
平成２７年第４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 岩本　雅雄

② 阿波清風会 松村　幸治

③ 志政クラブ 原田　定信

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 6番 藤川　豊治

② 3番 川人　敏男

③ 7番 吉田　　稔

④ 20番 稲岡　正一

⑤ 1番 谷　美知代

⑥ 9番 江澤　信明

⑦ 2番 笠井　一司

⑧ 4番 樫原　　伸

⑨ 8番 森本　節弘

⑩ 10番 松永　　渉

⑪ 17番 香西　和好

⑫ 12番 樫原　賢二



平成２７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 岩本 雅雄 阿波みらい １．スマートインターチェンジについて

　(1) 阿波市内に建設を目指しているスマートインター

　　チェンジの計画の進捗状況は。

２．マイナンバー制度について

　(1) マイナンバー制度、マイナンバーカードの内容

　　について

　(2) マイナンバー、マイナンバーカードの個人情報の

　　セキュリティーについて

2 松村 幸治 阿波清風会 １．マイナンバーについて

　(1) マイナンバー制の周知対応について

２．主権者教育について

　(1) １８才からの主権者教育について

　(2) 高校生を対象とする選挙活動について

　(3) 中学校での教育はやらないか。

３．Team Teaching（ティームティーチング）について

　(1) 現状と成果、又、今後の課題について

　(2) 特に学力向上推進講師は１校１人にできないか。

４．ＴＰＰについて

　(1) 米、野菜、畜産への影響について

　(2) 阿波市として国や県に先がけての対策を考えて

　　いるか。

3 原田 定信 志政クラブ １．スマートインターチェンジについて

　(1) 設置のメリット（費用対効果）は

　(2) 進捗状況と今後のスケジュールは

２．一部事務組合の運営について

　(1) 今後の運営について市長はどのように考えてい

　　るか。

３．旧庁舎、今後の利用計画及び備品整理について

　(1) 旧４町の庁舎再利用の計画は

　(2) 机、イス、キャビネット等市民に再利用して

　　もらってはどうか。

４．観光施設等のトイレ洋式化について

　(1) 高齢化社会を迎え、車イスや杖等を必要とする

　　人が増えている。各施設において洋式化が急務で

　　ないか。



平成２７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 6番 １．２０１６年度予算案編成について

藤川 豊治 　(1) ハード・大型公共事業から、市民サービスへ

　(2) 夢のある・暮らしのできる予算案へ

２．北岸用水・改良区事業について

　(1) 高負担の賦課金の軽減について

　(2) 北岸用水を多目的用水に

　(3) 改良区事業を国の事業に

３．辺地対策事業について

　(1) １２月議会に提案議案の辺地総合整備計画について

　(2) 地元説明会について

2 3番 １．阿波市総合戦略について

川人 敏男 　(1) 平成４２年に出生率２．０７人にした具体的な根拠を伺い

　　たい。

　(2) 事業実施の段階で、就労環境の向上や子育て環境の充実など

　　に絞り込んではいかがか。

　(3) 婚活事業の計画で、どこが所管し、どんな体制を考えている

　　か、伺いたい。

　(4) 個々の事業の責任の所在を明確にしていただきたい。

　(5) 総合戦略に手厚く予算を配分して欲しい。

　(6) 体制の充実をどう考えているのか。

２．職員の不祥事について

　(1) 服務規律の徹底を図るために具体的に何をしたか。

　(2) 管理職にどのような役割を担わせ、どのように位置づけて

　　いるか。

　(3) パスワードの不正使用を何か月も見抜けなかった経緯を

　　伺いたい。

　(4) 職員の一体感を醸成するために、具体的に何をしたか。

　　トップと管理者、職員の一体感を醸成するために何をしたか。

３．執行機関と議会との関係について

　(1) 幼保連携型こども園は行革の方針に反するのに、阿波市

　　総合戦略に記載している。説明されたい。

　(2) 乳幼児等医療費の支給対象の一般質問で部長答弁と市長

　　答弁が異なった見解を伺いたい。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

3 7番 １．企業誘致について

吉田 　稔 　(1) 県営西長峰工業団地へ進出する企業（レンゴー株式会社）の

　　開業予定はどのようになっているのか。

２．耕作放棄地の再生利用について

　(1) 国の耕作放棄地再生利用緊急対策事業に対し、市として

　　上乗せ支援を行い、利用推進を図ってはどうか。

３．環境衛生について

　(1) 阿波町東林地区に立地する古紙回収業者の集積場で古紙が

　　野積みされたまま数年間放置されている。行政指導はできな

　　いか。

4 20番 １．金清問題について

稲岡 正一 　(1) どのような計画で開発を進めるのか。

　(2) 始まった日と最終日、年度別の利用率

２．７番十楽寺、８番熊谷寺、９番法輪寺、１０番切幡寺について

　(1) 参拝数

　(2) 道路標識について

３．阿波市の活性化について

　(1) 阿波市民の一人一人の所得向上のための施策は今後どのよ

　　うにされるおつもりですか。

　(2) 若者が夢とロマンのもてる市政づくりについて、どのように

　　考えておられるのか。

5 1番 １．人口変動への対応と介護保険の財源について

谷 美知代 　(1) 介護保険料への取り組み

　(2) 介護保険料負担金削減に向けた取り組み

２．認知症者数の推移と対応策について

　(1) 介護サービスモデルを身体ケアモデルから身体介護＋認知

　　症モデルへと転換の必要性

３．介護保険策定委員の状況について

　(1) 地域包括ケアシステム構築に向けての委員の設置

6 9番 １．阿波市人口ビジョンについて

江澤 信明 　(1) 阿波市の目標　平成７２年（２０６０年）の人口３万人以上

　　を確保する重点施策は。

　(2) 不妊、不育治療、妊婦健診の助成について

　(3) 子育て支援について

２．吉野川総合整備計画について

　(1) 河道整備（樹木の抜根、堆積砂利の撤去）について

　(2) 県道香美吉野線の整備計画は。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨
7 2番 １．県道船戸切幡上板線の２車線化への取組みについて

笠井 一司 　(1) 新市庁舎の完成を受けて、東西交通の改善のため、県道
　　船戸切幡上板線の２車線化に積極的に取り組むべきと思う
　　が、これまでの取組みと、今後の見通しは。
　(2) 東西交通の流れを補完するため、市道市場東部線の農免道
　　路への整備を進めてはどうか。

２．運転免許サブセンターの阿波市への誘致について
　(1) 運転免許サブセンターの阿波市への誘致に積極的に取り組
　　んではどうか。

３．空き家、空き地や遊休農地対策について
　(1) 空き家、空き地や遊休農地が多数発生しているが、現状は
　　把握しているか。
　(2) 今後の取組みをどのように行うのか。

４．阿波市制施行十周年記念事業について
　(1) 十周年事業としてどのような事業を行ったか。また、どの
　　ような成果が上がったか。
　(2) 来年度以降、その成果をどのように繋げるのか。

8 4番 １．条例制定について
樫原 　伸 　(1) 阿波市災害対策基本条例

　(2) 阿波市食育基本条例

２．阿波市の教育について
　(1) 生きる力の育成とは
　(2) 普通教室への空調機導入計画

３．阿波市農業振興について
　(1) 鳥獣害の再調査について
　(2) 土成町まるごと農村公園構想について

9 8番 １．阿波市水道計画について
森本 節弘 　(1) 「阿波市水道ビジョン　Ｈ２２年～Ｈ３２年」策定から５

　　年が経過する。現在の「阿波市上水道計画」の現状はどのよ
　　うに進行しているか。
　(2) Ｈ２７年度中に策定しようとしている「上水道基本計画」
　　の目的と主旨は何か。

２．水道事業財政について
　(1) Ｈ２２～Ｈ２７年決算の財政収支の動向を示して欲しい。
　(2) 今後の水道事業の財政、中長期計画を示して欲しい。

３．水道事業の広域化統合について
　(1) 市内上水道事業と２つの簡易水道事業の統合を推進してい
　　くとしているが、今後の考えは。
　(2) 今後の阿波市水道事業会計では運営が難しくなると思われ
　　るが、水道事業運営の将来像をどう考えるか。

10 10番 １．多子世帯保育料無料化事業について
松永 　渉 　(1) 保育料の無料化は第１子から始めるべきではないか。

　(2) 結婚し、３人以上の子どもに恵まれ、所得が充分ある人に
　　経済的支援がなぜ必要なのか。



　【一　般　質　問】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨
11 17番 １．市内の通学路について

香西 和好 　(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校の通学路の総点検
　　を実施しては。

２．期日前投票に必要な宣誓書について
　(1) 投票入場券の様式を変更し、明年７月予定の参議院選挙に
　　導入できるのか。

３．日本に住民票がある全ての人に割り当てられる１２桁の個人
　　番号、マイナンバーについて
　(1) 現時点での進捗状況は

12 12番 １．西長峰工業団地について
樫原 賢二 　(1) レンゴー（株）の県営西長峰工業団地への進出の覚書日が

　　平成２６年３月１０日に決まっているのに、その後どうなっ
　　ているのか。

２．ふるさと納税について
　(1) ふるさと納税について、平成２６年第２回定例会で一般
　　質問をしたが、その後の成果は。


