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            午前１０時００分 開会 

○議長（出口治男君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成２６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。 

 最初に、議長関係会議の概要を報告申し上げます。 

 去る２月４日、東京都市センターホテルにおいて全国市議会議長会第１０７回議員共済

会代議員会が開催され、笠井副議長と出席いたしました。代議員会では、平成２５年度上

半期経理状況及び監査結果並びに平成２６年度事業計画及び予算案についてと地方議会議

員の被用者年金制度への加入要望案について審議いたしました。 

 次に、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年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。 

 次に、各種会合についてご報告申し上げます。 

 本年１月２日に平成２６年阿波市成人式、１月３日に徳島駅伝阿波市選手団出陣式及び

４日から６日までの３日間、市長、教育長とともに応援に参りました。６日には解団式も

あり出席いたしました。今回、阿波市は１２位と前回より１つ順位を落としましたが、選

手の皆さんの健闘には目をみはるものがありました。 

 １月７日には徳島中央広域連合消防出初め式、１月１２日には阿波市消防団出初め式、

１月１７日には阿波市商工会新年祝賀会、また１月２８日には四国土砂防災ネットワーク

議員連盟徳島県内関係市町村研修会にも出席いたしました。 

 その他といたしましては、１月２４日に市場小学校において学校給食試食会があり、議

員の皆さんと出席しております。 

 以上の件の詳細につきましては、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧

ください。 

 次に、監査委員から、平成２５年１１月、１２月、平成２６年１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。関係書類を議会事務局に保管し

ていますので、ご高覧ください。 

 次に、教育委員会から、平成２４年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行
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の状況についての点検及び評価に関する報告の提出があり、お手元に配付しております。

詳細につきましては、事務局に保管してありますので、ご高覧ください。 

 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、ご報告し

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 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す。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（出口治男君） 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、１３番岩本雅雄君、１４番池光正

男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（出口治男君） 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３日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果につ

いて委員長の報告を求めます。 

 吉田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉田 正君） おはようございます。 

 ただいま議長より指名がありましたので、議会運営委員会の協議の結果についてを報告

申し上げます。 

 平成２６年第１回阿波市議会定例会運営協議のため、２月３日午前１０時から第１委員

会室において、正副議長及び委員７名、理事者側から市長、副市長、政策監、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、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１０日月曜

から３月３日月曜日までの２２日間に決定をいたしました。 

 なお、議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は行政報

告、提出議案の説明を予定しております。午後１時から全員協議会が予定されておりま

す。 

 ２月１９日水曜日の本会議は、午前１０時に開会いたしまして代表質問、一般質問を予
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定しております。２月２０日木曜日も午前１０時に開会し一般質問、２月２１日金曜日も

午前１０時に開会、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、２月２４日月曜日午前１０時から総務常任委員会、２月２５日火曜日午前１０時

からは文教厚生常任委員会、２月２６日水曜日午前１０時から産業建設常任委員会、午後

３時からは全員協議会を予定しております。 

 次に、３月３日月曜日午前１０時からは本会議を開会し、各常任委員会委員長報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、２月１２日水曜日の正午となっ

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お願い申し上

げます。議会運営委員長報告といたします。 

○議長（出口治男君） 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３日までの２２日間とすることにご異議あり

ませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（出口治男君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から３月３日までの２

２日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（出口治男君） 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、平成２６年第１回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましてはご多忙にもかかわりませずご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 最初に、新年度予算を中心に、市政の重要課題などについてご報告申し上げ、議員各位

を初め、市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、平成２６年度当初予算についてであります。 

 国の平成２６年度予算の基本方針においては、中期財政計画などに基づき、引き続き民

需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目指し、施策の優先順位を洗い直し、
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未来への投資や暮らしの安全・安心の確保など、経済成長に資する施策などを重点化する

とされています。 

 また、政府は好循環実現のための経済対策として、消費税率の引き上げによる景気の下

振れリスクに対応するとともに、持続可能な経済の成長につなげるため、総額５兆４，６

５４億円の平成２５年度補正予算が成立したところであります。 

 次に、地方財政への対応として、地域経済の活性化に取り組みつつ、安定的に財政運営

を行うことができるよう、地方交付税などの一般財源総額について、社会保障の充実など

を含め、平成２５年度の水準を相当程度上回る額を確保するよう配慮されております。 

 このような状況を踏まえ、本市の平成２６年度の当初予算編成におきましては、阿波市

が誕生して早くも１０年目を迎えようとしている今、新たなステージへ向けたステップア

ップを図る段階に来たという認識に立ち、市民の参画を得て、安全・安心なまちづくり、

夢、希望、きずなのあるまちづくり、将来に向けた阿波市らしいまちづくりの実現のため

の予算としております。 

 予算規模について申し上げますと、歳入歳出総額が１９７億５，７００万円であり、前

年度と比較して１億５，０５０万円の増加、伸び率では０．８％の増加としております。 

 また、７件の特別会計については、総額で９９億４，６９３万７，０００円であり、前

年度に比べ１億３，４２２万９，０００円、率にして１．４％の増加となっております。 

 次に、一般会計の主な事業についてであります。 

 まず、１点目として、先ほども少し申し上げましたが、平成２６年度は阿波市が誕生し

てから１０年目を迎えると同時に、新庁舎及び交流防災拠点施設、そして学校給食センタ

ーの落成という節目を迎えます。この節目を迎えるに当たり、新市誕生までの歴史と１０

年間の歩みを振り返り、阿波市の魅力を内外に発信し、市民の皆様の愛着心を育むととも

に、未来に向けた新たな阿波市の創造に向け、決意を新たにするため、阿波市市制施行１

０周年記念事業として、記念式典などの各種行事を２カ年かけて市民と協働で行います。 

 ２点目として、新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事についてであります。 

 現在の建設工事の進捗状況といたしましては、建物本体工事につきましては免震装置の

据えつけ工事も年明け早々に終わり、現在は免震上部の１階床部分のコンクリート打設作

業に入っております。今後、３月にかけては建物上部の鉄骨の組み立て工事、柱及びはり

工事に着手していく予定となっております。 

 また、４号調整池の工事につきましては、階段、床、スロープ部分のコンクリート打設
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も終わり、本体工事は完成いたしました。あとは、手すりの設置など一部付属工事を残す

のみとなっております。 

 このように、平成２７年１月からの供用開始を目指し、着々と建設工事は進んでおり、

これに向け、今議会において、新庁舎及び交流防災拠点施設の建設に伴う関係条例の整備

を図るため、関連する条例の一部改正及び制定の議案を提出しておりますので、ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 ３点目として、安全・安心のまちづくりの防災体制の充実として、本年１月１５日に、

南海トラフ沿いで起きる巨大地震の発生確率について新たな長期評価が公表されました。

長期評価では、今後３０年以内にマグニチュード８以上の地震が起こる確率を、これまで

の６０％から７０％を７０％程度に高めており、巨大地震はいつ起きても不思議でない状

況であります。 

 このような災害に適確に対応するためには、いち早く情報収集や分析、市民への情報提

供、災害対策の決定や指示など、一元的かつ迅速に行うことが求められております。 

 このようなことから、新庁舎に災害対策本部室を設置し、情報をリアルタイムで確認で

き、災害時の司令塔としての役割を果たせるよう整備してまいりたいと考えております。 

 また、市民みずからが災害に立ち向かうためには、自分たちの住んでいる地域は自分た

ちで守るといった地域での助け合い、まさに共助の精神が重要であります。 

 このため、自主防災組織の結成やその育成、さらには自主防災組織の連合体の組織化

を、現在推進しているところであります。加えて、防災活動のかなめともなるこれらの組

織の結成や活動、またその推進を図るためには、地域における防災リーダーの育成が何よ

り重要であると考えております。消防団を初め、地域の防災活動に意欲のある方に、防災

に関する実践的な知識や技能を有する防災士の資格を取得していただき、地域の防災力向

上に向けたリーダーとしてご活躍いただけるよう、新年度から防災士の資格取得の経費の

一部を助成することといたしております。 

 ４点目として、本市の基幹産業である農業と食育をあわせた阿波市らしい４，０００人

のレストランと位置づけしております学校給食センター建設事業は、本年７月に完成の予

定となっております。新施設では、地産地消、食育に配慮した阿波市らしさを生かすとと

もに、調理配送業務について民間のノウハウを導入し、より豊かな学校給食が提供できる

よう民間委託を実施することといたしております。 

 また、おむすび成形機を導入し、米飯給食のメニューの一つとしてでなく、災害発生時
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には食料供給手段として、市内避難所はもとより、隣接する防災拠点施設までヘリポート

を通じ、近隣市町村等への後方支援としてもおむすびの提供ができるよう体制を整えま

す。 

 ５点目として、少子化対策として、一昨年国において制定された子ども・子育て関連３

法により、本市におきましても昨年阿波市子ども・子育て会議を設置し、家庭や地域で子

育てに夢を持ち、かつ次代を担う子どもたちを安心して出産し、育てることができるシス

テムの構築に鋭意取り組んでいるところであります。 

 ６点目として、やすらぎ空間整備事業として植樹事業を継続して実施いたします。 

 この事業は、平成２４年度から２８年度までの５カ年間の継続事業で、大規模農道沿い

に３つのエリア、１つはふれあいゾーン、２つ目はもてなしゾーン、３つ目は健康ゾーン

を選定いたしまして整備してまいります。 

 まず、西のふれあいゾーンは、阿波土柱の湯、土柱そよ風ひろば、世界３大奇勝の一つ

であります阿波の土柱周辺の既存観光施設を活用した「人と人がふれあう、やすらぎ空

間」として、次に中間点のもてなしゾーンは、全国ため池百選に選ばれた金清１号、２号

池のある金清自然公園と新庁舎周辺において、新庁舎や交流防災拠点施設の完成に伴い訪

問者の増加が予想されますことから、観光客をもてなす「おいでなして阿波市へ、おもて

なし空間」として、東の健康づくりゾーンにつきましては、宮川内谷川河川公園、グラウ

ンドゴルフ場や新たに健康と癒やしを意識した整備を計画し、宮川内谷川の自然に触れ、

健康づくりの場となる「歩こう・健康づくりの空間」として、３つのエリアを拠点として

重点整備してまいります。 

 平成２５年１２月にＪＲ四国のご協力をいただき、「ふるさと四国再発見」と題し、世

界の奇勝、阿波の土柱ウオークと、土柱周辺での桜や紅葉などの植樹を行っております。

また、２月下旬にはボランティア協会、老人クラブ、婦人会、地元自治会などなどの協力

をいただき、沿線約６００メートルの植樹を予定しているところです。新年度において

も、引き続き計画的に実施してまいります。 

 平成２６年度においても、行財政改革を着実に推進しながら、市の将来を見据えた農業

の振興、商工観光の振興、道路網、教育環境、地域福祉の充実、子育て支援の充実などを

計画的に推進し、魅力あるまちづくりに邁進してまいりたいと考えておりますので、ご理

解、ご協力、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、組織機構の改革についてであります。 
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 平成２６年度は、合併から１０年目を迎え、また新庁舎の完成という節目の年を迎えま

すが、これにあわせ、新たな未来の阿波市づくりに向けた企画、政策力及び部局間連携な

どの調整力を重視した体制の整備や、厳しい行財政状況の中で、より効率的で住民ニーズ

に的確に対応できる組織体制の整備を図るため、阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例

の整理に関する条例について一部改正をお願いするものであります。 

 次に、新春の阿波路を駆け抜けた第５９回徳島駅伝についてであります。 

 年明けの１月４日から６日の３日間で開催され、阿波市チームは９回目の参加となりま

すが、昨年２月からの合同練習などの強化策によりチームが一丸となり、総合順位で１２

位と大健闘されました。監督、コーチを始め、力走した選手に敬意を表しますとともに、

沿道から力強い応援を送ってくださいました市民の皆様にお礼を申し上げますとともに、

来年以降に向けてさらなる飛躍を遂げてくれるものと期待する次第であります。 

 次に、去る１月２４日、市場小学校において、保護者や農業関係者など約１００人の参

加のもと、学校給食の試食会が開催されました。本年７月に完成を迎える新学校給食セン

ターでは、食育と地産地消、農業振興に向け、本市でとれる安全・安心で新鮮な農産物を

積極的に利用した給食を、平成２６年９月から市場、阿波の小・中学校に、平成２７年４

月から市内全域の幼稚園、小・中学校へ提供する予定としておりまして、本格導入に向け

た試験的な取り組みを行ったところであります。 

 次に、同日の２４日、香川県の高松市におきまして、四国地方整備局主催による四国防

災トップセミナーが開催されました。「南海トラフ巨大地震に立ち向かう」をメインテー

マとして、高知県黒潮町、大西町長の南海トラフ巨大地震に対する取り組みや、岩手県の

遠野市、本田市長の遠野市の沿岸被災地後方支援の基調講演の後、意見交換を行ったとこ

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ご挨拶と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２５年度阿波市一般会計補正予算（第５号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第 ２号 平成２５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２５年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 
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               号）について 

  日程第 ７ 議案第 ４号 平成２６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２６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２６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２６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２６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２６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２６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２６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２６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 阿波市役所の位置を定める条例等の一部を改正する条例 

               の制定について 

  日程第１７ 議案第１４号 阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例の 

               制定について 

  日程第１８ 議案第１５号 阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する 

               条例の制定について 

  日程第１９ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理 

               に関する条例の制定について 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市職員の高齢者部分休業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改正について 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第２０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 

               る条例の全部改正について 

  日程第２４ 議案第２１号 阿波市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について 
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  日程第２５ 議案第２２号 阿波市学校給食センター条例の制定について 

  日程第２６ 議案第２３号 阿波市社会教育委員に関する条例の一部改正について 

  日程第２７ 議案第２４号 阿波市一条地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結に 

               ついて 

  日程第２８ 議案第２５号 阿波市新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事変更請負契 

               約の締結について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市学校給食センター建設工事変更請負契約の締結に 

               ついて 

  日程第３０ 議案第２７号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３１ 議案第２８号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３２ 議案第２９号 徳島中央広域連合規約の変更について 

○議長（出口治男君） 次に、日程第４、議案第１号平成２５年度阿波市一般会計補正予

算（第５号）についてから日程第３２、議案第２９号徳島中央広域連合規約の変更につい

てまでの計２９件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、本日提案いたしております議

案について提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、補正予算案件３件、当初予算案件９件、条例案件１１

件、その他案件６件の計２９件であります。 

 まず、議案第１号平成２５年度阿波市一般会計補正予算（第５号）については、追加補

正予算額７億４，２００万円であります。 

 次に、議案第２号平成２５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

ては、減額補正予算額３３９万８，０００円であります。 

 次に、議案第３号平成２５年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

は、減額補正予算額１，６１４万９，０００円であります。 

 次に、議案第４号平成２６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

１９７億５，７００万円とするものであります。 

 次に、議案第５号平成２６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１，６０１万９，０００円とするものであります。 
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 次に、議案第６号平成２６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５１億３，４２７万８，０００円とするものであります。 

 次に、議案第７号平成２６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４億６，７４３万６，０００円とするものであります。 

 次に、議案第８号平成２６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１億２，３６９万８，０００円とするものであります。 

 次に、議案第９号平成２６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３９５万８，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１０号平成２６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４１億９，８３４万５，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１１号平成２６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３２０万３，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１２号平成２６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

９，４２０万６，０００円、収益的支出６億９，００６万４，０００円、資本的収入１億

６，５２４万４，０００円、資本的支出６億６，５９５万１，０００円とするものであり

ます。 

 次に、議案第１３号阿波市役所の位置を定める条例等の一部を改正する条例の制定につ

いては、新庁舎の建設により市の本庁舎及び支所庁舎が移転することに伴い、その位置を

変更する必要があるため、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号阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定につい

ては、阿波市交流防災拠点施設を平成２７年１月に開設することに伴い、当該施設の設置

及び管理について条例を制定するものであります。 

 次に、議案第１５号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

については、新庁舎の完成にあわせ、より効率的で住民ニーズに的確に対応できる組織体

制の整備を図るため、関係条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第１６号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定については、社会保障の安定財源の確保などを図る消費税法の一部を改正する等

の法律及び地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関

係条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第１７号阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正については、
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第３次地方分権一括法による地方公務員法の改正により、関係条例の一部を改正するもの

であります。 

 次に、議案第１８号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

例の一部改正については、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が公布

されたことにより、この改正の趣旨を踏まえ、関係条例の一部を改正するものでありま

す。 

 次に、議案第１９号阿波市税条例の一部改正については、地方税法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第２０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全

部改正については、利用者の減少に伴い、経営の悪化及び施設の老朽化に加え、徳島県南

海トラフ巨大地震などに係る震災に強い社会づくり条例の趣旨及び活断層に対する本市の

基本方針に沿って総合的に検討した結果、今後も現施設は新たな方向性を見出し活用する

ものの、温泉や宿泊、宴会などの機能を廃止することとしたいので、それに伴う現条例の

全部改正を行うものであります。 

 次に、議案第２１号阿波市学校給食共同調理場設置条例の一部改正については、平成２

６年４月１日から給食センター調理など業務を民間委託することに伴い、阿波市学校給食

共同調理場設置条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第２２号阿波市学校給食センター条例の制定については、新しい給食センタ

ーが建設されることに伴い、阿波市学校給食センター条例を制定するものであります。 

 次に、議案第２３号阿波市社会教育委員に関する条例の一部改正については、第３次地

方分権一括法の施行により、社会教育法が改正されたことに伴い、阿波市社会教育委員に

関する条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第２４号阿波市一条地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結については、

地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。契約

金額は４億９，８７５万円となっております。 

 次に、議案第２５号阿波市新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事変更請負契約の締結に

ついては、平成２５年３月７日に議決をいただいて締結した阿波市新庁舎及び交流防災拠

点施設建設工事請負契約について変更の必要が生じたため、変更請負契約の締結について

議決をお願いするものであります。 
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 次に、議案第２６号阿波市学校給食センター建設工事変更請負契約の締結については、

平成２５年６月２８日に議決をいただいて締結した阿波市学校給食センター建設工事請負

契約について変更の必要が生じたため、変更請負契約の締結について議決をお願いするも

のでございます。 

 次に、議案第２７号阿波市道路線の認定について及び議案第２８号阿波市道路線の変更

については、道路法の規定により提案するものであります。 

 次に、議案第２９号徳島中央広域連合規約の変更については、障害者自立支援法の改正

により、題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更され

ました。このため、徳島中央広域連合規約の障害者自立支援審査会の名称等を変更するも

のであります。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議事内容の詳細につきまして

は担当部長等より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（出口治男君） 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。 

 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１号について補足

説明をさせていただきます。 

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。 

 議案第１号平成２５年度阿波市の一般会計補正予算（第５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７億４，２００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２６億３，４００万円とする。 

 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、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、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。 
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 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、不用額の調整や基金への積み立てが主なものとなって

おります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費についてです。 

 今回の補正では、新庁舎建設事業や給食センター建設事業などの１５事業３５億３，４

４４万２，０００円につきまして、繰越明許費の設定をお願いをいたしております。 

 次に、５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ございます。 

 今回追加をお願いするのは、市営住宅東条団地の建てかえ工事と施工管理業務委託料

で、合わせて限度額の合計が８億９，８９５万５，０００円となっております。 

 また、変更をお願いするのはケーブルネットワーク施設指定管理委託料など２件で、合

わせて変更前の限度額が１３億７，３４６万３，０００円、変更後の限度額は１４億３９

１万５，０００円となっております。これは、消費税率の引き上げに伴うものでございま

す。 

 次に、第４表地方債補正についてです。 

 今回変更をお願いするのは、庁舎等施設整備事業債など４件で、合わせて補正前の限度

額が３４億８，８８０万円、補正後の限度額は３２億７，４４０万円で、２億１，４４０

万円の減額となっております。 

 次に、８、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。 

 まず、歳入についてです。 

 １０款地方交付税が１１億３，５４７万４，０００円の追加で７７億１，２６４万円

に、１８款繰入金が３億５，５００万円の減額で８億９，９５９万６，０００円に、２１

款市債が２億１，４４０万円の減額で５０億５，６１０万円などとなっておりまして、補

正額の合計は７億４，２００万円の追加で、補正後の歳入合計額は２２６億３，４００万

円となっております。 

 次に、１０、１１ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１款総務費が１億９，８６９万４，０００円の減額で４９億４，

０６６万６，０００円に、３款民生費が４，７３４万８，０００円の追加で７０億６，９
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５７万４，０００円に、８款土木費が４，５６２万７，０００円の減額で１４億２，４３

１万円に、９款消防費が３，２０８万円の追加で６億１，７８３万７，０００円に、１３

款諸支出金が９億５，２１４万７，０００円の追加で１２億９０９万４，０００円などと

なっておりまして、補正額の合計は７億４，２００万円の追加で、補正後の歳出合計額は

２２６億３，４００万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細についてご説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 最初に、歳入についてです。 

 １０款１項１目の地方交付税が１１億３，５４７万４，０００円の追加となっておりま

す。これについては、普通交付税となっております。 

 次に、１６、１７ページをお願いいたします。 

 １５款２項６目の農林水産業費県補助金が９，５４２万３，０００円の追加となってお

ります。これについては、林業費補助金で、減額の項目もございますが、先駆的木造公共

施設整備事業補助金が１億円となっております。 

 次に、１８、１９ページをお願いいたします。 

 １８款１項の基金繰入金が３億５，５００万円の減額となっています。このうち、２目

減債基金繰入金が２億１，０００万円、７目教育施設整備基金繰入金が７，０００万円の

減額となっております。 

 その下、２１款１項の市債が２億１，４４０万円の減額となっております。これの主な

ものとしては、２目総務費の庁舎等施設整備事業債が１億８，１７０万円の減額、３目民

生債の幼保連携施設整備事業債が６，０８０万円の減額となっております。 

 次に、歳出についてです。 

 ２２、２３ページをお願いいたします。 

 ２款１項１４目庁舎建設費が１億９，４２０万円の減額となっております。これについ

ては、工事費等の減額によるものでございます。 

 ２４、２５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２，３７６万８，０００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２，２５１万８，０００

円となっております。 

 次に、２６、２７ページをお願いいたします。 
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 ３項６目放課後健全育成事業費が５，５００万円の追加となっております。これについ

ては、土成学童保育施設の改築事業費となっております。 

 次に、３０、３１ページをお願いいたします。 

 ６款２項４目国土調査費が１，８９６万１，０００円の追加となっております。 

 次に、３４、３５ページをお願いいたします。 

 ８款２項の道路橋りょう費について、３目道路新設改良費が２，５７１万１，０００円

の減額、６目周辺対策事業費が２，０００万円の減額となっております。 

 次に、３６、３７ページをお願いいたします。 

 ９款１項２目の消防施設費が４，４７０万円の追加となっております。これについて

は、市場方面第６分団と阿波方面第６分団の消防団詰所の解体新築の事業費となっており

ます。 

 次に、４０、４１ページをお願いいたします。 

 １３款２項１目の基金費が９億５，２１４万７，０００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５億４，９７８万９，０００円、教育施設整備基金積立金

が２億１，０００円、情報システム施設整備基金が２億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、４４、４５ページをお願いいたします。 

 この調書につきましては、５ページの第３表債務負担行為補正の追加及び変更項目につ

きまして、歳出予定額や財源内訳などの詳細を記載をしております。 

 次に、最終４６ページをお願いします。 

 この地方債に関する調書は、５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

でございます。最後の行、当該年度末現在高見込み額についての合計額は２３３億３，２

００万５，０００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をいたします。 

○議長（出口治男君） 石川市民部長。 

○市民部長（石川春義君） 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２５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３３９万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億２，３４５万２，０００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２６年２月１０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ご説明を申し上げます。 

 歳入につきましては、７款共同事業交付金の補正額が９，９５１万２，０００円の減額

で、内訳といたしましては、１件８０万円以上の高額な医療費の発生が少なかったため、

高額療養費共同事業交付金が２，９５１万２，０００円の減額、また１件３０万円以上８

０万円未満の医療費についても同様で、保険財政共同安定化事業交付金が７，０００万円

の減額でございます。 

 ９款繰入金の補正額が２，２５１万８，０００円の増額で、内訳としては、保険基盤安

定保険税減額分でございます。これが１，５１４万２，０００円です。 

 続きまして、財政基盤安定保険者支援分で４５４万７，０００円、財政安定化支援事業

繰入金が２８２万９，０００円の増額となっております。これにつきましては、法定内の

繰入金でございます。 

 １０款繰越金の補正額は７，３５９万６，０００円の増額でございます。これにつきま

しては、前年度の繰越金です。補正額の合計は３３９万８，０００円の減額で、補正後の

歳入合計額は５２億２，３４５万２，０００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、７款共同事業拠出金の補正額は３３９万８，０００円の減額で

す。補正後の歳出合計額は５２億２，３４５万２，０００円となっています。 

 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（出口治男君） 林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林 正二君） おはようございます。 

 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２５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
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ところによる。 

 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１，６１４万９，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億８，４７４万９，０００円とする

ものです。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

のできる経費は、第２表繰越明許費によるものです。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、国庫支出金、支払基金交付金及び保険給付費、地域支

援事業費などの減額に伴う補正をお願いするものです。 

 次に、４ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費についてでございます。今回、第６期介護保険事業計画等策定事業費

につきまして４６２万円の繰越明許をお願いするものでございます。 

 次に、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ございます。 

 歳入につきましてご説明を申し上げます。 

 ３款国庫支出金４５６万５，０００円、４款支払交付金４１１万２，０００円、８款繰

入金４９８万６，０００円の減額でございます。補正額の歳入合計は１，６１４万９，０

００円の減額でございます。補正後の歳入合計は４１億８，４７４万９，０００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、２款保険給付費９９９万２，０００円、５款地域支援事業費７０

５万７，０００円の減額でございます。歳出合計額は、歳入の額と同額でございます。 

 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いたします。 

○議長（出口治男君） 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、引き続いて議案第４号と

議案第５号についての補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第４号をお願いいたします。 

 議案第４号平成２６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１９７億５，７００万円と定める。 
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 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最高額

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。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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 平成２６年度の当初予算につきましては、社会経済情勢の変化や国、県の予算編成、ま

た地方財政対策の動向を的確に見きわめつつ、年間を通した総合予算として、行財政改革

に取り組むとともに創意工夫を凝らしながら既成概念にとらわれない予算を基本として編

成をいたしました。 

 ２６年度におきましては、２５年度に引き続き、庁舎及び交流防災拠点施設や学校給食

センターなどの建設事業を実施するほか、臨時給付金事業や消費税率の改定等の要因がご

ざいまして、予算規模は１９７億５，７００万円で、前年度当初予算額を１億５，０５０

万円、率にして０．８％上回るものとなっております。 

 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３５億２，１１０万円となっております。このうち、庁舎等施設整備事業債は２２

億８１０万円、給食センター施設等整備事業債は３億６，２２０万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、８、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。 

 最初に、歳入についてです。 

 １款市税が３２億６，０８７万５，０００円で、前年度比１，４０８万９，０００円の

増、１０款地方交付税が６２億６，９１５万円で、前年度比１億３，９０８万８，０００



- 22 - 

円の増、１４款国庫支出金が２２億５，７４１万８，０００円で、前年度比２億８，９４

０万５，０００円の増、１５款県支出金が１０億３，７４６万５，０００円で、前年度比

１，８６５万４，０００円の増、１８款繰入金が１７億８，０５１万円で、前年度比４億

５９２万８，０００円の増、２１款市債が３５億２，１１０万円で、前年度比７億１２０

万円の減となっております。市債の減少につきましては、庁舎等施設整備事業債と給食セ

ンター施設等整備事業債の減額となっております。歳入合計額は１９７億５，７００万円

で、前年度比１億５，０５０万円の増となっております。 

 次に、１０、１１ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 ２款総務費が４９億２，３０１万７，０００円で、前年度比１，１２８万９，０００円

の減、３款民生費が６５億２，７７９万８，０００円で、前年度比２億３，２９６万７，

０００円の増、４款衛生費が１６億８，６５４万２，０００円で、前年度比１１９万１，

０００円の減、８款土木費が１１億４，８１２万５，０００円で、前年度比２億３，０５

１万８，０００円の増、１０款教育費は１９億８，９０６万１，０００円で、前年度比３

億４，４８２万９，０００円の減、１２款公債費が２１億３，６１９万９，０００円で、

前年度比８，５１０万４，０００円の増となっております。なお、民生費の主な増加要因

は臨時給付金事業、土木費の主な増加要因は東条団地建てかえ事業などによるものでござ

います。歳出合計は１９７億５，７００万円で、前年度比１億５，０５０万円の増となっ

ておりまして、この財源内訳につきましては１１ページでございます。国庫支出金が３２

億９，４８８万３，０００円、地方債が２８億３，４５０万円、その他が１７億９，２４

９万１，０００円、一般財源が１１８億３，５１２万６，０００円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細についての説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 最初に、歳入についてでございます。 

 １款市税につきましては、１項市民税の１目個人分が１１億１，１４２万６，０００円

で、このうち現年課税分が１１億１９８万７，０００円となっております。 

 ２項１目の固定資産税は１６億３，２１３万３，０００円で、このうち現年課税分は１

６億５６２万５，０００円となっております。 

 その下の４項１目市たばこ税は２億５，６２７万１，０００円となっております。 

 次に、１８、１９ページをお願いいたします。 
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 １０款１項１目の地方交付税については６２億６，９１５万円で、このうち普通交付税

が６０億７，９１５万円となっております。 

 次に、２６、２７ページをお願いいたします。 

 １４款国庫支出金については、１項３目民生費国庫負担金が１６億８，２０９万７，０

００円となっています。このうち、社会福祉費負担金が５億２，８５９万５，０００円、

児童福祉費負担金が４億３，７１２万６，０００円、生活保護費負担金が７億１，６３７

万６，０００円となっております。 

 その下の２項国庫補助金の３目民生費国庫補助金が２億１，８４２万８，０００円とな

っております。この主なものは、臨時福祉給付金給付事業と子育て世帯臨時特例給付金給

付事業に関する補助金となっております。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ８目土木費国庫補助金が２億５，５９８万３，０００円となっております。この主なも

のは、公営住宅の改築に対する防災安全社会資本整備交付金が１億９，４１８万３，００

０となっております。 

 次に、３０、３１ページをお願いいたします。 

 １５款１項３目民生費県負担金につきましては６億２，０９０万円で、このうち社会福

祉負担金が３億９，９３４万４，０００円、老人福祉負担金が１億３，３０７万１，００

０円となっております。 

 次に、４２、４３ページをお願いいたします。 

 １８款１項基金繰入金のうち、財政調整基金繰入金が５億５，０００万円、２目減債基

金繰入金が２億１，０００万円、１０目市庁舎建設基金繰入金が５億５，０００万円とな

っております。 

 次に、４８、４９ページをお願いいたします。 

 ２１款１項市債について、２目総務費の臨時財政対策債が６億８，６６０万円、庁舎等

施設整備事業債が２２億８１０万円、１０目教育債の給食センター施設等整備事業債が３

億６，２２０万円となっております。 

 次に、歳出についてです。 

 歳出につきましては、重点事業や新規事業などについてご説明をさせていただきます。 

 ５６、５７ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費について、２目の財産管理費のうち、５７ページの下のほうの欄で
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ございます、公共施設マネジメント支援業務委託料が２４８万４，０００円となっており

ます。この事業は、市の公共施設、建物につきまして現状を把握するとともに、さまざま

な観点から分析、検討を行い、今後のあり方の基本方針を定めるものでございます。 

 次に、６０、６１ページをお願いいたします。 

 ６目企画費のうち、６１ページ、阿波市施行１０周年記念事業費として、市制施行記念

事業委託料が６７０万円となっております。 

 次に、６８、６９ページをお願いいたします。 

 １４目庁舎建設費が２８億８，２３６万８，０００円となっております。このうち、工

事請負費が２５億４，１２１万円、備品購入費が２億９，７６４万８，０００円となって

います。 

 次に、８２、８３ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費につきまして、１目社会福祉総務費のうち、８３ページの下の段で

す。国民健康保険事業特別会計繰出金が３億８，９１０万３，０００円となっておりま

す。 

 次に、８４、８５ページをお願いいたします。 

 ２目障害者福祉費のうち、８５ページの障害者自立支援給付費が９億３，６１９万２，

０００円となっております。 

 ９０、９１ページをお願いいたします。 

 ９目臨時福祉給付金給付事業が１億５，３５６万８，０００円となっております。この

事業につきましては、国の２５年度補正予算に対応するもので、消費税の引き上げに際

し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的な給付措置としての給付金を

支給するものでございます。 

 ９２、９３ページをお願いいたします。 

 ２項１目老人福祉総務費のうち、９３ページ、これも下の段ですが、認知症対策総合支

援事業費は１６１万３，０００円となっております。この事業につきましては、認知症に

なってもできる限り住みなれた地域で生活を続けることができるよう、医療、介護、地域

をつなぐコーディネーターとして認知症地域支援推進員を配置し、地域での見守り体制づ

くりを行うものでございます。 

 ９８、９９ページをお願いいたします。 

 ３項１目児童福祉総務費のうち、９９ページ、上の段ですが、子ども・子育て支援推進
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事業費が１５６万５，０００円となっております。この事業につきましては、２５年度に

引き続き、子ども・子育て支援事業計画を策定するものでございます。 

 １０６、１０７ページをお願いいたします。 

 ８目の幼保連携施設整備事業費が３，９９６万１，０００円となっております。これに

つきましては、八幡第二保育所の解体工事と一条地区幼保連携施設の駐車場及び仮設保育

所の工事費などとなっております。 

 その下の９目子育て世帯臨時特例給付金給付事業費は４，３４２万７，０００円となっ

ております。この事業につきましても、臨時福祉給付金と同様に、消費税の引き上げに際

し、子育て世帯への影響を緩和するため給付金を支給するものでございます。 

 次に、１０８、１０９ページをお願いいたします。 

 ４項生活保護費の２目扶助費が９億５，５１６万９，０００円となっております。 

 次に、１１６、１１７ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目清掃総務費のうち、１１７ページでございます、中央広域環境施設組合負

担金が７億１，４６０万７，０００円、阿北環境整備組合負担金が８，５４８万３，００

０円となっております。 

 次に、１２４、１２５ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目農業振興費のうち、１２５ページ、中山間地域等直接支払事業費が３，６

４６万１，０００円、活力ある阿波市農業振興事業費が２，４１１万５，０００円、新規

就農総合支援事業費が２，９２５万円となっております。なお、活力ある阿波市農業振興

事業におきましては、各種農業情報をわかりやすく解説する阿波市農業活用ガイドブック

の作成を予定をいたしております。 

 次に、１３２、１３３ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目商工振興費のうち、１３３ページ、徳島県と連携して実施をいたしますプ

レミアム商品券発行事業補助金が６５５万円となっております。 

 次に、１３８、１３９ページをお願いします。 

 ８款土木費につきまして、２項３目道路新設改良費が１億２，５１７万５，０００円、

１４０ページの４目地方道整備事業費が１億３，００４万７，０００円となっておりま

す。 

 次に、１４４、１４５ページをお願いします。 

 ４項１目住宅管理費のうち、１４５ページでございます、地域住宅支援事業費が３億
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８，８４３万８，０００円となっております。この事業につきましては、市営住宅ストッ

ク総合活用計画に基づきまして、東条団地の建てかえを行うものでございます。 

 次に、１４６、１４７ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費について、１目非常備消防費のうち、１４７ページ、徳島中央広域連合

分賦金が４億２，８６９万２，０００円となっております。 

 次に、１４８、１４９ページをお願いいたします。 

 ３目災害対策のうち、１４９ページでございます、備品購入費が３，０４８万円となっ

ております。これにつきましては、災害時の備蓄品などの整備と新庁舎への災害対策本部

設備の整備となっております。その下、防災士資格取得支援補助金が１１万円となってお

ります。 

 次に、１８６、１８７ページをお願いいたします。 

 １０款教育費につきまして、６項１目保健体育総務費が４，６６５万８，０００円とな

っております。このうち、１８７ページ、阿波シティマラソン大会運営等委託料は４３０

万円となっております。２６年度におきましては、毎年盛況になっている阿波シティマラ

ソンを、市制施行１０周年記念特別事業のプレイベントと位置づけましてハーフマラソン

に変更して実施をいたします。 

 次に、１９０、１９１ページをお願いいたします。 

 ７項１目学校給食費のうち、１９１ページ、調理等業務委託料が５，５０８万円となっ

ております。 

 その下、給食センター新築事業費が５億５，５１０万４，０００円となっております。

このうち、工事請負費が４億４，８００万円、備品購入費が９，４５２万７，０００円と

なっております。 

 以上、歳入歳出の主なものについての説明をさせていただきました。 

 なお、１９６ページから２０３ページにつきましては、給与費明細書と債務負担行為に

関する調書となっていますので、ご高覧をお願いします。 

 次に、最終２０４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す。最後の行、当該年度末現在高見込み額についての合

計額は２４９億７，３９６万６，０００円となっております。 

 以上が議案第４号の補足説明でございます。 

 次に、議案第５号についてでございます。 
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 議案第５号をお願いいたします。 

 議案第５号平成２６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１，６０１万９，０００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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 ６、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出事項別明細書で説明をさせていただきます。 

 歳入については、１款財産収入の本年度予算額が３０１万８，０００円、２款繰越金が

１，３００万円となっており、歳入合計は１，６０１万９，０００円で、前年度に比べ７

７万１，０００円の減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、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、１款管理費が３８７万３，０００円、２款事業費が１，０００万円、

３款予備費が２１４万６，０００円となっており、歳出合計は１，６０１万９，０００円

で、前年度に比べ７７万１，０００円の減額となっております。なお、事業費につきまし

ては、くぬぎ等の植栽整備事業などの委託料となっております。 

 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をいたします。 

○議長（出口治男君） 石川市民部長。 

○市民部長（石川春義君） 議長の許可をいただきましたので、市民部所管部分の議案第

６号から議案第９号について補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第６号についてです。 

 議案第６号平成２６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５１億３，４２７万８，０００円と定
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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最高額

は２億円と定める。 

 平成２６年２月１０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。 

 歳入につきましては、本年度予算額として、１款国民健康保険税９億２，３００万４，

０００円、３款国庫支出金１３億９，４９５万４，０００円、４款療養給付費交付金３億

７，５２２万４，０００円、５款前期高齢者交付金８億５，９５２万８，０００円、６款

県支出金２億８，６４７万３，０００円、７款共同事業交付金８億２，２７１万４，００

０円、９款繰入金４億５，６１６万８，０００円となっており、歳入合計額は５１億３，

４２７万８，０００円で、前年度に比べて３，３４６万６，０００円の減額となっており

ます。 

 なお、繰入金の内訳ですが、一般会計の繰入金が３億８，９１０万３，０００円、これ

は法定内繰入金でございます。基金積立金から６，７０６万５，０００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、本年度予算額として、１款総務費が９，６０５万１，０００円、

２款保険給付費３３億５，１０３万６，０００円、３款後期高齢者支援金等で５億４，２

６２万円、６款介護納付金２億８，２８２万８，０００円、７款共同事業拠出金８億２，

２７１万７，０００円、８款保健事業費３，００１万６，０００円となっております。歳

出合計は５１億３，４２７万８，０００円で、前年度に比べて３，３４６万６，０００円

の減額となっております。 

 次に、議案第７号について説明させていただきます。 

 議案第７号平成２６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４億６，７４３万６，０００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２６年２月１０日提出、阿波市長。 
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 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ご説明させていただきます。 

 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が２億８，８０

０万２，０００円、４款繰入金１億７，７４２万９，０００円、６款諸収入が１５０万

５，０００円で、歳入合計は４億６，７４３万６，０００円となっております。前年度に

比べて４，９１２万６，０００円の増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。 

 歳出につきましては、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が４億

６，５４３万１，０００円、３款諸支出金１５０万３，０００円で、歳出合計は４億６，

７４３万６，０００円となっております。前年度に比べて４，９１２万６，０００円の増

額となっております。この増加の理由といたしましては、医療費の増加と加入者の増加に

よるものでございます。 

 続きまして、議案第８号について説明させていただきます。 

 議案第８号平成２６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１億２，３６９万８，０００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最高額

は１，０００万円と定める。 

 平成２６年２月１０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説明させていただきます。 

 歳入についてですが、本年度予算額として、１款分担金が２５０万円、２款使用料及び

手数料が１，３９２万６，０００円、５款繰入金１億５７２万９，０００円、６款繰越金

が１００万円となっております。歳入合計は１億２，３６９万８，０００円で、前年度に

比べて４４０万９，０００円の増額となっております。 

 次に、８、９ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、２款事業費４，２５９万９，０００円、３

款公債費は８，００４万５，０００円で、歳出合計額は１億２，３６９万８，０００円と
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なっております。前年度に比べまして４４０万９，０００円の増額です。この増額理由と

いたしましては、柿原東地区の真空ポンプの制御盤の更新と、平成２４年度に行った機能

強化事業による借入金の償還が始まるためふえることになりました。よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、議案第９号について説明させていただきます。 

 議案第９号平成２６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３９５万８，０００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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 これにつきましても、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、本年度予算額として、１款県支出金が１５７万円でございます。

これにつきましては、償還推進事業助成事業補助金でございます。２款諸収入が１１９万

１，０００円、３款繰入金１１９万６，０００円となっております。歳入の合計は３９５

万８，０００円で、前年度に比べまして２１３万３，０００円の増額となっております。 

 次に、８、９ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、１款貸付事業費が２７６万５，０００円、

２款公債費が１１９万３，０００円となっており、歳出合計額は３９５万８，０００円

で、前年度に比べまして２１３万３，０００円の増額となっております。この増加の理由

といたしましては、当事業の貸付金の適正管理を行うために必要な費用を計上したもので

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（出口治男君） 林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林 正二君） 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２６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４１億９，８３４万５，０００円と定
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める。 

 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最高額

は２億円と定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 次に、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、最初に歳入について、１款介護保険料６億８，３８６万３，０００円、３款国庫

支出金１０億９，０４６万９，０００円、４款支払基金交付金１１億６，４８６万７，０

００円、５款県支出金５億８，６９９万４，０００円、８款繰入金６億７，１５４万４，

０００円となっております。歳入合計額は４１億９，８３４万５，０００円です。前年度

比１億１，２５９万６，０００円の増額でございます。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出について説明させていただきます。 

 １款総務費、本年度予算額１億２，７３２万１，０００円、２款保険給付費４０億１，

０２８万６，０００円、歳出の主なものの９５％を占めております。５款地域支援事業費

４，８４８万５，０００円、７款諸支出金２２０万７，０００円となっております。な

お、歳出合計額は歳入合計額と同額でございます。増額の要因といたしましては、要介護

認定者等の増加によるものであり、保険給付費のうち介護サービス等諸費の増加によるも

のでございます。 

 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いたします。 

○議長（出口治男君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議案第１１号平成２６年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会

計予算について補足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。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３２０万３，０００円とするもので

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させていただきます。 

 歳入予算でありますが、２款使用料及び手数料１４６万円、４款繰入金１５０万円、５
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款繰越金２３万９，０００円で、歳入合計３２０万３，０００円です。 

 次に、歳出でございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 １款総務費３７万９，０００円、２款施設費２８１万４，０００円で、歳出合計３２０

万３，０００円です。２款の施設費の主なものについては電気代でございます。 

 次に、議案第１２号をお願いいたします。 

 平成２６年度阿波市水道事業会計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２６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、業務の予定数量は、給水戸数１万４，２００戸、年間総給水量４７２万１，７

２９立方メートル、１日平均給水量１万２，９３６立方メートル。主な建設改良事業とい

たしましては、配水施設事業で５億４，８６５万１，０００円に定めるところです。 

 第３条、収益的収入及び支出の予算額ですが、収入で、第１款水道事業収益６億９，４

２０万６，０００円です。内訳といたしましては、第１項営業収益６億６，０３１万７，

０００円、第２項営業外収益３，３８８万８，０００円、第３項特別利益１，０００円で

す。 

 支出は、第１款水道事業費用６億９，００６万４，０００円で、内訳といたしまして

は、第１項営業費用といたしまして６億１，１１９万３，０００円、第２項営業外費用

６，１２５万円、第３項特別損失１，２６２万１，０００円、第４項予備費５００万円で

す。 

 第４条、資本的収入及び支出ですが、収入で、第１款資本的収入は１億６，５２４万

４，０００円です。内訳ですが、第１項出資金２４４万４，０００円、第２項工事負担金

２８０万円、第３項企業債１億６，０００万円です。 

 支出につきましては、第１款資本的支出で６億６，５９５万１，０００円です。内訳と

いたしましては、第１項建設改良費５億６，０９５万１，０００円、第２項企業債償還金

１億５００万円です。 

 なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額５億７０万７，０００円は、当年度

損益勘定留保資金２億１，１１０万３，０００円と、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４，０００万円と、建設改良積立金の２億４，９６０万４，０００円で補填

するものでございます。 
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 次に、２ページをお願いいたします。 

 第５条でございます。債務負担行為です。債務負担行為をすることができる事項といた

しまして、期間及び限度額は水道事業用コンピューター及びリース料でございます。期間

といたしましては平成２３年５月から平成２８年４月までの５カ年で、限度額を２，４４

１万８，０００円と、水道料金等徴収業務委託料で、平成２６年１月から平成３０年１２

月までの５カ年間で、限度額を２億７，４２４万４，０００円です。 

 続きまして、第６条でございます。企業債は、起債の目的、限度額、起債の方法及び償

還の方法は、市場高区配水池築造工事に限度額１億６，０００万円を借り入れするもので

ございます。 

 続きまして、第７条でございます。予定支出の各項の経費の流用することができるもの

は、営業費用、営業外費用、特別損失と定めるものでございます。 

 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は、職員給与費の１億３

６４万１，０００円でございます。 

 続きまして、第９条、他会計からの補助金を受ける金額は、一般会計から１，１６０万

４，０００円です。 

 第１０条、たな卸資産購入限度額を１，３６０万円と定めるものでございます。 

 以上で議案第１１号、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、承

認いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（出口治男君） 出口庁舎建設局長。 

○庁舎建設局長（出口芳博君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１３号及び議

案第１４号について補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１３号をお願いいたします。 

 議案第１３号阿波市役所の位置を定める条例等の一部を改正する条例の制定について。 

 阿波市役所の位置を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、新庁舎の建設によりまして、平成２７年１月に市の本庁舎及

び支所庁舎が移転することに伴いましてその所在地を変更する必要があるために、関係す

る阿波市役所の位置を定める条例、阿波市支所設置条例、阿波市公告式条例、阿波市福祉

事務所設置条例の各条例を、一つの一部改正条例の本則で条立てによりそれぞれ改正する

ものでございます。 
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 まず、第１条の阿波市役所の位置を定める条例の一部改正につきましては、市役所の位

置を、現本庁舎の所在地であります「阿波市阿波町東原１７３番地」を新庁舎の所在地と

なります「阿波市市場町切幡字古田２０１番地１」に改めるものでございます。 

 続きまして、第２条の阿波市支所設置条例の一部改正につきましては、新支所の事務所

が、吉野支所については吉野保健センターに、土成支所については土成コミュニティーセ

ンターに、そして市場支所は廃止いたしまして新たに阿波支所として阿波農村環境改善セ

ンターにそれぞれ支所を移転及び新設することに伴いまして、支所の名称、位置及び所管

区域の一部を改めるものでございます。 

 次に、第３条の阿波市公告式条例の一部改正につきましては、本庁舎及び支所の位置の

変更に伴いまして、別表に規定しております掲示場の名称と所在地について変更が必要と

なるため、その一部を改めるものでございます。 

 次に、第４条の阿波市福祉事務所設置条例の一部改正につきましては、新庁舎完成後は

新庁舎に福祉事務所を移転するため、事務所の位置を、現在の「市場町市場字上野段３８

５番地１」から新庁舎の所在地となります「市場町切幡字古田２０１番地１」に改めるも

のでございます。 

 施行日は、平成２７年１月１日からとしております。 

 以上、議案第１３号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１４号につきまして補足説明をさせていただきます。 

 議案第１４号阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について。 

 阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、阿波市交流防災拠点施設を平成２７年１月に開設することに

伴いまして、この拠点施設の設置及び管理につきまして条例を制定するものでございま

す。条例の構成といたしましては、本則２１条と別表から成り立っております。 

 その内容といたしましては、第１条では、設置目的として、地域及び市民の文化交流活

動を支援するとともに、災害時における応急対策の活動拠点として、阿波市交流防災拠点

施設を設置するとしております。 

 第２条では、名称及び位置として、名称は阿波市交流防災拠点施設とします。また、位

置につきましては阿波市市場町切幡字古田１９０番地といたします。 

 第３条では、施設の業務につきまして定めております。 
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 次に、第４条から第６条にかけましては、休館日、開館時間等について説明をいたして

おります。 

 続いて、第７条から第１０条にかけましては利用の手続、制限、取り消し等について、

第１１条から第１３条では使用料関係について、第１４条から第１５条では施設利用後の

原状回復と賠償の義務について、第１６条から第１９条では施設の指定管理について、そ

して第２０条から第２１条におきましては読みかえ規定と規則への委任について、それぞ

れ定めております。 

 また、別表におきまして、多目的ホール等の基本使用料を定めております。 

 施行期日は、平成２７年１月１日からとしております。 

 以上、議案第１３号と議案第１４号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いたします。 

○議長（出口治男君） 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、引き続いて議案第１５号

から議案第１８号についての補足説明をさせていただきます。 

 議案第１５号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て。 

 阿波市行政組織の再編成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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回の行政組織の再編につきましては、新庁舎等の完成にあわせまして、新たな未来の

阿波市づくりに向けまして、企画、政策形成力及び部局間の連携などの調整力を重視した

体制の整備や、厳しい行財政状況の中でより効率的で住民ニーズに的確に対応できる組織

体制の整備を行うものでございます。 

 主な再編は、総務部関係で、現総務部を企画総務部に名称変更いたします。また、課の

名称について、総務課を企画総務課に、防災対策課を危機管理課に、企画課を契約管財課

に改め、現企画課の所掌事務のうち、企画コミュニティー部門などにつきまして、関係各

課への事務移管を行うこととしておりまして、今回の条例改正につきましては、この組織

再編に伴い必要となる関係条例についての一部改正をお願いするものでございます。 

 主な改正内容について、第１条は、阿波市行政組織条例の一部改正です。部の名称変更

でして、総務部を企画総務部といたします。また、総務部で行っていた男女共同参画に関

する業務を市民部へ移管いたします。 
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 また、第２条から第８条につきましては、審議会条例や委員会条例などの関係条例につ

きまして、庶務担当課などの名称変更や所管部の名称変更に関するものとなっておりま

す。 

 施行日は、平成２６年４月１日からとなっております。 

 次に、議案第１６号をお願いいたします。 

 議案第１６号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について。 

 消費税率及び地方消費税率の改定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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律などが平成２４年８月２２日に公布され、こ

の改正によりまして、消費税の税率が現行５％から平成２６年４月１日に８％に引き上げ

られることに伴いまして、関係条例の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容につきましては、消費税の課税対象となる各種使用料等につきまして、消

費税法の規定により非課税とされているもの以外は、消費税相当分８％を使用料等に転嫁

し、１０円未満の端数が生じたときは切り捨てる扱いといたしております。 

 今回一部改正する条例は２５件でございます。 

 第１条はごみ処理手数料、第２条は公民館の会議室等の使用料、第３条は体育施設の使

用料など、第４条は各小・中学校の体育館等の使用料など、第５条は歴史館の会議室の使

用料など、第６条はなかよし幼児センター「どなり」の通園、通所バスの使用料、第７条

は市場老人福祉センターの共用娯楽室及び集会室の使用料、第８条は老人憩いの家の使用

料、第９条は隣保館の会議室等の使用料、第１０条は土成健康センターの温浴施設の利用

料金、第１１条はコミュニティーセンターの会議室等の使用料、第１２条は農村環境改善

センターの多目的ホール等の使用料など、第１３条は阿波勝命サブセンターの多目的ホー

ル等の使用料、第１４条は農業集落排水施設の使用料、第１５条は土成農産物加工所の使

用料、第１６条は法定外公共用財産の使用料、１７条は水道事業の水道料金及び新設加入

金、１８条は伊沢谷簡易水道の水道料金、１９条は八幡簡易水道の水道料金、２０条はコ

ミュニティー消防センターの使用料、２１条はケーブルネットワーク施設の加入負担金及

び月額基本使用料、２２条は土成地域資源活力工房のうどんの手打ち体験料、２３条は土
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成中央ゲートボール場の使用料、２４条は道路占用の使用料、２５条は土柱休養村センタ

ーの入浴料金及び貸し室料金についての条例改正となっております。 

 なお、施行日は平成２６年４月１日からとなっております。 

 次に、議案第１７号をお願いいたします。 

 議案第１７号阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の高齢者部分休業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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 第３次地方分権一括法による地方公務員法の改正によりまして、高齢者の部分休業につ

いて条例で定めるべき事項が、定年退職前という期間から高齢者部分休業の申請が可能と

なる年齢ということに改められます。このため、期間から年齢に改める改正を行うもので

ございます。 

 内容につきまして、第２条第２項中、期間は５年を、年齢は５５歳と改めます。 

 施行日は、平成２６年４月１日からとなっております。 

 次に、議案第１８号をお願いいたします。 

 議案第１８号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

部改正について。 

 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

条例を次のように定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が

平成２５年１２月１３日に公布され、消防団の活動の充実強化の施策として消防団員の処

遇改善が位置づけられました。この改正の趣旨を踏まえまして、消防団分団長、副分団

長、班長、団員の報酬を定めるため条例の一部を改正するものでございます。 

 内容につきましては、分団長年額５万円、副分団長年額３万円、班長年額２万円、団員

年額１万７，５００円といたします。 

 施行日は、平成２６年４月１日からとなっております。 

 以上、議案第１５号から議案第１８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をいたします。 

○議長（出口治男君） 石川市民部長。 

○市民部長（石川春義君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１９号について補
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足説明をさせていただきます。 

 議案第１９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。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０

日に公布されたことに伴い、阿波市税条例の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容につきましては、１点目として、国の金融所得課税の一体化を進める改正

に伴う改正でございます。金融商品によって商品間の損益通算の範囲が制限されておりま

した。また、公社債と上場株との課税方式が違っておりました。そのため、公社債等に対

する課税方式が、上場株式と同様、税率が２０％、これは所得税で１５％、住民税で５％

の申告分離課税方式が採用されることになりました。公社債等の譲渡益が非課税から課税

となります。また、損益通算できる範囲が公社債等まで拡大されました。それは、例えば

上場株式等の譲渡損益と特定公社債に譲渡損益が出た場合には通算できることとなりま

す。 

 ２点目が、公的年金から個人住民税の特別徴収制度の見直しでございます。 

 この制度は、平成２１年１０月１日から一定の要件を満たす年金受給者の公的年金等か

らの住民税を徴収することができる制度でございます。１０月、１２月、２月を本徴収税

額として、翌年４月、６月、８月を仮徴収税額としております。仮徴収税額は、次年度に

納める税金でございますが、この仮算定税額を前年度分の本徴収税額から前年度分の公的

年金に係る年金額の２分の１相当にする額といたしております。要は、平準化するという

形になると思います。 

 続きまして、特別徴収対象年金所得者の便宜及び徴収の効率化を図るため、納税義務者

が転出した場合においても、一定の要件のもとで特別徴収を継続できることになりまし

た。 

 施行日につきましては、平成２８年１月１日となりますが、公的年金からの特別徴収制

度見直しは平成２８年１０月１日からでございます。 

 また、金融所得課税に係る特例の改正規定は平成２９年１月１日からとなります。 

 以上、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（出口治男君） 天満産業経済部長。 
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○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２０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全部改正についての補足説明を

させていただきます。 

 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全部を改正する条例を

次のように定める。 

 平成２６年２月１０日、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、利用者の減少に伴い、経営の悪化並びに施設の老朽化

に加え、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の趣旨及び活断層

に対する本市の基本方針に沿って総合的に検討した結果、今後も現施設は新たな方向性を

見出し活用するものの、温泉、宿泊、宴会などの機能を廃止することといたしたいので、

それに伴う現条例の全部改正を行うものであり、主な改正内容といたしましては、指定管

理者の業務のうち、宿泊者への施設の提供、浴場施設の提供、飲食の提供を削除する、ま

た休館日等を削除するものであります。 

 また、あわせて議案第１６号と同様に、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられる

ことに伴い、使用料の改正を行うものでございます。主な改正点といたしましては、会議

室等の使用料を改正するものでございます。 

 施行日は、平成２６年４月１日を予定しております。 

 以上、議案第２０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（出口治男君） 新居教育次長。 

○教育次長（新居正和君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２１号について補

足説明させていただきます。 

 議案第２１号阿波市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について。 

 阿波市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 条例の概要でございますが、平成２６年４月１日から給食センター調理等業務を民間委

託することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容は、条例第５条に所長、学校栄養職員、調理員及び技師の職務に関する規定が

ありますが、民間委託に伴い、調理員及び技師の配置がなくなりますので本条を削除する

ものです。なお、職員の任務につきましては、阿波市学校給食共同調理場管理運営に関す
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る細則にて規定されています。 

 施行日は、平成２６年４月１日でございます。 

 以上で議案第２１号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２２号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２２号阿波市学校給食センター条例の制定について。 

 阿波市学校給食センター条例を次のように定める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 条例の概要でございますが、この条例は給食センターが新設されることに伴い制定する

ものでございます。 

 主な内容でございますが、阿波市市場町切幡字古田に新学校給食センターの建設に伴

い、阿波市学校給食共同調理場設置条例を廃止し、新たに阿波市学校給食センター条例を

制定するものです。 

 第１条には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律３０条の規定に基づき設置する

となっています。 

 第２条には、名称及び位置を、名称は阿波市学校給食センター、位置は阿波市市場町切

幡字古田１１７番地１となっています。 

 第３条には業務に関して、第４条には職員に関して、第５条には運営委員会について、

第６条には、この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定めるとなっていま

す。 

 附則では、この条例は平成２６年９月１日から施行するとなっています。 

 以上、議案第２２号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、議案第２３号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２３号阿波市社会教育委員に関する条例の一部改正について。 

 阿波市社会教育委員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２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 概要でございますが、第３次地方分権一括法の施行により、社会教育法、昭和２４年法

律第２０７号の第１５条及び第１８条が改正され、社会教育委員の委嘱の基準に係る規定

が削られ、当該基準は地方公共団体の条例に委任されることになりましたので、阿波市社

会教育委員に関する条例（平成１７年阿波市条例第８２号）の一部を改正するものでござ

います。 
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 内容につきましては、第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、また第２条を第３条

としまして、第１条の次に委嘱の基準の第２条を明記するものでございます。 

 附則としまして、この条例は平成２６年４月１日から施行するとなっております。 

 以上、議案第２３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（出口治男君） 林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（林 正二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２４号につい

て補足説明させていただきます。 

 議案第２４号阿波市一条地区幼保連携施設新築工事請負契約の締結について。 

 下記のとおり、工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿

波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 契約の目的は、阿波市一条地区幼保連携施設新築工事。 

 契約の方法は、入札後、審査方式、一般競争入札。 

 契約の金額は、４億９，８７５万円。 

 契約の相手方は、佐々木建設・松島組阿波市一条地区幼保連携施設新築工事共同企業

体。代表構成員は、徳島県阿波市吉野町柿原字原１６７番地、佐々木建設株式会社、取締

役社長白川靖雄。構成員は、徳島県吉野川市鴨島町牛島１５７２番地１、株式会社松島

組、代表取締役松島清照。 

 以上、議案第２４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（出口治男君） 出口庁舎建設局長。 

○庁舎建設局長（出口芳博君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２５号阿波市

新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事変更請負契約の締結について補足説明をさせていた

だきます。 

 平成２５年３月７日に議案第２９号により議決を経て締結いたしました、阿波市新庁舎

及び交流防災拠点施設建設工事請負契約の一部を次のように変更するため、議会の議決を

求めるものであります。 

 変更する契約の内容といたしましては、契約金額４３億９，７４０万円を４４億２，５
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８７万９，６００円に改めるものでございます。追加金額といたしましては２，８４７万

９，６００円となります。 

 変更の主な理由といたしましては、新庁舎及び交流防災拠点施設における免震装置の種

類の変更及びそれに伴う装置下部分の基礎配筋の変更によるもの、また残土搬出先であり

ます国土交通省が施行している築堤工事への適正な流用土とするために、場内において土

の撹拌作業を新たに追加したこと等により経費を要したものでございます。 

 以上、議案第２５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（出口治男君） 新居教育次長。 

○教育次長（新居正和君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２６号の補足説明

をさせていただきます。 

 議案第２６号阿波市学校給食センター建設工事変更請負契約の締結について。 

 平成２５年６月２８日、議案第４０号により議決を経て締結した阿波市学校給食センタ

ー建設工事請負契約の一部を次のように変更するため、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 内容につきましては、契約金額１３億１，０４０万円を１３億３，５２１万８，４００

円に改めるものでございます。追加金額は２，４８１万８，４００円でございます。 

 変更理由は、熱源機器など室外機置き場の基礎工事の追加及び排水処理施設に汚泥凝縮

装置を追加、また残土運搬費の変更に経費を要したためでございます。 

 以上、議案第２６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（出口治男君） 田村建設部長。 

○建設部長（田村 豊君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２７号と議案２８

号の補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２７号でございます。 

 議案第２７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ものでございます。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 今回路線の認定をお願いしておりますのは、道路新設改良工事等に伴いまして、新たに
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市道として管理をしてまいりたい路線についてであります。路線については、路線認定一

覧表のとおりでございます。 

 阿波町で岡地６号線ほか１路線、市場町で西原３号線ほか２路線、土成町で田中５号線

ほか１路線、吉野町で岡ノ元５号線ほか３路線となっております。 

 以上が議案第２７号の補足説明です。 

 続きまして、次のページでございます。 

 議案第２８号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２８号阿波市道路線の変更について、道路法第１０条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ものでございます。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 このことにつきましては、現在市道として管理をいたします路線の起終点等の変更をお

願いするものでございます。 

 路線につきましては、路線変更一覧表のとおり、吉野町の市道で北原４号線について、

終点の地番を五条字北原５３１－１地先を五条字北原４４９－２地先に変更し、延長につ

きまして１４５メーターから２０８メーターに変更するものでございます。 

 以上で議案第２７号と議案第２８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（出口治男君） 井内総務部長。 

○総務部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２９号についての

補足説明をさせていただきます。 

 議案第２９号徳島中央広域連合規約の変更について。 

 徳島中央広域連合の障害者自立支援審査会の名称を変更するため、地方自治法第２９１

条の３第１項の規定により徳島中央広域連合規約を次のとおり変更することについて、同

法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 

 平成２６年２月１０日提出、阿波市長。 

 平成２４年６月２７日公布の障害者自立支援法の改正によりまして、障害者自立支援法

が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更されたことに伴い

まして、徳島中央広域連合規約の障害者自立支援審査会の名称を変更するものでございま

す。 

 改正内容については、規約第４条第４号及び第５条第４号中、障害者自立支援審査会を
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障害支援区分認定審査会に改めます。また、別表中、障害者自立支援審査費を障害支援区

分認定審査費に、また障害者自立支援審査会判定者数実績割を障害支援区分認定審査判定

者数実績割に改めます。 

 施行日は、平成２６年４月１日からとなっております。 

 以上、議案第２９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をいたします。 

○議長（出口治男君） 以上で説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたします。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、２月１９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いたします。 

            午後０時１０分 散会 
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