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            午前１０時００分 開会 

○議長（江澤信明君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 ただいまから平成２９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。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年の１２月２６日に徳島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

いたしました。 

 また、２月１日に徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合議会定例会が開催され出席

いたしました。 

 次に、各種会合についてご報告申し上げます。 

 １月２日に平成２９年阿波市成人式、１月５日には鴨島東中学校グラウンドにおいて徳

島中央広域連合消防出初め式が開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 また、１月８日には阿波市消防団出初め式、２７日には市商工会新年祝賀会、２８日に

は吉野川青年会議所新春互礼会にも出席いたしました。 

 徳島駅伝関係といたしましては、１２月２４日に阿波市選手団結団式、１月３日には阿

波市選手団出陣式、また４日から６日までの３日間、市長、教育長とともに応援をいたし

ました。６日にはアエルワでの阿波市選手団の解団式にも出席いたしました。 

 その他といたしましては、２月１日にクレメント徳島において徳島県市町村トップセミ

ナーが開催され、出席いたしました。 

 次に、監査委員から平成２８年１０月、１１月、１２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。 

 以上の件の詳細については、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。 

 次に、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

くお願い申し上げます。 

 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、ご報告い

たします。 

 諸般の報告は以上であります。 
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 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ございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（江澤信明君） 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、１６番出口治男君、１７番香西和

好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（江澤信明君） 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１４日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついては委員長の報告を求めます。 

 三浦議会運営委員長。三浦三一君。 

○議会運営委員長（三浦三一君） おはようございます。 

 議長よりご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申し上

げます。 

 平成２９年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、２月１４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、理事者側からは市長、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２月２１日か

ら３月１５日までの２３日間に決定いたしました。 

 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、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。 

 ３月２日の本会議は午前１０時から開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定して

おります。３月３日午前１０時に開会し、一般質問、３月６日午前１０時から開会し、一

般質問、その後、議案に対しての質疑、各委員会への付託を予定しております。 

 次に、３月７日午前１０時から総務常任委員会、３月８日午前１０時から文教厚生常任

委員会、３月９日午前１０時から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、３月１５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。 
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 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、明日２月２２日正午となってお

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。 

○議長（江澤信明君） 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２３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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１５日まで

の２３日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（江澤信明君） 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２９年第１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、大変にお忙しい中を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、ご協力をいただい

ておりますこと、心から厚くお礼申し上げます。 

 市政の重要課題等についてご報告を申し上げる前に、一言ご挨拶を申し上げます。 

 昨年１２月の第４回阿波市議会定例会において、議員より、次期市長選についてのご質

問をいただきました。年末年始にかけて、私なりに熟慮を重ねた結果、本年５月７日の任

期満了をもって市長の職を退任させていただくことにいたしました。 

 平成２１年５月から２期８年、新生阿波市の重要な時期に市政を担わせていただき、市

政発展のため全力で取り組んでまいりました。その間、市民の皆様方を初め、議員各位に

おかれましても、市政運営に対しまして格別のご支援、ご協力をいただきましたこと、改

めて厚く厚くお礼申し上げます。 

 この後、残された２カ月余りの任期を、これまで同様、全力で取り組んでまいりますの

で、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、市政の重要課題等についてご報告申し上げます。 

 初めに、平成２９年度当初予算案についてであります。 
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 平成２９年度当初予算案につきましては、投資的経費を抑え、経常的な事務事業や継続

的な事業、また年度当初から取り組む必要のある事業等に係る経費を中心とした骨格的予

算として編成したところであります。 

 予算規模について申し上げますと、歳入歳出総額が１７５億７，９００万円であり、前

年度と比較して２，６００万円、０．１５％の減となっております。 

 主な事業につきましては、１点目として、阿波市の将来を担う子どもたちの学習環境の

均衡と学校体育の充実を図るため、昨年９月に着手をいたしました市場中学校屋内運動場

改築事業につきまして、平成２９年中の完成を目指し、引き続き本体工事を進めてまいり

ます。 

 ２点目として、ＩＰ音声告知サービス設備構築工事につきましては、整備から１０年が

経過し、更新時期を迎えていることから、昨年１２月から工事を進めており、来年度は引

き続き宅内機器取りかえ工事を進めるなど、ケーブルテレビや音声告知サービスを利用し

た情報体制の充実を図ってまいります。 

 ３点目は、消費者トラブルなど、生活全般に関する苦情や相談などに対応する阿波市消

費生活センターを新たに設置し、市民の皆様の安心・安全な生活の安定と向上を図ってま

いりたいと考えております。 

 ４点目は、子育てするなら阿波市の実現に向け、子育てと就労の両立を支援するため、

今年度に続き、さらにもう一カ所病児・病後児保育施設を開設し、より一層の体制づくり

を進めてまいります。 

 次に、輝かしい平成２９年の新春を迎え、阿波市成人式を１月２日、新成人３０８名の

出席のもと、アエルワで厳粛に挙行いたしました。新成人の皆様方には、社会人や学生等

と、さまざまな立場で門出を迎えられたわけでありますが、ふるさと阿波市に深い郷土愛

を持っていただき、みずからの目標に向かってさらに精進されますことを心からご祈念申

し上げます。 

 次に、今年も新春恒例の徳島駅伝が１月４日から６日まで開催され、全４３区間２６

５．３キロメートルの間で参加１６チームが競い、本市は、選手並びに関係者の格別のご

努力により過去 高位タイの１１位でゴールし、躍進賞をいただきました。今年も全力を

出し切った選手の皆様方に、感動をいただきました。 

 次に、１月８日、阿波市消防団出初め式をアエルワにおいて開催いたしました。昨年４

月の熊本地震、１０月の鳥取県中部地震など、全国各地で自然災害が発生している中、当
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日は、多数のご来賓のご臨席をいただき、消防車両の観閲を行うとともに、阿波市消防団

員４３１名の一糸乱れぬ行動を拝見し、改めて市民の生命と財産を守り抜く決意を新たに

したところであります。 

 次に、１月１８日、日本赤十字徳島県支部より、本市並びに阿波市地区赤十字奉仕団に

対しまして、一昨年に引き続き、災害用移動炊飯器２基を寄贈していただき、アエルワに

おいて寄贈式をとり行いました。 

 このたびの寄贈は、株式会社阿波銀行が創業１２０周年記念の地域貢献活動の一環とし

て日本赤十字徳島県支部に贈られ実現したものであり、阿波銀行に対しましても深く感謝

申し上げます。 

 移動炊飯器は、大規模災害時には、避難された方への早期の食事提供に不可欠であり、

今後、配備済みの４基の移動炊飯器と合わせ、地域の訓練にも取り入れるなど、万一の災

害にしっかりと備えてまいりたいと考えております。 

 次に、１月２４日、市場町の喜蓮池において水上太陽光発電所の竣工式がとり行われま

した。同発電所は、株式会社シエル・テール・ジャパンが昨年１１月から阿波町の伊沢池

に続いて整備を進めてきたものであり、今後、災害時における電力確保などの利活用につ

いても検討してまいりたいと考えております。同社は今後、阿波町の別埜池、市場町上池

でも太陽光発電所の建設を計画されているところであります。 

 次に、２月９日、郵便局との地域における協力に関する協定調印式を市役所でとり行い

ました。今回、阿波市内等１１カ所の郵便局の皆様との連携により、市内を配送、配達す

る際における高齢者の見守りを初め、道路の異常や不法投棄物を発見した際の連絡体制の

充実が図られることは、大変に心強く思っております。今後は、こうした取り組みを通じ

て、ともに支え合える地域社会の実現に結びつけてまいりたいと考えております。 

 次に、２月１０日、阿波市農業関係者連絡会議を市役所で開催いたしました。この会議

は、本市農業を支える関係者と行政が情報共有を図り、統一した認識のもと、直面する問

題等を話し合う会議であります。会議には、中国四国農政局の地方参事官を初め、国、

県、並びに農業関係者の皆様にご出席をいただき、農業委員会制度の改正、あるいは農協

改革など 新の農業情勢や国などの農業施策について、阿波市農業の活性化を図るための

情報共有や意見交換を行ったところであります。 

 また、かねてから本市からも要望しておりました、このたび農林水産省から１０年ぶり

に公表されました市町村別農業産出額の推計では、本市の農業産出額が１３８億５，００
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０万円と県全体の１４．９％を占め、県下トップであることが改めて明らかになったとこ

ろであります。今後、本市の基幹産業である農畜産業の成長産業化に向けて、現場の実態

を重視し、地域に密着した施策の推進がさらに図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２月１３日、阿波市特産品認証書授与式を市役所で行いました。特産品認証制度

は、市内の魅力ある農畜産物や加工品を市のブランド品として認証し、市内外に広く発信

する目的で行っているものであります。今年は第２回目の審査会で、フルーツトマトのコ

ンポートを初め、塩ドライトマト、美～ナスコンフィチュールの計３点を阿波の特産品と

して新たに認証いたしたところです。 

 次に、１月１７日、国土交通省四国地方整備局において、平成２８年度四国防災トップ

セミナーが開催されました。当日は、「東日本大震災と熊本地震災害を教訓とした南海ト

ラフ巨大地震への備え」並びに「東日本大震災の対応と復興まちづくり」と題した講演が

あり、災害の被害を減らすための防災対策及び防災教育の重要性について、わかりやすく

ご講演をいただいたところです。 

 次に、２月１７日、県主催による徳島県市町村長防災トップセミナーが、ホテル千秋閣

で開催されました。「災害時のトップとしての役割」と題して、大規模災害時における犠

牲者ゼロを目指すために首長がとるべき行動についてご講演をいただいたところです。 

 次に、２月２０日、阿波市地域公共交通活性化協議会を市役所で開催いたしました。徳

島大学大学院の奥嶋准教授を初め、交通事業者、関係行政機関、市議会や市民団体など、

２１人の委員の方々に委嘱状を交付し、本市の公共交通のあり方についてご意見をいただ

くなど、阿波市地域公共交通網形成計画の策定に向け、議論を開始したところでありま

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 １号 平成２８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２８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

  日程第 ６ 議案第 ３号 平成２８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について 



- 11 - 

  日程第 ７ 議案第 ４号 平成２９年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ８ 議案第 ５号 平成２９年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 平成２９年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１０ 議案第 ７号 平成２９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１１ 議案第 ８号 平成２９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１２ 議案第 ９号 平成２９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１３ 議案第１０号 平成２９年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１４ 議案第１１号 平成２９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１５ 議案第１２号 平成２９年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１６ 議案第１３号 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定 

               の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一 

               部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について 

  日程第１７ 議案第１４号 阿波市農業振興基金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 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

               について 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい 

               て 

  日程第２１ 議案第１８号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市特別会計条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第２４ 議案第２１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一部改正について 

  日程第２５ 議案第２２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 
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               を定める条例の一部改正について 

  日程第２６ 議案第２３号 阿波市農業振興審議会条例の制定について 

  日程第２７ 議案第２４号 阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条 

               例の一部改正について 

  日程第２８ 議案第２５号 阿波市金清自然環境活用センターの設置及び管理に関す 

               る条例の廃止について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市商工観光審議会条例の全部改正について 

  日程第３０ 議案第２７号 消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定 

               について 

  日程第３１ 議案第２８号 阿波市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の 

               定数に関する条例の制定について 

  日程第３２ 議案第２９号 第２次阿波市総合計画基本構想について 

  日程第３３ 議案第３０号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３４ 議案第３１号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３５ 議案第３２号 阿波市道路線の廃止について 

  日程第３６ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（江澤信明君） 日程第４、議案第１号平成２８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３６、報告第１号債権の放棄についてまでの計３３議案を一括

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、本日提案させていただいてお

ります議案について提案理由の説明を申し上げます。 

 提案させていただいております議案は、予算案件１２件、条例案件１６件、その他案件

４件、報告案件１件の計３３件についてお願いするものであります。 

 初に、議案第１号平成２８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５億７，５５０万円であります。 

 次に、議案第２号平成２８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て、減額補正予算額７，５６３万円であります。 

 次に、議案第３号平成２８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）について
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は、追加補正予算額１，２７７万３，０００円であります。 

 次に、議案第４号平成２９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

１７５億７，９００万円とするものであります。 

 主なものといたしましては、平成２８年度からの継続事業であります市場中学校屋内運

動場改築事業、ＩＰ音声告知サービス設備構築事業などのほか、生活全般に関する苦情や

問い合わせなどに対応する消費者行政推進交付金事業、来年度に設置する予定の病児・病

後児保育事業などであります。 

 次に、議案第５号平成２９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１，６７１万７，０００円とするものであります。 

 次に、議案第６号平成２９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５６億７，８２３万３，０００円とするものであります。 

 次に、議案第７号平成２９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５億１，２１０万９，０００円とするものであります。 

 次に、議案第８号平成２９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１億４，５０８万円とするものであります。 

 次に、議案第９号平成２９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２５２万７，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１０号平成２９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４４億４，３６７万８，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１１号平成２９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２９８万２，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１２号平成２９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

６，８４３万７，０００円、収益的支出６億２，８５４万円、資本的収入２億２８０万

円、資本的支出３億４，８５６万９，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１３号個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理については、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改正が平成２９年５月３０日に施行されることに

伴い、関係条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第１４号阿波市農業振興基金条例の制定については、平成２９年度に第２次
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農業振興計画を策定し、さらなる農業振興を進めるための財源確保等を図るため、阿波市

農業振興基金条例を制定するものであります。 

 次に、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、議案第１６号

阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、議案第１７号阿波市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正については、平成２８年８月の人事院勧告を踏ま

え、徳島県人事委員会の勧告に準じた条例の一部改正を行うものであります。 

 次に、議案第１８号阿波市税条例の一部改正につきましては、平成２９年４月１日に予

定されていた消費税率引き上げ時期が変更され、地方税法等が一部改正されたことに伴

い、阿波市税条例もこれに合わせて一部改正を行うものであります。 

 次に、議案第１９号阿波市特別会計条例の一部改正については、旧市場町において認可

を受けていた下水道事業の廃止に伴い、本特別会計を廃止するため、条例の一部改正を行

うものであります。 

 次に、議案第２０号阿波市介護保険条例の一部改正については、消費税率引き上げ時期

が変更されたことに伴い、低所得者区分の対象者の負担割合の軽減を定めた阿波市介護保

険条例の一部改正を行うものであります。 

 次に、議案第２１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一部改正について、議案第２２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一部改正につきましては、厚

生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正に伴い、関係条例について所要の規定

の整備等を行うものであります。 

 次に、議案第２３号阿波市農業振興審議会条例の制定については、本市の農業振興を進

める上で、専門的な見地から、より広く調査及び審議いただくために、阿波市産業開発審

議会条例を廃止し、阿波市農業振興審議会条例を新たに制定するものであります。 

 次に、議案第２４号阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正については、阿波町及び吉野町に設置しております農村環境改善センターについて、現

状の利用状況を踏まえ、運営委員会に関する条項を削除するものであります。 

 次に、議案第２５号阿波市金清自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例の廃

止につきましては、平成２９年度以降に予定している金清自然公園周辺の再整備に当た

り、施設を解体、撤去する予定としたことから、本条例を廃止するものであります。 
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 次に、議案第２６号阿波市商工観光審議会条例の全部改正については、商工業及び観光

の振興に関する諮問案件に柔軟に対応するための組織体制とするため、本条例を全部改正

するものであります。 

 次に、議案第２７号消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につきまし

ては、消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定と向上に資するため、

新たに阿波市消費生活センターを設置するものであります。 

 次に、議案第２８号阿波市農業委員会の委員及び農地利用 適化推進委員の定数に関す

る条例の制定につきましては、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地等の利用の

適化の推進が必須業務とされるとともに、農業委員の選出方法の変更や、農地利用 適

化推進委員の制度が定められたこと等から、条例の制定をするものであります。 

 次に、議案第２９号第２次阿波市総合計画基本構想については、地方自治法第９６条第

２項及び阿波市議会の議決すべき事件を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 次に、議案第３０号阿波市道路線の認定については、新設改良工事等及び調査による道

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。 

 次に、議案第３１号阿波市道路線の変更については、起終点の変更に伴い、道路線を変

更したいので、道路法第１０条第３項の規定により提案するものであります。 

 次に、議案第３２号阿波市道路線の廃止については、道路整備事業計画変更に伴い、道

路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項の規定により提案するものであります。 

 次に、報告第１号債権の放棄については、建設部並びに市民部が管理する債権につい

て、阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条

第３項の規定により報告するものであります。 

 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させていただきますので、十分ご審議の上、ご承認いただきます

ようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（江澤信明君） 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。 

 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１号について



- 16 - 

補足説明をさせていただきます。 

 議案第１号平成２８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５億７，５５０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２００億４６０万円とする。 

 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、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、今年度の決算見込みによる予算調整や基金の積み立て

が主なものとなっております。 

 次に、５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あります。 

 今回の補正では、平成２８年度国の補正予算（第２号）に係る臨時福祉給付金給付事業

及び地方道整備事業などの１１事業、計４億８，５４０万８，０００円について繰越明許

費の設定をお願いするものでございます。 

 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あります。 

 今回の追加は久勝保育所指定管理委託料で、期間としては、平成２９年度で限度額４，

０９６万４，０００円を追加するものでございます。 

 なお、久勝保育所指定管理委託料は、平成２４年第４回阿波市議会定例会において、期

限を平成２５年度から平成２９年度までの５年間、限度額を４億６，９７８万８，０００

円の議決をいただいておりましたが、今年度までの４年間の実績並びに 終年度である来

年度予算を試算する過程で、その間の入所児童数の増加及び基本単価、処遇改善費の変動

に伴い、現在の限度額に追加を行う必要性が出てきたものでございます。 

 次に、第４表地方債補正についてであります。 

 今回変更をお願いするのは、土木債の道路橋りょう債、教育債、学校教育施設等整備事

業債など４件で、合わせて補正前の限度額が６億７，６２０万円、補正後の限度額は５億
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９，１００万円で、８，５２０万円の減額となっております。 

 次に、８ページ、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。 

 初に、歳入についてでありますが、１０款地方交付税が１１億１６９万２，０００円

の追加で８２億１，７０９万７，０００円に、１４款国庫支出金が４，１３４万３，００

０円の減額で２２億５５８万４，０００円に、１８款繰入金が５億４，８７０万円の減額

で１２億３，２７９万７，０００円に、２１款市債が８，５２０万円の減額で１２億７，

９５０万円などとなっておりまして、補正額の合計は５億７，５５０万円の追加で、補正

後の歳入合計額は２００億４６０万円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、２款総務費が７，８４３万５，０００円の減額で２６億４，５０

６万６，０００円に、３款民生費が６，７１０万５，０００円の減額で６６億９，２７０

万７，０００円に、１０款教育費が８，６８８万９，０００円の減額で２０億７，２２６

万７，０００円に、１３款諸支出金が８億８，１００万円の追加で１１億７，３４３万

５，０００円などとなっており、補正額の合計は５億７，５５０万円の追加で、補正後の

歳出合計額は２００億４６０万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細について説明をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 初に、歳入についてでありますが、中ほどの１０款１項１目の地方交付税が１１億１

６９万２，０００円の追加となっております。内訳につきましては、普通交付税が８億

１，５６９万２，０００円、特別交付税が２億８，６００万円となっております。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 中ごろの１４款１項３目の民生費国庫負担金が２，８０７万円の減額となっております

が、これにつきましては、１節の国保基盤安定負担金、３節の児童手当負担金、４節の生

活保護費負担金などを決算見込みに調整したことによるものでございます。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いします。 

 中段の１７款１項１目一般寄附金が４，１００万円の追加となっており、内容につきま

しては、ふるさと納税寄附金であります。これで、今年度予算は累計で５，６００万円と

なります。 

 次に、１８款１項の基金繰入金が５億４，８７０万円の減額となっております。このう
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ち、費目の減債基金繰入金が４億５，０００万円の減額。また、３目の一般廃棄物中間処

理施設対策基金繰入金が１，６７０万円の減額。 

 次に、２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 ５目の地域福祉基金繰入金は５，３００万円の減額、９目の情報システム施設整備基金

繰入金は２，９００万円の減額で、決算見込みに調整を講じたものでございます。 

 次に、歳出についてであります。 

 ２６ページ、２７ページをお願いいたします。 

 上段の２款１項１０目の情報ネットワーク費が３，３２７万円の減額となっておりま

す。この主な要因としては、ＡＣＮ関連の工事請負費の減額でございます。 

 次に２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 ３款民生費について、１項１目の社会福祉総務費が３，２５９万６，０００円の追加と

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３，５６３万２，０００

円の追加となっております。 

 次に、４２ページ、４３ページをお願いいたします。 

 １３款２項１目の基金費が８億８，１００万円の追加となっております。このうち、財

政調整基金積立金が５億５，０００万円、教育施設整備基金積立金が３億円、ふるさと応

援基金積立金が３，１００万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。 

 次に、 終４８ページをお願いいたします。 

 この地方債に関する調書は、６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

であります。 

 右列の一番下の行、当該年度末現在高見込み額についての合計額は２３１億４，９２９

万４，０００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。 

○議長（江澤信明君） 坂東市民部長。 

○市民部長（坂東重夫君） 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

説明をさせていただきます。 

 議案第２号平成２８年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 
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 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７，５６３万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億５，０８４万円とする。 

 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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 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を説明させていただきます。 

 今回の補正内容は、決算見込みにより調製したものでございます。 

 初に、歳入についてであります。 

 ３款国庫支出金が１億４，０００万円の減額で１１億８，９９２万８，０００円に、４

款療養給付費交付金が４，１０８万６，０００円の減額で１億５，７０８万３，０００円

に、５款前期高齢者交付金が１億２，５００万円の追加で１１億８，４２９万５，０００

円に、７款共同事業交付金が７，６６９万円の減額で１３億６，４６３万４，０００円

に、９款繰入金が３，５６３万２，０００円の追加で５億４，１４４万５，０００円にな

っており、補正額の合計は７，５６３万円の減額で、補正後の歳入合計は５６億５，０８

４万円となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳出についてです。 

 ３款後期高齢者支援金等が４，７６０万円の減額で５億３，１８５万４，０００円に、

４款前期高齢者納付金等が６４万円の減額で４１万２，０００円に、６款介護納付金が

２，７３９万円の減額で２億２，１７１万１，０００円になっており、補正額の合計は

７，５６３万円の減額で、補正後の歳出合計は５６億５，０８４万円となっております。 

 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

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３号について

補足説明をさせていただきます。 

 議案第３号平成２８年度阿波市の介護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１，２７７万３，０００円を追
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加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億４，４６０万６，０００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。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 ６ページ、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主なものを説明させていただきます。 

 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 ３款国庫支出金が補正額２１３万１，０００円の減額で計１１億２，１９０万６，００

０円に、４款支払基金交付金が補正額２５４万５，０００円の減額で計１１億６，９０５

万８，０００円に、５款県支出金が補正額１５９万円の減額で計６億１，１４８万８，０

００円でございます。この３款、４款、５款の減額につきましては、介護給付費の実績見

込みの調整に伴うものでございます。９款繰越金が補正額１，８１２万３，０００円の増

額で計６，４３９万８，０００円に。これにつきましては、平成２７年度介護保険特別会

計の決算に伴う繰越金でございます。 

 以上、補正額の合計は１，２７７万３，０００円の増額で、補正後の歳入合計額は４４

億４，４６０万６，０００円となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、２款保険給付費が補正額８１７万２，０００円の減額

で計４１億２，４７４万８，０００円でございます。これにつきましては、介護給付費の

実績見込みの調整によるものでございます。４款基金積立金が補正額２，０９４万５，０

００円の増額で計２，０９７万８，０００円となっております。これにつきましては、平

成２７年度からの繰越金の余剰金に伴い、基金として積み立てるものでございます。 

 補正額の合計は１，２７７万３，０００円の増額で、補正後の歳出合計額は４４億４，

４６０万６，０００円となっております。 

 以上、議案第３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（江澤信明君） 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４号と議案第

５号について補足説明をさせていただきます。 
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 初に、議案第４号についてであります。 

 議案第４号平成２９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１７５億７，９００万円と定める。 

 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 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。１、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。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 新年度予算につきましては、今年４月からスタート予定としている第２次阿波市総合計

画に沿ったものとしておりますが、４月には市長選挙が予定されていることから、市場中

学校屋内運動場改築事業など一部の大型事業を除き、投資的経費を大幅に抑え、経常的な

事務事業や継続的な事業、４月から取りかかる必要がある事業などに係る経費を中心とし

た骨格的な予算といたしております。 

 次に、平成２９年度当初予算案の予算規模につきましては、１７５億７，９００万円と

なっており、前年度と比較いたしますと２，６００万円、率にして０．１％の減少となっ

ております。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 第２表地方債についてであります。 

 地方債については、臨時財政対策債など６件で、限度額の合計は１１億９，１７０万円

となっております。このうち、消防債は７，０９０万円、学校教育施設等整備事業債は４

億６，２３０万円などとなっております。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あります。 

 次に、８ページ、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。 
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 初に、歳入についてであります。 

 １款市税が３２億７，４４８万９，０００円で、前年度に比べて１，９３８万円の増

加、６款地方消費税交付金が５億３，０５０万円で、前年度比２，８００万円の減少、１

０款地方交付税が６６億６，７２６万９，０００円で、前年度比２４８万１，０００円の

減少、１４款の国庫支出金が１７億７，００４万８，０００円と、前年度に比べて２億

４，４４７万２，０００円の減少。この主な要因としては、臨時福祉給付金の終了や生活

保護費負担金が減少したためであります。１８款の繰入金が１４億８，２４８万６，００

０円で、前年度比９，７９７万５，０００円の増加、２１款の市債が１１億９，１７０万

円で、前年度に比べて１億２，０３０万円の増加となっております。繰入金の増加につき

ましては、情報システム施設整備基金繰入金の増加、市債の増加につきましては、緊急防

災減災事業債と学校教育施設等整備事業債の増加によるものです。 

 歳入合計額は１７５億７，９００万円で、前年度比２，６００万円の減少となっており

ます。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳出についてであります。 

 ２款の総務費が２４億６，５７０万２，０００円で、前年度比２億５，２４９万円の増

加、３款民生費が６４億６，８５２万５，０００円で、前年度比９，１２６万９，０００

円の減少、８款の土木費が５億１，３５６万円で、前年度比３億７，８０４万５，０００

円の減少、１０款の教育費が１９億２，２８２万３，０００円で、前年度比１億２，１７

４万１，０００円の増加、１２款の公債費が２７億２，２９１万７，０００円で、前年度

比２，７１３万６，０００円の増加となっております。 

 なお、総務費、教育費の増加は、次期通信サービスに伴うＩＰ音声告知サービス設備構

築事業や市場中学校屋内運動場改築事業によるもので、今年度からの継続事業が増加の要

因となっております。 

 また、減少におきましては、民生費においては臨時福祉給付金の給付事業の終了や生活

保護費の減少によるものであり、土木費においては骨格的予算としたことによります。 

 また、公債費につきましては臨時財政対策債の償還が大きな要因となっておりますが、

公債費の償還につきましては平成２９年度から平成３０年度にピークを迎えることとなっ

ており、中期財政計画においては、平成３１年度末の起債残高は２００億円を切る見込み

と推定しております。 



- 23 - 

 なお、歳出合計額は１７５億７，９００万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細について説明をさせていただきます。 

 初に、２６ページ、２７ページをお願いします。 

 １４款国庫支出金については、１項３目の民生費国庫負担金が１６億３，６０８万６，

０００円となっております。これについては、４節の生活保護費負担金の減少により６，

９８７万２，０００円の減少となっております。 

 次に、４０ページ、４１ページをお願いします。 

 一番下段の１７款の１項１目の一般寄附金が４，０００万円と、前年度に比べて３，８

００万円の増加と、ふるさと納税の寄附金の増収を見込んでおります。 

 次に、歳出についてであります。 

 重点事業や新規事業など、主なものについて説明させていただきます。 

 初に６０ページ、６１ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目の企画費のうち、６１ページの１６細目のまち・ひと・しごと創生総合戦

略事業費の中に公共交通網形成計画策定業務委託料６５０万２，０００円があります。こ

れにつきましては、阿波市の実情に沿った公共交通ネットワークを構築するための基本計

画を策定いたします。 

 次に、６４ページ、６５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１０目情報ネットワーク費の６５ページの上段でございますが、工事請負費の

うち、平成２９年度の次期通信サービス提供に伴うＩＰ音声告知サービス設備の構築事業

費が３億１，１４６万４，０００円入っております。 

 次に、９４ページ、９５ページをお願いいたします。 

 下段の３款３項１目の３１細目病児・病後児保育事業費が１，５７６万円ございます。

これにつきましては、就労家庭の子どもを病気の際に支援する事業で、今年度も１カ所開

設し、新年度にもさらに１カ所、事業所の開設を目指すものでございます。 

 次に、１１６ページ、１１７ページをお願いいたします。 

 ４款３項１目上水道整備費は５，３５９万５，０００円となっております。この内容に

つきましては上水道整備費に対する繰出金であり、うち５，０００万円が土成町配水池へ

の整備工事に一般会計より出資し、その財源は合併特例債であります。 

 次に、１２２ページ、１２３ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目の農業振興費の１２３ページにございますが、５７細目まち・ひと・しご
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と創生総合戦略事業費を１，３９８万６，０００円計上しております。内容は、農業を軸

とした仕事づくりとして農畜産物の販売促進や、阿波ブランド販路拡大戦略策定事業とし

て、第２次阿波市農業振興計画を策定するものでございます。 

 次に、１３０ページ、１３１ページをお願いいたします。 

 ７款１項２目の観光費において、設計監理委託料７００万を計上しております。内容に

つきましては、都市再生整備事業として金清温泉の解体に係る設計費、また金清自然公園

整備に伴う測量設計業務費でございます。 

 次に、１３２ページ、１３３ページをお願いいたします。 

 ７款１項３目消費者行政推進費が１，７５０万８，０００円ございます。うち、１３３

ページの１１細目消費者行政推進交付金事業費が１，７２６万５，０００円ございます。

内容といたしましては、消費にかかわるトラブルの未然防止と発生後の適切な対応のた

め、阿波市に消費生活センターを設置、運営する経費でございます。 

 次に、１４６ページ、１４７ページをお願いいたします。 

 上段の９款１項１目の非常備消防費のうち、徳島中央広域連合分賦金が５億４，４２４

万３，０００円ございますが、そのうち７，０９０万７，０００円が西消防署建設負担金

であり、土地の造成費、設計業務に係るものであります。 

 次に、１５０ページ、１５１ページをお願いいたします。 

 １０款１項２目教育費、事務局費の１２細目、１５１ページでございますが、学校施設

等整備事業費が５億３，９７７万８，０００円ございますが、そのうち平成２９年度の市

場中学校屋内運動場改築事業に係る工事請負費は５億５６０万９，０００円を計上してお

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、ご高覧ください。 

 次に、 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。右端の列の一番下の行、当該年度末現在高

見込み額についての合計額は２１７億８，０６４万８，０００円となっております。 

 以上、議案第４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５号についてでありますが、別冊の平成２９年度特別会計予算書をお願い

いたします。 
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 その一番前でございます。 

 議案第５号平成２９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１，６７１万７，０００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。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 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させていただきます。 

 歳入につきましては、１款財産収入の本年度予算額が３０１万６，０００円、２款の繰

越金が１，３７０万円などとなっており、歳入合計は１，６７１万７，０００円で、前年

度に比べて９万８，０００円の増額となっております。 

 なお、財産収入は土地貸付収入となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１款管理費が３９７万７，０００円、２款事業費が１，０７４万

円、３款予備費が２００万円となっており、歳出合計は１，６７１万７，０００円で、前

年度に比べて９万８，０００円の増額となっております。なお、事業費につきましては、

山林管理事業やクヌギ林造林事業などとなっております。 

 以上、議案第４号と議案第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

くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 補足説明の途中でありますが、暫時小休いたします。 

            午前１１時１１分 休憩 

            午前１１時２０分 再開 

○議長（江澤信明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 坂東市民部長。 

○市民部長（坂東重夫君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６号から議案第９

号について、順次補足説明をさせていただきます。 
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 初めに、議案第６号についてです。 

 議案第６号平成２９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５６億７，８２３万３，０００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 高額

は２億円と定める。 

 第３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。保険給付費の各項に計上した

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。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 ６ページ、７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。 

 初に、歳入について、本年度予算額として、１款国民健康保険税８億３，１５６万

４，０００円、３款国庫支出金１２億２，７１４万９，０００円、４款療養給付費交付金

１億２，７１１万２，０００円、５款前期高齢者交付金１１億９，４０５万５，０００

円、６款県支出金２億４，０９６万６，０００円、７款共同事業交付金１５億５，９６２

万４，０００円、９款繰入金４億７，７９４万４，０００円で、歳入合計は５６億７，８

２３万３，０００円となっており、前年度に比べて２７５万３，０００円の増額となって

います。歳入では、退職者医療制度廃止による保険税や療養給付費交付金の減額、前期高

齢者の割合の増加や、制度拡大による共同事業拠出金の増額が主な増減の事由でございま

す。 

 ８ページ、９ページをお願いします。 

 次に、歳出につきましては、今年度予算額として、１款総務費１億２，１７４万４，０

００円、２款保険給付費３２億３，６３３万円、３款後期高齢者支援金等５億１，１１３

万２，０００円、６款介護納付金２億５６２万５，０００円、７款共同事業拠出金１５億

５，９６２万６，０００円、８款保健事業費３，４９３万５，０００円で、歳出合計は５

６億７，８２３万３，０００円となり、前年度に比べて２７５万３，０００円の増額とな

っています。歳出では、国の制度改正に伴うシステム改修や、制度拡大による共同事業拠
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出金の増額、後期高齢者支援金等の減額が主な増減の事由でございます。 

 次に、議案第７号について説明をさせていただきます。 

 議案第７号平成２９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５億１，２１０万９，０００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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 ６ページ、７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について説明をさせていただきます。 

 初に、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３億

２，９４８万４，０００円、４款繰入金１億７，７０７万１，０００円、６款諸収入５０

５万４，０００円で、歳入合計は５億１，２１０万９，０００円となり、前年度に比べ

４，４４９万３，０００円の増額となっています。 

 ８ページ、９ページをお願いします。 

 次に、歳出についてですが、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

５億６５５万８，０００円、３款諸支出金５０５万１，０００円で、歳出合計は５億１，

２１０万９，０００円となり、前年度に比べて４，４４９万３，０００円の増額となって

います。増額の要因につきましては、高齢者人口の増加や、後期高齢者医療保険料の低所

得者等に対する軽減特例の見直しに伴い、保険料の徴収予定額が増加したことによるもの

でございます。 

 次に、議案第８号について説明をさせていただきます。 

 議案第８号平成２９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１億４，５０８万円と定める。 

 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。 

 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 高額

は１，０００万円と定める。 
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 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。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表地方債についてです。 

 起債の目的は下水道債で、限度額は９９０万円となっています。起債の方法は証書借り

入れで、利率は５％以内、償還の方法につきましては、借入先の融通条件によるものでご

ざいます。 

 次に、６ページ、７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について説明をさせていただきます。 

 初に、歳入についてですが、本年度予算額として、２款使用料及び手数料１，４０４

万１，０００円、３款国庫支出金１，１００万円、５款繰入金１億７０９万５，０００

円、８款市債９９０万円で、歳入合計は１億４，５０８万円となり、前年度に比べて１，

５３１万４，０００円の増額となっています。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、２款事業費５，９７３万２，０００円、３

款公債費８，０３１万１，０００円で、歳出合計は１億４，５０８万円となり、前年度に

比べて１，５３１万４，０００円の増額となっています。増額の理由といたしましては、

柿原東地区において地域再生交付金事業を活用した施設整備を実施することによるもので

ございます。 

 次に、１８ページをお願いします。 

 地方債の当該年度末現在高の見込み額は６億４８５万９，０００円となる見込みでござ

います。 

 次に、議案第９号について説明をさせていただきます。 

 議案第９号平成２９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２５２万７，０００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２９年２月２１日提出、阿波市長。 
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 ６ページ、７ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で説明を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、１款県支出金１１４万８，０００円、２款

諸収入６９万円、４款繰越金６８万９，０００円で、歳入合計は２５２万７，０００円と

なり、前年度に比べ６９万７，０００円の減額となっています。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、１款貸付事業費１８３万９，０００円、２

款公債費６８万８，０００円で、歳出合計は２５２万７，０００円となり、前年度に比べ

６９万７，０００円の減額となっています。減額の理由といたしましては、住宅新築資金

等貸付事業に係る償還事務費の減少によるものでございます。 

 以上、議案第６号から議案第９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（江澤信明君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０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２９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４４億４，３６７万８，０００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２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの 高額

は２億円と定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 ６ページ、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主なものを説明させていただきます。 

 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 １款介護保険料、本年度予算額７億９，４８８万８，０００円、３款国庫支出金１１億

３，４１０万円、４款支払基金交付金が１１億８，２７４万１，０００円、５款県支出金

６億１，５９２万４，０００円、８款繰入金が７億１，５８３万７，０００円でございま
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す。歳入合計は４４億４，３６７万８，０００円で、前年度に比べて６，８４４万６，０

００円の増額になっております。この増額につきましては、介護給付費や地域支援事業費

の増などに伴う国や支払基金、また県や市の法定負担割合に対する負担増分などでござい

ます。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、１款総務費、本年度予算額１億４，７５８万円、２款

保険給付費４１億３，４０４万４，０００円、５款地域支援事業費が１億４，９８１万

６，０００円などでございます。歳出合計は４４億４，３６７万８，０００円で、前年度

に比べて６，８４４万６，０００円の増額になっております。１款総務費の増額につきま

しては、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料や、第７期介護保険事業計画策定委

託料など、５款地域支援事業の増額につきましては、全国一律の基準で実施している介護

予防給付のうち、介護予防訪問介護事業、いわゆるホームヘルプサービス事業及び介護予

防通所介護事業、デイサービス事業が、阿波市で実施する地域支援事業の介護予防・日常

生活支援総合事業に平成２８年度から段階的に移行をしてきましたが、平成２９年２月末

からは完全に移行をいたします。その完全移行に伴う地域支援事業費の増額などでござい

ます。 

 以上、議案第１０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（江澤信明君） 阿部水道課長。 

○水道課長（阿部 守君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１１号と議案第１

２号について補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１１号平成２９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

明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２９年度阿波市の伊沢谷簡易水道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２９８万２，０００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。 
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 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 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を説明をさせていただきます。 

 歳入につきましては、２款使用料及び手数料が１３８万８，０００円、４款繰入金１２

０万円、５款繰越金３９万円で、歳入合計は２９８万２，０００円となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１款総務費３１万９，０００円、２款施設費２６５万３，０００

円で、歳出合計は２９８万２，０００円となっております。 

 以上、議案第１１号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１２号平成２９年度阿波市水道事業会計の予算について補足説明を

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２９年度阿波市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおり定めています。給水戸数でございますが１万４，

０５０戸、年間総給水量４６２万４，０００立方メートル、１日の平均給水量は１万２，

６６８立方メートル、主な建設改良事業は、配水施設事業を２億７００万円としておりま

す。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出について次のとおり定めております。 

 初めに、収入でございますが、第１款水道事業収益として６億６，８４３万７，０００

円としております。内訳としまして、第１項営業収益が６億３，０５０万２，０００円、

第２項営業外収益が３，７９３万３，０００円、第３項特別利益が２，０００円となって

おります。 

 次に、支出でございますが、第１款水道事業費用として６億２，８５４万円。内訳とし

まして、第１項営業費用が５億８，５２５万７，０００円、第２項営業外費用が４，１７

８万２，０００円、第３項特別損失が５０万１，０００円、第４項予備費が１００万円と

なっております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出について、次のとおり定めております。 

 まず、収入でございますが、第１款資本的収入として２億２８０万円としております。

内訳としまして、第１項出資金が５，０００万円、第２項工事負担金が２８０万円、第３

項企業債が１億５，０００万円となっております。 
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 次に、支出でございますが、第１款資本的支出として３億４，８５６万９，０００円。

内訳としまして、第１項建設改良費が２億５，００６万９，０００円、第２項企業債償還

金が９，８５０万円となっております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億４，５７６万９，０００円

は、当年度損益勘定留保資金１億２，９６３万８，０００円、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１，６１３万１，０００円で補填を予定しております。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 第５条、債務負担行為について、次のとおり定めております。 

 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、期間は平成２８年５月から平

成３３年４月までの間で、限度額は２，９００万円と定めています。また、水道料金等徴

収業務委託料として、期間は平成２６年１月から平成３０年１２月までの間で、限度額は

２億７，６０２万４，０００円と定めています。 

 次に、第６条、企業債についてでございます。 

 起債の目的は、土成連絡管布設工事で限度額は５，０００万円、配水給水管布設替工事

で限度額は１億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。 

 次に、第７条、経費の流用は、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用と定めて

おります。 

 次に、第８条、議会の議決を得なければ流用することができない経費の流用は、職員給

与費９，４４８万４，０００円と定めています。 

 次に、第９条、営業助成のため一般会計から受ける補助金額は５，７３０万円と定めて

います。 

 第１０条、たな卸資産の購入限度額は１，０００万円と定めています。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 以上、議案第１１号と議案第１２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お願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 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１３号から議

案第１７号についての５件について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１３号個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する
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ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理につ

いて。 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次

のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 本条例は、関係法律の一部を改正する法律が平成２９年５月３０日に施行されることに

伴い、阿波市の２条例の一部改正を行うものでございます。 

 初に、１点目として、阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正については、マイナンバー制度では地方公共団体が法律で定められた事務以外に、市が

条例に基づき独自に行っている事務に関しても、マイナンバーを使ってコンピューターネ

ットワークを通じ、各行政機関の間で個人情報のやりとりができるようにするものであり

ます。 

 次に、２点目として、阿波市個人情報保護条例第２条第３号及び第３０条第２号の改正

につきましては、マイナンバー法の第２３条では、マイナンバーを使ってコンピューター

ネットワークにより情報のやりとりをする場合に、そのやりとりを記録し、保管する義務

を定めております。この記録にも個人情報が含まれることになりますので、阿波市個人情

報保護条例では、ここで記録、保管されている個人情報を情報提供等記録と定義し、個人

情報保護のため規定を置くこととします。 

 施行日は平成２９年５月３０日としております。 

 次に、議案第１４号阿波市農業振興基金条例の制定について。 

 阿波市農業振興基金条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 現在、本市の一般会計に属する特定目的基金は１０ございます。特定目的基金は行政施

策の目的に合わせて事業の財源として充当することができ、これを先行して積み立ててお

くことにより、事業予算の財源確保が容易となります。今回の基金条例の制定の目的とし

て、本市におきましては、農業立市を掲げ農業振興を推進するに当たり、平成２２年度に

第１次阿波市農業振興計画を策定し、活力ある阿波市農業を推進してまいりました。 

 来年度には、第２次農業振興計画を策定し、さらなる農業振興を推し進めるために、農
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業施策の実施に要する経費の財源に充てることを目的に、阿波市農業振興基金条例を制定

し、財源の確保を図るものでございます。 

 条例の構成内容につきましては、第１条で設置目的を定め、第２条では積み立て、第３

条では管理、第４条では運用益金の処理、第５条では繰替運用、第６条では処分を定めて

おります。 

 施行日につきましては、公布の日から施行としております。 

 次に、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であります。 

 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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 概要につきましては、平成２８年８月の人事院勧告を踏まえ、平成２８年１１月２４

日、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、これに伴う改

正を行うものでございます。 

 趣旨といたしましては、公務員の配偶者手当を平成２９年度から段階的に減額し、削減

分を原資として扶養する子を持つ職員への手当を拡充いたします。配偶者手当は女性の就

労意欲をそいでいるとの意見もあり、公務員が先行して実施することにより、民間企業に

手当制度の見直しの流れを広げる狙いがございます。 

 主な改正内容といたしましては、配偶者につきましては、現行、今年度が１万３，００

０円、平成２９年度、来年度が１万円、平成３０年度以降が６，５００円と引き下げま

す。子どもにつきましては、今年度が６，５００円、平成２９年度が８，０００円、平成

３０年度以降が１万円と引き上げます。父母等については現行の６，５００円を維持する

ものとしております。 

 施行日につきましては、平成２９年４月１日からとしております。 

 次に、議案第１６号阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の勤務時間、休暇等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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 平成２８年８月の人勧を踏まえ、平成２８年１２月２日、地方公務員の育児休業等に関

する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律が公布され、これに伴う改正を行うものであります。 

 主な改正内容といたしましては、２点ございます。 
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 １点目といたしましては、介護休暇の分割でございます。 

 介護休暇は、要介護者のおのおのが介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続

する六月を超えない期間内において、勤務しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇でありましたが、今回の改正により、介護休暇は 大３回までに区分した、六月

を超えない範囲で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇となりま

す。 

 次に、２点目といたしまして、介護時間の新設でございます。 

 要介護者の介護のため、１日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当である場合の休

暇として、介護時間の新設があります。 

 介護時間は、連続する３年の期間内において、１日につき２時間を超えない範囲内で取

得可能となります。 

 施行日につきましては、平成２９年４月１日といたしております。 

 次に、議案第１７号阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の育児休業等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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 平成２８年８月の人勧を踏まえ、平成２８年１２月２日、地方公務員の育児休業等に関

する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律が公布され、これに伴う改正を行うものであります。 

 これまで育児休業等は法律上の実子及び子を対象としておりましたが、平成２８年１２

月に当該法律を改正する法律が公布されました。改正された内容は、対象となる子の定義

に特別養子縁組の監護期間中の者、養子縁組里親に委託されている者と、法律上の子に準

ずる者も対象とするよう子の範囲を拡大するものでございます。 

 施行日につきましては、平成２９年４月１日といたしております。 

 以上、議案第１３号から議案第１７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（江澤信明君） 坂東市民部長。 

○市民部長（坂東重夫君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１８号、議案第１

９号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１８号阿波市税条例の一部改正について。 

 阿波市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、平成２８年第２回定例会において、専決処分にてご承

認をいただきました阿波市税条例の一部改正のうち、法人市民税の法人税割の税率引き下

げ及び軽自動車税における環境性能割の導入についての規定は、当初の消費税率引き上げ

時期、平成２９年４月１日施行としておりましたが、消費税率引き上げ時期が平成３１年

１０月１日に変更することとなり、地方税法等が一部改正されたことを受け、阿波市税条

例もこれに合わせて一部改正をするものでございます。 

 主な改正内容につきましては、１点目は、法人税における法人税割の税率を１２．１％

から８．４％へ引き下げる規定の実施時期を平成３１年１０月１日に延期します。 

 ２点目は、軽自動車税における環境性能割の導入時期を平成３１年１０月１日に延期し

ます。また、環境性能割の税率区分については、技術開発の動向や地方財政への影響等を

踏まえ、平成３１年度税制改正において見直すこととなりました。いずれも既に改正され

ている阿波市税条例を消費税率引き上げ時期の変更に対応させるため、施行日前にさらに

改正するものでございます。 

 施行期日につきましては公布の日からとなります。 

 次に、議案第１９号について説明させていただきます。 

 議案第１９号阿波市特別会計条例の一部改正について。 

 阿波市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、旧市場町の特定環境保全公共下水道事業が廃止になっ

たことや、前期阿波市汚水処理構想が終了したことを受け、特定環境保全公共下水道事業

特別会計を廃止する、阿波市特別会計条例の一部を改正するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成２９年４月１日となります。 

 以上、議案第１８号、議案第１９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（江澤信明君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２０号から議

案第２２号までにつきましては健康福祉部所管の議案でございますので、一括して補足説

明をさせていただきます。 

 初に、議案第２０号をお願いをいたします。 
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 議案第２０号阿波市介護保険条例の一部改正について。 

 阿波市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、介護保険法の一部改正により介護保険料においては、平成２

７年度から低所得者区分の所得段階の対象者に対し、消費税財源による国庫負担金、低所

得者保険料軽減負担金等に基づき保険料軽減策が実施されております。 

 これにより現在の介護保険料につきましては、９段階に分かれている所得段階のうち、

第１段階である低所得区分の対象者に対し、保険料基準額に対する負担割合が通常の５

０％から４５％へと軽減されております。消費税率１０％への引き上げが平成２９年４月

に実施されることを前提に、平成２９年度から軽減の割合対象がさらに拡大される予定で

ありましたが、消費税率の引き上げが平成３１年１０月１日に延期されたことを受け、平

成２９年度においてもこれまでと同様の取り扱いを継続することとなり、介護保険条例の

介護保険料軽減に関する年度記載を改める必要が生じたことから一部改正を行うもので

す。 

 改正内容につきましては、この議案第２０号の下から３行目、第２条第２項中、「平成

２８年度」を「平成２９年度」に改める。 

 附則として、この条例は平成２９年４月１日から施行をいたします。 

 次に、議案第２１号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２１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

を定める条例の一部改正について。 

 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

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律の一部施行に伴い、厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令による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及び指定地

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、いわゆる国の基準の一

部改正に伴い条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては、指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に指定地域
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密着型通所介護事業所があるときは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の看護師ま

たは准看護師は、当該指定地域密着型通所介護事業所の職務に従事することといたしま

す。 

 そのため、この議案第２１号の下から４行目、第８２条第６項の表中、「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に、「、指定地域密着型通所介護事業所」を加

える。 

 現在、阿波市内に該当事業所はございません。 

 附則として、この条例は公布の日から施行をいたします。 

 次に、議案第２２号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２２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一部改正について。 

 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

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、議案第２１号と同様、厚生労働省関係省令、国の基準の一部

改正に伴い条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、この議案第２２号の下から５行目、第４４条第６項の表

中、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に、「、指定地域密着型通所

介護事業所」を加える。 

 現在、阿波市内に該当事業所はございません。 

 附則として、この条例は公布の日から施行をいたします。 

 以上、健康福祉部所管の議案第２０号から議案第２２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をいたします。 

○議長（江澤信明君） 天満産業経済部長。 

○産業経済部長（天満 仁君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２３号から議

案第２７号までの５議案につきまして、それぞれ補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第２３号でございます。 

 議案第２３号阿波市農業振興審議会条例の制定について。 
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 阿波市農業振興審議会条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 現在、阿波市産業開発審議会条例を制定しておりますが、これは合併当初からの条例で

ございまして、農業振興に関係する計画の策定や推進のため市長が審議会に対して諮問を

行い、調査及び審議をいただくことを定めたものでございます。 

 今後、農業振興を進める上でさらに専門的な見地からより広く調査及び審議をしていた

だく必要があることから、作業部会を置くことができることを定めた、阿波市農業振興審

議会条例を新たに制定します。 

 なお、この条例の制定に伴いまして、現行の阿波市産業開発審議会条例は廃止し、また

阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表中、「産業開

発審議会」を「農業振興審議会」に改めるものでございます。 

 施行日は平成２９年４月１日といたしております。 

 以上が議案第２３号阿波市農業振興審議会条例の制定についての補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第２４号についての補足説明をさせていただきます。 

 議案第２４号阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 阿波市農村環境改善センター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２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 本市には、条例に基づきまして、総合的な農業の振興と農村環境改善の推進及び生活改

善福祉向上並びに住民の一般的利用に供し産業及び生活両面の意欲向上の推進を図るた

め、阿波町に１カ所、吉野町に２カ所の計３カ所の農村環境改善センターが設置されてお

ります。 

 条例では、この改善センターの運営管理を円滑に行うため、運営委員会を置くことを定

めております。現状の利用状況は、それぞれに地域の市民活動や農業関係者の会合などに

利用されており、今後も継続的に公共的性格を持った集会や講習などに使用する割合が高

いと考えられ、専門的な本運営委員会による調査審議の必要性はないと考えられることか

ら、本条例の第１３条、運営委員会の条項を削除するものでございます。 

 施行日につきましては、平成２９年４月１日といたしております。 
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 以上、議案第２４号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、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号阿波市金清自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例の廃止につ

いて。 

 阿波市金清自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のよ

うに定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 本市の恵まれた自然条件を活用し、観光と農業等が一体となって推進するための拠点施

設として、昭和５８年に阿波市金清自然環境活用センターが設置されました。 

 平成２３年には利用者の減少及び施設の老朽化に伴い、その後の方向性を総合的に示す

ために金清自然環境活用センター整備計画策定専門委員会を開催し、改修案を検討してお

りましたが、徳島県震災対策の条例制定を受け、現在まで休館となっております。 

 その後も活用を図るための検討を重ねてまいりましたが、中央構造線活断層に起因する

熊本地震の発生により、徳島県におきましても地震の被害想定の見直し作業を行うなど減

災に向けた取り組みが強化されております。 

 これらの状況を踏まえ、本市が進めるやすらぎ空間整備事業のうち、平成２９年度以降

に予定をしております金清自然公園周辺の再整備に当たり、金清自然環境活用センターは

解体、撤去をするため本条例を廃止するものでございます。 

 施行日につきましては平成２９年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２５号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２６号についての補足説明をさせていただきます。 

 議案第２６号阿波市商工観光審議会条例の全部改正について。 

 阿波市商工観光審議会条例の全部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 現行の阿波市商工観光審議会条例は、商工業の振興と経営近代化及び観光開発を推進す

るため、市長の諮問機関として審議会を置くことを定めております。 

 近年、人口減少、少子・高齢化など社会環境が大きく変貌する中、商工業及び観光の振

興に関する事項を審議するためには、個々の諮問案件に柔軟に対応するための組織体制が

必要であることから、阿波市商工観光審議会条例を全部改正いたします。 

 主な改正内容といたしましては、第２条で所掌事務を本市における商工業及び観光の振
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興に関する事項について調査及び審議すると定め、第３条におきましては、審議会は委員

１５人以内をもって組織するとしております。また、第４条の任期では、市長の諮問に係

る答申をしたときをもって満了するとし、第７条では、審議会の調査及び審議のために作

業部会を置くことができると定めております。 

 施行日は平成２９年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２６号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２７号についての補足説明をさせていただきます。 

 議案第２７号消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。 

 消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を次のように定める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 近年、高齢化の進行や情報化の進展などにより、本市においても消費者トラブルが増加

傾向にございます。今後も消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定と

向上に資するため、消費者安全法の規定に基づき、本市が設置する消費生活センターの組

織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項を定めた条例を新たに制定するものでござ

います。 

 主な内容といたしましては、第２条で消費生活センターを設置したときは名称及び位

置、事務を行う日及び時間を公示することを定め、第３条では所長、消費生活相談員その

他の必要な職員を置くことといたしております。また、第４条では、相談員の要件といた

しまして消費生活相談員資格試験に合格した者、またはこれと同等以上の専門的な知識及

び技術を有すると市長が認める者とし、第７条では情報の安全管理に関し適切に管理する

ことを定めております。 

 施行日は平成２９年４月１日といたしております。 

 以上で議案第２３号から議案第２７号までの５議案につきまし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（江澤信明君） 秋山農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（秋山雅彦君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２８号

阿波市農業委員会の委員及び農地利用 適化推進委員の定数に関する条例の制定について

補足説明をさせていただきます。 

 阿波市農業委員会の委員及び農地利用 適化推進委員の定数に関する条例を次のように

定める。 
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 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 このたび農業委員会等に関する法律が改正され、平成２８年４月１日から施行されまし

た。今回の改正では農業委員会の業務として農地利用の 適化の推進が必須業務となり、

農業委員の選出方法が変更され、新たに農地利用 適化推進委員が設置されたことによ

り、条例を制定し、おのおのの委員定数を定め、農業委員会の選挙による委員の定数等に

関する条例を廃止し、あわせて阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正するものです。 

 内容につきましては、第２条で農業委員の定数を１９人に、第３条で農地利用 適化推

進委員の定数を２１人に、またそれぞれの委員報酬を農業委員会会長２９万５００円に、

会長職務代理者２３万７，８００円に、農業委員２１万６，１００円に、新たに農地利用

適化推進委員を２０万４，６００円といたします。 

 施行日は平成２９年４月１日からとし、現任委員について定員と報酬についてそれぞれ

経過措置等を設けております。 

 以上、議案第２８号について補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 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２９号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第２９号第２次阿波市総合計画基本構想について。 

 第２次阿波市総合計画基本構想を別紙のとおり策定することについて、阿波市議会の議

決すべき事件を定める条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 この計画期間は平成２９年４月から平成３８年３月の１０年間としております。 

 また、阿波市の将来像を「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」から「あ

すに向かって人の花咲くやすらぎと感動の郷土・阿波市」と変更をしております。計画の

体系として６つの政策目標と３４の施策により構成しております。 

 本市はこれまで、第１次阿波市総合計画に基づき合併新市としての基盤づくりや一体感

の醸成等を着実に進めてまいりました。しかしこの間、地方創生時代の到来や全国各地に

おける大規模災害の発生を初め、社会環境は大きく変化してきております。第２次阿波市

総合計画はこうした内外の動向に的確に対応しながら、将来にわたって活力と魅力あふれ
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る阿波市をつくっていくことを目的としております。 

 以上、議案第２９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（江澤信明君） 大野建設部長。 

○建設部長（大野芳行君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３０号から議案第

３２号並びに報告第１号所管部分についての補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第３０号阿波市道路線の認定について。 

 道路法第８条第２項の規定により、次のとおり阿波市道路線の認定について議決を求め

る。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 道路線の認定につきましては、新設改良等に伴いまして、新たに市道として管理を行っ

ていく路線についてであります。認定路線につきましては、市場町１路線、土成町３路線

の計４路線となっております。 

 続きまして、議案第３１号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第３１号阿波市道路線の変更について。 

 道路法第１０条第３項の規定により、次のとおり阿波市道路線の変更について議決を求

める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 道路線の変更につきましては、道路整備等に伴いまして、路線の起終点の変更を行うも

のでございます。変更路線につきましては、阿波町２路線、市場町１路線の計３路線とな

っております。 

 続きまして、議案第３２号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第３２号阿波市道路線の廃止について。 

 道路法第１０条第３項の規定により、次のとおり阿波市道路線の廃止について議決を求

める。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 道路線の廃止につきましては、道路整備事業の計画変更に伴いまして、路線の廃止を行

うものでございます。廃止路線につきましては、阿波町１路線となっております。 

 以上、議案第３０号から議案第３２号までの補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、報告第１号の債権の放棄について、所管部分の補足説明をさせていただき
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ます。 

 報告第１号債権の放棄について。 

 阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定により、市の債権について下記のとおり放棄

したので、同条第３項の規定により報告を行うものです。 

 平成２９年２月２１日提出、阿波市長。 

 建設部住宅課におきましては、市営住宅の家賃債権を報告させていただいております

が、債権を放棄する基準は、債権管理条例第１７条において９つの基準が定められてお

り、消滅時効の完成や債務者の死亡、行方不明などにより徴収の見込みがないときなど、

細かく規定されております。 

 今回、債権の放棄としてご報告させていただきます債権につきましては、条例第１項第

１号該当については、既に市営住宅から退去するとともに、当該債権につき消滅時効５年

が完成し、債務者がその援用をする見込みがあるもの、第７号該当につきましては、債務

者が生活保護法の規定による保護を受け、当該債権につき消滅時効５年が完成し、履行の

見込みがないと認められるものとなっており、住宅使用料、共益費合計で債務者７０名、

金額にして２５９万６，８００円であります。 

 債権の放棄に先立って、２月１日に債権処理審査委員会を開催していただき、放棄の理

由等を慎重に審議いただいたところであります。 

 今後、市営住宅の家賃徴収については、債権管理マニュアルに沿った迅速な家賃債権の

回収に努めてまいりますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上、議案第３０号から議案第３２号並びに報告第１号所管部分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（江澤信明君） 坂東市民部長。 

○市民部長（坂東重夫君） 議長の許可をいただきましたので、報告第１号債権の放棄に

ついて、市民部所管分について補足説明をさせていただきます。 

 今回報告いたします住宅新築資金等貸付金の債権放棄については、住宅新築資金９１万

５，８２３円、宅地取得資金４４万３，０６４円、合計１３５万８，８８７円となってい

ます。 

 放棄した理由につきましては、いずれも消滅時効期間１０年が完成し、かつ債務者がそ

の援用をする見込みがあるため放棄するものでございます。 

 以上、報告第１号についての補足説明とさせていただきます。ご承認くださいますよう
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よろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 以上で補足説明が終わりました。 

 本日の日程はこれで終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、３月２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といたします。 

            午後０時２６分 散会 
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