
平成27年第1回阿波市議会定例会 代表質問・一般質問通告者 順番

（代表質問）

順番 所属会派 氏　　名

① 阿波みらい 藤川　豊治

② 阿波清風会 江澤　信明

③ 志政クラブ 原田　定信

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 7番 吉田　　稔

② 1番 谷　美知代

③ 3番 川人　敏男

④ 5番 松村　幸治

⑤ 4番 樫原　　伸

⑥ 10番 松永　　渉

⑦ 8番 森本　節弘

⑧ 11番 吉田　　正



平成２７年第１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 藤川 豊治 阿波みらい １．２０１５年度予算案について

　(1) １５年度予算案の目玉事業は何か。

　(2) 介護保険料の値上げの理由は

　(3) ふるさと納税について

２．新庁舎及びアエルワについて

　(1) 維持管理費、１月、２月はいくらか。

　　　（電気・水道）

　(2) 指定管理料 5,000万円、それ以外を合わせると

　　いくらか。

　(3) 今後の維持管理対策方針について

３．地方創生について

　(1) 地方創生交付金事業について

　(2) 人口減少・少子高齢化に伴い、阿波市の活性化

　　について

2 江澤 信明 阿波清風会 １．教育行政について

　(1) ４月から地方教育行政法が改正、施行されるが

　　どの様に改正されるのか。

　(2) 市長が総合教育会議を設け、会議の場で市長の

　　考えをどの様に反映するのか。

２．新庁舎施設及び周辺地域と各支所施設の整備に

　ついて

　(1) 新庁舎の周辺整備と駐車場不足について

　(2) 各支所の建物施設の解体、敷地整備をどの様に

　　考えているのか

3 原田 定信 志政クラブ １．人材バンクの設立について

　(1) 求人、求職活動を推進するべく、本市において

　　斡旋してはどうか。

２．空き家対策について

　(1) 本市の空き家についてのとらえ方は

　(2) 定住促進に生かせないか。

３．市内循環バスの運行について

　(1) 高齢者が行動する為の市内循環バスの運行は

　　できないか。

４．庁舎統合による削減見込額について

　(1) １２月議会に続き各部の削減見込みと今後の

　　計画は

　(2) 先に示した削減見込額にどの様に近づけるか。



平成２７年第１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．地方創生交付金事業について

吉田 　稔 　(1) 平成２７年より５ヶ年間の阿波市総合戦略が策定される

　　が、理念や策定方法はどのようなものか。市民参加が必要と

　　考えられるが。

　(2) 地方創生には主役となるマンパワーが必要。現代版松下村

　　塾のような地域リーダー育成講座を開設してはどうか。

２．農業振興について

　(1) 阿波市産農産物のブランド化が必要と考えるが、どのよう

　　に支援されているか。今後の方向性は

　(2) 農業の６次産業化が必要と考えるが、市が支援されたこれ

　　までの実績はどのようなものか。

　　　農協等の大きな組織に６次産業化を積極的に働きかけては

　　どうか。

３．教育について

　(1) 県外では、いじめによる死者まで出ている。阿波市内の

　　現状と対応は充分か。

2 1番 １．子宮頸がん検診について

谷 美知代 　(1) 受診率向上に向けた取り組み

　(2) 併用検査の導入について

２．地域ケアシステムについて

　(1) 阿波市の自主性、主体性について

　(2) 認知症者数の推計

　(3) 策定委員の状況

3 3番 １．合併１０年及び向こう１０年間の市政運営について

川人 敏男 　(1) 合併後１０年を振り返って総括していただきたい。

　(2) 今後１０年間における阿波市の課題と取り組みを伺いたい。

２．教育問題について

　(1) 全国学力テスト、全国体力テストの結果について、教育

　　委員からどんな意見が出されたか、どんな対策が話し合われ

　　たか、伺いたい。

　(2) 認定こども園の開園に向けて、教育委員会の取り組み及び

　　準備状況を伺いたい。

３．交流防災拠点施設アエルワについて

　(1) 阿波市の活性化にどのように活用していくのか。

　(2) 防災の拠点として、どのような役割を担わせるのか、伺い

　　たい。

　(3) 高額なピアノを購入する必要性及び購入手順等について

　　伺いたい。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

4 5番 １．阿波市農業の未来について

松村 幸治 　(1) 米の海外輸出について

　　①阿波市米の第３セクターによる海外輸出について

　(2) 阿波市の畜産について

　　①和牛の第３セクターによる繁殖と牛肉の輸出について

5 4番 １．阿波市の防災体制について

樫原 　伸 　(1) 公助の責務の観点にたった取り組み

　　①情報の収集および伝達

　　②緊急医療体制の整備

　　③緊急復興対策

　　④災害時要援護者への支援

　(2) 阿波市消防団の強化・充実

２．教育振興対策について

　(1) 新しい教育委員会制度では行政責任が明確化されているか。

　　中立性が保たれているか。

　(2) 首長が主催する総合教育会議ではどのようなことが議論

　　されるのか。

　(3) 数学の中学ギャップ解消について

　(4) 英語教育改革について

３．阿波市の農業振興について

　(1) 飼料用米への取り組み

　(2) 県も酒造米の産地化を推進しているが、先進地として取り

　　組む考えはないか。

　(3) 新規就農者への支援について

6 10番 １．教育委員会の人口減少対策

松永 　渉 　(1) 人口減少対策と数値目標について

　(2) 小学校を核としたまちづくりを推進すべきである。

２．健康福祉部の人口減少対策

　(1) 人口減少対策と数値目標について

　(2) 乳幼児等医療費助成事業を拡充すべきである。

３．建設部の人口減少対策

　(1) 人口減少対策と数値目標について

　(2) 若者定住住宅支援の拡充をすべきである。

４．企画総務部の人口減少対策

　(1) 人口減少対策と数値目標について

　(2) 婚育事業を充実すべきである。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

7 8番 １．入札制度について

森本 節弘 　(1) 入札辞退者が変わらず多いが、対応策を示して欲しい。

　(2) 改正公共工事品質確保促進法による発注制度は保たれて

　　いるか示して欲しい。

２．公共的施設の統合整備について

　(1) 公共施設等総合管理計画に基づき、除却の考えも含めた

　　合併以前の旧町役場の活用計画を示して欲しい。

３．吉野川下流域農地防災事業について

　(1) 吉野川下流域農地防災事業の完成が近づいているが、阿波

　　市（吉野町）と農政局間の申し合わせ事項の履行は守られて

　　いるか示して欲しい。

　(2) コモウ川幹線（法定外地含む）の今後の管理形態はどのよう

　　に考えているか示して欲しい。

　(3) コモウ川について、上板町との協議内容は

４．子ども・子育て支援について

　(1) ４月から「子ども・子育て支援新制度」が始まるが、保育

　　士の確保はできているか。

　(2) 保育士確保の対応策を示して欲しい。

8 11番 １．地方創生２法について

吉田 　正 　(1) 新庁舎を拠点とし、市民と共に進める重要事業と方針に

　　ついて

２．阿波病院の存続について

　(1) 農協厚生連の吉野川医療センターが５月１１日より診療を

　　開始する。現在、阿波市で診療している阿波病院の今後の

　　内容について

３．今後の財政状況について

　(1) 阿波市が誕生して、１０年の節目。念願の新庁舎、交流防災

　　拠点施設他、学校関係の大型施設のハード事業が完了。

　　今後の財政見通しについて

４．市営住宅について

　(1) 現在進めている住宅ストック計画と政策空き家、債権管理

　　条例について

５．工業団地について

　(1) 現在、阿波市内には企業誘致の造成用地がない。今後の取組

　　について


