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            午前１０時００分 開会 

○議長（阿部雅志君） 現在の出席議員は全員で定足数に達しており、議会は成立をいた

しました。 

 ただいまから平成２５年第１回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 最初に、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 去る２月６日、東京都日本都市センターにおいて、第９４回全国市議会議長評議員会が

開催され、松永副議長と出席いたしました。評議員会では「地方行財政の課題」について

の講演を受けました。各委員会の活動状況報告（部会提出議案７、会長提出議案３）、原

案のとおり可決されました。 

 次に、組合会議関係についてご報告申し上げます。 

 １２月２５日に中央広域連合議会定例会が開催され、関係議員とともに出席しました。 

 次に、議員の行政視察研修派遣についてご報告申し上げます。 

 １月３１日に徳島県市議会連絡協議会研修会が徳島市において県下８市議会議員参加の

もと開催され、本市から１３名の議員が出席し、広瀬克哉法政大学教授の「地方主権改革

と今後の自治体」と題した講演を聞き、今後の議会活動の有意義な研修になりました。 

 次に、各種会合についてご報告申し上げます。 

 平成２５年１月２日に平成２５年阿波市成人式、１月３日に徳島駅伝阿波市選手団出陣

式及び４日から５日まで３日間、市長、教育長とともに応援に参りました。１月６日の阿

波市選手団解団式に出席をいたしました。今回、阿波市は１１位と昨年より順位を上げ敢

闘賞を受賞され、今後の躍進が期待されます。 

 １月７日に平成２５年徳島中央広域連合消防出初め式、１月１３日に阿波市消防団出初

め式、１月１７日に阿波・吉野川市地区保護司会総会等の諸会合にも出席をいたしまし

た。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、監査委員から、平成２４年１１月、１２月、平成２５年１月分の例月現金出納検

査及び監査結果報告書が議長宛てに提出されております。関係書類を議会事務局に保管し

てありますので、ご高覧ください。 



- 5 - 

 次に、市長からお手元に配付のとおり議案等の提出通知がありましたので、ご報告して

おきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（阿部雅志君） 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、１９番稲岡正一君、２０番吉川精

二君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（阿部雅志君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、２月１８日、議会運営委員会が開催されておりますので、結果

について委員長の報告を求めます。 

 吉田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉田 正君） 日程第２、会期の決定についてを議長より指名がござ

いましたので、議会運営委員会の協議結果についてご報告を申し上げます。 

 平成２５年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、２月１８日午前１０時より第１

委員会室において、議会側から正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策

監、総務部長ほか担当職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日２月２５日よ

り３月１５日までの１９日間と決定いたしました。 

 なお、議事日程については、既に配付をしてあります日割り表のとおりでございます。 

 本日は諸般の報告、行政報告、提出議案の説明を予定しております。 

 次に、３月４日は全員協議会で調査関係等の説明のため、開催を午後２時から予定をし

ております。次に、３月５日の本会議は午前１０時に開会いたし、代表質問と一般質問を

予定しております。３月６日、本議会を午前１０時に開会し一般質問、３月７日、本議会

を午前１０時に開会し一般質問、その後議案に対しての質疑を受け、各常任委員会へ付託

する予定であります。 
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 次に、３月８日、午前１０時から総務常任委員会を予定し、３月１１日、午前１０時か

ら産業建設常任委員会を予定し、３月１２日、午前１０時から文教厚生常任委員会を予定

しております。 

 次に、３月１５日、午前１０時より本会議を開会し、各常任委員会委員長報告、質疑、

討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 本日、議案第２８号阿波市八幡地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結についてが追

加提出されており、３月６日に追加議案として議題にすることに決定しております。阿波

市庁舎建設及び交流防災拠点施設建設工事請負契約の締結についてが追加提出されて、３

月７日に詮議される予定となっております。 

 なお、３月１５日閉会日に、国の経済対策関連の平成２４年第一般会計補正予算（第７

号）についてが追加提出される予定です。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告等の締め切りは、２月２６日の正午となっており

ます。なお、議案第２８号についての質疑通告の締め切りは、３月１日の午後となってお

ります。議会の円滑な運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願い

いたしまして、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（阿部雅志君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から３月１５日までの１９日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部雅志君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から３月１５日までの

１９日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（阿部雅志君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日、平成２５年第１回阿波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

れましてはご多忙中にもかかわりませずご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

 今議会は、私が平成２１年５月に市長に就任いたしまして、第１期目の最後の市議会定
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例会となります。 

 市長就任以来、議員各位を初め、市民の皆様並びに関係各方面の方々のご支援、ご協力

をいただく中、阿波市に不可欠な事務、事業の着実な遂行と、合併後、未調整事項の課題

の解消に全力を傾注し、市民の皆様、そして職員の一体感の醸成を図りながら、活力ある

阿波市の礎を築いてまいりました。 

 具体的には、行財政改革の推進、指定管理者制度の導入、総合計画を基本としながら各

種具体的な基本計画の策定、また、安全・安心な教育環境を図るための県下でも類を見な

い大規模改修工事を含めた学校耐震事業の推進、自主防災組織の充実があります。 

 また、新しいまちづくりに不可欠な重点事業として、本市の行財政改革の本丸、防災拠

点、市民が集い、語らい、きずなを深める新庁舎及び交流防災拠点施設整備事業、本市の

基幹産業である農業の振興と食育を合わせた阿波市らしい給食センター建設事業、切れ目

のない子育て支援のモデル事業として八幡地区幼保連携施設整備事業がございます。 

 また、本市は合併市であり、平成２７年度までは財政支援措置が手厚いものとなってお

り、その後支援が減少していくことも見据えて、中・長期財政計画を策定しております。

いわゆる合併特例期間は、人員の適正化、施設、事業の統廃合など、抜本的な行財政改革

をするための猶予期間であります。新市の社会基盤を形成する上で、どうしても必要な大

型事業につきましては、有利な制度を活用し、できる限り合併特例期間中に取り組むこと

が、将来の本市にとって非常に得策であると考えております。 

 この４年間で合併による財政措置のメリットを生かし、さまざまな行政需要に対応する

中で、その後の行政サービスの維持等にも配慮し、財政基盤の強化に努めて、財政健全化

法に係るさまざまな財政指標も徳島県の８市のみならず、全国の類似団体と比較しても、

健全な数値を堅持しております。また、家庭における定期預金である基金残高において

は、直近の４年間で約５０億円増加させ、平成２４年度末には１００億円を超える見込み

となっております。 

 こうした状況下、地域主権型社会へと移行していく中で、一昨年実施した市民アンケー

トにより、「阿波市に住んでよかった。これからも住み続けたい」と思う人が８５．７％

という結果になっております。これからのまちづくりは、行政と市民の皆様が協働しなが

ら推進していくことが重要であり、多くの市民の皆様がまちづくりに参加しやすいシステ

ムづくりを図ってまいりたいと考えております。 

 現在阿波市では、「明日に向かった、やすらぎ空間」を目指し、人という花のつぼみが
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咲く寸前であります。いま少し、花の手入れをして、見事な大輪を咲かせたいとの強い気

持ちから、引き続き市勢の発展に全身全霊を傾注してまいりたいと決意し、次期市長選へ

の立候補を昨年末に表明したところであります。 

 次に、新年度予算を中心に市政の重要課題等についてご報告申し上げ、議員各位を初め

市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、平成２５年度当初予算についてであります。 

 国においては、平成２５年度予算編成の基本方針として、日本経済の再生に向け政策を

総動員し、いかなる難問からも逃げることなく、正面から取り組み、果敢に挑戦していく

覚悟を新たにするとしております。具体的には、東日本大震災からの復興を飛躍的に加速

させるとともに、政策の基本哲学を縮小均衡の分配政策から、成長と富の創出の好循環へ

と転換させ、強い経済を目指すとしておるところであります。 

 次に、地方財政への対応として、地域主権改革を尊重し、地方が安定的に財政運営を行

うことができるよう、通常収支分と東日本大震災分を区分しており、社会保障関係経費の

自然増や地域の活性化等の緊急課題に対応する財源を含め、地方の一般財源総額につい

て、実質的に平成２４年度と同水準を確保することを基本としております。 

 このような状況を踏まえ、本市の平成２５年度の当初予算編成においては、前年度以上

に限られた財源の有効活用を図るため、第２次集中改革プランによる行財政改革を継続す

るとともに、新年度予算の編成方針の中で、「現状にとらわれることなく、より高い視点

に立って市全体を見ながら、どうすれば市民のためになるかを考え、起点から終点まで一

つの物語として市民に説明できるよう企画、立案すること」、「机上で考えるのではな

く、現場を見て状況を判断すること」、「部局を超えて情報を共有、協議した上で予算要

求すること」などの職員の意識改革と、活力ある安全・安心で、市民全てが幸せを実感で

きる阿波市の実現のための予算編成を指示いたしました。 

 平成２５年度一般会計予算の総額は１９６億６５０万円であり、前年度に比べ２９億

６，８１０万円、率にして１７．８％の増加となっております。また、７件の特別会計に

ついては、総額で９８億１，２７０万８，０００円となっております。 

 一般会計において、市長選挙を控え、基本的に骨格的予算としておりますが、従来の総

合計画を代表とした各種基本計画に基づいた継続事業は、スピード感を持って予算編成し

執行することが本市の将来の発展に寄与することを踏まえ、先ほど申しました新庁舎及び

交流防災拠点施設整備事業、学校給食センター建設事業、八幡地区幼保連携施設整備事業
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に関する予算を計上しており、これらの予算を除きますと、前年度比７億５，４３３万

８，０００円の減少となります。 

 また、ソフト事業として、今年度より５カ年計画で実施するやすらぎ空間づくり発信事

業につきましては、市内東西２５キロメートルに点在する国の天然記念物で天下の奇勝と

言われております阿波の土柱を初め、金清自然公園、奥宮川内谷川自然公園、四国霊場札

所、柿原堰、道の駅どなり、さらには御所のたらいうどんなどの観光施設、資源を線で結

び、さらには面的広がりを持たせた活用を図るとともに、健康増進ともタイアップさせ、

市内外に観光情報を積極的に発信します。 

 桜、モミジ、アンズなどを大規模農道沿いに市民と協働で植栽し、沿道を花も実もある

ウオーキングロードといたしたいと思ってます。 

 昨年１２月より今年にかけて、阿波市の土柱周辺において、阿波中学校の生徒、老人ク

ラブ、婦人会、文化協会、各種ボランティア団体、市議会の皆様、市職員等により、約２

２０本の植樹を実施したところであり、来月も土成町の宮川内谷川周辺、市場町の日開谷

沿いで植樹を予定しておるところであります。参加された市民の皆様には、厚く厚くお礼

申し上げますとともに、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 また、教育環境の充実と安全・安心対策として、県下でも類を見ない学校耐震事業と合

わせて大規模改修事業を実施しておりますが、今年度補正予算により、平成２５年度末に

は市内の耐震化率１００％を目指しております。 

 次に、新庁舎及び交流防災拠点施設建設事業についてでありますが、本年、年明け早々

の１月４日に、新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事の入札公告を行って以降、順次手続

を進めてまいりました。 

 こうした日程の中で、いよいよ明日２月２６日には、入札応募書類の審査及び開札を実

施し、落札候補者が決定する予定となっております。この落札候補者との仮契約が整い次

第、今定例会会期中において新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事請負契約の締結議案を

追加提案し、ご審議をお願いしたいと考えております。 

 あわせて、３月下旬には起工式を行い、平成２６年度末までの完成に向けて精力的に作

業を進めてまいりたいと考えておりますので、議員皆様のご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。 

 次に、教育委員会と産業経済部が一つになって検討を行った、学校給食に係る地産地消

への取り組みについてであります。 
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 現在３カ所で実施している学校給食センター業務については、平成２６年度中に１カ所

に統合する計画であり、現在その実現に向けてさまざまな検討を重ねているところであり

ます。 

 このうち、給食食材の調達については、これまで以上に新鮮で安全・安心な地元食材を

活用した給食づくりに取り組むこととしており、本年、阿波市学校給食地産地消推進計画

を策定いたしたところです。計画では、県下有数の農業生産地の特性を生かしながら、Ｊ

Ａ等が持つ有効な手法を活用することになっており、これが市内農家の育成と食育、そし

て明日を担う子どもたちの体づくりにまで広まっていくものと期待しております。 

 次に、市内の県営長峰工業団地において、平成１０年より操業中の水島プレス徳島工場

において、トラック用ステアリングシャフトの製造工場の増設工事を行うことになりまし

た。現在、本社である岡山県倉敷工場と徳島工場で製造しているものを一括製造する計画

であり、今後徳島工場は、インドネシアなどの海外での事業強化に向けた基幹工場となる

予定であります。操業開始は来年春ごろであり、増設に伴い新たに２０人程度の雇用が見

込まれると聞いており、市内の活性化に寄与するものと考えております。 

 次に、善入寺島剣先の復旧工事についてであります。 

 かねてより、国土交通省による工事が進められておりました、本市農業の基盤とも言え

る宝の島、善入寺島剣先の復旧工事がこの２月末をもって完了する見込みとなりました。

これは、平成２３年に襲来した台風６号、１２号、１５号により、護岸及び農地に甚大な

被害を受けた農地の復旧に向け、本市はもとより、吉野川市、県選出の国会議員を初め、

地元改良区や農家の方々など関係者が一丸となって要望した成果であります。工事完了後

は、強固な護岸に守られた占用地から、これまで以上に多種多様な農産物が安定して生産

出荷されることと確信いたしております。 

 最後に、新春の阿波路を駆け抜けた第５９回徳島駅伝についてであります。 

 年明けの１月４日から６日の３日間で開催され、阿波市チームは８回目の参加となりま

したが、昨年２月からの合同練習等の強化策によりチームが一丸となり、昨年より順位を

３つ押し上げ、過去最高順位である１１位と大躍進を遂げたところであります。 

 監督、コーチを初め、力走した選手に敬意を表しますとともに、沿道から力強い応援を

送ってくださいました市民の方々にお礼を申し上げますとともに、来年以降に向けてさら

なる飛躍を遂げてくれるものと期待する次第であります。 

 以上、ご報告申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶と行政報告とさせていただきま
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す。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第 １号 平成２４年度阿波市一般会計補正予算（第６号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第 ２号 平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ３号）について 

  日程第 ６ 議案第 ３号 平成２５年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ７ 議案第 ４号 平成２５年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 ８ 議案第 ５号 平成２５年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 平成２５年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算につい 

               て 

  日程第１０ 議案第 ７号 平成２５年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につ 

               いて 

  日程第１１ 議案第 ８号 平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予 

               算について 

  日程第１２ 議案第 ９号 平成２５年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１３ 議案第１０号 平成２５年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算に 

               ついて 

  日程第１４ 議案第１１号 平成２５年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１５ 議案第１２号 阿波市債権管理条例の制定について 

  日程第１６ 議案第１３号 阿波市教育基金条例及び阿波市土地改良事業基金条例の 

               廃止について 

  日程第１７ 議案第１４号 阿波市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい 

               て 

  日程第１８ 議案第１５号 阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第１９ 議案第１６号 阿波市男女共同参画審議会条例の制定について 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

               運営に関する基準を定める条例の制定について 

  日程第２１ 議案第１８号 阿波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

               設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 
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               係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

               を定める条例の制定について 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定 

               について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定につ 

               いて 

  日程第２４ 議案第２１号 阿波市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基 

               準を定める条例の制定について 

  日程第２５ 議案第２２号 阿波市営住宅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２６ 議案第２３号 阿波市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する 

               基準を定める条例の制定について 

  日程第２７ 議案第２４号 阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工 

               事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を 

               定める条例の制定について 

  日程第２８ 議案第２５号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福 

               祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施 

               行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３０ 議案第２７号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３１ 議案第２８号 阿波市八幡地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結に 

               ついて 

○議長（阿部雅志君） 次に、日程第４、議案第１号平成２４年度阿波市一般会計補正予

算（第６号）についてから日程第３１、議案第２８号阿波市八幡地区幼保連携施設新築工

事請負契約の締結についてまでの計２８件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、補正予算案件２件、当初予算案件９件、条例案件１４



- 13 - 

件、その他案件３件の計２８件であります。 

 まず、議案第１号平成２４年度阿波市一般会計補正予算（第６号）については、追加補

正予算額４億９，７６０万円であります。 

 次に、議案第２号平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

ては、減額補正予算額３，９４７万６，０００円であります。 

 次に、議案第３号平成２５年度阿波市一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を

１９６億６５０万円とするものであります。 

 次に、議案第４号平成２５年度阿波市御所財産区特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を１，６７９万円とするものです。 

 次に、議案第５号平成２５年度阿波市国民健康保険特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を５１億６，７７４万４，０００円とするものであります。 

 次に、議案第６号平成２５年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算については、歳入歳

出予算の総額を４億１，８３１万円とするものです。 

 次に、議案第７号平成２５年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算については、歳入

歳出予算の総額を１億１，９２８万９，０００円とするものです。 

 次に、議案第８号平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

は、歳入歳出予算の総額を１８２万５，０００円とするものです。 

 次に、議案第９号平成２５年度阿波市介護保険特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を４０億８，５７４万９，０００円とするものです。 

 次に、議案第１０号平成２５年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算については、

歳入歳出予算の総額を３００万１，０００円とするものです。 

 次に、議案第１１号平成２５年度阿波市水道事業会計予算については、収益的収入６億

４，９３５万４，０００円、収益的支出６億４，３１０万２，０００円、資本的収入３億

５１４万７，０００円、資本的支出５億５，７７０万円とするものです。 

 次に、議案第１２号阿波市債権管理条例の制定については、市の債権の管理に関する事

務処理について、必要な事項を定めることにより、一層の適正化を図り、市民負担の公平

性及び財政の健全性を確保することを目的として、条例を制定するものです。 

 次に、議案第１３号阿波市教育基金条例及び阿波市土地改良事業基金条例の廃止につい

ては、本市の基金全体のあり方を再考し、より有効活用を図れるよう、基金の整理、再編

に取り組むことを目的とし、廃止条例を提出するものです。 
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 次に、議案第１４号阿波市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について及び議案

第１５号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対

策特別措置法が制定されたことに伴い、条例の制定及び一部改正を行うものです。 

 次に、議案第１６号阿波市男女共同参画審議会条例の制定については、男女共同参画社

会基本法の規定に基づく阿波市男女共同参画計画を策定するため、地方自治法の規定に基

づき、条例を制定するものです。 

 次に、議案第１７号阿波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定から議案第２４号阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道

の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定につい

てまでの計８件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行により、地方自治体の条例制定権が拡大されたことに伴

い、条例を制定するものです。 

 次に、議案第２５号地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

については、障害者自立支援法の題名等一部が改正されるため、本市の健康福祉センター

及び保健センターの設置、管理条例並びに阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部改正を行うものです。 

 次に、議案第２６号阿波市道路線の認定について及び議案第２７号阿波市道路線の変更

については、道路法の規定により、議会の議決をお願いするものです。 

 次に、議案第２８号阿波市八幡地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結については、

去る２月２２日に仮契約の締結が完了しましたので、地方自治法第９６条第１項第５号及

び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、他の２７件と合わせて本日提出させていただくものです。契約金額は３億４，３０

０万７，７００円となります。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長等より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださりますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（阿部雅志君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 井内総務部長。 
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○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１号について補足

説明をさせていただきます。 

 議案第１号平成２４年度阿波市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億９，７６０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９０億８，８８５万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正による。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、実績とか決算見込みによる予算調製と基金積立金が主

な内容となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費についてでございます。今回の補正では、新庁舎建設事業や八幡地区

幼保連携施設整備事業などの９事業、６億９，８０８万４，０００円について繰越明許費

の設定をお願いをいたしております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 第３表の債務負担行為補正についてでございます。今回追加をお願いするのは、学校給

食センター建築工事に関するもの２件となっております。期間は平成２５年度から２６年

度まで２カ年で、限度額は建築工事等が１４億５，０００万円、施工管理業務委託料が

２，０００万円となっております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 第４表地方債補正についてでございます。今回変更をお願いするのは、幼保連携施設整

備事業債など４件で、合わせて補正前の限度額が８億５，１９０万円、補正後の限度額は

７億７，５４０万円で、７，６５０万円の減額となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 
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 まず、歳入についてでございます。 

 １０款地方交付税の補正額が７億２，３５０万３，０００円の追加、１８款繰入金の補

正額が２億５，６６１万２，０００円の減額などとなっておりまして、補正額の合計は４

億９，７６０万円の追加で、補正後の歳入合計額は１９０億８，８８５万円となっており

ます。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、３款民生費の補正額が１億１，４６２万５，０００円の減額、７

款商工費の補正額が１，５５５万円の追加、８款土木費の補正額が２億６，７７９万５，

０００円の減額、１３款諸支出金の補正額が９億６，２１９万７，０００円の追加などと

なっておりまして、補正額の合計は４億９，７６０万円の追加で、補正後の歳出合計額は

１９０億８，８８５万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細についてご説明をさせていただきます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 １０款１項１目の地方交付税が７億２，３５０万３，０００円の追加となっておりま

す。これにつきましては、普通交付税が５億７，０５８万１，０００円、特別交付税が１

億４，７９２万２，０００円の追加となっております。 

 次に、２０、２１ページをお願いいたします。 

 １８款１項の基金繰入金が２億５，６６１万２，０００円の減額となっております。こ

のうち、３目一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が１億８，０８３万円、５目地域福

祉基金繰入金が９，４００万円の減額となっております。 

 次に、２２、２３ページをお願いいたします。 

 ２１款１項の市債が７，６５０万円の減額となっております。これの主なものといたし

ましては、８目土木費の道路橋梁債が６，７００万円の減額となっております。 

 次に、歳出についてでございます。 

 ２６、２７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１４目庁舎建設費の委託料が５８５万５，０００円の減額となっています。こ

れについては、基本・実施設計業務委託料の減額となっております。 

 ２８、２９ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目の社会福祉総務費が８，０７８万６，０００円の減額となっております。

このうち、２９ページ、国民健康保険事業特別会計への繰出金が７，４３１万７，０００
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円の減額となっております。 

 次に、３０、３１ページをお願いいたします。 

 ３項８目幼保連携施設整備事業費が１，６２５万円の減額となっております。これにつ

きましては、八幡地区幼・保連携施設の設計業務等の減額となっております。 

 次に、３４、３５ページをお願いいたします。 

 ７款１項２目観光費の補正額が１，５００万円の追加となっております。これにつきま

しては、土柱自然公園公衆トイレ新築工事に係る設計監理と工事請負費となっておりま

す。 

 次に、３６、３７ページをお願いいたします。 

 ８款２項の道路橋梁費が２億６，４４６万２，０００円の減額となっています。これに

つきましては、３目の道路新設改良費が３，６９３万２，０００円の減額、６目周辺対策

事業費が１億８，０８３万円の減額となっています。これにつきましては、事業の見直し

や請負差額による減額が主なものとなっております。 

 次に、４２、４３ページをお願いいたします。 

 １０款７項１目の学校給食費が１，０６０万１，０００円の減額となっております。こ

れについては、給食センター新築事業の設計監理委託料などの減額となっております。 

 次に、４４、４５ページをお願いいたします。 

 １３款２項１目の基金費の補正額が９億６，２１９万７，０００円の追加となっており

ます。このうち、財政調整基金が５億５，０２３万４，０００円、減債基金が２億１，０

１４万円の追加となっております。 

 以上、歳入歳出の主なものについての説明とさせていただきました。 

 次に、４８、４９ページをお願いいたします。 

 この調書につきましては、６ページの第３表債務負担行為補正の追加項目について、支

出予定額や財源内訳などの詳細を記載をいたしております。 

 次に、最終５０ページをお願いいたします。 

 この地方債に関する調書は、７ページの第４表地方債補正の変更に基づき調製したもの

でございます。最後の行、当該年度末現在高見込み額についての合計額は１９７億３，１

６８万９，０００円となっております。 

 以上、議案第１号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（阿部雅志君） 石川市民部長。 

○市民部長（石川春義君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、議案第２号について補足説明させていただきます。 

 議案第２号平成２４年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９４７万６，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億６，７８４万８，０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算については、保険給付費や後期高齢者支援金、介護納付金などの減額に

伴う補正をお願いをするものです。 

 ６、７ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 歳入につきましては、７款共同事業交付金の補正額が３，３００万６，０００円の減

額、９款の繰入金の補正額が７，４３１万７，０００円の減額です。１０款繰越金の補正

額が６，７８４万７，０００円の増額です。補正額の合計は３，９４７万６，０００円の

減額で、補正後の歳入合計額は５２億６，７８４万８，０００円となっています。 

 なお、９款繰入金の内訳といたしましては、共同事業交付金からの振りかえ分が３，３

００万６，０００円と、基準超過費用繰入金が９１２万９，０００円の増額で、その他一

般会計繰入金、つまり法定については１億１，６４５万２，０００円を減額します。これ

により、その他の一般会計繰入金の法定外繰り入れは１億２，０００万円となります。 

 次に、８ページをお願いします。歳出です。 

 ２款保険給付費の補正額は３，０３５万４，０００円の減額、３款後期高齢者支援金等

の補正額が３９９万７，０００円の減額、６款介護納付金が５１２万５，０００円の減額

です。補正額の合計は３，９４７万６，０００円の減額で、補正後の歳出合計額は５２億

６，７８４万８，０００円となっています。 

 なお、保険給付費の内訳は、一般被保険者高額療養費が２，９０４万３，０００円の減

額、一般被保険者高額介護合算療養費が１３１万１，０００円の減額となっています。 

 以上、議案第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいます
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ようよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部雅志君） 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３号と議案第４号

について補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第３号についてでございます。 

 議案第３号平成２５年度阿波市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１９６億６５０万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は３０億円と定める。 

 第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した給料、職員手

当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用となっております。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ２５年度一般会計の当初予算につきましては、新規の施策等を見送り、法令に基づく義

務的なもの、行政活動の継続性を図るもの及び緊急を要するものを中心とした骨格的な予

算編成といたしておりますが、これまで準備を進めてまいりました新庁舎及び交流防災拠

点施設建設事業や学校給食センター建設事業などの建設工事に本格的に着手するため、予

算規模におきましては、前年度当初予算額を２９億６，８１０万円、率にして１７．８％

上回るものとなっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第２表地方債についてです。地方債につきましては、臨時財政対策債など７件で、限度

額の合計は４２億２，２３０万円となっています。このうち、庁舎等施設整備事業債が２

４億９，６４０万円、給食センター等施設整備事業債は８億１，０２０万円となっており

ます。起債の方法は証書借り入れで、利率は５％以内、償還の方法については、借入先の

融通条件によるものでございます。 
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 次に、８、９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 最初に、歳入についてです。 

 １款市税が３２億４，６７８万６，０００円で、前年度比８，３１６万２，０００円の

増、１０款地方交付税が６１億３，００６万２，０００円で、前年度比２億７，６８７万

円の減、１４款国庫支出金が１９億６，８０１万３，０００円で、前年度比８，５９９万

５，０００円の増、１５款県支出金が１０億１，８８１万１，０００円で、前年度比８，

４６７万７，０００円の増、１８款繰入金が１３億７，４５８万２，０００円で、前年度

比１，２７４万８，０００円の減、２１款市債が４２億２，２３０万円で、前年度比３０

億６，２５０万円の増となっております。この市債につきましては、庁舎等施設整備事業

債と給食センター施設等整備事業債が主な増加要因となっております。歳入合計は１９６

億６５０万円で、前年度比２９億６，８１０万円の増となっております。 

 次に、１０、１１ページをお願いします。 

 歳出についてでございます。 

 ２款総務費が４９億３，４３０万６，０００円で、前年度比２７億９，８５８万６，０

００円の増、この増加要因は庁舎建設費によるものでございます。３款民生費が６２億

９，４８３万１，０００円で、前年度比７，２０９万５，０００円の減、４款衛生費が１

６億８，７７３万３，０００円で、前年度比１億１，１２８万６，０００円の減、８款土

木費が９億１，７６０万７，０００円で、前年度比３億２，６１８万８，０００円の減、

１０款教育費が２３億３，３８９万円で、前年度比８億２，８８３万４，０００円の増、

この増加要因は給食センター建設費によるものでございます。１２款公債費が２０億５，

１０９万５，０００円で、前年度比４８５万１，０００円の減となっております。歳出合

計額は１９６億６５０万円で、前年度比２９億６，８１０万円の増となっております。そ

の財源内訳につきましては、国庫支出金が２９億８，６８２万４，０００円、地方債が３

４億８，３１０万円、その他が１３億７，０３８万７，０００円、一般財源が１１７億

６，６１８万９，０００円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細についての説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 最初に、歳入についてでございます。 

 １款市税につきましては、１項市民税の１目個人分が１０億９，６７５万３，０００円



- 21 - 

で、このうち、現年課税分が１０億８，６７６万６，０００円となっております。 

 ２項１目固定資産税は１６億３，１３１万４，０００円で、このうち、現年課税分が１

６億８８５万２，０００円となっております。 

 その下の４項１目たばこ税は２億５，７３０万７，０００円で、前年度比６，７８４万

４，０００円の増となっております。 

 次に、１６、１７ページをお願いいたします。 

 １０款１項１目地方交付税については６１億３，００６万２，０００円で、このうち、

普通交付税が５９億４，００６万２，０００円、特別交付税が１億９，０００万円となっ

ております。 

 次に、２４、２５ページをお願いいたします。 

 １４款１項国庫負担金につきましては、３目の民生費国庫負担金が１６億９，０９６万

１，０００円となっております。このうち１節の社会福祉費負担金が４億９，９０８万

４，０００円。 

 次に、２７ページをお願いします。 

 ３節児童福祉費負担金が４億４，３４５万２，０００円、４節生活保護費負担金が７億

４，８４２万５，０００円となっております。 

 ２項の国庫補助金につきましては、８目土木費国庫補助金が１億２，１２３万７，００

０円となっております。この主なものは、社会資本整備総合交付金となっております。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。 

 １０目教育費国庫補助金の７節学校給食費補助金として、学校施設環境改善交付金が

７，５７１万６，０００円となっております。 

 次に、３０、３１ページをお願いします。 

 １５款１項３目民生費県負担金については５億８，４６４万６，０００円で、このう

ち、１節の社会福祉費負担金が３億７，２５８万３，０００円、２節老人福祉費負担金が

１億２，１９５万５，０００円となっております。 

 次に、４０、４１ページをお願いいたします。 

 １８款１項基金繰入金のうち、１目財政調整基金繰入金が５億５，０００万円、２目減

債基金繰入金が２億１，０００万円、３目一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が２億

１，３２２万円、１０目市庁舎建設基金繰入金が２億円となっております。 

 次に、４６、４７ページをお願いいたします。 
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 ２１款１目市債につきましては、２目総務債の１節臨時財政対策債が７億３，９２０万

円、５節の庁舎等施設整備事業債として、合併特例債が２４億９，６４０万円。 

 次のページをお願いします。 

 １０目教育債の４節給食センター施設整備事業債として、合併特例債が８億１，０２０

万円となっております。 

 次に、歳出についてでございます。 

 ５８、５９ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費についてでございます。６目の企画費の５９ページ、男女共同参画

基本計画策定業務委託料が３８６万９，０００円となっております。この件に関連いたし

ましては、今議会に男女共同参画審議会条例の制定について提案をさせていただいておる

ところでございます。 

 次に、６６、６７ページをお願いいたします。 

 １４目の庁舎建設費が２８億３，３７０万円となっています。このうち、建設工事施工

管理業務委託料が３，４３７万円、工事請負費が２７億９，３５０万円となっておりま

す。 

 ７２、７３ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費の４目市議会議員選挙費が２，３６２万６，０００円。 

 次のページをお願いします。 

 １３目の参議院議員通常選挙費が２，１４５万円となっております。 

 次に、８０、８１ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費については、１目の社会福祉総務費が７億３３０万６，０００円と

なっております。このうち、国民健康保険事業特別会計繰出金が３億７，５０２万８，０

００円となっております。 

 その下の２目の障害者福祉費が１０億２，８１０万円となっております。この主なもの

につきましては、８３ページをお願いいたします、障害者自立支援給付費が８億９，０８

５万３，０００円となっております。 

 次に、９４、９５ページをお願いいたします。 

 ３項１目児童福祉総務費のうち、９５ページ、子ども・子育て支援推進事業費が３０７

万円となっております。この事業については、子ども・子育て支援関連３法の今後の施行

にあわせまして、市において、子ども・子育て支援事業計画を策定することとなり、２５
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年度におきましては、ニーズ調査等を行うことといたしております。 

 次に、９６、９７ページをお願いいたします。 

 ３目保育所費のうち、９７ページ、久勝保育所指定管理委託料が９，３９５万８，００

０円となっております。久勝保育所の指定管理は、２５年度から実施をするものでござい

ます。 

 １０２、１０３ページをお願いいたします。 

 ８目幼保連携施設整備事業費が３，７５１万円となっております。２５年度は、八幡地

区幼・保連携施設の整備と、一条地区幼・保連携施設の基本実施設計等を実施いたしま

す。 

 １０４、１０５ページをお願いいたします。 

 ４項生活保護費について、２目の扶助費が９億９，９７４万８，０００円となっており

ます。 

 １１２、１１３ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目清掃総務費が９億１，８８０万４，０００円となっております。このう

ち、１１３ページの中央広域環境施設組合負担金が７億１，７４９万４，０００円、阿北

環境整備組合負担金が８，６１４万６，０００円となっております。 

 次に、１１８、１１９ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目農業振興費が１億９８４万６，０００円となっております。このうち、１

２１ページをお願いいたします、中山間地域等直接支払い事業費が３，６５１万５，００

０円、活力ある阿波市農業振興事業費が２，４５１万９，０００円、新規就農総合支援事

業費が２，４２７万２，０００円となっております。 

 次に、１３６、１３７ページをお願いいたします。 

 ８款２項道路橋梁費につきまして、３目の道路新設改良費が１億２，２８０万円、４目

の地方道整備事業費が２億３，９１５万９，０００円となっております。 

 次に、１４４、１４５ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費について、１目非常備消防費のうち、１４５ページ徳島中央広域連合分

賦金が４億１，８００万２，０００円となっております。 

 次に、１４６、１４７ページをお願いいたします。 

 ３目の災害対策費のうち、１４７ページ、地域防災計画等作成業務委託料が８８２万円

となっております。これについては、巨大地震などに対応し、地域防災計画の見直しを行
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うものでございます。また、大規模災害が発生した際に必要な備蓄品の整備を行うための

備品購入費が２，３２０万５，０００円となっております。 

 次に、１８８、１８９ページをお願いいたします。 

 １０款７項学校給食費のうち、１８９ページ、給食センター新築事業費が１０億２，９

３３万５，０００円となっております。 

 以上、歳入歳出の主なものについて説明をさせていただきました。 

 なお、１９４ページから２０１ページは、給与費明細書と債務負担行為に関する調書と

なっておりますので、ご高覧をいただければと思います。 

 次に、最終２０２ページをお願いいたします。 

 地方債の見込みに関する調書でございます。最後の行、当該年度末現在高見込み額につ

いての合計額は２２６億２，５１８万２，０００円となっております。 

 以上、議案第３号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、議案第４号についてでございます。 

 議案第４号平成２５年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１，６７９万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用となっております。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ６、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書です。 

 歳入については、１款財産収入の本年度予算額が３７８万９，０００円、２款繰越金が

１，３００万円となっており、歳入合計は１，６７９万円となっております。 

 次に、８、９ページをお願いします。 

 歳出については、１款管理費が３８７万３，０００円、２款事業費が１，０００万円、

３款予備費が２９１万７，０００円となっており、歳出合計は１，６７９万円となってお

ります。 
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 次に、歳入歳出の詳細についてですが、１０、１１ページをお願いいたします。 

 歳入については、１款１項１目の財産貸付収入として土地貸付収入が３７８万９，００

０円となっております。 

 次に、１２、１３ページをお願いします。 

 歳出については、１款１項１目の一般管理費が３８７万３，０００円で、このうち、扶

助費が２００万円となっております。また、２款１項１目の事業費として委託料が１，０

００万円となっております。 

 以上、議案第３号と議案第４号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認

くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（阿部雅志君） 石川市民部長。 

○市民部長（石川春義君） 議長の許可をいただきましたので、市民部所管の議案第５号

から議案第８号について補足説明させていただきます。 

 最初に議案第５号についてです。 

 議案第５号平成２５年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５１億６，７７４万４，０００円と定

める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は２億円と定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 歳入については、本年度予算額として、１款国民健康保険税８億８，８５２万円、３款

国庫支出金１３億５，４０３万円、４款療養給付費交付金３億７，２９５万２，０００

円、５款前期高齢者交付金８億７，３９０万８，０００円、６款県支出金２億９，８７８

万３，０００円、７款共同事業交付金８億５，２４２万１，０００円、９款繰入金５億１

６３万円となっており、歳入合計額は５１億６，７７４万４，０００円で、前年度に比べ

６，２１３万９，０００円の減額となっています。 

 なお、繰入金の内訳ですが、一般会計繰入金３億７，５０２万８，０００円と基金積立
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金から１億２，６６０万２，０００円となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、１款総務費が９，８７４万８，０００円、

２款保険給付費３３億５，７４７万７，０００円、３款後期高齢者支援金等５億４，２６

２万円、６款介護納付金２億７，５５０万２，０００円、７款共同事業拠出金８億５，２

４２万４，０００円、８款保健事業費３，２０７万６，０００円となっており、歳出合計

額は５１億６，７７４万４，０００円で、前年度に比べて６，２１３万９，０００円の減

額となっております。 

 次に、議案第６号について説明させていただきます。 

 議案第６号平成２５年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億１，８３１万円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ６ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 歳入についてですが、本年度予算額として、１款後期高齢者医療保険料が２億５，３６

９万７，０００円、４款繰入金が１億６，２６０万８，０００円、６款諸収入が１５０万

５，０００円で、歳入合計は４億１，８３１万円となっております。前年度に比べて６９

５万１，０００円の減額となっています。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、２款後期高齢者医療広域連合納付金が４億

１，６３０万７，０００円、３款諸支出金が１５０万２，０００円で、歳出合計は４億

１，８３１万円となっており、前年度に比べて６９５万１，０００円の減額となっており

ます。 

 次に、議案第７号について説明させていただきます。 

 議案第７号平成２５年度阿波市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億１，９２８万９，０００円と定め

る。 
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 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は１，０００万円と定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書により主なものを説明させていただきます。 

 歳入についてですが、本年度予算額として、１款分担金が２５０万円、２款使用料及び

手数料で１，３４８万８，０００円、５款繰入金１億１７８万２，０００円、６款繰越金

が１００万円となっており、歳入合計額は１億１，９２８万９，０００円で、前年度に比

べまして３５６万４，０００円の減額となっています。 

 次に、８ページをよろしくお願いします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、２款事業費が４，０２８万３，０００円、

３款公債費が７，７９２万８，０００円で、歳出合計額は１億１，９２８万９，０００円

となっております。前年度に比べて３５６万４，０００円の減額となっています。 

 次に、議案第８号についてお願いします。 

 議案第８号平成２５年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１８２万５，０００円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 歳入につきましては、本年度予算額として、２款諸収入１５５万５，０００円となって

おり、歳入合計は１８２万５，０００円で、前年度に比べ３３万５，０００円の減額とな

っています。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、２款公債費が１５５万７，０００円となっ

ております。歳出合計額は１８２万５，０００円で、前年度に比べ３３万５，０００円の

減額となっております。本会計につきましては、起債の償還が減少しているため減額予算

となっています。 
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 以上、議案第５号から議案第８号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部雅志君） 暫時休憩をいたします。 

            午前１１時２０分 休憩 

            午前１１時３０分 再開 

○議長（阿部雅志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 坂東健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂東恵子君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９号について

補足説明をさせていただきます。 

 平成２５年度阿波市介護保険特別会計予算書をお願いします。 

 議案第９号平成２５年度阿波市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４０億８，５７４万９，０００円と定

める。 

 次に、６ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明いたします。 

 歳入について、本年度予算額として、１款介護保険料６億６，１２７万３，０００円、

３款国庫支出金１０億５，６５７万５，０００円、４款支払基金交付金１１億３，２８６

万６，０００円、５款県支出金５億７，２０３万７，０００円、８款繰入金６億６，２３

８万４，０００円、歳入合計額は４０億８，５７４万９，０００円で、前年度に比べまし

て１億１，９３７万７，０００円の増額となっております。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 歳出についてご説明いたします。 

 歳出について、本年度予算額として、１款総務費１億２，９０４万６，０００円、２款

保険給付費３８億９，８０９万１，０００円、５款地域支援事業費４，６３５万３，００

０円、７款諸支出金２２１万１，０００円、歳出合計額は４０億８，５７４万９，０００

円で、前年度に比べまして１億１，９３７万７，０００円の増となっております。増額の

要因につきましては、認定被保険者の増による保険給付費のうち、介護サービス等諸費の

増によるものです。 

 以上、議案第９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますよう
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よろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部雅志君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議案第１０号と議案第１１号について補足説明をさせていた

だきます。 

 議案第１０号平成２５年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算について説明させて

いただきます。 

 １ページをお願いします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３００万１，０００円と定めるもので

ございます。 

 次に、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものについて説明させていただきます。 

 歳入予算でありますが、２款使用料及び手数料１５５万４，０００円、４款繰入金１２

０万円、５款繰越金２４万３，０００円で、歳入合計３００万１，０００円でございま

す。 

 次に、歳出でございます。８ページ、９ページをお願いいたします。 

 １款総務費３７万９，０００円、２款施設費２６１万２，０００円、歳出合計３００万

１，０００円でございます。 

 次に、議案第１１号をお願いいたします。 

 平成２５年度阿波市水道事業会計予算について説明させていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２５年度阿波市水道事業会計の予算は、次に定めるものでございます。 

 第２条、業務の予定量につきましては、給水戸数１万４，２００戸、年間総給水量４７

６万８，２０４立方メートル、主な建設改良事業は、配水施設事業に４億４，７４０万円

と定めるものでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予算でございますが、収入で、第１款水道事業収益６億

４，９３５万４，０００円です。内訳といたしましては、第１項営業収益６億３，８０８

万６，０００円です。第２項営業外収益１，１２６万７，０００円、第３項特別利益１，

０００円でございます。 

 支出は、第１款水道事業費６億４，３１０万２，０００円です。内訳といたしまして

は、第１項営業費用で５億５，１５０万２，０００円、第２項営業外費用で６，６５０万
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円、第３項特別損失１，５１０万円、第４項予備費１，０００万円でございます。 

 第４条、資本的収入及び支出でございますが、収入で、第１款資本的収入は３億５１４

万７，０００円です。内訳ですが、第１項出資金２３４万７，０００円、第２項工事負担

金２８０万円、第３項企業債３億円でございます。 

 支出です。第１款資本的支出として５億５，７７０万円です。内訳といたしましては、

第１項建設改良費４億５，７７７万円、第２項企業債償還金１億円でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億５，２５５万３，０００円

は、当年度損益勘定留保資金１億９，５２８万２，０００円、当年度消費税及び地方消費

税資本的支出調整額２，１００万円及び建設改良積立金３，６２７万１，０００円で補填

するものでございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 第５条、継続費です。継続費の総額及び年割り額は、１款資本的支出、１項建設改良

費、事業名といたしましては市場高区配水池築造工事で総額７億１，５０５万円を、平成

２５年度で３億６，５４０万円と、平成２６年度に３億４，９６５万円とするものでござ

います。 

 第６条、債務負担行為です。債務負担行為をすることができる事項といたしまして、期

間及び限度額についてです。水道事業用コンピューター及びシステムリース料として、平

成２３年から２７年までの間、限度額として２，４１２万９，０００円です。それと、水

道料金徴収業務委託料でございます。平成２６年１月から３０年１２月までの５年間で、

限度額を２億７，５００万円に定めるものでございます。 

 次に、第７条、企業債でございます。起債の借入限度額を３億円と定めるものでござい

ます。 

 次に、第８条、予定支出の各項の経費の金額の流用です。予定支出の各項の経費の金額

を流用することができるのは、営業費用、営業外費用、特別損失と定めるものでございま

す。 

 第９条、議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、職員給

与の１億１，１００万４，０００円でございます。 

 第１０条、他会計からの補助金を受ける金額につきましては、一般会計から１，３３４

万１，０００円と定めるものでございます。 

 ３ページをお願いします。 
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 第１１条、棚卸資産購入限度額につきましては１，３６０万円と定めるものでございま

す。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 以上で平成２５年度伊沢谷簡易水道事業特別会計と平成２５年度阿波市水道事業会計予

算の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、承認いただけますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（阿部雅志君） 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１２号から議案第

１６号についての補足説明をさせていただきます。 

 議案第１２号をお願いいたします。 

 議案第１２号阿波市債権管理条例の制定について。 

 阿波市債権管理条例を次のように定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、市の債権の管理に関する事務処理につきまして、必要な事項

を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全

性を確保することを目的として制定するものでございます。 

 内容につきましては、市の保有する債権について、滞納処分や強制執行等の実施の手

続、滞納処分の執行停止や徴収停止、債権の放棄に係る要件等を統一した事務処理の基準

により規定をいたしまして、市の債権を適正に管理するとともに、効率的な事務処理を行

います。 

 条例の構成内容といたしましては、第７条から第１３条に債権回収手続について、第１

４条から第１７条においては回収不能債権の取り扱いについてを規定をいたしておりま

す。 

 施行日は、１年間の試行期間を設けておりまして、平成２６年４月１日からとなってい

ます。 

 次に、議案第１３号をお願いいたします。 

 議案第１３号阿波市教育基金条例及び阿波市土地改良事業基金条例の廃止について。 

 阿波市教育基金条例及び阿波市土地改良事業基金条例を廃止する条例を次のように定め

る。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 
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 この条例は、基金条例の廃止条例でございます。今回廃止する２基金につきましては、

合併前の阿波町条例の規定によりまして積み立てられたものでございます。現在は運用益

の積み立てのみでありまして、金利の低下による収入の減少に加え、類似している基金が

あり、新たな積み立てもできない状況となっております。このため、基金全体のあり方に

見直しを加えることで行政課題に対応し、優先度の高い施策に対し、基金からの財源充当

が可能となるよう、基金の整理、再編に取り組むために廃止するものでございます。廃止

後の対応については、教育基金は現在設置をされております教育施設整備基金に積み立

て、また土地改良事業基金につきましては財政調整基金に積み立てをするものでございま

す。 

 施行日は、公布の日からとなっております。 

 次に、議案第１４号をお願いいたします。 

 議案第１４号阿波市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。 

 阿波市新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されたことに伴い制定するも

のでございます。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、新型インフルエンザ等の緊急事態宣言がさ

れたときは、市町村長は直ちに市町村新型インフルエンザ等対策本部を設置しなければな

らないこととされておりまして、また対策本部に関し必要な事項は市町村の条例で定める

こととされております。このため、今回条例を制定し、対策本部の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものでございます。 

 施行日については、法律の施行の日、またはこの条例の公布の日か、いずれか遅い日か

ら施行することとなります。 

 次に、議案第１５号をお願いいたします。 

 議案第１５号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例改正は、先ほどの議案第１４号と同じく、新型インフルエンザ等対策特別措置

法の制定に伴うものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、特別措置法に基づき、国や他の地方公共団体等から派
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遣された職員に対しまして、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給することを可

能とするものでございます。 

 施行日についても先ほどと同じで、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日、

またはこの条例の公布の日の、いずれか遅い日からの施行となります。 

 次に、議案第１６号をお願いいたします。 

 議案第１６号阿波市男女共同参画審議会条例の制定について。 

 阿波市男女共同参画審議会条例を次のように定める。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を策

定するため、地方自治法の規定に基づき、男女共同参画審議会を設置するためのものでご

ざいます。所掌事務として、審議会は市長の諮問に応じ、男女共同参画計画の策定、見直

し及び実施に関し必要な事項について、その調査及び審議を行い、市長に答申するものと

なっております。審議会の組織は、学識経験を有する者など１０人以内をもって組織し、

委員の任期は市長の諮問に係る審議が終了するまでの期間となっております。 

 また、委員の報酬について、阿波市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

する条例の定めるところとなっておりまして、この条例の附則におきまして、阿波市特別

職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を合わせて行っており

ます。 

 なお、委員の報酬については日額６，２００円となっております。 

 また、施行日は平成２５年４月１日からとなります。 

 以上、議案第１２号から議案第１６号についての補足説明とさせていただきます。ご審

議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（阿部雅志君） 坂東健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂東恵子君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１７号と議案

第１８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１７号阿波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について。 

 今回の条例制定につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律が平成２３年５月２日に公布されたのに伴い、介

護保険法の一部が改正されました。この改正により、従来省令により定められていたサー
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ビス事業所、施設等の人員、設備等指定基準が条例により定める事項とされたことから、

これらの基準を定める条例を制定するものです。 

 制定する条例の内容につきましては、国が定める基準と同等の基準とすることが適当で

あると考えます。このため、事業の人員、設備及び運営に関する基準を現行の基準どおり

定めるものです。 

 施行日は平成２５年４月１日です。 

 続きまして、議案第１８号をお願いします。 

 議案第１８号阿波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の制定について。 

 この条例につきましても、議案第１７号と同じく地域主権一括法による改正に伴うもの

です。 

 制定する条例の内容については、国が定める基準と同等の基準とすることが適当である

と考えます。このため、事業の人員、設備及び運営に関する基準を現行の基準どおり定め

るものです。 

 施行日は平成２５年４月１日です。 

 以上、議案第１７号と議案第１８号の補足説明とさせていただきます。ご承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（阿部雅志君） 西村建設部長。 

○建設部長（西村賢司君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１９号から議案第

２３号までの補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１９号阿波市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定についてで

ございます。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、これを第１次一括法と申しますけれども、この法律が平成２３年５月２日に公布

されたのに伴いまして、道路法の一部が改正されました。この改正によりまして、従来省

令により定められておりました市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置さ

れる補助標識の寸法が条例により定める事項とされたことから、これらの基準を定める条

例を制定するものであります。 

 制定する条例の内容につきましては、国が定める基準と同等の基準が適当であると考え
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ております。このため、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補

助標識の寸法を現行の基準どおりと定めるものであります。 

 施行日は公布の日からとしております。 

 次に、議案第２０号阿波市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてでござ

います。 

 これも、第１次一括法の公布に伴いまして、道路法の一部が改正されました。この改正

によりまして、従来政令により定められていた市道の構造の技術的基準が、一部を除き、

その道路管理者であります地方公共団体の条例で定める事項とされたことから、これらの

基準を定める条例を制定するものであります。 

 この内容につきましても、国の基準と同等の基準とすることが適当であると考えており

ます。このため、市道の構造の一般的技術的基準を現行の基準どおりと定めるものであり

ます。 

 施行日は公布の日からとしております。 

 次に、議案第２１号阿波市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める

条例の制定についてであります。 

 これも、第１次一括法が公布に伴いまして、河川法の一部が改正されたものでありま

す。この改正によりまして、従来政令により定められていた準用河川に係る河川管理施設

または河川法第２６条第１項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他

の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準が条例により定める事

項とされたことから、これらの基準を定める条例を制定するものであります。 

 この内容につきましても、国の基準と同等の基準とすることが適当であると考えており

ます。このため、準用河川に係る河川管理施設または河川法第２６条第１項の許可を受け

て設置される工作物のうち、ダム、堤防、その他主要なものの構造については、河川管理

上必要とされる技術的基準を現行の基準のとおり定めるものであります。 

 施行日は公布の日からといたしております。 

 次に、議案第２２号阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであ

ります。 

 これにつきましては、第１次一括法が平成２３年５月２日に公布されたのに伴いまし

て、公営住宅法の一部が改正されたものであります。この改正によりまして、従来省令に

定められていた公営住宅及び共同施設の整備基準、入居者資格基準が条例により定める事
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項とされたことから、これらの基準を定める条例の一部を改正するものであります。 

 この基準につきましても、国の基準と同等とすることが適当と考えておりますので、こ

のため、公営住宅及び共同施設の整備基準の入居者資格基準を現行の基準のとおりと定め

るものであります。 

 施行日は平成２５年４月１日といたしております。 

 次に、議案第２３号阿波市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定め

る条例の制定についてであります。 

 これにつきましては、第２次一括法、平成２３年８月３０日の公布に伴いまして、高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法の一部が改正されま

した。この改正によりまして、従来省令により定められておりました高齢者、障害者等の

移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準が条例により定める事項とされた

ことから、この基準を定めるものであります。 

 これにつきましても、国の基準と同等とすることが適当と考えております。このため、

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を現行の基準

のとおりと定めるものであります。 

 施行の日は公布の日からといたしております。 

 以上、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部雅志君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議案第２４号阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の

布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定について

でございます。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、第２次一括法でございますが、平成２３年８月３０日に公布されたのに伴い、水

道法の一部が改正されました。この改正には、従来政令により定められていた水道布設工

事監督者の資格基準等が条例により定める事項とされることから、これらの基準を定める

条例を制定するものでございます。 

 主な内容につきましては、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事

監督者の資格、水道技術管理者の資格については、水道法の施行令の中の基準で定められ

ております。制定する条例の内容につきましては、国の基準と同等の基準とすることが適

当であると考えております。このため、布設工事監督者の資格基準等を現行の基準どおり
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定めるものとするものでございます。 

 施行日につきましては、平成２５年４月１日からと思います。 

 承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部雅志君） 坂東健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂東恵子君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２５号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第２５号地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て。 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律が平成２４年６月２７日に公布され、一部を除き、平成２５年４月１

日から施行されることにより、障害者自立支援法の題名等一部が改正されます。この法改

正により、第１条では阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する

ものです。 

 ２条につきましては、阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正するもの

です。 

 第３条では、阿波市保健センター設置及び管理に関する条例の一部を改正するもので

す。 

 いずれも、法の題名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」に改めるものです。 

 施行日は、平成２５年４月１日です。 

 以上、議案第２５号の補足説明とさせていただきます。ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿部雅志君） 西村建設部長。 

○建設部長（西村賢司君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２６号と議案第２

７号の補足説明をいたします。 

 まず、議案第２６号阿波市道路線の認定について。 

 新設改良工事等によりまして、道路線を認定したいので、道路法第８条第２項の規定に

より提案するものであります。 

 認定路線数は、阿波町が２路線、市場町１路線、土成町４路線、吉野町４路線、計１１
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路線となっております。 

 次に、議案第２７号阿波市道路線の変更についてでございます。 

 起終点の変更に伴いまして、道路線を変更したいので、道路法第１０条第３項の規定に

よりまして提案するものであります。 

 今回の変更路線数は、市場町３路線となっております。 

 以上、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部雅志君） 坂東健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂東恵子君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２８号阿波市

八幡地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結について補足説明させていただきます。 

 下記のとおり、工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿

波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 平成２５年２月２５日提出、阿波市長。 

 契約の目的は、阿波市八幡地区幼保連携施設新築工事。契約の方法は、入札後、審査方

式、一般競争入札。契約の金額は、３億４，３００万７，７００円。契約の相手方は、鳳

建設・三木建設阿波市八幡地区幼保連携施設新築工事共同企業体。 

 代表構成員は、徳島県阿南市宝田町出口４番地２、鳳建設株式会社、代表取締役福井秀

樹。構成員は、徳島県阿波市市場町市場字町筋７０番地１、三木建設株式会社、代表取締

役三木誠司。 

 以上、議案第２８号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご承認くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部雅志君） 以上で説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、３月５日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会をいたします。 

            午後０時０９分 散会 
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