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職務のため出席したものの職氏名 
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 日程第１７ 議案第５５号 平成２６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて 
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いて 

 日程第２４ 報告第 ５号 平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて 
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            午前１０時００分 開会 

○議長（木村松雄君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成２６年第３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。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、議員の要望・視察研修についてご報告申し上げます。 

 ７月１６日から１８日にかけて、１８名の議員が、国会議員会館において県選出国会議

員に要望活動を行いました。その後、国土交通省並びに総務省職員より説明があり、意見

交換を行いました。翌日以降も、指定管理者制度及び観光拠点づくり、農業振興等につい

て、神奈川県内の各施設において視察研修を行い、本市における行政執行及び事業推進の

参考として思考する機会を得られました。 

 次に、議長関係会議の報告を申し上げます。 

 ７月３０日に東京都において全国市議会議長会の地方行政委員会に出席いたしました。

委員会では、総務省の行政企画官より地方行政をめぐる最近の動向について講演があり、

その後事務報告及び要望書案、要望活動等について協議を行いました。また、８月６日か

ら７日に岡山市で全国市議会議長会研究フォーラムがあり、副議長と出席いたしました。

１日目は、増田寛也氏の基調講演の後、パネルディスカッションがあり、分権改革２０年

と地方議会のあり方についてパネリストの意見を拝聴いたしました。２日目は、議会のあ

り方を課題とする３名の事例報告を拝聴いたしました。翌日の８日には三好市において四

国土砂防災ネットワーク議員連盟定期総会があり、出席いたしました。会計報告等の後、

全国の災害事例の映像を交えながら説明を受けました。 

 その他といたしまして、７月２３日に東条団地１号棟の安全祈願祭及び起工式に出席い

たしました。また、８月１６日には土成緑の丘スポーツ公園での阿波市納涼祭、１９日に

は阿波市地域公共交通会議、２０日は西条大橋国道３１８号線改良促進期成会、２７日に

は県庁で知事への要望並びにホテル千秋閣で第十堰対策促進期成同盟会通常総会に出席い

たしました。また、２８日には阿波市学校給食センター竣工式に出席いたしました。その

他、各種会議等に出席しております。 

 以上の件の詳細については、事務局に保管をしていますので、ご高覧ください。 

 次に、監査委員から平成２６年５月、６月、７月分の例月現金出納検査及び監査結果報
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告書が議長宛てに提出されています。関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高

覧ください。 

 次に、６月３日より８月２５日に開催された議会運営委員会までに受理いたしました陳

情書については、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

 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。 

 次に、議員派遣報告を行いたいと思います。 

 副議長より報告申し上げます。 

 江澤信明君。 

○９番（江澤信明君） おはようございます。 

 議長のご指名がございましたので、議員派遣の報告をいたします。 

 去る７月１６日から１８日までの３日間、要望活動と行政視察をいたしました。 

 要望活動では、衆参両議院会館を訪問し、徳島県選出国会議員に要望をいたしました。

１点目は、徳島自動車道土成インターと脇町インター１８．８キロメートルの間にスマー

トインターチェンジの設置など高速道路整備促進に関すること。２点目は、地方の固有財

源である地方交付税の本来の機能を低下させないよう、地方交付税総額確保を要望いたし

ました。その後、国土交通省道路局高速道路課課長補佐より、スマートインターチェンジ

の整備の取り組み状況や方針について説明があり、意見交換を行いました。続く、総務省

自治財政局理事官からの地方交付税の現状説明では、市町村における行財政改革努力や地

域経済活性化の指標を反映し、がんばる地方を息長く支援するという国の方針説明があ

り、同理事官からは、本市の平成２４年度決算時における将来負担比率が５．２％である

ことや職員数削減の状況など、行財政改革の取り組みについて好評価をいただきました。 

 ２日目は、指定管理者制度の視察研修を実施いたしました。まず、神奈川公会堂におい

て、ＮＰＯ法人を含めた共同体による指定管理の現状と課題について意見交換を実施いた

しました。午後からは、横浜市文化振興課から説明を受け、指定管理者による専門知識を

生かした自主事業、地域を巻き込んだ朝活コンサートや教育委員会との連携による市内全

小学生を招待するコンサートの実施など、施設が持つ機能を最大限に生かした運用が地域

文化の向上に大きく貢献していることを強く感じました。 

 ３日目は、小田原市役所において、地域にある自然、歴史的偉人やその邸園・名産物を
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いかした観光拠点づくり、特産物である梅やタマネギなどのブランド化、旅行会社・ホテ

ル・鉄道会社・郵便局と一体となった体験型農業や農産物オーナー制度の農業振興策、ま

た行政がハード的な整備をにない、民間事業者と協働によるグリーンツーリズム事業など

の説明を受けました。 

 豊かな自然や地域資源、史跡を有するという本市と共通点がある小田原市の官民協働に

よる成功例は、本市の今後の観光施策や農業振興における方向性を示唆する部分があり、

大いに参考になりました。この３日間の要望活動、視察研修を活かし、今後の市政発展の

ため、さらに研さんを積み、努力をいたしたいと改めて実感いたしました。 

 以上で、議員派遣の報告を終わります。 

○議長（木村松雄君） 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（木村松雄君） 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、１４番阿部雅志君、１６番出口治

男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（木村松雄君） 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、８月２５日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 原田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（原田定信君） おはようございます。 

 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の結果について報告を申し上

げます。 

 平成２６年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、８月２５日午前１０時から委員

会室において、正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、企画総務部

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９月１日から

９月２６日までの２６日間に決定をいたしました。 

 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、本日は行政報告、提
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案理由の説明、決算審査特別委員会設置を予定いたしております。本議会散会後には、全

員協議会を予定いたしております。 

 ９月９日に再開をし、本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を

予定しており、９月１０日も午前１０時に開会し一般質問、９月１２日も午前１０時に開

会し一般質問、その後、議案に対する質疑、各委員会への付託を予定いたしております。 

 次に、９月１６日午前９時３０分から決算審査特別委員会、９月１７日午前１０時から

総務常任委員会、９月１８日は午前１０時から文教厚生常任委員会、９月１９日は午前１

０時から産業建設常任委員会、午後１時３０分から地域活性化インターチェンジ設置特別

委員会を予定いたしております。 

 次に、９月２６日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、明日９月２日の正午となってお

ります。円滑な議会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、報告といたします。 

 以上です。 

○議長（木村松雄君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月２６日までの２６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（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月２６日までの

２６日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（木村松雄君） 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。 

 本日は、平成２６年第３回阿波市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員

各位におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございま

す。また、日ごろは市行政全般にわたりまして、格別のご支援、ご協力を賜りまして、心

からお礼申し上げます。 
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 まず初めに、先般の広島市における土石流を初め、全国各地で集中豪雨による被害が発

生しております。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被

災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。 

 また、８月９日から１０日にかけて、台風１１号が四国に上陸、徳島県を縦断し、県内

の広い範囲に浸水被害をもたらしました。被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上

げます。 

 この台風により、阿波市では、避難勧告、避難指示を市内の４，０９５世帯、１万７８

６人に発令し、２９世帯、５０人の方が公民館などへ避難されたところであります。被害

状況につきましては、床上浸水６件、床下浸水３６件、道路、河川、林道、農地などに被

害を受け、現在も復旧作業を行っているところであります。今後も、より一層の防災体制

の強化に努めてまいります。 

 それでは、開会に当たり、市政の重要課題などについてご報告申し上げます。 

 まず最初に、新庁舎及び交流防災拠点施設（アエルワ）の建設工事についてでありま

す。 

 現在の建設工事の進捗状況といたしましては、庁舎棟については建物の躯体工事も終わ

り、各階の内装、設備などの工事を本格的に進めているところであります。一方、アエル

ワにつきましては、躯体工事を進めるとともに、アルミサッシの取りつけなど内装工事に

も順次取りかかっており、各部屋の間仕切りも型作られてまいりました。 

 こうした工事の様子を市民の皆様にごらんいただくため、去る７月２６日と２７日の両

日に、第２回目の現場見学会を開催いたしましたところ、約１００名に近い市民の方から

の申し込みがあり、工事中の建物内部の状況や地震免震体験台で揺れの違いを体感してい

ただいたところであります。 

 また、８月２８日には、隣接する阿波市学校給食センターの竣工式をご来賓、用地提供

者、工事関係者の出席のもと挙行いたしました。 

 この阿波市学校給食センターは、児童・生徒の心身の健全な発達のため、安全・安心

で、栄養バランスのとれた、阿波市産を中心とした食材により食事を提供するとともに、

食育を勧める上でも重要な役割を担うものと考えております。また、災害発生時におきま

しては、被災者への食糧供給基地として、市内はもとより、近隣市町村への後方支援拠点

としても活用してまいりたいと考えております。 

 次に、新庁舎の供用開始に合わせ、本市の地域情報や行政情報などが詰まった「くらし
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の便利帳」を官民協働により発行することになり、７月８日に株式会社サイネックスと協

働発行に関する協定を締結したところであります。このたびの協定は、官民協働の取り組

みにより、行政情報だけでなく、医療機関などの地域の情報や市内事業者の広告などを掲

載することで、市の財政負担を伴うことなく、より暮らしに密着した、実用性の高い情報

を市民にお届けできるものと、大いに期待しているところであります。 

 次に、第２９回徳島県消防操法競技大会が７月１３日、北島町の徳島県消防学校グラウ

ンドにおいて開催され、阿波市からは、ポンプ自動車の部に土成方面第７分団、阿波方面

第８分団、小型ポンプの部に土成方面第８分団がそれぞれ出場いたしました。厳しい訓練

を重ねた結果、小型ポンプの部の土成方面第８分団が準優勝、ポンプ自動車の部の阿波方

面第８分団が第４位、地方分会の部におきましても、阿波地方分会が準優勝に輝いたとこ

ろであります。今回受賞されました各団・分会に対して敬意を表するところであります。 

 次に、７月１４日に、大塚グループのはーとふる川内株式会社まごころファームコスモ

スの竣工式が行われました。この施設では水耕によるトマト栽培が行われ、本年８月末に

は初出荷をした様子であります。このことにつきましては、農地の活用や雇用の創出、周

辺農業の活性化につながるとともに、障害を持つ方々の雇用にも配慮しておられますこと

から、福祉施策の面でも大変意義深い事業であると考えております。 

 次に、市制施行１０周年記念事業の広報ピーアール事業についてであります。 

 去る７月１６日に、市場中学校の全校生徒が、平成２７年４月１日に迎える市制施行１

０周年をアピールするロゴマークを人文字として表現いたしました。この事業は、中学校

の生徒や教員などの協力により、市制施行１０周年記念事業を広く市民に伝えるととも

に、子どもたちにとってふるさとの大きな思い出として深く心に残るようにとの思いによ

り行われたもので、中央広域連合のはしご車により撮影したものであります。本日発行の

広報阿波９月号の表紙にも採用させていただいており、ご協力いただきました関係者の皆

様に対しまして、改めてお礼申し上げたいと思います。 

 次に、市制施行１０周年記念市民提案事業のあわ夢プロジェクトについてであります。 

 市制施行１０周年を記念し、市民の豊かな発想による、魅力的なまちづくりを推進する

とともに、その成果や効果が今後の阿波市のさらなる飛躍につながる、市民主催の提案事

業を予定しております。この市民提案事業は、本市の魅力を高める、市内外との連携交流

を促進する、にぎわいの創出、交流人口の増加、地域の活性化に資するなどの記念事業の

実施方針に即した事業に対しまして、事業内容などを審査し、助成することといたしてお
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ります。この事業により、未来に向けて夢と希望にあふれた阿波市となるよう期待してい

るところであります。 

 次に、かねてより計画を進めておりました阿波市営住宅東条団地１号棟の安全祈願祭を

７月２３日、多くの関係者のご参列をいただき挙行いたしました。この東条団地は、平成

２３年１月に策定した阿波市営住宅ストック総合計画に基づき現地建てかえを行うととも

に、周辺６カ所の小規模団地を集約化し、効率的な整備手法により建設するものでありま

す。周辺環境に融和し、安全・安心な住まいづくりのシンボルとなるよう、平成２７年１

０月の竣工に向けて整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、平成２５年度に完成しました八幡地区幼保連携施設と、現在建設中で、本年度完

成予定の一条地区幼保連携施設及び平成１６年度に幼保一体施設として供用開始しており

ますなかよし幼児センターどなりにつきましては、平成２７年４月１日より認定こども園

として運営を開始する予定としております。この認定こども園につきましては、幼稚園と

保育所の両方のよさをあわせ持ち、子どもの視点に立ち、生涯にわたる人間形成の基礎を

培う幼児教育の拠点施設として、また社会全体で次代を担う子どもの育ちを支える次世代

育成支援を目指すものであります。特に、この３施設の認定こども園につきましては、子

ども・子育て関連３法の一つである、新たな幼保連携型認定こども園としてスタートする

ものであります。今後とも、阿波市におきましては、国、県とも歩調を合わせ、切れ目の

ない子育て支援に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、児童発達支援センターの誘致についてであります。 

 近年、阿波市におきましては、発達支援が必要とされる児童が年々増加傾向にあり、身

近な地域でサービスを受けられる支援体制の整備が強く求められております。現在、阿波

市周辺には児童発達支援センターが設置されておらず、障害のある児童やその保護者にお

きましては、毎回遠路な施設の利用を余儀なくされ、その負担は大きいものとなっており

ます。 

 こうした背景をもとに、阿波市において、家庭から毎日通所して、児童一人一人の発達

状況に応じた適切な支援が受けられるよう、児童発達支援センターの誘致に取り組んでい

たところ、県内で児童発達支援センターを運営し、本市の児童が最も多く利用してる社会

福祉法人池田博愛会児童発達支援センターすぎのこが、阿波市に事業所を開設する運びと

なりました。開設場所につきましては、旧吉田荘跡地を候補地として考えているところで

あります。今後、開設に向けて、議員各位のご理解とご協力をよろしくお願いいたしま
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す。 

 次に、阿波市納涼祭についてであります。 

 去る８月１６日に、阿波市商工会青年部の主催により、土成緑の丘スポーツ公園グラウ

ンドにおきまして、第３回阿波市納涼祭が、市内外の子どもから大人まで多数の来場によ

り、盛大に開催されたところであります。大好評のレーザー花火ショーを初め、四国４県

のご当地アイドルによる歌やダンスで盛り上がりまして、夏の一夜をいろどる華やかなイ

ベントとして、市民の一体感の醸成や地域の活性化に大いに貢献できたものと考えており

ます。青年部の皆様の熱意とご努力のたまものであると、改めて敬意を表する次第であり

ます。 

 次に、行方不明者の捜索活動についてであります。 

 去る８月２１日に、阿波市市場町の四国霊場１０番札所切幡寺をバスツアーで訪れまし

た７０代の姉妹が行方不明となり、消防団や消防署及び警察による懸命な捜索の結果、２

３日の午前１０時に切幡寺の大塔より北西１５０メートルの地点で、消防署員により１人

を保護いたしました。また、午後１時に大塔より北３００メートル地点で、地元消防団が

残り１人を発見し、県の防災ヘリにより無事救出されました。捜索活動に力を尽くされま

した消防団をはじめ、関係機関の方々に心より感謝申し上げます。 

 次に、故三木武夫元総理の寄贈資料についてであります。 

 阿波市が誇る、故三木武夫元総理に関係する記念品や関係資料２９点が、三木家ご遺族

の方から本市に対し寄贈されました。これまで、阿波市立土成歴史館では、三木武夫コー

ナーを設けまして展示を行ってまいりましたが、今回の寄贈を契機として、展示の方法、

内容などを再検討し、１０月ごろからの公開を行いたいと考えております。多くの市民の

方々にご来場いただきたいと思います。 

 次に、関係行政機関への要望等についてご報告いたします。 

 去る７月２日には、四国治水期成同盟連合会通常総会並びに四国河川協議会総会が高知

県四万十市において開催されました。総会では、四国地方は台風常襲地帯として多雨地域

が広がっており、水害の起こりやすい自然条件下にあり、四国地方の１人当たり水害被害

額は全国平均の３．４倍となっていることから、被害軽減のための予算確保を国に対し強

く要望することを決議したところであります。また、この決議に基づき、７月３１日から

国土交通省及び県選出国会議員に対し、河川改修に対する要望活動を行ってまいりまし

た。 
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 次に、８月２７日には、徳島県庁におきまして、飯泉徳島県知事、熊谷副知事に対しま

して、市議会とともに、一般県道船戸切幡上板線（切幡工区～土成工区）の整備促進につ

いて及び南海トラフ巨大地震等に対する後方支援拠点としての位置付けについてなどにつ

いて、要望活動を行ってまいりました。阿波市からの要望に対しまして、飯泉徳島県知事

からは、市民生活に密着した道路整備について前向きに取り組みたいとの回答をいただい

たところであります。また、後方支援拠点としての位置付けにつきましては、阿波市の取

り組みに対しまして評価をいただき、関係機関との連携について今後進めていきたいとの

回答をいただいたところであります。 

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

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第４２号 平成２５年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ５ 議案第４３号 平成２５年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ６ 議案第４４号 平成２５年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第 ７ 議案第４５号 平成２５年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

               算認定について 

  日程第 ８ 議案第４６号 平成２５年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第４７号 平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

               入歳出決算認定について 

  日程第１０ 議案第４８号 平成２５年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１１ 議案第４９号 平成２５年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１２ 議案第５０号 平成２５年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１３ 議案第５１号 平成２６年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につい 

               て 

  日程第１４ 議案第５２号 平成２６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               １号）について 
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  日程第１５ 議案第５３号 平成２６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１６ 議案第５４号 平成２６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

  日程第１７ 議案第５５号 平成２６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて 

  日程第１８ 議案第５６号 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第１９ 議案第５７号 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

               営に関する基準を定める条例の制定について 

  日程第２０ 議案第５８号 阿波市家庭的保育事業等の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５９号 阿波市放課後児童健全育成事業の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２２ 議案第６０号 阿波市保育の必要性の認定の基準を定める条例の制定に 

               ついて 

  日程第２３ 議案第６１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２４ 報告第 ５号 平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率に 

               ついて 

○議長（木村松雄君） 日程第４、議案第４２号平成２５年度阿波市一般会計歳入歳出決

算認定についてから日程第２４、報告第５号平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金

不足比率についてまでの計２１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、平成２５年度の決算認定９件、予算案件５件、条例案件

６件、報告案件１件の計２１件であります。 

 最初に、議案第４２号平成２５年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案
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第４９号平成２５年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８件の

決算認定につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、監査委員の審査

に付しましたので、同法第２３３条第３項の規定により、議会の認定をお願いするもので

あります。 

 次に、議案第５０号平成２５年度阿波市水道事業会計決算認定については、地方公営企

業法第３０条第２項の規定に基づき、監査委員の審査に付しましたので、同法第３０条第

４項の規定により、議会の認定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第５１号平成２６年度阿波市一般会計補正予算（第２号）については、追加

補正予算額６億９，７７０万円であります。主なものといたしましては、新庁舎への引っ

越しに関係する予算、市制施行１０周年記念事業に関係する予算について計上しておりま

す。 

 次に、議案第５２号平成２６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いては、追加補正予算額３，２９６万７，０００円であります。 

 次に、議案第５３号平成２６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、追加補正予算額３２０万円であります。 

 次に、議案第５４号平成２６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は、追加補正予算額７５４万２，０００円であります。 

 次に、議案第５５号平成２６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）については、

追加補正予算額１２４万円であります。 

 次に、議案第５６号阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部

改正については、関係する法律の一部改正により改正するものであります。 

 次に、議案第５７号阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についてから議案第６０号阿波市保育の必要性の認定の基準を定

める条例の制定については、子ども・子育て支援制度における事業を推進するために、施

設及び設備の運営等に関する基準を定めるものであります。 

 次に、議案第６１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は、

関係する法律の一部改正により改正するものであります。 

 次に、報告第５号平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率については、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づ

き、監査委員の審査に付しましたので、議会に報告するものであります。 
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 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

ては担当部長等に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らせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（木村松雄君） 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。 

 坂東会計管理者。 

○会計管理者（坂東重夫君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、ただいま市長からご提案申し上げました議案のう

ち、議案第４２号平成２５年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第４９

号平成２５年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８議案につき

まして補足説明いたします。 

 資料としてお手元に配付しておりますＡ３の用紙１枚物、平成２５年度阿波市一般会計

歳入歳出決算表によりまして決算の概要をご説明申し上げますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 説明中、表の中の収入済額、支出済額をそれぞれ決算額と読みかえさせていただきま

す。 

 それでは最初に、一般会計の決算についてであります。 

 歳入決算額は、総額で２２５億８，０３３万６６３円であり、前年度と比較して、率に

して７．３％、金額にして１５億２，７９９万９，６５８円の増額となっております。 

 続いて、歳出決算額は、総額で２１６億５，７４１万９，３９９円であり、前年度と比

較して、率にして８．５％、金額にして１６億８，９１０万３，８３３円の増額となって

おります。 

 歳入歳出差し引き額は９億２，２９１万１，２６４円となっており、翌年度繰越額の合

計が、庁舎及び交流防災拠点施設建設事業や一条地区幼保連携施設整備事業、給食センタ

ー建設事業など３５億１，８４８万８，０００円となっております。それらの事業に要す

る一般財源額が翌年度へ繰り越すべき財源であり、５億１，１０４万３，０００円となっ

ております。 

 歳入歳出差し引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた金額が実質収支額であ

り、４億１，１８６万８，２６４円の黒字となっております。 
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 続きまして、歳入の主なものについて説明いたしますと、自主財源の根幹をなす１款市

税につきましては、市民税は減少したものの、市たばこ税などの増収により、前年度に比

較して、率で１．１％、金額にして３，７６５万２，１１４円増収の３４億９，２９５万

９，５７９円となっております。 

 次に、１０款地方交付税につきましては、前年度に比較して、率でマイナス０．４％、

金額で３，２２２万６，０００円減収の８３億７，７９５万９，０００円となっておりま

す。 

 次に、２１款市債につきましては、庁舎等施設整備事業債や給食センター施設等整備事

業債など合併特例債の増額により、前年度に比較して、率にして４９．３％、金額で１０

億４，４６０万円増額の３１億６，１７０万円となっております。 

 続きまして、歳出の主なものについて申し上げますと、２款総務費につきましては、新

庁舎及び交流防災拠点施設整備事業において、工事請負等を含め、本格的な事業着手によ

り、前年度に比較して、率にして２５．６％、金額で６億４，９１３万２，６４０円増額

の３１億８，４９２万４，９１４円となっております。 

 次に、８款土木費につきましては、地域住宅支援事業の増加により、前年度に比較し

て、率にして１２．２％、金額で１億６，１９６万８，８２１円増額の１４億９，１３３

万５，５５１円となっております。 

 次に、１０款教育費につきましては、学校給食センター建設事業において工事請負費等

の事業実施によりまして、前年度に比較して、率にして１８．９％、金額で４億２，８９

２万１，１６９円増額の２７億１４２万４，９０７円となっております。 

 また、一般会計における平成２５年度末の基金残高は、前年度に比較して１３億２，６

１７万５，７５４円増加し、１１７億１，１７４万１，８４６円となっております。 

 財政の健全化を図る実質公債費比率や将来負担比率についても、前年度以上に改善して

おり、本市の財政状況は、現在のところ、健全な状態を維持しているものと思われます。 

 続きまして、表の下側の平成２５年度阿波市特別会計歳入歳出決算表についてでありま

す。 

 この表には、阿波市の国民健康保険特別会計を初め、７つの特別会計の決算状況を記載

しております。その総額を申し上げますと、歳入決算額が９７億８，００３万５，４１２

円、歳出決算額９５億５，８８２万８６６円、歳入歳出差し引き額は２億２，１２１万

４，５４６円となっており、翌年度繰越額が４３２万円となっております。歳入歳出差し
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引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、２億１，６８９万４，

５４６円の黒字となっております。 

 特別会計のうち、決算額の多いものを申し上げますと、一番上の国民健康保険特別会計

の歳入決算額５０億９，９４３万９４３円、歳出決算額４９億３，７８０万９５０円、歳

入歳出差し引き額１億６，１６２万９，９９３円となっております。 

 ７つの特別会計についても、公有財産や基金を保有しているものにつきましては、一般

会計と同様に、決算書に掲載をしておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

 以上、簡単でございますが、議案第４２号から議案第４９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申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５１号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第５１号平成２６年度阿波市の一般会計補正予算（第２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６億９，７７０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１２億１，９６０万円とする。 

 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、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正による。 

 平成２６年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第２号）につきましては、年末に控えております新庁舎への引っ越し

費用、社会資本整備交付金や繰越金の確定に伴い、市内の実情に即した事業について追加

補正をお願いするものでございます。 

 次に、５ページをお願いします。 

 第２表地方債補正についてであります。 

 １の追加として、農林水産事業債が限度額６１０万円としており、その内容といたしま

しては、経営体育成事業に係るものであります。 

 ２の変更につきましては、普通交付税の振りかえである臨時財政対策債や道路橋梁債、

給食センター施設等建設事業債など合わせて３件で、補正前の限度額が１１億９，２００

万円、補正後の限度額が１１億７，３９０万円となっており、１，８１０万円の減額とな
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っております。 

 次に、８、９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。 

 最初に、歳入についてであります。 

 １０款地方交付税が２億２，５５７万８，０００円の追加で計６８億６，２２０万６，

０００円に、１４款国庫支出金が１億２，４３６万円の追加で計２５億２，１１８万４，

０００円に、１９款繰越金が２億６，１８６万８，０００円の追加で４億１，１８６万

８，０００円となっており、補正額の合計は６億９，７７０万円の追加で、補正後の歳入

合計額は２１２億１，９６０万円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳出についてであります。 

 ３款民生費が５，７４９万９，０００円の追加で６５億９，３４７万７，０００円に、

６款農林水産業費が８，１４３万２，０００円の追加で計５億５，７００万３，０００円

に、８款土木費が１億９，７３４万４，０００円の追加で計１８億９，７９９万３，００

０円に、１３款諸支出金が２億３，７６４万５，０００円の追加で２億５，７０６万円と

なっており、補正額の合計は６億９，７７０万円の追加で、補正後の歳出合計額は２１２

億１，９６０万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。 

 １２ページ、１３ページをお願いします。 

 まず、歳入についてであります。 

 １０款１項１目の地方交付税が２億２，５５７万８，０００円の追加となっており、こ

れについては普通交付税であります。 

 次に、１４款２項の国庫補助金について、８目の土木費国庫補助金が３，４８０万円の

追加となっており、これにつきましては、橋梁の耐震改修などに係る防災安全社会資本整

備交付金３，２４０万円が主なものとなっております。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いします。 

 １０目の教育費国庫補助金が５，９１７万２，０００円の追加となっており、内容は、

給食センター建設事業に係る学校施設環境改善交付金であります。一番下段の１８款１項

の基金繰入金が８，３４０万円の追加となっております。 

 次に、１６、１７ページをお願いします。 
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 前のページの基金繰入金の主なものは、周辺対策事業に伴う３目一般廃棄物中間処理施

設対策基金繰入金が６，１４０万円、１１目の観光施設整備基金繰入金が１，６００万円

などとなっております。中段の１９款１項１目の繰越金については、２億６，１８６万

８，０００円の追加となっております。これにつきましては、平成２５年度決算の確定に

伴うものでございます。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いします。 

 一番上の段の２１款１項市債は、合計で１，２００万円の減額でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ２２ページ、２３ページをお願いします。 

 ２款１項の総務管理費のうち、９目の電子計算費が１，４５９万２，０００円の追加と

なっており、主なものは、新庁舎へのサーバー移設委託料７２８万５，０００円でありま

す。 

 次に、３０ページ、３１ページをお願いします。 

 ３款３項児童福祉費において、８目の幼保連携施設整備事業費が１，５８０万円の追加

となっており、内容は現在建設中の一条地区幼保連携施設に係る備品購入費であります。

４款１項保健衛生費において、２目の予防費が２，４５３万３，０００円の追加となって

おり、その内容につきましては、予防接種法に基づき、本年１０月より２つの疾病が予防

接種の対象となるため、委託料に２，４４４万８，０００円を追加いたしております。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願いします。 

 ６款２項１目の農地総務費が３，２０２万９，０００円の追加となっており、主なもの

は、県単土地改良事業に係る工事請負費１，１２０万円、農山村活性化プロジェクト支援

交付金事業７０７万円などとなっております。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いします。 

 ６款２項５目の吉野川北岸農業用水費が４，２８６万２，０００円の追加となってお

り、内容は国営吉野川北岸地区償還助成金であり、今年度が最終年度となります。 

 次に、３８ページ、３９ページをお願いします。 

 下ほどの８款２項３目の道路新設改良費が４，６２８万８，０００円の追加となってお

り、主な内容は、市道の修繕、新設改良に伴うものとなっております。 

 その下側の４目の地方道整備事業費、いわゆる補助事業が７，２４１万７，０００円の

追加となっています。 
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 次に、４６、４７ページをお願いします。 

 １０款７項１目の学校給食費が１，６０２万６，０００円の追加となっており、この主

なものは、学校給食センター新築事業に伴う備品購入費、給食車の購入１，６５０万円で

ございます。 

 その下、１３款２項１目の基金費が２億３，７６４万５，０００円の追加となってお

り、内容は、一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金であります。 

 次に、最終５０ページをお願いします。 

 この調書は、５ページの地方債補正に基づき調製したものであります。 

 当該年度末現在見込み高が、合計額で２３２億８，８７６万６，０００円となっており

ます。 

 以上、議案第５１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。 

○議長（木村松雄君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５０号平成２５年

度阿波市水道事業会計決算認定について補足説明をさせていただきます。 

 地方公営企業法第３０号第２項の規定に基づき、７月２５日に監査委員の審査に付しま

した。同法第３０条４項の規定により、議会の認定に付する平成２５年度阿波市水道事業

会計決算でございます。 

 決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

 （１）の収益的収入及び支出では、収入で、第１款水道事業収益の決算額が６億７，１

９６万８，０２１円です。支出は、第１款水道事業費用の決算額は５億５，２４７万７，

７７９円で、差し引き１億１，９４９万２４２円の収益となっております。 

 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 （２）の資本的収入及び支出では、収入で、第１款資本的収入の決算額は３億３，２２

１万４，５４８円です。支出は、第１款資本的支出の決算額は５億７，４１９万５，７８

１円となっており、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億４，１９８万１，２３

３円につきましては、当年度消費税資本的収支調整額２，２５７万８，６０２円、過年度

損益勘定留保資金７２万５，１１２円、当年度損益勘定留保資金１億９，０３８万６，７

０１円及び建設改良積立金２，８２９万８１８円で補填をいたしたところでございます。 

 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、認定いただ
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けますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５２号について補

足説明させていただきます。 

 議案第５２号平成２６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（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３，２９６万７，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億６，７２４万５，０００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２６年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算の主なものは、人件費の調整と国庫補助事業である保健指導事業の新設

並びに平成２５年度分の国庫負担金等の実績額が確定したため補正をお願いするもので

す。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 歳入につきましては、３款２項国庫補助金の補正額が３９４万９，０００円、９款１項

一般会計繰入金の補正額が３０６万８，０００円、１０款１項繰越金の補正額が２，５９

５万円、それぞれ増額し、補正後の歳入合計は５１億６，７２４万５，０００円となって

います。 

 次に、３ページの歳出につきましては、１款１項総務管理費で３０６万８，０００円の

増額、３款１項後期高齢者支援金等で７６７万４，０００円の増額、４款１項前期高齢者

納付金で８７万７，０００円の減額、６款１項介護納付金で１，７０７万円の減額、８款

１項保健事業で３９４万９，０００円の増額、１１款１項償還金及び還付加算金で３，６

２２万３，０００円の増額で、補正後の歳出合計額は５１億６，７２４万５，０００円と

なっています。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 歳出の内訳ですが、１款１項１目の一般管理費のうち、人件費の調整分は省略させてい

ただき、高額療養費医事システムの制度改正対応業務委託料として１９７万１，０００円

の増額です。次に、３款１項１目後期高齢者支援金で７６７万４，０００円の増額、４款

１項１目前期高齢者納付金で８７万７，０００円の減額、６款１項１目介護納付金で１，
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７０７万円の減額です。それぞれ支援金、納付金の額の確定に伴う補正でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ８款１項３目保健指導事業費の新規事業として、若年齢層より生活習慣病の１次予防に

重点を置いた保健指導事業に３９４万９，０００円の増額でございます。次に、１１款１

項３目の償還金で３，６２２万３，０００円の増額です。内訳として主なものは、平成２

５年度療養給付費返還金３，５７３万５，０００円と平成２５年度特定健康診査等負担金

返還金４８万６，０００円、それぞれ実施額の確定により返還するものでございます。 

 以上、議案第５２号の補足説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、議案第５３号について補足説明させていただきます。 

 議案第５３号平成２６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に歳入歳出それぞれ３２０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，６８９万８，０００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２６年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算の主なものは、柿原東地区浄化センターの施設故障に伴い、修繕費の補

正をお願いするものです。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正でご説明させていただきます。 

 歳入につきましては、５款１項一般会計繰入金の補正額が２９１万７，０００円の増

額、６款１項繰越金の補正額が２８万３，０００円の増額で、補正後の歳入合計は１億

２，６８９万８，０００円となっています。 

 次に、３ページの歳出につきましては、２款１項施設管理費で３２０万円の増額で、補

正後の歳出合計額は１億２，６８９万８，０００円となっています。 

 以上、議案第５３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（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５４号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第５４号平成２６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定める
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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７５４万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億５８８万７，０００円とするもので

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説明いたします。 

 歳入補正の主なものにつきまして、３款国庫支出金補正額１５０万４，０００円の増

額、５款県支出金補正額７５万３，０００円の増額、９款繰越金補正額５１１万９，００

０円の増額となっております。以上、補正額の合計は７５４万２，０００円で、補正後の

歳入合計額は４２億５８８万７，０００円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出補正の主なものにつきましては、１款総務費補正額１７１万１，０００円の減額

で、これは異動に伴う人件費の減であります。５款地域支援事業費補正額４０４万３，０

００円の増額であります。これは福祉サービスの増加に伴うものであります。７款諸支出

金の補正額５２１万円の増額です。これは、前年度の実績により償還金が発生したための

補正であります。補正後の歳出合計額は４２億５８８万７，０００円となっております。 

 以上、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（木村松雄君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 続きまして、議案第５５号平成２６年度阿波市水道事業会計

補正予算（第１号）について説明をさせていただきます。 

 平成２６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出の金

額を１２４万円増額し、６億９，１３０万４，０００円とするものでございます。この補

正につきましては、職員異動に伴う、職員の給与の補正でございます。審議の上、承認く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５６号から議

案第６０号までについての補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第５６号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第５６号阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正に
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ついて。 

 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成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２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律が２５年１２月１３日に公布され、平成２６年１

０月１日から施行されることにより、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律の題名等の一部が改正され、法の題名が「中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の支援に関する法律」

に、また次世代育成支援対策推進法の一部改正による法律が平成２６年４月２３日に公布

されたことにより、母子及び寡婦福祉法の題名の一部が改正されました。これにつきまし

て、引用している各法の名称を変更するものであります。また、児童扶養手当の一部改正

により、児童扶養手当の支給対象とされない公的年金等の受給者等について、公的年金の

給付額の額に応じ、児童扶養手当の一部を支給するというように見直しがされました。そ

れに対応するように条例を改正するものであります。 

 施行日は、平成２６年１０月１日からとなっていますが、児童扶養手当の一部改正によ

る条例の改正は、平成２６年１２月１日から施行となっています。 

 以上、議案第５６号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、承認賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第５７号から議案第６０号までについての補足説明をさせていただき

ます。 

 今回提出しています条例は、子ども・子育てを取り巻く家族、地域、雇用等の環境が変

化したことに伴い、急速な少子化が進んでいます。このような状況下、国においては、質

の高い乳幼児期の教育、保育、子育て支援を総合的に提供し、地域における子育て支援の

充実を図るため法整備を進め、子ども・子育て関連３法を制定、公布しました。この子ど

も・子育て関連３法の施行に伴い、市において新たな条例を整備するものであります。 

 議案第５７号をお願いいたします。 

 議案第５７号阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定について。 

 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を
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次のように定める。 

 平成２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、子ども・子育て関連３法の一つである子ども・子育て支援法

において、学校教育等の認可を受けていることを前提に施設事業者からの申請に基づき、

市町村が対象施設事業として確認し、給付による財政支援の対象とする確認制度が新たに

始まることになりました。この確認制度における運営に関する基準について条例で定める

こととされたことから、児童福祉法第３４条第２項及び４６条第２項の規定に基づき、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項を定める

ことを目的として定める条例であります。 

 内容としまして、第１章、総則として、第１条から第３条において、趣旨、原則等を定

めています。第２章、特定教育・保育施設である幼稚園、保育所、認定こども園の運営に

関する基準を第４条から第３６条で定めています。第３章としまして、特定地域型保育事

業である小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の運営に関する基準を

第３７条から第５２条で定めております。それぞれの施設の利用定員、運営に関する基

準、給付等に関する基準を国の基準に沿って事項別に定めた条例でございます。 

 続きまして、議案第５８号をお願いいたします。 

 議案第５８号阿波市家庭的保育事業等の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。 

 阿波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように定め

る。 

 平成２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、子ども・子育て関連３法の一つである子ども・子育て支援法

及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、児童福祉法の一部が改正

されました。この改正により、家庭的保育事業等が児童福祉法に位置づけされ、市町村に

よる認可事業とされたため、家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準について条例で

定めることとされたことから、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、阿波市

の家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項を定めることを目的とし

て定める条例であります。 

 内容といたしましては、第１章、総則として、第１条から第２１条において家庭的保育
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事業として実施する各種保育事業の概要について定めております。第２章、家庭的保育事

業として第２２条から第２６条、第３章、小規模保育事業として第２７条から第３６条、

第４章、居宅訪問型保育事業として第３７条から第４１条、第５章、事業内保育事業とし

て第４２条から第４８条において、各章に記載されている各種保育事業について認可基準

である設備、職員数、職員の資格及び定員等について定める条例であります。 

 議案第５９号をお願いいたします。 

 議案第５９号阿波市放課後児童健全育成事業の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。 

 平成２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、子ども・子育て関連３法である子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により児童福祉法の一部が改正され、地

域における子育て支援の充実を図るため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準について条例で定めることとされたことから、児童福祉法３４条の８の２第１項の

規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備の運営の基準に関し必要な事項を定めるこ

とを目的として定める条例であります。 

 内容といたしましては、支援の目的、施設の設備の基準、職員の資格及び配置基準、施

設当たりの児童数、開所時間数及び開所日数、運営規定等の基準について定めることによ

り、児童の身体的、精神的及び社会的発達のために必要な水準を確保するとともに、放課

後児童健全育成事業の質の向上と改善を図るために定める条例でございます。 

 続きまして、議案第６０号をお願いいたします。 

 議案第６０号阿波市保育の必要性の認定の基準を定める条例の制定について。 

 阿波市保育の必要性の認定の基準を定める条例を次のように定める。 

 平成２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、子ども・子育て関連３法の施行により、保育の必要性の認定

基準が改められます。子ども・子育て支援制度では、実施主体である市町村が保護者の申

請を受け、客観的な基準に基づき保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組みとな

っています。保育の必要性の認定に当たっては、自由区分について国が基準を設定するの

で、この新制度に対応するため条例を制定するものであります。現行の阿波市立保育所保

育の実施に関する条例を廃止し、新たに阿波市保育の必要性の認定の基準を定める条例を
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制定するものであります。 

 内容としまして、保育の必要性が以前より細分化され、入所要件が緩和された内容とな

っております。子育て家庭の支援の充実を図るための条例でございます。 

 以上、議案第５６号から議案第６０号についての補足説明をさせていただきます。ご審

議の上、承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 補足説明の途中ですが、暫時休憩いたします。 

            午前１１時２２分 休憩 

            午前１１時３２分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 補足説明を続けます。 

 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６１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補足説明をさせていただきます。 

 阿波市営住宅の設置及び管理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２６年９月１日提出、阿波市長。 

 この条例は、議案第５６号と同様に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の改正に伴い所要の措置を講じるため、条例の一部を改正す

るものです。 

 改正内容につきましては、第６条中、入居者の資格関係において引用する法の題名改正

及び支給給付額の算定対象となる経過措置の規定を加える改正を行うものです。 

 施行日は、平成２６年１０月１日としています。 

 以上、議案第６１号について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（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、報告第５号について

補足説明をさせていただきます。 

 報告第５号平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率については、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委

員の意見をつけて報告するものです。 

 最初に、一般会計等に係る健全化判断比率についてであります。 
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 健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の４指標がございます。 

 １番目の実質赤字比率につきましては、一般会計等で４億１，３４２万４，０００円の

黒字決算でありますので、実質赤字比率の数値はございません。 

 ２番目の連結実質赤字比率につきましても、対象となる全会計の収支合計が１７億３，

０３３万５，０００円の黒字決算でありますので、連結実質赤字比率の数値もございませ

ん。 

 ３番目の実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利

償還金の標準財政規模に対する比率でありまして、平成２５年度決算に係る実質公債費比

率は７．６％で、早期健全化基準２５％の範囲内となっております。参考に、この数値が

低いほど健全であり、前年度に比べて０．９ポイント改善されております。 

 ４番目の将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標

準規模に対する比率でありますが、平成２５年度決算に係る将来負担比率は、資金不足額

が生じておりませんので、数値はございません。ちなみに、前年度は５．２％であり、こ

の数値も改善されております。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてでありますが、この比率につきまして

も、全ての公営企業で資金不足額が生じておりませんので、資金不足比率の数字はござい

ません。 

 このように、平成２５年度決算において、全ての項目において健全化基準の範囲内であ

り、かつ前年度より改善されておりますので、財政の健全化は維持できております。 

 以上、報告第５号についての補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 補足説明が終わりました。 

 ここで、議案第４２号平成２５年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案

第５０号平成２５年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの決算認定９件と報告第

５号平成２５年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について、代表監査委員の報告

を求めます。 

 上原代表監査委員。 

○代表監査委員（上原正一君） 代表監査委員の上原でございます。 

 平成２５年度一般会計、特別会計、水道会計及び財政健全化法にかかります各比率につ

きまして審査を行いました結果、会計及び決算処理は正確に実施されております。また、
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諸帳簿等、証憑書類につきましても、適正かつ確実に整理されておりました。財政健全化

法にかかります各比率につきましては、各比率とも健全化基準の範囲内であり、財政が健

全であることを示唆しています。結果といたしまして、阿波市の財政運営は、市民の期待

に沿うようおおむね健全に推移しています。 

 内容につきましては、お手元の議案書の中に、我々委員から意見提示をしてございます

ので、ごらんいただけたらと思います。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 以上で報告が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第４２号平成２５年度阿波市一般会計歳入

歳出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第４２号は、８人の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたします。 

 委員に、三浦三一君、香西和好君、吉田正君、松永渉君、森本節弘君、吉田稔君、川人

敏男君、谷美知代君、以上８名を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８人の

諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 

 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定していた

だきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時４１分 休憩 

            午前１１時４６分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に香西和好君、副委員長に谷美知代
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君が選任されましたので、ご報告いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、９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いたします。 

            午前１１時４７分 散会 
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