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（代表質問）

順番 所属会派 氏　　名

① 阿波みらい 谷　美知代

② 阿波清風会 樫原　　伸

③ 志政クラブ 笠井　一司

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 5番 松村　幸治

② 3番 川人　敏男

③ 7番 吉田　　稔

④ 18番 原田　定信

⑤ 8番 森本　節弘

⑥ 20番 稲岡　正一

⑦ 13番 木村　松雄



平成２８年第３回阿波市議会定例会　質問一覧表

　【代　表　質　問】 （１）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

1 谷 美知代 阿波みらい １．阿波市総合戦略、子育てするなら阿波市の実現に

　向けて

　(1) 子育て支援、病児・病後児保育

　(2) 子育てしやすい職場環境の整備について

　(3) 小・中学校のエアコン設置進捗状況

２．若者の政治への関心について

　(1) ７月の参議院選挙の投票率

　(2) 18歳への投票への参加の促進

　(3) 若い世代が関心もてる仕組みづくり

2 樫原 　伸 阿波清風会 １．阿波市の財政力について

　(1) 予算編成はどのような方式で行われているのか。

　　市長の意志は反映されているのか。

　(2) 予算の公開について

　(3) 阿波市の財政状況について

２．阿波市の教育について

　(1) 英語教育の充実に向けた取り組み

　(2) 英語教育における日本語による心の教育とのバラ

　　ンスをどのようにとって取り組むのか。

　(3) 英語教育の早期化について

　(4) デジタル教科書の導入について

3 笠井 一司 志政クラブ １．公共施設の老朽化対策について

　(1) 昨年度に公共施設等総合管理計画の策定や、橋梁

　　と跨高速道路橋の調査点検などの既存の公共施設関

　　係の計画・調査を実施しているが、内容や結果を説

　　明願いたい。

　(2) 計画策定及び調査の結果、今後の公共施設の更新

　　や統廃合・長寿命化に要する修繕費等としてどれく

　　らいの予算を必要とするのか。

　(3) 修繕費等の財源は一般財源が中心となると思う

　　が、どのように確保していくか。また、今後の公共

　　施設の更新・統廃合・長寿命化の考え方は。

２．地震災害対策について

　(1) ４月に発生した熊本地震に職員を派遣したが、本

　　市において取り組むべき課題はなかったか。

　(2) これまで地震については、南海トラフの地震を想

　　定して、防災計画を作ってきたが、起これば、本市

　　にとって甚大な被害となる直下型地震に対する災害

　　対策をまず作るべきと思うが、見解を伺いたい。



　【代　表　質　問】 （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

３．消費者行政への取り組みについて

　(1) 県は消費者庁の徳島県への誘致に取り組んでい

　　る。阿波市もこれを機に、消費者相談窓口（消費生

　　活センター）を作るなど消費者行政に積極的に取り

　　組んではどうか。

４．教育行政について

　(1) １学期に実施された小中学校の全国学力調査の結

　　果はどうであったか。これまでの取り組みで、良く

　　なった点、悪くなった点、どのように検証するか。

　(2) 教育委員会制度の改革により、総合教育会議が設

　　けられ、市長の意見も反映されることとなったが、

　　その結果、阿波市においてはどのような取り組みが

　　なされるようになったか。

　(3) 小中学生の学力向上を図るためには、土曜授業の

　　復活が必要と思うが、考えをお伺いしたい。

５．運転免許サブセンターの阿波市への誘致について

　(1) これまでの一般質問で、県警の運転免許サブセン

　　ターの阿波市への誘致を提案してきたが、「情報収

　　集をし、検討する」との答弁であった。私として

　　は、旧阿波町庁舎が適地と思うが、誘致への取り組

　　みについて伺いたい。



平成２８年第３回阿波市議会定例会　質問一覧表

　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

1 5番 １．生活困窮者自立支援制度について

松村 幸治 　(1) 昨年の4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されたが、

　　それに基づく自立支援制度の内容や体制、相談件数や相談内容

　　など、現在の状況は。

２．子育て環境の整備について

　(1) 保育所・幼稚園等施設整備計画について

　　①現在の進捗状況と「保育所・幼稚園整備計画等策定委員会」

　　　の目的や役割、スケジュールはどうなっているのか。

　　②市としての基本的な方針は決まっているのか。

2 3番 １．ケーブルネットワークについて

川人 敏男 　(1) テレビ関係の年間運営経費2億3,000万円の内訳と内容。

　　音声告知サービス関連で年間の運営経費と内容について伺い

　　たい。

　(2) 各部局等が情報システム関係で業務委託している内容及び

　　経費について伺いたい。

　(3) 番組制作業務は、市内の業者が直接受注できる機会を設けて

　　は、と提案する。

　(4) 私が見る限り、情報技術を駆使してプログラムを組めると

　　か、情報システムの適正価格をチェックできる職員がおりませ

　　ん。今後どう取り組むのですか。

２．広報広聴業務について

　(1) 「広報阿波」とテレビは、同一部局で所管し、情報を共有・

　　補完できる体制にしては、いかがか。

　(2) きめ細かな意見・要望等を吸い上げるために、自治会長会を

　　旧町ごとに開催しては、いかがか。

　(3) 広報広聴業務に対して、どのように認識しているか、今後ど

　　のように取り組んでいくか、伺いたい。

３．市長は議会で答弁したことに、どのように取り組んでいるかに

　ついて

　(1) 新庁舎及びアエルワの再点検に向けての検討会設置及び進捗

　　状況を伺いたい。

　(2) 水道事業に対する補正予算での取り組み及び水道事業に対す

　　る認識を伺いたい。

　(3) 中央広域連合西消防署の位置決定に対する一連の問題につい

　　て、総括を伺いたい。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

3 7番 １．子供の貧困問題について

吉田 　稔 　(1) 家庭の所得格差が教育格差を生んでいるのではと全国的な

　　課題になっている。本市の現状と課題や今後の施策は。

　(2) 市貸与の奨学金の現状と今後の方針は。

２．旧阿波庁舎の活用について

　(1) 認定こども園や子育て支援センターへの活用も考えられる

　　が、今後の計画は。

３．市職員の人材育成について

　(1) 市職員の技能や見識、資質、人間性の向上はどのようにされ

　　ているのか。

　(2) 若手の職員に本市の地場産業での職場体験学習をされては

　　どうか。

　(3) 県職員の人材育成プログラムで本市が参考とすべき事案は

　　あるか。

4 18番 １．支所の運営について

原田 定信 　(1) 解体が進む折、支所の見直しが必要でないか。

２．アエルワの運営について

　(1) 指定管理されているが、その運営は。

　(2) 今後の指定管理のあり方について

　(3) 指定管理のメリットは。

３．スマートインターについて

　(1) 脇インターより東へ7.5kmの間、4車線化の計画を5年後を

　　めどに進めるとあるが、スマートインターにおける今後阿波

　　市の計画見直し、関係予算の執行を停止すべきでないか。

5 8番 １．阿波市公共工事発注について

森本 節弘 　(1) 市内業者の建設技術の向上は図られているか。

　(2) 不適格業者の対応はどのようにしているか。

　(3) 入札参加方式は、どのような方法をとっているか。

２．市内建設業者の災害時対応について

　(1) 市内建設業者の災害時の出動要請はどのように行うのか。

　(2) 要請時の阿波市と業者の連携はどのようにとられるのか。

３．公共工事最低制限価格制度について

　(1) 現在の入札最低制限価格はどのように決定するのか。

　(2) 阿波市方式の制限価格算出方法を徳島県方式に変更する考え

　　はないか。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

6 20番 １．市民の所得向上について

稲岡 正一 　(1) 農産物の貯蔵庫・二次加工場を作っては

２．農事組合法人の育成について

　(1) 組織化を図ってはどうでしょうか。

３．金清の整備計画について

　(1) 今年度はどのような計画を立てておられるのか。

7 13番 １．交流防災拠点（アエルワ）の運営状況は

木村 松雄 　(1) 業務開始より１年余りになるが運営状況は

　(2) 水道光熱費は、稼働率は

　(3) 駐車場増設の予定は

２．市税等について（現年分）

　(1) 収納率について

　(2) 収入未済額について

　(3) 徴収方法について

３．阿波市公共交通の充実について

　(1) 地域公共交通会議が開かれたと思うが、その内容を踏まえて

　　今後どのような取り組みをされるのか。


