民生委員長。 

   〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 登壇〕 

○総務民生委員長（戎屋昭彦君）  ただいまより、本日開催いたしました総務民生委

員会の委員長報告を申し上げます。 

 本会議におきまして、本委員会に付託されました、議案第１１１号美祢市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第９６号平成２８年度美祢

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第９８号平成２８年度美祢

市環境衛生事業特別会計補正予算（第１号）、議案第９９号平成２８年度美祢市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、議案第１００号平成２８年度美祢市

介護保険事業特別会計補正予算（第２号）、及び議案第１０１号平成２８年度美祢

市水道事業会計補正予算（第２号）の６件について、先ほど委員全員出席のもと慎

重に審議いたしましたところ、全ての議案について、全員異議なく全会一致にて原

案のとおり可決いたしました。 

 それでは、議案の審査過程における主な質疑等について御報告いたします。 

 議案第１１１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、

委員より、この条例改正に併せ、病院事業管理者、上下水道事業管理者及び市議会

議員についても期末手当の支給月数が引き上げることになるが、市長、副市長、教

育長については改定がなされないのかとの質疑に対しまして、執行部より、市長ほ

か特別職については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例の例により、支給す

ることとなっているため、このたびの条例改正で勤勉手当の支給月額を引き上げる

ことになりますとの答弁がありました。 

 次に、その他の項で委員より、市職員の定数管理の考え方に関連し、市職員の年

齢構成表について資料提出していただきたいとの資料請求に対し、執行部より、職

員数については、行政改革大綱に目標人数を定めていますが、現在、その目標を下

回る職員数となっています。これについては、採用辞退者や予期せぬ退職等も影響

しているため、採用試験における補欠合格者を活用することなどについても、考え

てまいりたいと思いますとの答弁がありました。 

 なお、請求した資料については、後日開催の本委員会において提出されることと

なっています。 

 また、議長より、山口市、宇部市を中枢都市とし、本市を含む７市町で形成され
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る連携中枢都市圏構想に関する新聞報道について質問があり、執行部より詳しく説

明がなされましたが、内容については割愛させていただきます。 

 以上をもちまして、総務民生委員長報告を終わります。 

   〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  総務民生委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、総務民生委員長の報告を終わります。 

    〔総務民生委員長 戎屋昭彦君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  続いて、予算決算委員長の報告を求めます。予算決算委員長。 

   〔予算決算委員長 猶野智和君 登壇〕 

○予算決算委員長（猶野智和君）  ただいまより、本日開催いたしました予算決算委

員会の委員長報告を申し上げます。 

 まず、議案の審査結果から御報告いたします。 

 本会議において、本委員会に付託されました議案２件のうち、議案第９５号平成

２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号）の１件について、先ほど委員全員出席

のもと慎重に審査いたしましたところ、全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 それでは、議案の審査過程において、委員より質疑がありましたので、その主な

ものについて御報告いたします。 

 委員より、議員期末手当の支給月額０．３カ月分の引き上げによる影響額が、今

回の補正額１５万８，０００円ということかとの質疑に対し、執行部より、支給月

額０．３カ月分の引き上げによる影響額は１８０万５，４００円です。今回の補正

額１５万８，０００円については、６月支給の期末手当において、４月の改選によ

り議員在任期間３カ月未満の議員については、１００分の３０の支給となるため、

当初予算計上金額と実支給額の差額の減額分と、期末手当支給月額０．３カ月分の

引き上げによる増額分を相殺した金額ですとの答弁がありました。 

 次に、委員より、今回の期末手当０．３カ月分の引き上げ額分について、返還は

可能かとの質疑に対し、執行部より、特別職や職員、議員の報酬や給与等について

は、給与条例主義の原則が定められており、条例の規定により支給しています。よ

って、条例に定められる期末手当の一部を返還することは、公職選挙法の寄附行為

に該当するおそれがあると思いますとの答弁がありました。 
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 その他の質疑については、割愛させていただきます。 

 以上をもちまして、予算決算委員会の委員長報告を終わります。 

   〔予算決算委員長 猶野智和君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  予算決算委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、予算決算委員長の報告を終わります。 

    〔予算決算委員長 猶野智和君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  以上をもちまして、常任委員長の報告を終わります。 

 これより、日程第２０、議案第１１１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正についての討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第４、議案第９５号平成２８年度美祢市一般会計補正予算（第５号）の討論

を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 
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 日程第５、議案第９６号平成２８年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第６、議案第９７号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第

１号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第７、議案第９８号平成２８年度美祢市環境衛生事業特別会計補正予算（第

１号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第８、議案第９９号平成２８年度美祢市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第９、議案第１００号平成２８年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１００号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１０、議案第１０１号平成２８年度美祢市水道事業会計補正予算（第

２号）の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 
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 これより、議案第１０１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、日程第５１、議案第１４２号美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主

体）工事の請負契約の締結についてを議題といたします。 

 本件につきまして、秋山議員は地方自治法第１１７条の規定に該当し、除斥され

ますので退場を求めます。 

   〔秋山哲朗君 退場〕 

○議長（荒山光広君）  本件に関しまして、常任委員長の報告を求めます。教育経済

委員長。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 登壇〕 

○教育経済委員長（秋枝秀稔君）  それでは、ただいまより、教育経済委員会の委員

長報告を申し上げます。 

 本会議におきまして、本委員会に付託されました、議案第１４２号美祢市立秋芳

桂花小学校建設（建築主体）工事の請負契約の締結についての議案１件について、

審査結果の御報告を申し上げます。 

まず、議案の審査結果から御報告いたします。 

 本議案について、委員全員出席のもと慎重に審査いたしましたところ、全員異議

なく、全会一致にて原案のとおり可決しております。 

 それでは、議案の審査過程において、委員より質疑等がなされましたので御報告

いたします。 

 委員より、このたびの小学校建築に係る国の補助率は幾らかとの質疑に対し、執

行部より、補助率は、基本的に１００分の５５を見込んでいますとの答弁がありま

した。 

 次に、委員より、小学校校舎内につくられる、地域コミュニティスペース及び交

流センターについては、どのように使用されるお考えかとの質疑に対し、執行部よ

り、地域コミュニティスペースは、一斉下校時の児童集会などに活用する場所とし
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て、また、交流センターについては、地域の皆さんがいつでもお使いになれる専用

の部屋を設けるものですとの答弁がありました。 

 また、委員より、このたびの建築工事には、電気工事などは含まれていないとい

う考えでよいかとの質疑があり、執行部より、今回の議案については、建築主体で

す。このほか、電気設備、機械設備の契約がありますとの答弁がありました。 

 そのほか委員より、本請負工事に関する入札結果や、入札参加業者の業者数につ

いてなど質疑が行われましたが、入札結果等の詳細については、本委員会の所管と

異なりますので、割愛させていただきます。 

 以上をもちまして、教育経済委員会の委員長報告を終わります。 

   〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 発言席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  教育経済委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、教育経済委員長の報告を終わります。 

    〔教育経済委員長 秋枝秀稔君 自席に着く〕 

○議長（荒山光広君）  これより、日程第５１、議案第１４２号の討論を行います。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１４２号を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 秋山議員の復席を許可いたします。 

   〔秋山哲朗君 復席〕 

○議長（荒山光広君）  以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

   午後４時００分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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