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職務のため出席したものの職氏名 

 議会事務局長 坂 東 重 夫     事 務局 主 幹 野 﨑 順 子 

 事 務局 主 査 谷   あけ美 

議事日程        

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 議案第６４号 平成２７年度阿波市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第 ５ 議案第６５号 平成２７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６６号 平成２７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第 ７ 議案第６７号 阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の制定について 

 日程第 ８ 議案第６８号 阿波市ふるさと創生基金条例の廃止について 
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いて 
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 日程第１６ 議案第７６号 土成地域資源活力工房の指定管理者の指定について 

 日程第１７ 議案第７７号 阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定について 
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定管理者の指定について 

 日程第１９ 議案第７９号 阿波市立土成図書館及び阿波市立土成中央公民館の指定管
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理者の指定について 

 日程第２０ 議案第８０号 阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定について 
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 日程第２９ 議案第８９号 林放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

 日程第３０ 議案第９０号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 
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            午前１０時００分 開会 

○議長（木村松雄君） 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２７年第４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。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 １１月９日、本市大会議室において第１０回徳島県西部市議会連絡協議会議員研修会を

開催いたしました。研修会には、吉野川市、美馬市、三好市、本市の各議会から８１名の

皆さんにご参加をいただき、龍谷大学政策学部土山教授による「質問力を高める、議会力

に活かす」と題した講演会を拝聴し、今後の議会活動の有意義な研修となりました。 

 また、１１月１２日から１３日には、総務常任委員会が鳥取方面で若者定住施策につい

て、文教厚生常任委員会が岡山方面において子育て支援施策及び包括ケアシステムについ

てそれぞれ行政視察研修を行いました。 

 次に、議会関係では、第２回議会改革検討協議会を１０月１４日に開催し、翌月１１月

１６日には第３回目を開催し、検討協議を重ねております。 

 次に、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 １０月１日、三好市において第１５１回徳島県市議会議長会定期総会が開催され、副議

長と出席し、総会では各種報告の後、本市提出議題の高齢者虐待防止対策等への支援につ

いて、樫原賢二副議長が説明をいたしました。 

 次に、１０月９日、松山市で開催された第６６回四国市議会議長会理事会に出席いたし

ました。 

 また、１１月１０日、東京都都市センターホテルで開催された全国市議会議長会第９９

回評議員会に出席し、部会提出議案１７件、会長提出議案３件について審議、採決をいた

しました。 

 次に、１１月１８日から１９日、福島市で全国市議会議長会研究フォーラムがあり、副

議長と出席いたしました。１日目は、基調講演の後、パネルディスカッションがあり、震

災復興・地方創生の課題と自治体の役割について、パネリストの意見を拝聴いたしまし

た。２日目は、「震災復興と議会について」と題し、陸前高田市など３市から事例報告が

ありました。 
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 次に、組合関係についてご報告申し上げます。 

 １０月１９日に徳島中央広域連合定例会、１０月２１日に阿北特別養護老人ホーム組

合、阿北環境整備組合、阿北火葬場管理組合の阿北３組合議会、１１月２４日に中央広域

環境施設組合定例会、翌日の２５日に徳島中央広域連合臨時会が開催され、各関係議員と

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。 

 ９月２７日に阿波市社会福祉大会、２８日に徳島駅伝阿波市選手強化委員会総会、１０

月１０日にやねこじき出展作品審査会、１１日に阿波市１０周年記念文化祭展覧会、１６

日に阿波市老人体育大会、１７日に阿波市少年柔道大会、２４日に阿波市フェスタ、１１

月１日に徳島県少年野球連盟阿波大会、３日に阿波市婦人団体連合会運動会、８日に阿波

市人権フェスティバル、１４日には上板町農村環境改善センターにおいて上板町町制６０

周年記念式典が開催され、出席いたしました。 

 以上の件の詳細については、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２７年８月、９月、１０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います。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、８月２５日より１１月２０日に開催された議会運営委員会までに受理いたしまし

た陳情書については、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

 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（木村松雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第８８条の規定により、３番川人敏男君、４番樫原伸君

の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第２ 会期の決定について 

○議長（木村松雄君） 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、１１月２０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。 

 原田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（原田定信君） おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上

げます。 

 平成２７年第４回阿波市議会定例会の運営協議のため、１１月２０日午前１０時から委

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、企画総務

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、今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１１月３０日

から１２月２２日までの２３日間に決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付を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、散会後は全員協議会を予定しております。 

 １２月９日は、本会議は午前１０時に開会いたしまして代表質問、一般質問を予定して

おり、１２月１０日も午前１０時に開会し、１２月１１日も午前１０時に開会し一般質

問、その後、議案に対しての質疑、各委員会へ付託を予定しております。散会後には、公

営施設民営化特別委員会を予定しております。 

 次に、１２月１４日午前１０時から総務常任委員会、１２月１５日午前１０時から文教

厚生常任委員会、１２月１６日は午前１０時から産業建設常任委員会を予定しておりま

す。 

 次に、１２月２２日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、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、明日１２月１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よろしくお願い

いたしまして、報告といたします。 

 以上。 

○議長（木村松雄君） 委員長報告は終わりました。 

 お諮りいたします。 
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 本定例会の会期については、本日から１２月２２日までの２３日間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（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から１２月２２日まで

の２３日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（木村松雄君） 次に、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。 

 本日は、平成２７年第４回阿波市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員

各位におかれましては、大変お忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございま

す。また、日ごろは市行政全般にわたり、格別のご支援、ご協力を賜りまして、心から厚

くお礼申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、市政の重要課題等についてご報告申し上げます。 

 最初に、阿波市制施行１０周年記念事業、阿波市フェスタの開催についてであります。 

 去る１０月２４日、２５日の両日にわたり、阿波市庁舎、アエルワにおいて、阿波市制

施行１０周年を記念し開催しました阿波市フェスタには、飯泉徳島県知事、有松文化庁次

長、また市議会議員を初め、市内外から約９，０００人の方々にご来場をいただくなど、

盛大に開催できたところであります。 

 とくしま記念オーケストラのプロの演奏家に加え、市内中学校の音楽部員５４名が５月

から練習を重ねて準備してきた阿波ジュニアオーケストラとの共演による、心のこもった

オープニング演奏は、当日来場された方々に深い感銘を与えるとともに、子どもたちにと

っても貴重な思い出となり、大きな自信につながったものと考えております。 

 また、徳島県との共催により、日本で初めて開催となりました「青のシンフォニー」と

題した４Ｋプロジェクションマッピングコンサートでは、これまで体験したことのない光

と音の饗演に大きな驚きと感動を来場した皆様に、鮮明な中継映像をアスティとくしまで

ごらんになられた方々にも体感していただきました。 

 さらに、他市においては例のない試みとして、市庁舎を市民に開放し、吉野川高校生に

よる押し花体験、四国大学生による書道体験を初め、市民団体による販売ブースにも多く
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の方々が訪れていただくとともに、庁舎周辺では市内の小学生が、阿波オープンガーデン

クラブの方々の指導により６月から丹精込めて育てた、色とりどりの花が飾られ、また市

内産の野菜販売コーナーでは、キッズソムリエの子どもたちの協力により、阿波市産野菜

の魅力を大いに知っていただくなど、まさに単なる市役所ではなく、阿波「市民」役所と

して、来場者の心に安らぎの空間を提供できたものと考えております。 

 この阿波市フェスタにつきましては、市議会議員の皆様を初め、関係団体、市民の皆様

の参加とご協力により、市民参画による記念事業として盛大に開催できましたことに対し

まして大変感謝申し上げる次第であります。 

 次に、阿波市総合防災訓練及び阿波市防災フェスタについてであります。 

 去る１１月１５日に、市役所及びアエルワにおいて阿波市総合防災訓練及び阿波市防災

フェスタを開催いたしました。 

 今回は、新庁舎完成後初めての訓練となることから、これまでの阿波市総合防災訓練を

さらに発展させ、市民が防災について考え、体験できる一日となるよう開催したところで

あります。午前に行った総合防災訓練では、庁舎内に新しく設けた災害対策本部と関係機

関、災害現場の情報連携を主眼とした、より実践的な訓練のほか、防災拠点となるアエル

ワにおける物資の搬入・搬出訓練も実施し、防災関係機関相互の連携体制や検討課題につ

いて確認したところであります。また、午後からは、市民の皆様の防災に対する意識をよ

り高めることを目的に、関係機関のご協力をいただき、初めての開催となる阿波市防災フ

ェスタを開催いたしましたところ、陸上自衛隊第１４音楽隊によるコンサートを初め、ド

ローンの飛行展示、陸上自衛隊・警察・消防車両の展示等に多くの市民の方々にご来場を

いただいたところであります。さらに、防災士会の協力により実施いたしました倒壊家屋

対応訓練には、私も、小さな子どもさんと一緒に、倒壊した瓦れきを取り除く訓練に参加

いたしました。小さいころからこうした訓練に参加していただき、災害に対応するための

さまざまな体験を通して自助・共助の大切さを知っていただき、将来の阿波市の防災の担

い手となっていただける、意義ある総合防災訓練・阿波防災フェスタになったものと考え

ております。 

 今後、この訓練で明らかとなった課題について、関係機関と連携しながら検討し、全て

の市民の防災意識のさらなる向上に努めてまいりたいと考えておりますので、議員各位に

おかれましても、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、阿波市小・中・高合同音楽祭についてであります。 
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 去る１１月１日、アエルワにおきまして市内の小学校・中学校・高校音楽部員による合

同音楽祭を開催したところであります。 

 小学生から高校生による、日ごろの練習の成果があらわれたすばらしい演奏に、多くの

来場者の方々から惜しみない拍手を送られたところであります。今回、初の試みとして、

小学校、中学校、さらには高校という世代の異なる児童・生徒たちが、アエルワで演奏す

るために日々練習に取り組まれた成果を存分に発揮していただくとともに、幅広い世代の

仲間たちとの交流を図り、音楽を通じた友情の輪を広げていただいたものと感じておりま

す。さらに、ご来場いただきました皆様には、阿波市の子どもたちが一生懸命奏でる音楽

に大きな感動を受け、音楽が持つ、世代も言葉も超え心を動かし、人と人を結びつける力

により、いつまでも私たちの心に深く刻まれたものと考えております。この合同音楽祭を

契機として、アエルワを活用した音楽文化がより一層阿波市民へ広がるよう期待している

ところであります。 

 次に、阿波市社会福祉大会についてであります。 

 去る９月２７日、アエルワにおきまして阿波市社会福祉協議会との共催による第１１回

阿波市社会福祉大会を開催いたしました。 

 大会では、多年にわたり本市の社会福祉の発展に貢献された方々の表彰とともに、多く

の福祉関係者の参加のもと、ダイヤモンド婚、金婚を迎えられました１０４組のご夫婦に

お祝いを申し上げ、記念品を贈呈したほか、「笑いと健康」をテーマとした記念講演な

ど、地域一丸となった福祉のまちづくりのため、きずなを深めたところであります。 

 次に、阿波市高齢者交通安全大会プラスについてであります。 

 近年、高齢者の交通事故死者数は全体の半数以上を占めており、その減少が強く求めら

れているところであります。また、近年大きな社会問題となっております振り込め詐欺を

初めとする特殊詐欺の被害件数が増加し、阿波市におきましても、このような事例が増加

しているところであります。このようなことから、９月３０日、アエルワにおいて阿波市

高齢者交通安全大会プラスを吉野川警察署等との共催により開催いたしました。 

 高齢者の交通事故防止、振り込め詐欺防止について、最新のシミュレーター体験、演劇

などを通じて呼びかけ、参加された高齢者の方とともに交通安全宣言を行うなど、高齢者

が安心・安全に暮らせる阿波市づくりに向け、有意義な大会になったものと考えていると

ころであります。 

 次に、人権フェスティバルについてであります。 
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 去る１１月８日、土成歴史館におきまして阿波市人権フェスティバルを開催したところ

であります。基本的人権の尊重とその擁護について正しい理解を深めるとともに、広く人

権尊重意識の普及と高揚を目的とし、また障がい者ふれあいフェスタとの合同開催とし

て、人権講演会、人権ライブ、障害者との交流会等を通じて、多くの方にみずからの人権

意識を見詰め直すよい機会になったものと考えているところであります。今後、阿波市が

豊かで平和な社会を築き、誰もが人権を尊重し合えるように、継続的、効果的に人権問題

学習の機会を提供してまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力賜りますようお

願い申し上げます。 

 次に、乳幼児等医療費助成についてであります。 

 現在、小学校修了までの子どもを助成対象としております乳幼児等医療費助成につきま

しては、先月策定いたしました「輝く阿波市 煌めく未来・阿波市総合戦略」に位置づけ

た子育て支援の一環といたしまして、新たに名称を「あわっ子はぐくみ医療費」として、

来年４月から対象年齢を中学校修了まで拡大したいと考えておりますので、今議会に条例

改正案を提案しているところであります。今後、放課後児童クラブの充実などとあわせ、

切れ目のない子育て支援の強化を図ることにより、子育てするなら阿波市の実現に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、行政関係機関への要望等についてご報告申し上げます。 

 去る９月３０日、徳島市におきまして徳島県四国新幹線導入促進期成会の設立総会が開

催されました。設立総会では、経済団体のトップや市町村長ら７１名が出席し、官民連携

のもと、国土交通省や県選出国会議員への要望活動を行うとともに、県内を初め、広く機

運の醸成を図り、これまで以上に地域の熱を高めて、県民が一丸となって、四国新幹線の

早期実現に向け取り組むこととしたところであります。 

 次に、徳島県市長会議についてであります。 

 去る１０月６日、徳島市において第１１６回徳島県市長会議が開催され、徳島県への要

望事項として、阿波市から要望しておりました防災・減災対策の充実強化について、高齢

者福祉の充実強化についてを含む１３項目を取りまとめ、１１月２４日に８市長が飯泉知

事へ要望書を手渡したところであります。 

 次に、四国市長会議についてであります。 

 去る１０月１６日、香川県さぬき市において第１３９回四国市長会議が開催され、国へ

の要望事項として、地方創生の実現に向けた財政支援等の充実強化についてなど５項目を
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審議し、承認されたところであります。阿波市から要望しておりました消防ポンプ車等の

消防団車両の更新や装備品等の充実が計画的に行えるよう財政支援の制度の拡充を図るこ

とについても盛り込まれ、要望することになりました。 

 次に、徳島県森林協会研修会についてであります。 

 去る１０月２７日から２９日までの３日間、新潟県佐渡市、新潟市におきまして徳島県

森林協会役員業務研修会が開催され、離島の林業と路網整備について、自然環境保護につ

いて等の研修を行ったところであります。林業に携わる後継者不足により、自然環境をい

かに保護していくことが大切か、現地研修から学んだところであります。 

 次に、１１月４日、東京都都道府県会館におきまして２１世紀・活力ある四国を目指す

四国連合協議会による四国の道路整備に関する意見交換会を、国土交通省の環境安全課長

をお招きし、開催するとともに、地域の生活や産業を支える道路網の整備促進について意

見交換を行ったところであります。 

 また、翌日の１１月５日には、阿波市としては、四国横断線（国道１９３号・主要地方

道志度山川線）改良促進期成同盟会として参加し、財務省中西財務大臣政務官、官房長、

道路局長にも要望を行い、また県選出の国会議員へもあわせて要望書を手渡したところで

あります。今回の要望については、国土強靱化と地方創生を実現するため、地方の道路整

備の着実な推進について要望を行ったところであります。 

 次に、四国治水期成同盟連合会についてであります。 

 去る１１月１８日、１９日にわたり、国土交通省へ、水災害や土砂災害が頻発、激化し

ている現状にあることから、市民の生命や財産を守り、健康で豊かな生活環境を守ること

ができる社会資本整備事業について、計画的、効率的に推進するよう要望を行ったところ

であります。また、県選出の国会議員へも要望活動を行い、社会資本整備事業に係る予算

確保をお願いし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行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第６４号 平成２７年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第６５号 平成２７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６６号 平成２７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 
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               号）について 

  日程第 ７ 議案第６７号 阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番 

               号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

               定個人情報の提供に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第６８号 阿波市ふるさと創生基金条例の廃止について 

  日程第 ９ 議案第６９号 阿波市市庁舎建設基金条例の廃止について 

  日程第１０ 議案第７０号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第７１号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第１２ 議案第７２号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第１３ 議案第７３号 阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第１４ 議案第７４号 阿波市乳幼児等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７５号 土成健康センターの指定管理者の指定について 

  日程第１６ 議案第７６号 土成地域資源活力工房の指定管理者の指定について 

  日程第１７ 議案第７７号 阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定について 

  日程第１８ 議案第７８号 阿波市立市場図書館及び阿波市立市場歴史民俗資料館の 

               指定管理者の指定について 

  日程第１９ 議案第７９号 阿波市立土成図書館及び阿波市立土成中央公民館の指定 

               管理者の指定について 

  日程第２０ 議案第８０号 阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定について 

  日程第２１ 議案第８１号 一条放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２２ 議案第８２号 柿原放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２３ 議案第８３号 土成放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２４ 議案第８４号 八幡放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２５ 議案第８５号 市場放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２６ 議案第８６号 大俣放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２７ 議案第８７号 久勝放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２８ 議案第８８号 伊沢放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

  日程第２９ 議案第８９号 林放課後児童クラブの指定管理者の指定について 
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  日程第３０ 議案第９０号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

○議長（木村松雄君） 日程第４、議案第６４号平成２７年度阿波市一般会計補正予算

（第４号）についてから日程第３０、議案第９０号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の策定についてまでの計２７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。 

 提案しております議案は、予算案件３件、条例案件８件、その他案件１６件の計２７件

であります。 

 最初に、議案第６４号平成２７年度阿波市一般会計補正予算（第４号）については、追

加補正予算額１億５，６５０万円であります。主なものといたしましては、選挙年齢の引

き下げによる選挙管理システム改修業務委託料、とくしま明日の農林水産業づくり事業補

助金などであります。 

 次に、議案第６５号平成２７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、追加補正予算額２，０３６万６，０００円であります。 

 次に、議案第６６号平成２７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）について

は、追加補正予算額１，０７２万２，０００円であります。 

 次に、議案第６７号阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につい

ては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号

法）の施行に伴い、来年１月から社会保障、税、災害対策の分野で利用が開始され、利用

者の負担の軽減及び事務手続の効率化を図るため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第６８号阿波市ふるさと創生基金条例の廃止については、合併１０周年関連

事業に繰入充当することにより基金残額も少なく、類似している基金もあり、新たな積み

増しもない状況から、廃止するものであります。 

 次に、議案第６９号阿波市市庁舎建設基金条例の廃止については、市庁舎建設等の費用

に充てる財源確保を図る目的として制定したものでありますが、当初の目的が達成されま

したので、廃止するものであります。 

 次に、議案第７０号阿波市税条例の一部改正について及び議案第７１号阿波市国民健康
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保険税条例の一部改正については、地方税法等の改正に伴い、関係条例の一部を改正する

ものであります。 

 次に、議案第７２号阿波市介護保険条例の一部改正については、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行により、関係条例の一部を改正

するものであります。 

 次に、議案第７３号阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いては、放課後児童クラブのサービスを拡充するため、関係条例の一部を改正するもので

あります。 

 次に、議案第７４号阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正については、

助成対象年齢を拡大するために、関係条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第７５号土成健康センターの指定管理者の指定についてから議案第８９号林

放課後児童クラブの指定管理者の指定についてまでの１５件については、指定管理期間が

平成２８年３月３１日で終了することによるもの並びに新たに平成２８年４月１日から指

定管理者制度を導入するものについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第９０号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、阿波市伊

沢谷辺地における総合整備計画策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項に基づき、議決をお願いするものでありま

す。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案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ります。 

○議長（木村松雄君） 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。 

 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６４号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第６４号平成２７年度阿波市の一般会計補正予算（第４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１億５，６５０万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８６億２，７１０万円とする。 

 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、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第４号）につきましては、９月補正予算成立後の状況の変化等を踏ま

え、緊急的に取り組む事業や扶助費の年間見込み額の見直しや国県補助金の確定に伴い措

置すべき経費などについてを計上しておりますので、よろしくお願いします。 

 次に、４ページをお願いします。 

 第２表債務負担行為補正についてであります。 

 追加をお願いするのは、指定管理に関する３件となっております。内容としては、来年

３月に期間終了を迎える更新の主なものとして、阿波市立阿波図書館等指定管理委託料

が、期間は平成２８年度から平成３２年度までの５カ年間で、限度額は４億３，５７９万

７，０００円、また平成２８年度からの新規として、放課後児童クラブ指定管理委託料

が、期間は平成２８年度から平成３０年度までの３カ年で、限度額は２億５，２２７万円

となっております。 

 次に、その下の第３表地方債補正についてであります。 

 今回変更をお願いするのは、農林水産業債など２件で、合わせて５，０００万円の限度

額が１億４，１７０万円、補正後の限度額は１億３，２１０万円で、９６０万円の減額と

なっております。 

 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を説明させていただきます。 

 最初に、歳入についてでありますが、１０款地方交付税が１億７，１２６万６，０００

円の追加で６９億８，５９４万６，０００円に、１５款県支出金が２，６０２万４，００

０円の追加で１２億６，６２９万円に、１８款繰入金が４，３００万円の減額で１２億

６，６５５万７，０００円などとなっており、補正額の合計は１億５，６５０万円の追加

で、補正後の歳入合計は１８６億２，７１０万円となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳出につきましては、２款総務費が１億５６０万１，０００円の追加で２３億５，６５
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３万４，０００円に、３款民生費が６，９６４万７，０００円の追加で６６億２，４１３

万９，０００円に、１０款教育費が３，８７６万３，０００円の減額で１５億４，２３３

万９，０００円となっており、補正額の合計は１億５，６５０万円の追加で、補正後の歳

出合計額は１８６億２，７１０万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細について説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 最初に、歳入についてであります。 

 １０款１項１目の地方交付税が１億７，１２６万６，０００円の追加となっており、こ

れにつきましては普通交付税であります。 

 そして、一番下段の１４款２項２目の総務費国庫補助金が１，０００万円の追加となっ

ており、内容につきましては、地方創生に係る地域住民生活等緊急支援のための交付金で

あります。 

 次に、１２ページ、１３ページをお願いします。 

 中段の１５款２項６目農林水産業費県補助金が１，８７７万９，０００円の追加で、主

なものは、とくしま明日の農林水産業づくり補助金１，０５２万４，０００円、多面的機

能支払交付金が３９６万円であります。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いします。 

 中段の１８款１項の基金繰入金が４，３００万円の減額となっております。内容につき

ましては、３目一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が１，３００万円の減額、７目の

教育施設整備基金繰入金が３，０００万円の減額となっており、それぞれ今年度の事業実

施にあわせて減額補正としたものであります。 

 次に、歳出についてであります。 

 １８ページ、１９ページをお願いします。 

 下ほどの２款４項１目の選挙管理委員会費が１９１万４，０００円の追加となってお

り、内容につきましては、選挙権年齢の引き下げに伴う選挙管理システムの改修業務委託

料となっております。 

 次に、２０ページ、２１ページをお願いします。 

 中段の３款１項２目の障害者福祉費が４，１７０万２，０００円の追加となっており、

この主なものは、障害児給付費に係る扶助費の増加などによる２，６１４万３，０００円

でございます。 
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 次に、２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 下ほどの６款１項５目の農業振興費が１，９５４万１，０００円の追加となっており、

この主なものは、とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金が１，３３７万３，０００

円、中山間地域等直接支払交付金が４７６万５，０００円となっております。 

 次に、２６ページ、２７ページをお願いします。 

 一番下段でありますが、１０款１項２目の教育費の事務局費が４，１８７万５，０００

円の減額で、その主な内容としては、２８ページ、２９ページをお願いいたします。２９

ページの上段の工事請負費が３，３６６万円の減額で、大俣小学校の屋内運動場の大規模

改修工事に係るものでございます。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願いします。 

 この調書につきましては、４ページの債務負担行為補正の追加に基づき作成した調書と

なっております。 

 次に、最終３６ページをお願いいたします。 

 この地方債に関する調書は、４ページの地方債補正の変更に基づき調製したものであ

り、当該年度末の現在高の見込み額の合計は２４４億８，７３５万３，０００円となって

おります。 

 以上、議案第６４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。 

            （５番 松村幸治君 退場 午前１０時４０分） 

○議長（木村松雄君） 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６５号について補

足説明させていただきます。 

 議案第６５号平成２７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。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０３６万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億６，７６５万３，０００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２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 ６、７ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 
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 歳入につきましては、１０款繰越金の補正額が２，０３６万６，０００円の増額です。

内容としましては、前年度会計実績額の確定に伴う繰越金の増額でございます。補正後の

歳入合計額は５５億６，７６５万３，０００円となっています。 

 次に、８、９ページ、歳出についてでございます。 

 １款総務費の補正額が５６万４，０００円の増額です。この増額は、システム変更に伴

う納付書等の印刷費の増によるものでございます。 

 続いて、３款後期高齢者支援金が１，１５６万９，０００円の減額、４款前期高齢者納

付金が６４万５，０００円の減額、６款介護納付金が２，９０９万２，０００円の減額で

す。これら減額は、それぞれ当該年度納付額確定に伴うものでございます。 

 続いて、１１款諸支出金が６，１１０万８，０００円の増額です。この増額補正は、前

年度の退職被保険者の療養給付費交付金確定による返還金でございます。 

 補正額の合計は２，０３６万６，０００円の増額で、補正後の歳出合計額は５５億６，

７６５万３，０００円となります。 

 以上、議案第６５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申し上げます。 

            （５番 松村幸治君 入場 午前１０時４４分） 

○議長（木村松雄君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６６号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第６６号平成２７年度阿波市の介護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。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０７２万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億５，９１６万７，０００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。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 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説明をさせていただきます。 

 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 ３款国庫支出金が５３４万円の増額で１１億５２０万２，０００円に、４款支払基金交
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付金が２９５万９，０００円の増額で１１億５，１７６万円に、５款県支出金が１０３万

８，０００円の減額で６億２７６万１，０００円に、８款繰入金が１３２万２，０００円

の増額で６億７，８０４万円でございます。この３款、４款、５款、８款につきまして

は、介護保険給付費の増減に伴う国や支払基金、また県、市の法定負担割合に対するそれ

ぞれの補正額でございます。 

 ９款繰越金につきましては２１３万９，０００円の増額で、４，０６９万３，０００円

でございます。これにつきましては、平成２６年度介護保険特別会計の決算に伴う繰越金

でございます。 

 以上、補正額の合計は１，０７２万２，０００円の増額で、補正後の歳入合計額は４３

億５，９１６万７，０００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。 

 歳出についてでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、２款保険給付費が１，０５７万円の増額で４１億８９

２万円でございます。これにつきましては、居宅介護サービス給付費や高額介護サービス

給付費、また特定入所者介護サービス費の増や施設介護サービス給付費の減など、各介護

サービス給付費の増減のトータルによる増額分でございます。 

 以上、補正額の合計は１，０７２万２，０００円の増額で、補正後の歳出合計額は４３

億５，９１６万７，０００円となっております。 

 以上、議案第６６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（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６７号から議

案第６９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６７号阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ

いて。 

 阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、略称

がナンバー法といいます、に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

を次のように定める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 
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 目的といたしましては、来年１月から社会保障、税、災害対策等の分野で個人番号の利

用が開始されます。番号法では、個人番号の利用及び特定個人情報の提供を行うことので

きる事務をあらかじめ法律で定められているため、法律に上げられていない事務等につい

て利用者の負担の軽減及び事務の効率化を図るため条例で定めておく必要がございまし

て、今回条例制定をするものであります。 

 その内容といたしましては、大きく３点に分けられます。 

 １点目に番号法第９条に掲げられていない事務において、個人番号を利用する場合を定

めます。独自利用といいます。具体的には、独自利用として４つの事務を定めます。１つ

目は、阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成事務です。２つ目は、阿波市乳幼児

等医療費の助成に関する医療費の助成事務でございます。３つ目が、阿波市就学援助費交

付要綱による援助費の支給事務であります。４つ目は、阿波市特別支援教育就学奨励費交

付要綱による就学奨励費の支給事務であります。 

 なお、今後４つの事務以外についても利用者の負担の軽減や事務の効率化につながると

考えられるものにつきましては、独自利用事務に追加することと考えております。 

 ２点目に、市の同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合を定めます。これを庁内連

携といいます。具体的には、１つ目として、阿波市重度心身障害者等関係事務と乳幼児等

医療費助成事務の２事務がございます。 

 ３点目に、同一地方公共団体内での他機関への特定個人情報の提供を行う場合などに

は、地方公共団体で使用できるものを定めます。具体的には、阿波市就学援助費交付要綱

による援助費支給事務などがございます。 

 施行日につきましては、平成２８年１月１日としております。 

 続きまして、議案第６８号をお願いします。 

 議案第６８号阿波市ふるさと創生基金条例の廃止について。 

 阿波市ふるさと創生基金条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 今回廃止するふるさと創生基金については、特定目的基金であり、合併１０周年関連事

業に繰り入れ、事業に充当することにより、今年度末の基金残額も少なくなり、類似して

いる基金もあることや、新たに積み立てる予定もない状況となっていることから、本条例

を廃止するものでございます。廃止後の対応といたしましては、財政調整基金に編入して

積み立てる予定であります。 
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 施行日は、平成２８年３月３１日としております。 

 続きまして、議案第６９号をお願いします。 

 議案第６９号阿波市市庁舎建設基金条例の廃止について。 

 阿波市市庁舎建設基金条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 今回廃止する市庁舎建設基金につきましては、特定目的基金であり、市庁舎等建設の費

用に充てる財源を確保するため基金設置を目的として制定したものであり、建設事業の完

了に伴い基金設置に係る当初の目的が達成されましたので、本条例を廃止するものであり

ます。 

 なお、廃止後の対応といたしましては、財政調整基金に編入して積み立てる予定でござ

います。 

 なお、施行日は平成２８年３月３１日としております。 

 以上、議案第６７号から議案第６９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（木村松雄君） 補足説明の途中ですが、暫時休憩いたします。 

            午前１０時５７分 休憩 

            午前１１時１０分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 補足説明を続けます。 

 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７０号について補

足説明させていただきます。 

 議案第７０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２７年１１月３０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２７年３月３１

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す。 

 主な改正内容につきましては、１点目は、国税通則法及び国税徴収法が改正され、納税

の猶予制度について見直しが行われ、地方税についても納税者の負担の軽減を図るととも

に、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づく猶予制度を創
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設するなどの見直しをし、その際地方分権の趣旨を踏まえ、換価の猶予に係る申請期限な

ど、一定の事項について地域の実情等に応じて条例で定めることとなり、基準について新

たに規定いたしました。 

 ２点目は、エコー、わかば、しんせいなどの紙巻きたばこ三級品のたばこ税が、これま

で高齢者多く愛用し、消費が減っている現状から税率の軽減措置が置かれていましたが、

平成２２年度たばこ税改正後の消費の伸び、高齢者以外の使用も増加していることを踏ま

え、他の製造たばこの税率との整合性を図り、もって国民の健康増進に資するため、当軽

減措置が平成２８年度より段階的に縮減、廃止されることになりました。 

 ３点目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び地方税施行規則の施行に伴う個人番号、法人番号等の地方税当局へ提出する申請書並び

に申告書等への記載を規定化するものでございます。 

 そのほか、地方税法の所要の規制の整備が行われたことに伴い、条例の規定整備を行う

ものです。 

 施行期日につきましては、条項のずれ等の規定整備が公布の日より、番号法に関する規

定の整備が平成２８年１月１日より、そのほかについては平成２８年４月１日施行となり

ます。 

 以上、議案第７０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。 

 続きまして、議案第７１号について補足説明させていただきます。 

 議案第７１号阿波市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 阿波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、金融証券税制の改正を主とする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、その一部が平成２８年１月１日より施行さ

れることにより、阿波市国民健康保険税条例の附則の一部を改正するものでございます。 

 その内容は、１点目は、上場株式等に係る配当所得の分離課税について、特定公社債の

利子が対象に追加されたことに伴う条例の整備です。 

 ２点目は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等と上場株

式等に係る譲渡所得等のそれぞれ分離課税に改組したことに伴い、一般株式等としての条

文の整備でございます。 
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 ３点目は、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が追加された

ことに伴う条文の整備でございます。 

 なお、施行日については、附則第１４項の改正のうち、配当所得を利子所得、配当所得

及び雑所得に改める部分が平成２８年１月１日から施行、そのほかについては平成２９年

１月１日施行でございます。 

 以上、議案第７１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（木村松雄君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７２号から議

案第７４号までの３議案につきましては健康福祉部所管の議案でございますので、一括し

て補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第７２号をお願いします。 

 議案第７２号阿波市介護保険条例の一部改正について。 

 阿波市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）の施行に伴い、介護保険条例の一部を改正する

ものでございます。 

 改正内容につきましては、下から６行目でございます。「第９条第２項第１号及び第１

０条第２項第１号中の」とあります。これにつきましては、保険料の徴収猶予及び保険料

の減免に関する申請書について及び住所に個人番号を追加するものでございます。 

 附則として、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行日から施

行といたします。 

 次に、議案第７３号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第７３号阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 阿波市放課後児童クラブ設置及び管理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２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、放課後児童クラブの利用者へのサービスの拡充を図るもので
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ございます。 

 改正内容につきましては、放課後児童クラブの開設時間を延長いたします。 

 第５条中、小学校の授業の休業日及び小学校の授業の休業日以外について、現行「午後

６時３０分まで」の開設を「午後７時まで」に改め、開設時間を３０分延長いたします。 

 なお、附則といたしましては、施行日につきましては平成２８年４月１日からの施行と

いたします。 

 次に、議案第７４号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第７４号阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について。 

 阿波市乳幼児等医療費の助成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２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、平成２８年４月１日より、阿波市乳幼児等医療費助成の対象

年齢を、今までの「小学校修了まで」から「中学校修了まで」に拡大し、新たに制度の名

称を阿波市あわっ子はぐくみ医療助成として運用するため、阿波市乳幼児等医療費の助成

に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 最初に、下から９行目をごらんください。 

 第２条第１項中、対象年齢を「１２歳」から「１５歳」に改めます。 

 あわせて、その上の行の第１条の目的を「保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本認識のもとに、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することに

より、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする」と改めるものでござい

ます。 

 また、先ほど申し上げました、次の行の第２条以降、第３条中、第４条の見出し中、ま

た第５条から次のページの第８条中までの「乳幼児等」を「子ども」に、「乳幼児等医療

費」を「あわっ子はぐくみ医療費」にそれぞれ文言を改めるものでございます。 

 最後に、附則といたしまして、施行期日につきましては、平成２８年４月１日からの施

行といたします。 

 また、阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例中、別表第１及び別表第２

中、「阿波市乳幼児等医療費」を「阿波市あわっ子はぐくみ医療費」に改めます。 

 また、別表第２中、「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改めるものでございま

す。 
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 以上、健康福祉部所管の議案第７２号から議案第７４号までの３議案の補足説明とさせ

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（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７５号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第７５号につきましては、土成健康センターの現在の指定管理の期間が平成２８年

３月３１日で終了するため、それに伴い、次期の指定管理者の指定について議会の議決を

求めるものでございます。 

 議案第７５号土成健康センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 施設の名称は、土成健康センターであります。 

 指定管理者は、阿波市土成町吉田字梨木原１番地１、株式会社御所リゾート、代表取締

役社長松野晴比古であります。 

 指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５カ年間となって

おります。 

 以上、議案第７５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（木村松雄君） 天満産業経済部長。 

○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７６号につい

ての補足説明をさせていただきます。 

 議案第７６号につきましては、土成地域資源活力工房の現在の指定管理の期間が平成２

８年３月３１日で終了するため、それに伴い、次期の指定管理者の指定について、議会の

議決を求めるものでございます。 

 議案第７６号土成地域資源活力工房の指定管理者の指定について。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 施設の名称は、土成地域資源活力工房。 

 指定管理者は、阿波市土成町吉田字土取３７番地１、株式会社カスタムメイド、代表取
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締役佐藤泰史。 

 指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年間となってお

ります。 

 以上、議案第７６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

すようお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 吉田教育次長。 

○教育次長（吉田一夫君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７７号阿波市立阿

波図書館の指定管理者の指定についてから議案第８０号阿波市立吉野笠井図書館の指定管

理者の指定についてまでの４つの議案につきまして、一括して補足説明をさせていただき

ます。 

 市内の４つの図書館等の指定管理の期間が平成２８年３月３１日をもって終了いたしま

すので、それに伴う次期の指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項

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２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 施設の名称は、議案第７７号が阿波市立阿波図書館、議案第７８号が阿波市立市場図書

館及び阿波市立市場歴史民俗資料館、議案第７９号が阿波市立土成図書館及び阿波市立土

成中央公民館、議案第８０号が阿波市立吉野笠井図書館となっております。 

 指定管理者は、東京都文京区大塚３丁目１番１号、株式会社図書館流通センター、代表

取締役石井昭。 

 指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間となってお

ります。 

 以上、議案第７７号から議案第８０号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第８１号一条放

課後児童クラブの指定管理者の指定についてから議案第８９号林放課後児童クラブの指定

管理者の指定についてまでの９議案につきましては健康福祉部所管の議案でございますの

で、一括して補足説明をさせていただきます。 

 この議案第８１号から議案第８９号までの９議案につきましては、平成２８年４月より

新たに９施設の放課後児童クラブを阿波市放課後児童クラブとして指定管理者制度を導入
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するものでございます。それに伴う指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 施設の名称につきましては、議案第８１号が一条放課後児童クラブ、議案第８２号が柿

原放課後児童クラブ、議案第８３号が土成放課後児童クラブ、議案第８４号が八幡放課後

児童クラブ、議案第８５号が市場放課後児童クラブ、議案第８６号が大俣放課後児童クラ

ブ、議案第８７号が久勝放課後児童クラブ、議案第８８号が伊沢放課後児童クラブ、議案

第８９号が林放課後児童クラブとなっております。 

 指定管理者につきましては、徳島県阿波市市場町興崎北分６０番地、社会福祉法人阿波

市社会福祉協議会会長鈴田孝志であります。 

 指定の期間につきましては、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年

間でございます。 

 以上、健康福祉部所管の議案第８１号から議案第８９号までの補足説明とさせていただ

きます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９０号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 阿波市辺地に係る公共的施設の総合整備計画について、別紙のとおり策定したいので、

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項

の規定により、議会の議決を求める。 

 平成２７年１１月３０日提出、阿波市長。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の期間は３年となっております。また、この計画

に基づいて実施する公共的施設の整備事業に要する経費につきましては辺地対策事業債の

発行が認められており、毎年度元利償還金の８０％に相当する額が地方交付税の基準財政

需要額に算入されます。 

 今回策定する総合整備計画は、地区は阿波町の伊沢谷辺地、計画期間は平成２８年度か

ら平成３０年度までの３カ年としており、施設名及び計画事業費は、施設名は一ノ瀬引地

線改良舗装工事、契約事業費は８，０００万円となっております。 

 なお、この辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

第３条第１項の規定に基づき、徳島県と協議を行い、同意を得ているところであります。 
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 以上、議案第９０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（木村松雄君） 補足説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、１２月９日午前１０時より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。 

            午前１１時３２分 散会 
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