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職務のため出席したものの職氏名 

 議会事務局長 姫 田   均     事務局長補佐 成 谷 史 代 

 事務局長補佐 大 倉 洋 二 

議事日程        

 日程第 １ 議席の指定と一部変更について 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ３ 会期の決定について 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 常任委員会委員の選任報告について 

 日程第 ６ 特別委員会委員の選任報告について 

 日程第 ７ 議案第３１号 平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第 ８ 議案第３２号 平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）について 

 日程第 ９ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度阿波市一般会計補正予算（第８号）につい 

              て） 

 日程第１０ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

              ４号）について） 

 日程第１１ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算 
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 日程第１２ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第１号）について） 

 日程第１３ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 

              号）について） 

 日程第１４ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （阿波市税条例の一部改正について） 
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 日程第１５ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （阿波市国民健康保険税条例の一部改正について） 

 日程第１６ 徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選出について  

 追加日程第１ 議長辞職の件について 

 追加日程第２ 議長選挙について 

 追加日程第３ 副議長辞職の件について 

 追加日程第４ 副議長選挙について 

 追加日程第５ 徳島中央広域連合議会の議員選出について 

 追加日程第６ 阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について 
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 追加日程第８ 阿北火葬場管理組合議会の議員選出について 
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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２０名で定足数に達しており、議会は成立をい

たしました。 

 これより平成２５年第１回阿波市議会臨時会を開会いたします。 

 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。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議席の指定と一部変更について 

○議長（阿部雅志君） 日程第１、議席の指定及び一部変更についてを議題といたしま

す。 

 補欠選挙に伴い、会議規則第４条第２項の規定により、原田健資君の議席を１番に指定

をいたします。 

 次に、議席の指定に関連し、会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更を

行います。変更した議席はお手元に配付いたしました議席表のとおりであります。 

 議席の一部変更をすることにご異議ありませんか。 

            〔「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、議席の一部変更をすることに決定

いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（阿部雅志君） 日程第２、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、３番藤川豊治君、４番森本節弘君

の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 会期の決定について 

○議長（阿部雅志君） 日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本臨時会の会期については本日４月３０日の１日間とすることにご異議ありませんか。 

            〔「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４月３０日の１日間と
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決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 行政報告 

○議長（阿部雅志君） 日程第４、市長より行政報告を行います。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、平成２５年第１回阿波市議会臨時会を急遽招集いたしましたところ、議員各位に

は大変お忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

 さて、私はさきの市長選挙におきまして、議員各位や市民の皆様方から温かいご支援と

ご厚情を賜り、その結果、無投票による再選という栄に浴し、引き続き市政を担当させて

いただくことになりました。阿波市が発足して３回目の市長選挙において、初めての無投

票当選という結果は、私のこの４年間の市政運営が多くの市民の皆様から一定の評価をい

ただいたものと考える半面、責任の重さを痛感いたしております。今後４年間、阿波市の

かじ取りを任せたいという審判であると真摯に受けとめまして、なお一層市政のさらなる

躍進を目指してまいりたいと強く決意いたしております。 

 また、市長選挙と同時に執行されました市議会議員補欠選挙におきまして、めでたくご

当選を果たされました原田健資議員には心からお祝いを申し上げます。今後とも市政発展

にご尽力賜りますようお願い申し上げます。 

 ここで改めまして、２期目に向けての私の所信の一端を述べさせていただき、議員各位

並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと存じます。 

 私は、本市が平成１７年４月１日に発足して、助役、副市長を経て、平成２１年５月に

第２代阿波市長に就任以来、新市の礎をつくることが最大の課題であると考えてまいりま

した。そのためには、まず地域の一体的整備を進め、重点施策に効率的投資を図りなが

ら、行財政基盤を強化することを推進してまいりました。まさに、新市としての一体感の

醸成と合併効果の具体化を目指した４年間でありました。 

 私の２期目の目標は、恵まれた地域の特性を最大限に生かして、阿波市の地域力を向上

させ、「市民が真に豊かさを実感できる市政」の推進であります。幼児から高齢者まで、

「安心して暮らせる未来志向の定住環境」を構築することに全力を挙げてまいります。 

 次に、具体的施策として、１番目に、「魅力あるまち阿波市の創造」を目指したいと思
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います。環境と景観のまちづくりを進め、地産地消と阿波ブランドの育成を図るととも

に、本市の観光、文化の情報を発信し、阿波市からの新しいまちづくりの構築を目指して

いきたいと思います。 

 ２番目として、若者は夢を持ち、高齢者は生きがいを持って、元気で暮らせるまちを目

指します。さまざまな分野において次代を担う人材の育成を図りながら、若い世代の雇用

を確保するため、企業立地を推進することにより、市内居住を促進するとともに、福祉や

介護支援を充実し、老後も安心して暮らせるまちにしたいと思っております。 

 ３番目として、透明性の高い市政の実現です。財政情報の開示などを通じて、透明性の

高い市政を実現します。市役所の内輪の論理ではなく、常に市民目線での行財政改革に取

り組む所存であります。 

 総括いたしますと、「市民サービスの向上と行財政改革の推進、防災拠点の形成、中心

拠点を持つまちづくり」のための新庁舎及び防災交流拠点施設整備事業、給食センター建

設、さらには教育施設の耐震化率１００％達成と進行中の各施策の早期実現を図ってまい

りたいと思っております。あわせて、私の従来からの「農業立市を目指し、実り豊かなま

ちづくり」など、７つの公約、政治姿勢を堅持しながら、今回公約に追加いたしました

「市民目線での財政規律を厳守したまちづくり」、「安全・安心な防災、減災対策の推

進、阿波市に住んでよかった、これからも住み続けたい、きずなのあるまちづくり」にも

万全を期して取り組んでまいる所存であります。 

 さらに、これまで進めてまいりました公共施設の充実を図るとともに、社会情勢や多様

化している市民ニーズに的確に対応しながら、ソフト事業とハード事業のバランスに配慮

した魅力ある阿波市づくりに向け、全力投球してまいる決意であります。 

 市営運営は、よく理事者と議会が車の両輪となってと例えられますが、私は四輪駆動の

車が理想であると考えております。市民、議会、職員、そして私、この四輪が気持ちを一

つにしてこそ、安定した力強い市政につながるものと確信いたしております。今後の市政

発展に向け、市民の皆様、議員各位、そして職員のさらなるご理解とご協力を切にお願い

するものであります。 

 次に、重点事業について報告させていただきたいと思います。 

 最初に、去る３月２１日に、建設予定地において、八幡地区幼・保連携施設新築工事の

安全祈願祭をとり行いました。式典には、地権者を初め、議員各位、ＰＴＡ会長、保護者

会長、工事関係者など、約２０名にご出席をいただき、平成２６年１月末完成に向け、工
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事の安全を祈願いたしたところであります。 

 また、新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事につきましては、去る３月２７日、新庁舎

建設において、工事安全祈願祭及び起工式をとり行いました。式典には、地権者の皆様を

初め、県議会議員、市議会議員、工事関係者など、約６０名が出席し、工事の安全を祈願

するとともに着工を祝いました。今後、工事につきましては、５月の連休明けにも敷地造

成工事に取りかかり、その後本体施設の建設工事に着手し、平成２６年末までの完成に向

け、鋭意作業を進めてまいります。 

 以上、ご報告を申し上げ、開会にあたりましての行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 常任委員会委員の選任報告について 

○議長（阿部雅志君） 日程第５、常任委員会委員の選任報告についてを議題といたしま

す。 

 原田健資君を、委員会条例第８条第１項の規定により、産業建設常任委員会の委員に、

議長の指名により選任いたしましたので、ご報告いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 特別委員会委員の選任報告について 

○議長（阿部雅志君） 日程第６、特別委員会委員の選任報告についてを議題といたしま

す。 

 原田健資君を、委員会条例第８条第１項の規定により、地域活性化インターチェンジ調

査特別委員会委員及び公営施設（事業）民営化特別委員会委員に、議長の指名により選任

いたしましたので、ご報告いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ７ 議案第３１号 平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第１号）につい 

               て 

  日程第 ８ 議案第３２号 平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補 

               正予算（第１号）について 

  日程第 ９ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿 

               波市一般会計補正予算（第８号）について） 

  日程第１０ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿 

               波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい 
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               て） 

  日程第１１ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿 

               波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい 

               て） 

  日程第１２ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿 

               波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ 

               いて） 

  日程第１３ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿 

               波市介護保険特別会計補正予算（第３号）について） 

  日程第１４ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市税条例の 

               一部改正について） 

  日程第１５ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民健康 

               保険税条例の一部改正について） 

○議長（阿部雅志君） 日程第７、議案第３１号平成２５年度阿波市一般会計補正予算

（第１号）から日程第１５、承認第７号専決処分の承認を求めることについて（阿波市国

民健康保険税条例の一部改正について）までの計９件を一括議題といたします。 

 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、平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第１号）を含む

予算案件２件、予算案件の専決処分５件、条例案件の専決処分２件の計９件であります。 

 最初に、議案第３１号平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第１号）については、追

加補正予算額１億９，７６０万円であります。平成２５年度当初予算を骨格的な予算編成

としたため、今年度からの新規事業として、野菜ソムリエを育成し、地域農業や地域福祉

のさらなる推進を目指すあわベジ活性化魅力発信事業や、本年年明けの国の緊急経済対策

に係る地域の元気臨時交付金を活用した事業等を計上しております。 

 次に、議案第３２号平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）については、追加補正予算額２３０万円であります。今回の補正につきましては、

徳島県新築資金等貸付助成事業が採択されることとなったため、その所要費用を計上して
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おります。 

 続きまして、承認第１号から承認第７号までの専決処分の承認案件についてであります

が、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったため、これを報告し承認

を求めるものであります。 

 まず、承認第１号平成２４年度阿波市一般会計補正予算（第８号）については、追加補

正予算額２億５，７２０万円であります。 

 次に、承認第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４号）につい

ては、減額補正予算額１億６，１３９万４，０００円であります。 

 次に、承認第３号平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いては、減額補正予算額１，７１３万２，０００円であります。 

 次に、承認第４号平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、減額補正予算額９１０万円であります。 

 次に、承認第５号平成２４年度阿波市介護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７，７２５万６，０００円であります。 

 続いて、承認第６号阿波市税条例の一部改正については、地方税法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、関係政令及び省令の改正に基づき、条例改正を行ったもので

ございます。 

 次に、承認第７号阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、国民健康保険

法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例改正を行ったものでございます。 

 以上、議案等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、ご承認くださいますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○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。 

○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３１号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第３１号平成２５年度阿波市の一般会計補正予算（第１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１億９，７６０万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９８億４１０万円とする。 

 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、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第１号）につきましては、当初予算が義務的経費や継続的経費等の骨格

的予算として編成いたしましたので、今回の新規事業等の補正予算と合わせまして、通年

予算となるよう所要の予算措置を行うものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正についてです。今回変更をお願いするのは、道路橋梁債で、補正前の

限度額が１億２，４００万円、補正後の限度額が１億３，３１０万円となっており、９１

０万円の追加となっております。 

 次に、６、７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。 

 まず、歳入についてです。１０款地方交付税が９，００１万７，０００円の追加で、計

６２億２，００７万９，０００円に、１４款国庫支出金が７，０９８万３，０００円の追

加で、計２０億３，８９９万６，０００円に、１８款繰入金が２，０００万円の追加で、

計１３億９，４５８万２，０００円となっており、補正額の合計は１億９，７６０万円

で、補正後の歳入合計額は１９８億４１０万円となっております。 

 次に、８、９ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、４款衛生費が１，０５０万６，０００円の追加で、計１６億９，

８２３万９，０００円に、７款商工費が２，１５０万１，０００円の追加で、計１億２，

６５３万４，０００円に、８款土木費が１億３，１７２万８，０００円の追加で、計１０

億４，９３３万５，０００円に、９款消防費が２，６０８万８，０００円の追加で、計５

億８，４９５万７，０００円となっており、補正額の合計は１億９，７６０万円で、補正

後の歳出合計額は１９８億４１０万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いたします。 

 １０、１１ページをお願いいたします。 

 最初に、歳入についてです。 

 １０款１項１目の地方交付税が９，００１万７，０００円の追加となっています。これ
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につきましては、普通交付税の追加によるものです。 

 その下の１４款２項の国庫補助金について、２目の総務費国庫補助金が２，２５０万円

の追加となっております。これにつきましては、地域経済活性化雇用創出臨時交付金とな

っております。 

 その下、８目の土木費国庫補助金が２，５４８万３，０００円の追加となっておりま

す。このうち２節の道路橋梁費補助金につきましては、国の補助金制度の変更に伴いまし

て、社会資本整備総合交付金を減額し、防災安全社会資本整備交付金を追加するものでご

ざいます。 

 また、９目の消防費国庫補助金が２，３００万円の追加となっております。これについ

ては、防災情報通信設備整備事業交付金となっております。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。 

 １８款１項の基金繰入金について、３目の一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が

１，５００万円の追加、その下１１目の観光施設整備基金繰入金が５００万円の追加とな

っております。 

 次に、歳出についてでございます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 ４款２項２目の塵芥処理費が１，０５０万６，０００円の追加となっております。これ

につきましては、臨時交付金を活用し、アームロール車の購入をするものでございます。 

 その下、６款農林水産業費について、１項５目の農業振興費が１７５万１，０００円の

追加となっております。これについては、市民に食への関心を深めてもらうとともに、阿

波市産野菜の特徴等を発信するあわベジ活性化魅力発信事業として、野菜ソムリエ資格取

得支援補助などを行うものでございます。 

 次に、１６、１７ページをお願いいたします。 

 ３項１目の林業振興費が５００万円の追加となっております。これについては、木造住

宅建築推進事業として、市産材や県産材を使用し、阿波市内の施工業者により住宅を新築

させる方に対する建築費の補助を行うものでございます。 

 その下、７款１項の商工費について、１目の商工振興費が５００万円の追加となってお

ります。これにつきましては、本市の地域特性を生かした企業誘致を行うための企業用地

適地調査業務となっております。 

 その下、２目の観光費が１，６５０万１，０００円の追加となっています。これにつき
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ましては、切幡地区公衆トイレ整備事業などとなっております。 

 その下、８款土木費について、１項１目の土木総務費が４４１万円の追加となっており

ます。これにつきましては、道路側溝調査等に基づきまして、総合的な排水対策基本計画

を策定するための委託料となっております。 

 その下、２項の道路橋梁費が５，８９０万円の追加となっております。このうち３目の

道路新設改良費が１，９９０万円、４目の地方道整備事業費が１，４００万円となってお

ります。 

 次に、１８、１９ページをお願いいたします。 

 ６目の周辺対策事業費が１，５００万円の追加となっております。これにつきまして

は、宮川内谷川河川敷公園整備工事となっております。 

 その下、３項２目の河川改良費が２，４９０万円の追加となっております。これにつき

ましては、阿波町西林地区の排水ポンプの新設に関する調査設計等を行うものとなってお

ります。 

 その下、４項１目の住宅管理費が４，３５１万８，０００円の追加となっております。

このうち、長寿命化計画に基づく市営住宅の建てかえに伴う地域住宅支援事業費が３，５

５１万８，０００円、一般住宅のリフォーム補助金が８００万円となっております。 

 その下、９款１項消防費について、１目の非常備消防費が２５８万８，０００円の追加

となっております。これにつきましては、全国女性消防操法大会出場に伴うものでござい

ます。 

 その下、３目の災害対策費が２，３５０万円の追加となっております。これは、Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ連携システムの構築費となっております。 

 以上、歳入歳出について説明をさせていただきました。 

 次に、最終２２ページをお願いいたします。 

 この調書につきましては、４ページの地方債補正の変更に基づき調製したものでござい

ます。当該年度末現在高見込み額についての合計額は２２５億５，０２８万２，０００円

となっております。 

 以上、議案第３１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申し上げます。 

○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、議案第３２号の補足説明
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をさせていただきます。 

 議案第３２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補正予算（第１

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２３０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４１２万５，０００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４月３０日提出、阿波市長。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算補正で説明させていただきます。 

 今回の補正予算につきましては、徳島県新築資金等貸付助成事業、国２分の１、県４分

の１が採択されたことによりまして、所要の費用を計上したものでございます。 

 歳入につきましては、１款１項県補助金が１５０万円の増額、４款１項繰越金８０万円

の増額で、歳入合計は４１２万５，０００円です。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１款１項償還事務費が２３０万円の増額となっており、歳出合計

額は４１２万５，０００円です。 

 以上、議案第３２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、承認第１号についての補

足説明をさせていただきます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により平成２４年度阿波市一般会計補正予算（第８号）を別冊のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第１号平成２４年度阿波市の一般会計補正予算（第８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２億５，７２０万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０９億３，８６３万円とする。 

 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、繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 平成２５年３月２９日専決。 

 この補正予算（第８号）につきましては、歳入面では地方交付税や国県支出金などの確

定に伴います補正と、歳出面につきましては不用額についての減額補正と財政調整基金等

の積み立てを行うなどの予算の最終調整を講じたものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正についてでございます。 

 この補正につきましては、新庁舎建設費用や八幡地区幼・保連携施設整備事業、地方道

整備事業などの８事業について変更をお願いするものでございます。補正前の金額は総額

で８億２，９７８万４，０００円となっており、全体で７，３４２万２，０００円を減額

し、補正後の総額は７億５，６３６万２，０００円となっております。 

 次に、７ページ、第３表地方債補正をお願いします。 

 この補正につきましては、幼・保連携施設整備事業債や道路橋梁債、学校教育施設等整

備事業債などの９事業について変更をお願いするものでございます。補正前の限度額は総

額で１５億６，８１０万円となっており、全体で２億１５０万円を減額して、補正後の限

度額は計１３億６，６６０万円となっております。 

 次に、１１ページをお願いします。 

 歳入歳出補正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、１款市税が８，９３０万６，０００円の追加で、計３３億３，３６９

万８，０００円に、１０款地方交付税が３億８，８６９万３，０００円の追加で、計８４

億１，０１８万５，０００円に、１４款国庫支出金が４，０１９万４，０００円の減額

で、計２６億１，５９４万３，０００円に、１５款県支出金が２，９２２万９，０００円

の減額で、計１０億８２７万７，０００円に、２１款市債が２億１５０万円の減額で、計

２１億６，１８０万円となっており、補正額の合計は２億５，７２０万円で、補正後の歳

入合計額は２０９億３，８６３万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。 
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 歳出につきましては、２款総務費が４，７７７万９，０００円の減額で、計２３億５，

９０７万５，０００円に、３款民生費が２億７３３万４，０００円の減額で、計６７億

６，５６２万２，０００円に、４款衛生費が３，３１５万１，０００円の減額で、計１７

億７，０１１万１，０００円に、８款土木費が５，２７８万９，０００円の減額で、計１

５億８，６６０万２，０００円に、１３款諸支出金が６億５，８２３万５，０００円の追

加で、計２０億８，２３３万７，０００円となっており、補正額の合計は２億５，７２０

万円で、補正後の歳出合計額は２０９億３，８６３万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。 

 歳入につきまして、１款市税について、１項２目の法人税が３，６００万円の追加とな

っております。 

 また、４項１目のたばこ税が３，５１０万６，０００円の追加となっております。 

 次に、１８、１９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３億８，８６９万３，０００円の追加となっておりま

す。これにつきましては、特別交付税の確定に伴うものでございます。 

 次に、２０、２１ページをお願いいたします。 

 １４款１項３目の民生費国庫負担金が２，２８３万円の減額となっております。この主

なものといたしましては、児童手当負担金の減額となっております。 

 次に、２４、２５ページをお願いします。 

 １５款の県支出金につきまして、１項３目の民生費県負担金が１，３１１万３，０００

円の減額、またその下、２項３目の民生費県補助金が１，０９１万円の減額となっており

ます。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。 

 １８款１項の基金繰入金について、３目の一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が

２，４３５万円の減額、１０目の土地改良事業基金繰入金が１，４１３万５，０００万円

の追加となっております。 

 次に、３０、３１ページをお願いいたします。 

 ２１款１項の市債が２億１５０万円の減額となっております。このうち、３目の民生費

が１億１，２２０万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。 
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 ３６、３７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１４目の庁舎建設費が１，１７６万３，０００円の減額となっております。 

 その下、１５目の過疎集落等自立再生緊急対策事業費が１，０４０万円の減額となって

おります。この事業につきましては、国の緊急経済対策に係る予算として、第７号補正で

計上したものでございますが、採択事業内容の変更に伴う減額となっております。 

 次に、４０、４１ページをお願いいたします。 

 ３款２項の老人福祉費について、１目の老人福祉総務費が４，８４７万４，０００円の

減額となっております。この主なものとしては、老人保護措置費と介護保険特別会計繰出

金の減額となっております。 

 また、その下、２目の老人医療費が３，２６０万２，０００円の減額となっておりま

す。 

 次に、４２、４３ページをお願いいたします。 

 ３款３項の児童福祉費について、２目の児童手当費が２，８６７万２，０００円の減額

となっております。 

 また８目の幼・保連携施設整備事業費が３，０００万円の減額となっております。これ

は、八幡地区幼・保連携施設整備事業費の工事請負費の減額となっております。 

 次に、５２、５３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１，４９４万２，０００円

の減額となっております。 

 次に、５４、５５ページをお願いいたします。 

 ４目の地方道整備事業費が１，３１０万円の減額、その下、６目の周辺対策事業費が

２，４３５万円の減額となっております。この道路橋梁費につきましては、工事請負費な

どの減額が主な要因となっております。 

 次に、６２、６３ページをお願いいたします。 

 １３款２項１目基金費が６億５，８２３万５，０００円の追加となっております。この

主なものとしては、財政調整基金積立金が１億８，４１３万５，０００円、減債基金積立

金が４億５，０００万円、一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金が２，１６４万７，０

００円となっております。 

 なお、平成２４年度末の基金現在高は約１０３億８，０００万円を見込んでおりまし

て、前年度末より約６億６，０００万円の増額となる見込みでございます。 
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 次に、最終、６４ページをお願いします。 

 この調書につきましては、７ページの地方債補正の変更に基づき調製したものでござい

ます。合計欄の最終、当該年度末現在高見込み額は２０１億７４８万９，０００円となっ

ております。 

 以上、承認第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を申し上げます。 

○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、承認第２号から承認第４

号について補足説明をさせていただきます。 

 承認第２号をお願いいたします。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第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４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から歳入歳出それぞれ１億６，１３９万４，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億６４５万４，０００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３月２９日専決。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正に関しましては、歳入面では国庫支出金、県支出金や交付金などの額の決定

に伴う調整の減額を行うとともに、歳出面では不用額を生じる予算について減額補正を行

ったものです。 

 歳入の主なものは、３款国庫支出金の補正額が３，０６７万４，０００円の減額、６款

県支出金が６，２１５万円の減額、７款共同事業交付金が１億１０５万円の減額となって

います。以上、補正額の総額は１億６，１３９万４，０００円の減額で、歳入合計額は５
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１億６４５万４，０００円となります。 

 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費が１億５，８４９万６，０００円の減額、７款共同

事業拠出金が１億６８２万９，０００円の減額、９款基金積立金が１億１，５００万円の

増額となっております。以上、補正の額の総額は、歳入額と同じ１億６，１３９万４，０

００円の減額で、歳出合計額は５１億６４５万４，０００円となります。 

 以上、承認第２号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第３号をお願いいたします。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第３号平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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から歳入歳出それぞれ１，７１３万２，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８１２万９，０００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３月２９日専決。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、保険料収入の減額と一般会計繰入金の減額が主なもの

となっております。 

 歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料の補正額が１，２０６万円の減額、４

款一般会計繰入金が７１８万１，０００円の減額、５款繰越金２８４万８，０００円の増

額となっております。補正額の総額は１，７１３万２，０００円の減額で、歳入総額は４

億８１２万９，０００円となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、２款後期高齢者広域連合納付金が１，６３９万３，

０００円の減額となっております。歳出総額は、歳入額と同額の４億８１２万９，０００

円となっています。 
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 以上、承認第３号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第４号をお願いいたします。 

 承認第４号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第４号平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１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から歳入歳出それぞれ９１０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，３７５万３，０００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３月２９日専決。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、一条西地区及び柿原東地区の農業集落排水施設管理費

について不用額が生じるものについて減額の措置を行い、一般会計からの繰入金を減額す

るものです。 

 歳入につきましては、４款一般会計繰入金が９０６万３，０００円の減額と５款繰越金

３６万３，０００円の増額となっております。歳入総額は１億１，３７５万３，０００円

となっています。 

 次に、歳出につきましては、２款事業費が９１０万円の減額となっており、歳出総額

は、歳入額と同額の１億１，３７５万３，０００円となっています。 

 以上、承認第２号から承認第４号についての補足説明とさせていただきます。ご承認い

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） 林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林 正二君） おはようございます。 

 昨年度、議会事務局で在職中はいろいろお世話になりました。本年度もよろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、承認第５号専決処分の承認を求めること
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について補足説明をさせていただきます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２４年度阿波市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を別冊のとおり専決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求めるものです。 

 平成２５年４月３０日、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２４年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、第１条、既定の歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，７２５万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３９億９，８６１万円とするものです。 

 平成２５年３月２９日専決。 

 ６、７ページをお開きください。 

 歳入歳出予算事項別明細書で、歳入の主なものを申し上げます。１款介護保険料３，１

００万円の減額、４款支払基金交付金１，６７１万３，０００円の減額、５款県支出金

２，２１７万７，０００円増額です。８款繰入金４，４２０万５，０００円の減額です。

歳入合計７，７２５万６，０００円の減額で、補正後の計は３９億９，８６１万円となっ

ております。 

 次に、８、９ページをごらんください。 

 歳出の主なものにつきまして、２款保険給付費６，９３７万７，０００円の減額、５款

地域支援事業費８３９万円の減額、歳出合計は歳入予算と同額でございます。以上の補正

額につきましては、介護保険事業の事業実績に伴うものです。 

 以上で承認第５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○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、承認第６号及び承認第７

号について補足説明させていただきます。 

 最初に、承認第６号についてでございます。 

 承認第６号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 
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 今回の条例改正は、地方税法、同法施行令及び同法施行規則などの関係法令、政令、省

令の一部の改正が平成２５年３月３０日に公布されたことに伴い、改正後の規定に沿う形

で条例の一部を改正するものでございます。 

 内容といたしましては、ふるさと基金に係る寄附金税額控除の見直しです。平成２５年

から復興特別所得税が創設されたことにより、所得税額を課税標準とする復興特別所得税

額も軽減されることになります。そのため、個人住民税のふるさと寄附金に係る特例控除

の見直しを行います。 

 次に、地方税法の改正によりまして、固定資産税の非課税措置の廃止でございます。こ

れは、独立行政法人森林総合研究所が行う仮換地の業務や旧農用地整備公団法に規定する

業務の非課税措置が廃止されたことによるものでございます。 

 次に、延滞金などの割引などの引き下げです。市場金利が低下していることなどを踏ま

えて、延滞金などの利率の引き下げを行うことになりました。これは、国内銀行の貸出約

定金利の前々年１０月から前年９月を平均とした特例基準割合に１％を加え、早期納付を

促す率を加えるなど、特例の創設でございます。 

 次に、個人住民税における住宅ローン控除の延長、拡充でございます。住宅ローン控除

は、平成２５年１２月で終了する予定でございましたが、平成２９年１２月３１日まで４

年間延長されました。また、消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、平成２

６年４月から平成２９年１２月までの入居者につきましては、一定の範囲内で控除限度額

を拡充されます。これにつきましては、２９年１２月まで入られた方は１３万６，５００

円控除されるようになります。 

 次に、東日本大震災に係る長期譲渡所得の課税の特例。住宅ローン控除の見直しで、東

日本大震災により居住用家屋が居住の用に供することができなくなったものの相続人が、

当該家屋の敷地を譲渡した場合、当該相続人がこれらの特例を受けることができるように

なりました。また、東日本大震災の被災者が住宅の再取得及び増改築をした場合に、平成

２６年４月から平成２９年１２月までに入居したものについては住宅ローン控除限度額を

拡充することになりました。同じく１３万６，５００円でございます。 

 施行期日は平成２５年４月１日からとなります。ただし、寄附金、延滞金など、公益法

人に係る特例、長期譲渡に係る特例、震災の譲渡特例の改正規定は、平成２６年１月１日

から施行でございます。また、住宅ローン控除に係る改正規定は、平成２７年１月１日か

ら施行となります。よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、承認第７号をお願いいたします。 

 承認第７号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２５年４月３０日提出、阿波市長。 

 この条例改正につきましては、健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成２５年４

月３０日公布されたことに伴い、阿波市国民健康保険税条例の一部を改正するものでござ

います。内容につきましては、均等割額及び世帯平等割額の減額についてでございます。

減額の対象を判定する基準額等の算定において、国民健康保険から後期高齢者医療に移行

した者を、その算定上含むこととする措置が平成２５年３月までの５年間となっておりま

したが、恒久的に行うようになりました。また、後期高齢者医療に移る者があることで、

単身世帯となる特定世帯に対して移行後５年間は世帯別平等割額を２分の１軽減する現行

措置に加え、激変緩和のため、３年間を特定継続世帯として世帯別平等割額を４分の１軽

減する措置が追加されました。 

 施行日は、平成２５年４月１日となっております。 

 以上、承認第６号及び承認第７号についての補足説明とさせていただきます。ご承認い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部雅志君） 説明が終わりました。 

 質疑の通告はありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号から承認第７号までを会議規則第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が、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、議案第３１号から承認第７号については委員会

付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第３１号平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第１号）及び議案第３２号平成２

５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてを原案のとお
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り決定することにご異議ありませんか。 

            〔「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、議案第３１号及び議案第３２号は

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、承認第１号専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度阿波市一般会計

補正予算（第８号）について）から承認第７号専決処分の承認を求めることについて（阿

波市国民健康保険税条例の一部改正について）までの計７件を原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

            〔「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、承認第１号から承認第７号は原案

のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選出について 

○議長（阿部雅志君） 次に、日程第１６、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選出に

ついてを議題といたします。 

 広域連合議員の任期は、徳島県後期高齢者医療広域連合規約第９条第１項の規定によ

り、広域連合を組織する市町村の議会の議員または長としての任期によることとされてお

ります。議員として選任されております野崎市長は５月７日に任期切れとなるため、同規

約第８条第１項の規定に基づき選挙を実施し、選任するものであります。 

 お諮りをいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部雅志君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することといたしたが、ご異議ありませんか。 

            〔「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、議長によって指名することに決定

いたしました。 
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 直ちに指名をいたします。 

 徳島県後期高齢者医療広域連合議会議員に阿波市長野崎國勝君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました阿波市長野崎國勝君を当選人と認め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、徳島県後期高齢者医療広域連合議

会議員に当選をいたしました。 

 阿波市長野崎國勝君が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により当

選の告知をいたします。 

 これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

            午前１１時１０分 休憩 

            午前１１時１９分 再開 

○議長（阿部雅志君） 再開をいたします。 

 私の不手際で大変申しわけなく思っております。 

 先ほどの本日の日程は全部終了いたしましたをとりけしいたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 暫時休憩をいたします。 

            午前１１時１９分 休憩 

            午後 １時００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。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 私、一身上の都合によりまして議長の席を副議長と交代をいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午後１時０１分 休憩 

            午後３時４５分 再開 

○副議長（松永 渉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議長の阿部雅志君から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 
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 この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題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〕 

○副議長（松永 渉君） 異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、

議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、阿部雅志君の退席を求めます。 

（１２番 阿部雅志君 退席 午後３時４７分） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議長辞職の件について 

○副議長（松永 渉君） 追加日程第１、議長辞職の件についてを議題といたします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

 姫田事務局長。 

○議会事務局長（姫田 均君） 朗読いたします。 

 平成２５年４月３０日。阿波市議会副議長殿、阿波市議会議長阿部雅志。 

 辞職願。このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ま

す。 

 以上です。 

○副議長（松永 渉君） お諮りします。 

 阿部雅志君の議長の辞職を許可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〕 

○副議長（松永 渉君） 異議なしと認めます。よって、阿部雅志君の議長の辞職を許可

することに決定いたしました。 

（１２番 阿部雅志君 出席 午後３時４８分） 

○副議長（松永 渉君） 阿部雅志君の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 ただいま議長を辞職されました阿部雅志君からご挨拶があります。 

○１２番（阿部雅志君） このたび私一身上の都合によりまして議長の席を辞したいと思

います。 

 昨年の３月定例会会期末、皆様方からご推挙いただき、議長という重責をいただきまし

た。難なく１年間無事に議長職を務めたかなとこのように思っております。それも今現

在、先輩議員を初め、ここにおられる議員の皆様方の心温まるご指導、ご支援またご協力
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をいただきましたおかげとこのように思っております。また、辞してからでも阿波市の発

展のために微力ではございますが目いっぱい努めてまいりたいと思います。１年間本当に

ありがとうございました。お世話になりました。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第２ 議長選挙について 

○副議長（松永 渉君） ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙をしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松永 渉君） 異議なしと認めます。よって、追加日程第２、議長選挙につい

てを日程に追加し、議題といたします。 

 選挙の方法については、投票によって行います。 

 選挙は単記無記名投票で行います。 

 執行部の退席を求めます。 

            〔執行部 退席〕 

○副議長（松永 渉君） 議場の出入り口を閉じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（松永 渉君） ただいまの出席議員数は２０名です。 

 投票用紙を配付させます。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（松永 渉君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松永 渉君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（松永 渉君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 事務局長、点呼を命じます。 
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            〔事務局長点呼、投票〕 

○副議長（松永 渉君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松永 渉君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

            〔執行部 入場〕 

○副議長（松永 渉君） 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１４番池光正男君、１５番出口治男君

を指名いたします。よって、両名の立ち会いを願います。 

 投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

            〔開  票〕 

○副議長（松永 渉君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 ２０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

  有効投票 １９票 

  無効投票  １票 

 有効投票中 

  藤川豊治君  ９票 

  出口治男君 １０票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、出口治男君が議長に当選されまし

た。 

 ただいま議長に当選されました出口治男君が議場におられますので、本席から会議規則

第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 議長に当選されました出口治男君のご挨拶があります。 

 出口治男君。 

○１５番（出口治男君） ただいまの議長選におきまして、私が議長に当選をされまし

た。本当に青天のへきれきでございます。私にとりましてこの上ない光栄に存じますとと
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もに、同時に責任の重大さも痛感いたしておるところでございます。浅学非才ではありま

す私が議長の要職を十分に果たすことができるか一抹の危惧はないわけではありません。

議員各位のご支援とご協力が不可欠であることも承知いたしております。議会が公正かつ

円満に運営されますよう、誠心誠意努力する所存でございます。最後に、私の任期中、変

わらぬご支援とご協力を切にご祈念申し上げまして、議長就任の挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（松永 渉君） 議長が選挙されましたので、議長と交代いたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午後４時０３分 休憩 

            午後４時０３分 再開 

            〔議長交代〕 

○議長（出口治男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま副議長の松永渉君から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、

議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、松永渉君の退席を求めます。 

（８番 松永 渉君 退席 午後４時０５分） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第３ 副議長辞職の件について 

○議長（出口治男君） 追加日程第３、副議長辞職の件についてを議題といたします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

 姫田事務局長。 

○議会事務局長（姫田 均君） 朗読いたします。 

 平成２５年４月３０日。阿波市議会議長殿、阿波市議会副議長松永渉。 

 辞職願。このたび一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出

ます。 

 以上でございます。 
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○議長（出口治男君） お諮りいたします。 

 松永渉君の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、松永渉君の副議長の辞職を許可す

ることに決定をいたしました。 

（８番 松永 渉君 出席 午後４時０６分） 

○議長（出口治男君） 松永渉君の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 ただいまから副議長を辞職されました松永渉君からご挨拶があります。 

○８番（松永 渉君） 一言お礼を申し上げます。 

 昨年の３月に、議員の皆様のご推挙により副議長という大役を仰せつかり、阿部議長の

もと、阿波市発展のため、また議会の活性化のため、微力ではございますが一生懸命努め

てまいりました。この１年間、皆様方には温かいご指導、ご協力をいただきましたことに

心より感謝しております。さらに、阿波市民のために議員としてさらなる努力をいたす所

存でありますので、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしますと

ともに、野崎市長を初め、理事者の方々のご指導に対しまして心より感謝いたしまして、

退任の挨拶といたします。ありがとうございました。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

○議長（出口治男君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、追加日程第４、副議長選挙を日程

に追加し、議題といたします。 

 選挙の方法については、投票によって行います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 選挙は単記無記名投票で行います。 

 執行部の退席を求めます。 

            〔執行部 退席〕 



- 30 - 

○議長（出口治男君） 議場の出入り口を閉じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（出口治男君） ただいまの出席議員は２０名です。 

 投票用紙を配付させます。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（出口治男君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（出口治男君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 事務局長、点呼を命じます。 

            〔事務局長点呼、投票〕 

○議長（出口治男君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたしました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

            〔執行部 入場〕 

○議長（出口治男君） 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１６番香西和好君、１７番原田定信君

を指名いたします。よって、両名の立ち会いを願います。 

 投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

            〔開  票〕 

○議長（出口治男君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 ２０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 
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  有効投票 ２０票 

  無効投票  ０票 

 有効投票中 

  笠井高章君 １０票 

  森本節弘君  ８票 

  樫原賢二君  １票 

  池光正男君  １票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、笠井高章君が副議長に当選されまし

た。 

 ただいま副議長に当選されました笠井高章君が議場におられます。本席から会議規則第

３２条第２項の規定によって告知をいたします。 

 副議長に当選されました笠井高章君のご挨拶があります。 

○７番（笠井高章君） ただいま副議長という大変な名誉をいただきましたので、これか

らも出口議長とともに、阿波市政発展のため頑張りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。（拍手） 

○議長（出口治男君） 暫時休憩いたします。 

            午後４時１９分 休憩 

            午後５時２０分 再開 

○議長（出口治男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際報告いたします。 

 先ほどの議長選挙に伴い、庁舎建設特別委員会委員の笠井高章君、公営施設民営化特別

委員会委員の出口治男、笠井高章君、議会広報特別委員会委員の笠井高章君の辞職願が提

出され、議長において許可されました。庁舎建設特別委員会委員、公営施設民営化特別委

員会委員、議会広報特別委員会委員が欠けましたので、委員会条例第８条第１項の規定に

より、議長において、庁舎建設特別委員会委員に松永渉君、公営施設民営化特別委員会委

員に阿部雅志君、松永渉君、議会広報特別委員会委員に原田健資君を選任いたしましたの

で、ご報告いたします。 

 なお、議会広報特別委員会、公営施設民営化特別委員会が開催され、議会広報特別委員

会委員長に樫原賢二君、副委員長に江澤信明君、公営施設民営化特別委員会副委員長に香
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西和好君が互選されましたので、ご報告いたします。 

 次に、徳島中央広域連合議会、阿北特別養護老人ホーム組合議会、阿北環境整備組合議

会、阿北火葬場管理組合議会の議会議員の辞職について報告をいたします。 

 ４月３０日付で、徳島中央広域連合議会議員の阿部雅志君、松永渉君、阿北特別養護老

人ホーム組合議会議員の阿部雅志君、阿北環境整備組合議会議員の阿部雅志君、阿北火葬

場管理組合議会議員の阿部雅志君の辞職願が組合等の議会議長及び副議長に提出され、許

可されております。 

 それぞれ、後任者の選任依頼が届いております。 

 お諮りいたします。 

 それぞれの議員選出について日程を追加し、追加日程第５、徳島中央広域連合議会の議

員選出について、追加日程第６、阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について、

追加日程第７、阿北環境整備組合議会の議員選出について、追加日程第８、阿北火葬場管

理組合議会の議員選出についてを直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第５ 徳島中央広域連合議会の議員選出について 

○議長（出口治男君） 追加日程第５、徳島中央広域連合議会の議員選出についてを議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といたした

いが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいが、これにご異議ありません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、議長において指名することを決定
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いたしました。 

 直ちに指名をいたします。 

 徳島中央広域連合議会の議員は、議長の出口、副議長の笠井高章君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名をいたしました議長の出口、副議長の笠井高章君を当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、議長の出口、副議長の笠井高章君

が徳島中央広域連合議会議員に当選をいたしました。 

 ただいま当選いたしましたので、受諾をいたしたいと思います。 

 なお、当選されました笠井高章君が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の

規定によって、当選の告知をいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第６ 阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について 

  追加日程第７ 阿北環境整備組合議会の議員選出について 

  追加日程第８ 阿北火葬場管理組合議会の議員選出について 

○議長（出口治男君） 追加日程第６、阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出につ

いてから追加日程第８、阿北火葬場管理組合議会の議員選出についてまでを一括議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といたした

いが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいが、これにご異議ありません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定
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いたしました。 

 直ちに指名をいたします。 

 阿北特別養護老人ホーム組合議会、阿北環境整備組合議会、阿北火葬場管理組合議会の

それぞれの議員に議長の出口を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名をいたしました議長の出口をそれぞれの当選人と定めることにご異議あり

ませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、議長の出口が阿北特別養護老人ホ

ーム組合議会の議員、阿北環境整備組合議会の議員、阿北火葬場管理組合議会の議員に当

選をいたしました。 

 ただいま当選をいたしましたので、受諾をいたしたいと思います。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、市長よりご挨拶がございます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 先ほどの議長、副議長選挙におきまして、議長に出口治男氏、副議長に笠井高章氏がご

当選されました。出口議長、笠井副議長にはご就任を心からお祝い申し上げます。市政運

営の変わらぬご協力をお願いいたしますとともに、今後のご活躍をご期待申し上げます。 

 次に、前阿部議長と前松永副議長には、市政の発展と円滑な議会運営にご尽力されまし

たことに、心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。 

 さて、本日ご提案いたしました議案につきましては、慎重にご審議の上、原案どおりご

決議いただき、まことにありがとうございました。 

 今回の補正予算に計上されました各事業につきましては、できる限りの早期執行に努

め、市民生活の安定と地域の活性化を図ってまいりますので、皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 花冷えの候、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、引き続き市政発

展のためご活躍いただきますようお願い申し上げまして、閉会にあたりましてのご挨拶と

させていただきます。 

○議長（出口治男君） これで本日の会議を閉じます。 
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 平成２５年第１回阿波市議会臨時会を閉会いたします。 

            午後５時２８分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            旧  議  長 

 

            旧 副 議 長 

 

            新  議  長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 
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