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① 1番 谷　美知代

② 3番 川人　敏男
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平成２９年第２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 岩本 雅雄 阿波みらい １．藤井市長の市政について

　(1) 市民と歩む輝くまちづくりの進め方について

２．副市長の就任について

　(1) 新市長を支え、住みよい阿波市の為にどの様に

　　取り組むか。

３．阿波市の総合戦略について

　(1) 今までの実績及び進捗状況について

　(2) 今後の事業の進め方について

４．阿波市国民健康保険について

　(1) 国民健康保険の広域化による制度の見直しにつ

　　いて

　(2) 保険税の算定方法、今後の予定について

2 樫原 　伸 阿波清風会 １．政策監として業務にどのように取り組むのか。

　(1) 阿波市の印象と感想、今後の抱負について

２．教育行政について

　(1) 教職員の労働実態について

　(2) 教育格差是正について

　(3) 保育所・幼稚園・小学校連携について

３．阿波市農業振興について

　(1) 市長から見た阿波市農業とは

　(2) 農業の生産基盤整備は急務と思うが、促進に取り

　　組んでいるか。

　(3) 多様な担い手対策はさらに急務と思うが、育成・

　　確保が図られているか。

　(4) 農畜産物の販売、促進は図られているか。

　(5) 阿波市農業と交流・連携は図られているか。

3 木村 松雄 志政クラブ １．市政に対する取り組みについて

　(1) 本市の商業、工業の振興策について

　(2) 市長が若者に発信するメッセージは

２．市内公共施設等の管理について

　(1) 平成２８年度の阿波市公共施設等総合管理計画の

　　進捗状況は

　(2) 平成２９年度（今年度）の計画、方向性は

３．特別職の役割について

　(1) 政策監としてどのような分野に携わっていかれる

　　のか。



平成２９年第２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 1番 １．介護保険制度改正に向けての取り組みと準備について

谷 美知代 　(1) 自立支援・介護予防にむけた取り組み（財政的インセンティ

　　ブの付与）

　(2) 現状の取り組み状況

　(3) 地域の特徴や実情の把握

２．地域包括ケアシステムについて

　(1) 生活支援コーディネート育成への取り組み状況

　(2) 地域への情報提供

　(3) 各種団体との連携・協働状況

2 3番 １．新しいハコモノ、大型インフラについて

川人 敏男 　(1) 歳入の大幅減が見込まれる中、新しいハコモノ、大型イン

　　フラ整備は凍結してはいかがか。

２．まちづくりの３要素について

　(1) まちづくりの理念・哲学として、コンパクトシティ制度を

　　活用して、本市らしいユニークなまちづくりの検討を提案

　　する。

　(2) 少子高齢化時代にふさわしい、堅実な財政運営の道筋を伺い

　　たい。

　(3) 喫緊の課題である建築士等専門スタッフの確保・育成にどの

　　ように取り組むか。

３．保育所及び認定こども園について

　(1) 保育利用調整はどのような事情を斟酌していますか。地元

　　保育所・認定こども園に入所できる調整はどの程度に設定して

　　いますか。

　(2) 八幡認定こども園は定員に対し４１％の第１希望しかない。

　　需要予測は、どのような根拠を基に行ったのか。

　(3) 保育所・幼稚園等施設整備計画の中で実施計画の内容を説明

　　されたい。民間業者に移管した場合、市が運営する場合と比較

　　して、どの程度経費節減ができるか。

４．農業の振興について

　(1) 本市農業の収益性・将来性等を勘案して、どのような農業を

　　目指せば儲かるのか。

　(2) 頑張っている農家の事例を披露されたい。

　(3) 専業農家、第１種兼業農家、第２種兼業農家ごとに現在の

　　動向、今後の望ましい方向性等を伺いたい。

3 7番 １．教育支援について

吉田 　稔 　(1) 学卒者の本市へのＵＩＪターン者について、奨学金返還支援

　　はどのように実施されるのか。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２．耕作放棄地対策について

　(1) 湿田や半湿田の一毛田が耕作放棄地の中で多数見受けられる

　　が、乾田化する為に農家が取り組みやすい施策はできないか。

３．県河川の雑木対策について

　(1) 伊沢谷川、大久保谷川の県河川に雑木が林の如く繁り、治水

　　の危機管理ができていないと考えるが、対策はできないか。

４．選挙について

　(1) 各種選挙の投票率を上げる対策はないのでしょうか。

　　①期日前投票所を市の東西に１カ所ずつ増やしてはどうか。

　　②阿波西高校、阿波高校に移動投票所を設けてはどうか。

　(2) 市議会議員選挙に若い世代や女性が立候補しやすい環境は

　　つくれないか。選挙費用の公費補助（ポスターの制作費、選挙

　　カーの制作費等）はできないか。

4 20番 １．新市長の今後の重点施策について

稲岡 正一 　(1) 子育て支援について具体的にどう進めていかれるのか。

　(2) 小・中学校のエアコンの完成時期はいつになるのか。

　(3) 高校生までの医療費無料化はいつから実施されるのか。

２．市内の農家の育成について

　(1) ブランド化をどう進めるのか。

　(2) 販売促進をどの様に図っていくのか。

３．商工業の経営の安定化について

　(1) 賑わい溢れるまちづくりをどの様に進めていかれるのか。

４．地域防災計画について

　(1) 高齢者、要支援者の避難体制についてどの様に考えておら

　　れるのか。

5 10番 １．市長の市政方針について

松永 　渉 　(1) 市長選挙について

　(2) 市長として行ってはいけない行為とは、何か。

　(3) 市民ファーストによる政策実現について

２．副市長と政策監の市政方針について

　(1) 阿波市で何に取り組みたいのか。

　(2) 阿波市の課題をどうとらえ、どんな課題解決策を考えてい

　　るか。

　(3) 副市長と政策監による市民のメリットと市長のメリットと

　　は、何か。

３．第２次阿波市総合計画について

　(1) かがやく計画とは、何か。また、感動の郷土とは、どのよう

　　な郷土か。

　(2) 民間活力の導入について

　(3) 行政サービスの見直しについて

　(4) 産業振興について



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

４．総合戦略について

　(1) 平成２８年度実績と平成２９年度の対応について

　(2) 人口減少対策について

6 8番 １．上水道事業について

森本 節弘 　(1) 「持続可能な上水道事業の構築・基盤強化」をどのように

　　進めていくのか。

２．阿波市上水道基本計画について

　(1) 「阿波市水道ビジョン」を基本理念に進められている「阿波

　　市上水道基本計画」の策定はどのように進んでいるか。

　(2)  「整備計画」について、具体的な事業をどのように考えて

　　いるか。

　(3) 「資金計画」について

7 12番 １．人口減少対策に阿波市はどう歩むか。

樫原 賢二 　(1) 市民の良縁の為の出会いの場の提供について

　(2) 再任用職員の行政の経験を活かして専門的に結婚相談をする

　　課を立ち上げてはどうか。

　(3) 心ときめく地域婚活支援事業補助金の活用について

２．子育て対策の充実について

　(1) ファミリーサポートセンターの役割・内容について

　(2) あわっこはぐくみ医療費助成の現状について

　(3) 子育てするなら阿波市として１６才から１８才までの医療費

　　助成拡大について

３．阿波市小・中学校の空調機器設置について

　(1) 各小・中学校の管工事の内容について

　(2) 各小・中学校の電気工事の内容について

　(3) 各小・中学校の学校別契約金額について

　(4) 各設計事務所は監理業務となっている。内容について、金額

　　について

　(5) 瑕疵担保期間は何年か。

8 5番 １．災害時の応急給水拠点の整備について

松村 幸治 　(1) 阿波市に井戸水マップはあるのか。

　(2) 阿波市は災害時の後方支援基地となっているが、応急の給水

　　場所としてどのようなものがあるか。

　(3) 吉野町にある漁連の大量の水（毎分１トン）を利用させて

　　いただいたらどうか。（堤防上を利用し、他地域への早急な

　　支援も可能）（建物自体も災害時の支援拠点及び避難所にも

　　使用させていただいたらどうか）

　(4) 災害時の水の確保の為、協定書の締結をしてはどうか。

２．防災用屋外拡声機について

　(1) 各旧町ごとの設置状況と地元の反応は。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

３．天然温泉「御所の郷」周辺の観光振興について

　(1) 宿泊施設を整備して、日帰りの通過だけの観光地からの脱却

　　について

　(2) 御所の郷に隣接する保健センターと社協、障がい者施設スマ

　　イルの使用状況について

9 2番 １．運転免許更新センターの阿波市への誘致について

笠井 一司 　(1) 県に対する陳情では、どのような計画を描いた上で要望され

　　たのか、具体的にお伺いしたい。

　(2) 陳情に対する県の反応はどのようなものであったのか。

　(3) 誘致を実現するための予算やスタッフ体制を今後どのように

　　考えているのか。また、そのスケジュールはどのように考えて

　　いるのか。

２．直下型地震対策について

　(1) 先日、県から直下型地震が発生した場合の震度予測が出され

　　たが、地域防災計画の見直しについて、どのように進んでいる

　　のか。

３．市営住宅ストック総合活用計画の見直しについて

　(1) 次の計画に進むためには、厳しい財政状況が見込まれる中、

　　計画の大幅な見直しが必要であるが、どのように進んでいる

　　のか、見直しの状況と内容について伺いたい。


