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請願 

             （日程第１～日程第１７ 委員長報告・質疑・討論・採決） 
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            午前１０時００分 開議 

○議長（江澤信明君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりでございます。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 １ 議案第４８号 平成２８年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ２ 議案第４９号 平成２８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 ３ 議案第５０号 平成２８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 ４ 議案第５１号 平成２８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 ５ 議案第５２号 平成２８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 ６ 議案第５３号 平成２８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 ７ 議案第５４号 平成２８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 ８ 議案第５５号 平成２８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 ９ 議案第５６号 平成２８年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１０ 議案第５７号 平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につい 

               て 

  日程第１１ 議案第５８号 平成２９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 

  日程第１２ 議案第５９号 平成２９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１３ 議案第６０号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正 
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               について 

  日程第１４ 議案第６１号 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第１５ 議案第６２号 阿北火葬場管理組合規約の変更について 

  日程第１６ 議案第６３号 阿波市と阿北火葬場管理組合との間における火葬場及び 

               霊柩車の使用許可及び使用料の徴収に関する事務の委託 

               に関する規約の制定について 

  日程第１７ 請願第 １号 大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求め 

               る請願 

○議長（江澤信明君） 日程第１、議案第４８号平成２８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１７、請願第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の

実現を求める請願までの計１７件を一括議題といたします。 

 以上の案件につきましては、各常任委員会、決算審査特別委員会に付託してありますの

で、各委員長の報告を求めます。 

 まず初めに、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長出口治男君。 

○総務常任委員長（出口治男君） 議長の指名がございましたので、総務常任委員会の審

査結果と経過についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、去る９月２０日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

４９号平成２８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、議案第５１

号平成２８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、議案第５３号

平成２８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、議案第

５５号平成２８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、議案第５７号

平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）所管部分について、議案第５８号平成２

９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、議案第６０号公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について、議案第６２号阿北火葬場管理組

合規約の変更について、議案第６３号阿波市と阿北火葬場管理組合との間における火葬場

及び霊柩車の使用許可及び使用料の徴収に関する事務の委託に関する規約の制定について

の市長提出議案９件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり認定及び可決すべきものと決定しまし
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た。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第４９号平成２８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、委

員から、国民健康保険基金の決算年度末の現在高が５億６，０５０万３，９１０円と標準

基金残高の約２倍に近い額が積み立てられており、一般会計からの繰入金額も含めて今後

の国保税の見直しについて質疑がありました。理事者からは、一般会計からの繰り入れに

ついては、阿波市は軽減世帯が多く、それに対する国からの補助として、国、県、市から

入ってくるが、これは法定内となっており、繰り入れられたものを活用している。基金に

ついては、平成２９年度の決算見込み額と国保制度の改正に伴う阿波市の納付金額及び保

険税率も、現時点では確定していないので、今後は他市の状況や財政課と協議を進めなが

ら活用方法については検討していくとの答弁がありました。 

 また、委員からは、健診等の指導事業について質疑がありました。理事者からは、平成

３０年度から保険者努力支援という制度が実施される。特定健診などの予防健診に力を入

れ、重複受診、多投薬の方への指導などを実施し、阿波市全体で年齢関係なく健康づくり

に取り組んでいけるよう協議をしていくとの答弁がありました。 

 次に、議案第５７号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）所管部分の企画総

務部において、委員から、無線システムの普及事業によるＷｉ－Ｆｉ環境の充実となって

いるが、対象はどういうところで何カ所増設の予定かとの質疑がありました。理事者から

は、Ｗｉ－Ｆｉ施設整備については、公共施設の避難所となる２０カ所を予定している。

主な箇所としては、市役所本庁と３カ所の支所、防災拠点施設アエルワと各小学校の体育

館、市場コミュニティセンターなどとなっているとの答弁がありました。 

 以上、総務常任委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 
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 文教厚生常任委員会委員長松村幸治君。 

○文教厚生常任委員長（松村幸治君） ただいま議長のご指名がございましたので、文教

厚生常任委員会の審査結果と経過についてご報告申し上げます。 

 当委員会は、去る９月２１日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

５０号平成２８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、議案第５４号平

成２８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、議案第５７号平

成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）所管部分について、議案第５９号平成２９

年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、議案第６１号阿波市あわっ子

はぐくみ医療費の助成に関する条例の一部改正について、請願第１号大幅増員と夜勤改善

で安全安心の医療介護の実現を求める請願の市長提出議案５件と請願１件について、理事

者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案と請願は全て原案のとおり認定及び可決、また採択すべきも

のと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 平成２８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、委員から、介護保険

料は全国的にばらつきがあるが、どのように分析しているか質疑がありました。理事者か

らは、市町村ごとに高齢者人口の推計や介護保険サービスの見込み量、保険料算定に必要

な諸係数等を勘案し算出していることから、各市町村ばらつきがあると答弁がありまし

た。 

 議案第５４号平成２８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、委員から、公債費の支払い利子が高いが借りかえをできないのか質疑がありました。

理事者からは、平成６年に事業を行い、財務省と公営企業金融公庫から借りております。

その借りかえについては、制度がないのでできないと答弁がありました。 

 また、委員から、よく調べて検討してくださいとの要望がありました。 

 次に、議案第５７号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）所管部分につい

て、健康福祉部関係では、委員から、社会福祉協議会で行っている成年後見人制度の利用

状況はどのようになっているか質疑がありました。理事者からは、２８年度は３人が利用

し、必要経費を支払っています。なお、本年は増加する見込みですと答弁がありました。 

 また、委員から、公的機関が行ってくれることに信頼される方もおいでると思いますの
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で、予算をふやして事業を行ってくださいと意見がありました。 

 教育委員会関係では、委員から、教育総務課の修繕費が１８０万円計上されているが、

小・中学校合わせて１４校あるが、どのように使用するのか質疑がありました。理事者か

ら、修繕費については、当初予算で２００万円計上しており、各学校からの修繕依頼を精

査し、修繕を行っています。今回１８０万円を補正し、これから修繕依頼が上がってきた

ら早急に修繕をするための予算計上であると答弁がありました。 

 次に、議案第６１号阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて、委員から、今回、制度改正により、医療費の助成が１５歳から１８歳に引き上げに

なったことにより、働いている方も該当することになるのか、また申請を行った方だけが

該当になるのか、質疑がありました。理事者からは、今回の改正により、働いている方も

申請により該当になります。現在まだ申請をされてない方もいることから、広報等で周知

徹底を図りますと答弁がありました。 

 次に、請願第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める請願につい

ては、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。この件につきましては、当委員会

委員長名により、発委第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める意

見書を別途議長宛て提出しておりますので、議員各位のご賛同のほどお願い申し上げま

す。 

 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長岩本雅雄君。 

○産業建設常任委員長（岩本雅雄君） おはようございます。 

 ただいま議長の指名がございましたので、産業建設常任委員会の審査結果と経過につい

てご報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る９月２２日、委員６名が出席し会議を開き、付託されました議案第５
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２号平成２８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、議案第

５６号平成２８年度阿波市水道事業会計決算認定について、議案第５７号平成２９年度阿

波市一般会計補正予算（第３号）の所管部分についての市長提出議案３件について、理事

者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託されました議案は全て原案のとおり認定及び可決すべきものと決定いた

しました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 議案第５６号平成２８年度阿波市水道事業会計決算認定では、委員から、土成町の郡水

源地のポンプ工事が２件記載されているが、土成への連絡送水管工事を早期に完成させ

て、老朽化している郡水源地を早く廃止してはどうかという意見がありました。理事者か

らは、６月定例会でも土成連絡送水管を早く完成させると説明をさせていただいた。計画

どおり実行できるようにしたいと答弁がありました。 

 議案第５７号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）の所管部分に関し、産業

経済部関係で、委員から、白鳥荘を解体する際、使用している木材は再利用するのか質疑

がありました。理事者からは、白鳥荘ロビーにある８本ほどの丸太は保存して、公園整備

に再利用したいと答弁がありました。 

 また、白鳥荘には大きな備品類がまだ残っているが、どうするのか質疑がありました。

理事者からは、小物類については、休館前に、白鳥荘ありがとうフェスティバルを開催

し、市民の方に買っていただいた。まだ利用できる備品については、阿波土柱の湯で再利

用しています。その後、リサイクル事業者に引き取れるものは引き取ってもらったが、

後まで残った備品は解体費用の中で処分したいと答弁がありました。 

 また、解体の後は公園として整備すると聞いているが、どういう計画なのか質疑があり

ました。理事者からは、白鳥荘跡地の公園は、観光だけでなく市民が世代を超えて集える

健康づくりの場としての空間整備を目的に、金清周辺のロケーションを活かした公園とし

て検討しているところで、健康づくりをする方、お子さんがいる家族連れの方、サイクリ

ングやドライブを楽しむ方、阿波市を観光している方など、子どもから大人までが訪れて

いただきやすい公園を考えている。公園の設計については現在進行中であり、次の定例会

では何らかのものが提示できるのではないかと考えていると答弁がありました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 
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○議長（江澤信明君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会委員長木村松雄君。 

○決算審査特別委員長（木村松雄君） おはようございます。 

 ただいま議長のご指名がございましたので、決算審査特別委員会の審査結果と経過につ

いてご報告申し上げます。 

 本委員会は、去る９月１９日、委員８名が出席して部局ごとに会議を聞き、付託されま

した議案第４８号平成２８年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について、理事者から詳

細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、本案を原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 まず、教育委員会の審査において、委員から、外国青年招致事業の内容と成果について

質疑がありました。理事者からは、各中学校に１名ずつ計４名を英語指導助手として配置

している。基本は中学校勤務で、担任とともに英語の授業に入り、生徒はネーティブな生

きた英語に触れ、リスニング力、スピーチ力を身につけることができる。また、小学校各

学級に、月１回程度担任とともに英語活動を実施し、英語の会話力、コミュニケーション

能力の向上のほか、ハロウィンなど海外の行事を体験し、異文化交流を行っている。そし

て、今年度からはこども園や幼稚園での英語活動も実施しており、英語のみのゲームやい

ろんな体験をしながら、自然と英語に親しみを持ち、会話していこうという意欲を高める

ことを目指している。その他、社会教育の一環として、社会人向けの英会話教室を各地区

で実施しているとの答弁がありました。 

 また、委員から、学校教育ＩＣＴ活用事業として、年間３，５６４万円で市内各小・中

学校にタブレット型パソコンを整備しているが、その効果についての質疑がありました。

理事者からは、タブレットの機能を十分生かし、デジタル教科書等と組み合わせて活用す
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ることで、学習課題を明確につかみ、主体的に学習に取り組めるような授業を展開してい

る。動画や写真の撮影機能や、自分がノートに書いた考え方を瞬時に電子黒板等に映し出

すことで、考え方の比較や共有もでき効果的な学習となっており、充実した調べ学習また

共同学習が実施され、学習意欲の向上にもつながっているとの答弁がありました。 

 次に、産業経済部、農業委員会の審査において、委員から、地方創生加速化交付金を活

用した事業について質疑がありました。理事者からは、販路拡大戦略策定基礎調査業務と

して徳島大学に委託し、販路拡大に向けた市場調査及び農業関係者、消費者へのアンケー

トを実施、また、第１次産業関連事業設置整備等補助金として、新たなブランド品目を開

発するため設置したビニールハウスの補助等を行っている。今年度は、徳島大学に委託し

た調査内容や農業者等から聞いた意見を踏まえて、第２次農業振興計画を策定するとの答

弁がありました。 

 後に、建設部の審査において、委員から、老朽危険空き家除却支援事業補助金の内容

と廃棄に係る費用について質疑がありました。理事者からは、平成２８年度において対象

が３件あり、総計対象床面積が１１０．９３平方メートル、対象事業費が１９９万６，７

４０円、補助額が１５９万５，０００円となっている。個々の対象事業費は、所有者の異

なる長屋であったため、総除却費用を対象床面積で案分した額を申請額として受け入れ

し、申請者に対して補助金を交付した。空き家の解体に伴う廃棄物の処分費については、

構造及び規模等によって違いがあるが、過去の実績から対象事業費の２１％から３３％程

度の幅で推移しているとの答弁がありました。 

 以上、決算審査特別委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで決算審査特別委員会委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 以上で各常任委員会、決算審査特別委員会委員長の報告を終わります。 

 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。 
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 議案第４８号平成２８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５６号

平成２８年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの計９件を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は認定でございます。 

 各委員長の報告のとおり認定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、議案第４８号から議案第５６号

までの９件は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第５７号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についてから議案

第５９号平成２９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）についてまでの計３件

を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定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、議案第５７号から議案第５９号

までの３件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について及

び議案第６１号阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例の一部改正について、

この２件を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定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、議案第６０号及び議案第６１号

の２件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号阿北火葬場管理組合規約の変更について及び議案第６３号阿波市と

阿北火葬場管理組合との間における火葬場及び霊柩車の使用許可及び使用料の徴収に関す

る事務の委託に関する規約の制定についての２件を一括採決いたします。 

 委員長の報告は可決です。 

 委員長の報告どおり決定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、議案第６２号及び議案第６３号
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の２件は原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める請願を採択

いたします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告どおり採択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、請願第１号は採択とすることに

決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 議案第６４号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１９ 議案第６５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２０ 議案第６６号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２１ 議案第６７号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２２ 議案第６８号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２３ 議案第６９号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２４ 議案第７０号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２５ 議案第７１号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２６ 議案第７２号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２７ 議案第７３号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２８ 議案第７４号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２９ 議案第７５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３０ 議案第７６号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３１ 議案第７７号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３２ 議案第７８号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３３ 議案第７９号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３４ 議案第８０号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３５ 議案第８１号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３６ 議案第８２号 農業委員会委員の任命について 

○議長（江澤信明君） 日程第１８、議案第６４号農業委員会委員の任命についてから日

程第３６、議案第８２号農業委員会委員の任命についてまでの計１９件を議題といたしま
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す。 

 木村松雄君。 

○１３番（木村松雄君） １３番木村松雄でございます。 

 議案第６４号農業委員会の任命の件につきまして、発言の許可をお願いいたしたいと思

います。 

○議長（江澤信明君） 木村松雄君。許可いたします。 

 小休。 

            午前１０時３０分 休憩 

            午前１０時３３分 再開 

○議長（江澤信明君） 再開いたします。 

 木村松雄君。 

○１３番（木村松雄君） ただいま議長の許可をいただきましたので、農業委員会委員の

任命につきましての発言をいたしたいと思います。 

 そしてまた、ただいまは議長の寛大な処置に感謝を申し上げます。 

 今回の農業委員の任命につきましては、ご承知のように従前の選挙制度から市長の任命

制度に移行したという中での初めての農業委員任命の議案が、この後提出されておりま

す。それで、私が申し上げたいのは、阿波市はご承知のように農業が基幹産業でございま

す。そして、それぞれ東西２０キロの阿波市の農業地域の中で、１９人の農業委員の皆さ

んが、均衡のとれた配置、配属ができているかということに関しまして、この後提出され

ます１９人の方を見てみますと決して均衡のとれた配置とは言いがたい、そういう状況か

と思われます。 

 それで、この件につきまして、吉野町のほうでも空白の地域がある、また、ほかの市場

のほうでも空白地域があるといったことに対して、市長はどのような見解を持っておられ

るのか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（江澤信明君） 小休。 

            午前１０時３５分 休憩 

            午前１０時３８分 再開 

○議長（江澤信明君） 再開いたします。 

 それでは、これの審査委員長である副市長のほうから、先ほどの木村議員の質疑に対し

ての答弁を求めます。 
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 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、木村議員のこれから提案す

る農業委員会の任命についてお答えさせていただきます。 

 木村議員もおっしゃるように、これから説明する農業委員会の任命という議案は、法改

正後初めての阿波市の農業委員会の人事案件であります。 

 この人選におきましては、ホームページ等でもアップしておりますように、１９名の阿

波市の定数に対して３７名の応募がございました。そういった中で、阿波市の中をまず小

学校区単位１０カ所で考えていって、私が候補者評価委員会の委員長を務めましたが、私

も含めて６名の者で、適正、公平な結果になるように、精いっぱい回を重ねて努力をして

まいりました。そういった中で、先ほども申しました１０のブロックに分けて、１９人の

配置の選任を行ったということで、こういった過程において、まず 初に選定基準を定め

ました。選定基準なしには選定できないということで、そういった基準をいろんな情報を

収集しながら、県にも尋ね、そういった基準の中で配置をしたというところでございま

す。 

 それで、その過程においては、１次審査の点数において評価し、２次審査において６名

の委員でいろんな部分も、地域性とか熱意、いろんなことを加えまして、 終的に１９名

を選任して、議員も申されたように、どの地域、地域と言いながら、先ほど申しました小

学校区単位のようなもとで、精いっぱい選んだ結果をこれから市長のほうから提案するん

ですけど、こういった中で、３７名の方が立候補しておりますので、１９名に選任すると

いうことは、いろんな思いで応募しておりますので、いろんなご意見もあろうかと思いま

すが、委員会といたしましては、精いっぱい公平、公正に行えるように案をこしらえまし

て、市長のほうに答申したということでございますので、ご理解のほどをよろしくお願い

します。 

○議長（江澤信明君） 木村松雄君。 

○１３番（木村松雄君） ただいま審査委員長の町田副市長から答弁いただいたんです

が、私の聞いておる答弁ではちょっとなかったかなと思いますが、副市長が申されました

ように、１９人の定数に対しまして３７人という応募があって、非常に議論に議論を重ね

て１９人を選定したということでございますが、これから阿波市の農業振興をしていく中

でも、やはり均衡のとれた農業委員の配属、配置というものが、絶対必要不可欠となると

私は思っておりますので、今回は議案としてこの後すぐ市長が提案されるように予定され
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ておりますので、次の機会には、地域性というのも 大限考慮しまして、そういう選定方

法をとるよう改善をしていただきたいなとこのように思っております。強く要望をしてお

きます。 

 以上で終わります。 

○議長（江澤信明君） それでは日程第１８、議案第６４号農業委員会委員の任命につい

てから日程第３６、議案第８２号農業委員会委員の任命についてまでの計１９件を議題と

いたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、本日追加提案いたしておりま

す議案第６４号から議案第８２号の農業委員会委員の任命につきまして提案理由の説明を

申し上げます。 

 農業委員会委員の任命につきましては、平成２９年９月３０日をもって任期満了となり

ますので、平成２８年４月１日に施行されました農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定によりまして、農業委員会の委員として任命いたしたく議会の同意をお願いするも

のでございます。 

 初に、議案第６４号につきましては、住所は阿波市吉野町西条字中小路８５番地１、

氏名は野口邦子、生年月日、昭和２６年１０月１日生まれでございます。 

 次に、議案第６５号につきましては、住所、阿波市吉野町柿原字小笠前４４１番地、氏

名、阿部雅信、生年月日は昭和３６年１０月１０日生まれでございます。 

 次に、議案第６６号につきましては、住所、阿波市吉野町柿原１丁目１７６番地２、氏

名、北尾勝男、生年月日、昭和１６年９月２４日生まれでございます。 

 次に、議案第６７号につきましては、住所、阿波市土成町高尾字はざま１５２番地、氏

名、稲井信、生年月日、昭和１９年１０月７日生まれでございます。 

 次に、議案第６８号につきましては、住所、阿波市土成町吉田字一の坂５５番地、氏

名、山村新二、生年月日は昭和３０年９月７日生まれでございます。 

 次に、議案第６９号につきましては、住所、阿波市土成町成当４７６番地、氏名、柏木

徳幸、生年月日は昭和２５年６月２４日生まれでございます。 

 次に、議案第７０号につきましては、住所、阿波市土成町土成字南原１４０番地、氏

名、土井君江、生年月日は昭和２６年４月１９日生まれでございます。 
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 次に、議案第７１号につきましては、住所、阿波市市場町切幡字神ノ木２５番地１、氏

名、妹尾敬治、生年月日、昭和２６年１１月１９日生まれでございます。 

 次に、議案第７２号、住所、阿波市市場町大野島字天神５０番地、氏名、上野克彦、生

年月日は昭和３９年２月２０日生まれでございます。 

 次に、議案第７３号につきましては、住所、阿波市市場町市場字岸ノ下１１１番地１、

氏名は秋山廣、生年月日は昭和２６年３月５日生まれでございます。 

 次に、議案第７４号につきましては、住所、阿波市市場町興崎字北分１３７番地、氏

名、松本勝、生年月日は昭和１９年３月１５日生まれでございます。 

 次に、議案第７５号につきましては、住所、阿波市市場町大俣字行峯２８２番地、氏

名、大村敏信、生年月日は昭和２４年１月１５日生まれでございます。 

 次に、議案第７６号につきましては、住所、阿波市市場町大影字相栗４６番地、氏名、

古本義春、生年月日は昭和２５年１１月２１日生まれでございます。 

 次に、議案第７７号につきましては、住所、阿波市阿波町谷島北１７７番地、氏名、富

澤公一、生年月日は昭和２４年１２月７日生まれでございます。 

 次に、議案第７８号につきましては、住所、阿波市阿波町北ノ名７０番地１、福田忠

利、生年月日は昭和２３年６月２５日生まれでございます。 

 次に、議案第７９号につきましては、住所、阿波市阿波町西ノ岡１２３番地、氏名、美

馬茂、生年月日は昭和２８年６月２８日生まれでございます。 

 次に、議案第８０号につきましては、住所、阿波市阿波町小倉４１番地、氏名、岡島義

廣、生年月日は昭和２４年１１月９日生まれでございます。 

 次に、議案第８１号につきましては、住所、阿波市阿波町十善地１８１番地、氏名、原

田裕浩、生年月日は昭和３０年４月１日生まれでございます。 

 次に、議案第８２号につきましては、住所、阿波市阿波町医王寺２６５番地１、氏名は

十川幸利、生年月日は昭和２８年６月１９日生まれでございます。 

 以上、１９名の皆様方は、地域の実情に精通し識見にすぐれておりまして、農業委員会

委員として適任者であると考えますので、議会の同意を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。なお、任期は平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日までの３年間と

なります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 説明が終わりました。 
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 これより日程第１８、議案第６４号農業委員会委員の任命についてから日程第３６、議

案第８２号農業委員会委員の任命についてまでの質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで議案第６４号から議案第８２号に対する質疑を終結いたします。 

 議案第６４号から議案第８２号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会の付託を省略いたしたいと思いますが、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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６４号から議案第８２号

は委員会の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。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議案ごとに採決いたします。 

 議案第６４号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６４号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６５号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６６号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６６号は原案のとおり同
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意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６７号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６８号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６８号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６９号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第６９号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７０号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７０号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７１号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７１号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７２号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７２号は原案のとおり同
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意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７３号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７３号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７４号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７４号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７５号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７６号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７６号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７７号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７８号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７８号は原案のとおり同
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意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７９号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第７９号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８０号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第８０号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８１号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第８１号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 後でございます。 

 次に、議案第８２号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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、議案第８２号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３７ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（江澤信明君） 日程第３７、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、本日追加提案いたします諮問

第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて提案理由の説明を申し上げま
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す。 

 現阿波市人権擁護委員の西村久江氏が平成２９年１２月３１日をもちまして任期満了と

なりますが、引き続き人権擁護委員として選任したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定によりまして議会の意見を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市吉野町西条字東須賀１４８番地１、氏名、西村久江、生年

月日は昭和２３年７月２日生まれでございます。任期は、平成３０年１月１日から平成３

２年１２月３１日までの３年間となります。 

 西村氏は、温厚誠実な人柄で、地域住民からの信望も厚く、本市人権擁護委員として適

任者であると考えておりますので、議会のご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げ

まして、提案理由の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 説明が終わりました。 

 これより日程第３７、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

の質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。 

 これで諮問第２号に対する質疑を終結いたします。 

 諮問第２号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略した

いと思いますが、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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、諮問第２号は委員会の付託を省

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。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを原案のとおり適任と

して答申いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、諮問第２号は原案のとおり適任

として答申することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３８ 発委第１号 大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める 

              意見書について 

○議長（江澤信明君） 日程第３８、発委第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介

護の実現を求める意見書についてを議題といたします。 

 提案者の趣旨説明を求めます。 

 松村幸治君。 

○文教厚生常任委員長（松村幸治君） ただいま議長の許可をいただきましたので、大幅

増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める意見書について、趣旨説明をいたし

ます。 

 なお、意見書を読み上げまして説明とさせていただきます。 

 大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める意見書案。 

 長寿世界一を誇る日本の医療は、長年にわたる社会保障費の抑制政策のもとでも、医

師、看護師などの懸命な努力によって支えられてきた。しかし、医療介護の現場は長時間

過密労働に加え、医療技術の進歩、医療安全への期待の高まり、入院、入所者の高齢化と

介護度の重度化で、医師、看護、介護職員などの労働環境はかつてなく厳しさが増し、離

職者も多く深刻な人員不足になっている。特に深刻な夜勤交替制勤務に従事する医師、看

護師、介護職員などの労働条件を抜本的に改善し、人員を大幅にふやすことは待ったなし

の課題である。医療、社会保障予算を先進国並みにふやし、国民、県民が安心して暮らし

ていける制度が必要である。国、県の責任で、安全で行き届いた医療、看護、介護の拡充

を図るための対策を講じられるよう次の事項について強く要望する。 

 １、医師、看護師、医療技術職、介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善

すること。 

 （１）１日８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜

勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること。 

 （２）夜勤交替制労働者の労働時間を短縮すること。 

 （３）介護施設などにおける１人夜勤を早期に解消すること。 

 ２、安全・安心の医療、介護を実現するため、医師、看護師、医療技術職、介護職を増
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員すること。 

 ３、患者、利用者の負担軽減を図ること。 

 ４、地域の実情に応じた医療提供体制を確保すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２９年９月２６日、徳島県阿波市議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、徳島県

知事。 

 議員各位の賛同を賜り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。よろしくお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） 説明が終わりました。 

 これより日程第３８、発委第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求

める意見書についての質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 質疑なしと認めます。これで発委第１号に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 発委第１号大幅増員と夜勤改善で安全安心の医療介護の実現を求める意見書についてを

採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定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、発委第１号は原案のとおり可決

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３９ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（江澤信明君） 日程第３９、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査

についてを議題といたします。 
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 お手元に配付いたしてあります申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申し

出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査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、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 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、市長からご挨拶があります。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、平成２９年第３回定例会の閉

会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 初に、台風関係についてご報告申し上げます。 

 ９月１７日に大型の台風１８号が四国に上陸、徳島県を縦断し、県内のほぼ全域が暴風

域に入りました。激しい風雨に見舞われました。 

 この台風によりまして、全国各地で集中豪雨や暴風による被害が発生いたしました。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

まして心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。 

 本市では、午前７時３０分に災害対策本部を設置しまして、消防団を初め各種防災関係

機関との連携を図りながら、避難勧告の発令など的確な情報発信と災害防止の対応に努め

ました。その結果、市内の１，５１７世帯２，６９６人に避難勧告を発令し、６世帯６名

の方が土成コミュニティセンターなどへ避難されたところでございます。 

 今後とも、市民生活の安全・安心を守るため防災力の強化に努めるとともに、水害防止

に向けてより一層の対策強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、交通安全対策についてであります。 

 先月、徳島自動車道におきまして重大事故が発生し、また今月２日から１０日のわずか

９日間に、徳島県下におきまして交通死亡事故が３件発生したことによりまして、今月１

１日から２０日まで交通死亡事故多発警報が発令されるなど、非常に憂慮すべき状況にご

ざいます。 

 このように、交通安全に対して意識が高まっている中、今月２１日から秋の全国交通安
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全運動が実施されておりました。昨日、阿波吉野川警察署阿波庁舎におきまして、交通事

故が多発する県道鳴門池田線の交通事故の抑止を図り、運転者の交通安全に対する意識を

高めていくための街頭啓発活動を行いました。 

 次に、運転免許更新センター誘致についてであります。 

 ２２日の市議会全員協議会におきまして、旧阿波市庁舎の利活用につきまして本市の構

想をご説明させていただきました。 

 その中で、運転免許更新センターの設置は、更新免許の即日交付が可能になるなど、市

民の利便性や地域の活性化につながることから、今後も早期の決定に向けまして取り組ん

でまいりますので、引き続き議員各位のご理解、ご協力のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

 さて、今議会は、９月５日に開会以来、本日まで２２日間にわたりまして慎重なご審議

を賜り、提出いたしました各議案等につきまして、全て原案どおりご決定をいただき、ま

ことにありがとうございました。今議会において賜りました貴重なご意見、ご提言につき

ましては十分検討し、今後、市政の運営に生かしてまいりたいと考えております。 

 厳しかった残暑も幾分和らぎ、朝夕の冷気が心地よい季節となってまいりました。議員

各位におかれましては健康には十分ご留意をいただきまして、引き続き市勢発展のためご

活躍いただきますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていた

だきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（江澤信明君） これで本日の会議を閉じます。 

 平成２９年第３回阿波市議会定例会を閉会といたします。 

            午前１１時１３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。 

 

            議     長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 
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