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② 阿波清風会 松村　幸治

③ 志政クラブ 森本　節弘
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順番 議席番号 氏　　名

① 7番 吉田　　稔

② 6番 藤川　豊治

③ 3番 川人　敏男

④ 4番 樫原　　伸

⑤ 10番 松永　　渉

⑥ 12番 樫原　賢二

⑦ 13番 木村　松雄

⑧ 2番 笠井　一司

⑨ 20番 稲岡　正一



平成２９年第４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．情報セキュリティ対策

　(1) 情報漏えい防止

　(2) 職員研修の徹底

　(3) ウイルス対策

２．公共施設について

　(1) 省エネルギー化に向けての取組

2 松村 幸治 阿波清風会 １．吉野支所周辺の周辺整備による活性化（吉野ウォー

　　ターパークの改修）について

　(1) 現在の状況及び今後の運営について

２．庁舎・アエルワ周辺の駐車場不足について

　(1) 現在の庁舎やアエルワ周辺の駐車場の台数だけで

　　は緊急時には十分対応できないと思うが、いかがお

　　考えか。

３．阿波町の旧庁舎を利用しての子育て支援センターの

　開設について

　(1) 設置、運営にあたり、どのような構想をもってい

　　るのか。

　(2) 運転免許センターとの併設となり、他市町村から

　　の来客も増加が想定される為、子どもの一時預かり

　　的な事を考えてみてはいかがか。

3 森本 節弘 志政クラブ １．阿波市水道事業について

　(1) 阿波市上水道計画・ビジョンについて

　(2) 水道課組織・体制・機能について

　(3) 課から局へ組織強化の考えについて

２．徳島自動車道機能強化について

　(1) 徳島自動車道四車線化早期実現に向けた政策提言

　　について

　(2) 阿波スマートインターチェンジ設置について

３．合併特例債発行について

　(1) 特例債の発行額をあとどのぐらい見込んでいる

　　のか。

　(2) 発行期限は延長できないのか。



平成２９年第４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 7番 １．農業振興について

吉田 　稔 　(1) 平成３０年度よりコメの生産調整（減反）が廃止されるが、

　　阿波市の対応はどうされるのか。

２．教育振興について

　(1) 阿波市では早くから小学校での英語活動に取り組み、英語

　　講師や学力推進講師を市単独で採用し、夏季休暇も短縮して

　　学力向上に努力されているが、成果の程はどうなっているか。

　(2) ２期目になった教育長の所信を伺いたい。

３．ふるさと納税について

　(1) ふるさと納税の市財政に対する効果と返礼品を含めた経済

　　波及効果はどの程度か。

　(2) 今後の方針は。

2 6番 １．平成３０年度予算（案）について

藤川 豊治 　(1) 市民の暮らしを守る予算（案）について

　(2) 阿波市の農業政策について、平成２９年度のブロッコリーの

　　うね立機の補助が打ち切られた事について

　(3) 阿波市の国民健康保険税について

２．吉野川北岸用水について

　(1) 阿波市の中山間地の農家は用水の高い賦課金に苦しんでい

　　る。

　(2) 吉野川北岸用水を香川用水のように多目的用水にしては。

３．志度・山川線の改良整備事業について

　(1) 毎年少しずつで一向に完成しない。見通しについて。

3 3番 １．中央広域環境センターの改築について

川人 敏男 　(1) 建設候補地の絞り込み・選定についての方策を伺いたい。

　(2) 建設スケジュールを伺いたい。

　(3) 事業の推進体制をどのように構築するのか、伺いたい。

　(4) 吉野川市との関係がこのところギスギスしていますが、信頼

　　感を回復するために、何らかの手を打っているのか。

２．土柱観光について

　(1) 休憩施設等の機能を持つ観光案内所の設置を提言する。

　(2) 土柱の湯の奥に、オートキャンプ場及び花木園の整備を提言

　　する。

4 4番 １．三木武夫元首相生家の再生について

樫原 　伸 　(1) 阿波市が生んだ偉人、三木武夫の思いを受け継ぎ未来に残

　　す。学び、発信、交流の場としてはどうか。

２．阿波市の教育について

　(1) 英語教育の課題について　



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

３．阿波市農業振興について

　(1) 中山間地農業への取り組み

　(2) 農業委員会改革により役割はどのように変わったのか。

　(3) 土成町まるごと農村公園構想について

5 10番 １．新地方公会計について

松永 　渉 　(1) 財務諸表の公表について

　(2) 税金の免除・交付税措置を行政経営上どう考えているか。

　(3) 受益者負担３．６％について

　(4) 人件費比率１８％について

　(5) 純資産比率７２％について

２．行政改革について

　(1) 財政効果額減少への対応と今後の財政効果額の目標

　(2) 人件費削減計画について

　(3) 内部管理経費対策について

　(4) 電子市役所の推進による行政経費削減策

３．職員派遣について

　(1) 目的・手法・成果について

　(2) 財源・費用対効果・公正・公平性の担保について

6 12番 １．阿波病院との連携強化について

樫原 賢二 　(1) 阿波病院の医療体制を含む現状について

　(2) 吉野川医療センターとの連携について

　(3) 今後、市の取り組み方針について

２．台風時の対策について

　(1) 鶯谷樋門の排水能力向上について

３．阿波市内の堤外に放出する樋門及び排水機場に音声告知機設置

　要望について

　(1) 国土交通省が所有し、市へ業務委託されている１０施設、

　　国土交通省から移管を受け、直接管理している７施設、国土

　　交通省管理であり、県が業務委託を受けている７施設の合計

　　２４施設への音声告知機の設置要望について

7 13番 １．魅力ある阿波市の施策について

木村 松雄 　(1) 市長に就任なって７か月になるが、その間どのような施策に

　　力点をおいてこられたのか。

　(2) 本市の人口増に向かっての市長の施策は。

２．阿波市の空家対策について

　(1) 現在の空家対策について

　(2) 今後のスケジュールについて

　(3) 空家・適正管理についての総括

３．水道施設について

　(1) 土成町への送水管埋設工事の進捗状況は。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

8 2番 １．市道の維持管理について

笠井 一司 　(1) 道路の舗装が至るところで老朽化しており、改修が急がれ

　　る。新年度予算において増額するなど積極的に対応していただ

　　きたい。

２．旧阿波町庁舎の改修について

　(1) 旧阿波町庁舎の改修のスケジュールについて伺いたい。

　(2) 旧阿波町庁舎は著名な建築家増田友也氏の設計になるもの

　　で、価値のある建築物だ。改修にあたってはできる限り増田氏

　　の建築の構想や意匠などの特徴を残し、文化的な資産・観光資

　　源として活かし、活用していくべきだと思うが、考えを伺い

　　たい。

３．地域公共交通活性化について

　(1) 地域公共交通活性化協議会の進捗状況を伺いたい。

　(2) 将来的な課題として公共交通機関の自動運転バスや個人の

　　自動運転による地域交通の整備を検討してはどうか。

４．認定こども園保育料の無料化について

　(1) 今後進められる認定こども園の改革により、経費の削減が

　　進められると思うが、どのくらいの経費削減が見込まれるか。

　(2) 国は保育料の無料化を打ち出しているが、阿波市も認定こ

　　ども園の改革による経費削減を還元することで、保育料の無料

　　化をより積極的に進めてはどうか。

9 20番 １．金清問題について

稲岡 正一 　(1) 今後どのように整備して進めるのか。

２．末広古田線の県道から南進について

　(1) 中央橋から阿波病院までの堤防の拡幅が出来たら南進を行う

　　と言っていたが、その後どうなっているのか。

３．農免道路の植木の整備について

　(1) 前市長の野崎さんより市民一人当たり１本で約４万本を目標

　　に植えるとの事でしたが、その後どのように進めているのか。

４．市長は阿波市の将来図をどのように描いているのか。

　(1) 人口減少時代に向かって急激な変化をしていくと思うが、

　　阿波市の将来をどのように考えておられるのか。


