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            午前１０時００分 開会 

○議長（江澤信明君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 ただいまから平成２９年第１回阿波市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（江澤信明君） 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、１８番原田定信君、１９番三浦三

一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（江澤信明君） 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、５月１５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。 

 三浦議会運営委員長。 

○議会運営委員長（三浦三一君） 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申し上げ

ます。 

 平成２９年第１回阿波市議会臨時会の運営協議のため、５月１５日午前１０時から委員

会室において、正副議長及び委員８名、理事者側からは市長、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、今臨時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５月１９日の

１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、所信表明、提出議案

の説明、質疑、討論、採決を行い、閉会を予定いたしております。円滑な議会運営ができ

ますよう、議員並びに理事者側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。 

○議長（江澤信明君） お諮りいたします。 
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 本臨時会の会期は、本日５月１９日、１日間といたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日５月１９日、１日間と

決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 市長の所信表明 

○議長（江澤信明君） 日程第３、市長の所信表明を市長に求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） おはようございます。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、平成２９年第１回阿波市議会臨時会を急遽招集しましたところ、議員各位には、

大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 最初に、私は、去る４月１６日の市長選挙におきまして、江澤議長、森本副議長を初

め、市議会議員各位や市民の皆様方から温かいご支援とご厚情を賜り、その結果、初当選

させていただくという栄に浴し、市政のかじ取りをさせていただくことになりました。こ

うして阿波市政のかじ取り役を任せていただいたことに対しまして感謝を申し上げますと

ともに、その責任の重さをひしひしと感じておりまして、向こう４年間、全身全霊で阿波

市の発展のために取り組む覚悟でございます。 

 まず、私が阿波市長としてなすべき政治姿勢は、多くの市民の皆様の声を開き、その声

をできる限り市政に反映させることだと考えております。 

 特に本市では、これまでも第１次阿波市総合計画において、「あすに向かって人の花咲

くやすらぎ空間・阿波市」という将来像を掲げ、市の基盤づくりや一体感の醸成を着実に

進めてまいりましたが、今回の選挙を通じ、多くの市民の皆様に直接触れ合い、生の声を

聞き、市民が何を求めているかを身にしみて感じ、市民との一体感の醸成の必要性を改め

て感じたところでございます。 

 一方、今後想定される人口減少や高齢化対策に加え、公共施設等の維持更新費用の増加

が懸念される中、合併特例による普通交付税の特例期間が平成２７年度に終了し、昨年度

から財政支援措置が段階的に削減されていることや、合併特例債の活用期限が今年度を含

めて残り４年と迫る中、今後より一層厳しい財政運営を余儀なくされることとなります。 
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 こうしたことを踏まえ、阿波市の将来のまちづくりに向けての大きな目標として、「市

民と歩む、輝くまちづくり」を目指してまいります。この大きな目標に向かって、市長選

挙においてお示ししましたマニフェスト、第２次阿波市総合計画をベースに、９つの基本

施策を柱に進めていく考えでございます。 

 施策の柱の１つ目としましては、切れ目のない子育て支援の充実であります。 

 現在、阿波市は、子育てするなら阿波市の実現に向け、さまざまな施策を展開しており

まして、阿波市総合戦略においても、子育て支援は本市の強みと位置づけております。具

体的には、県下８市の中でも保育料を最も低く設定し、保護者の負担軽減に取り組むとと

もに、病児・病後児保育事業を推進し、安心して子育てができる環境の整備を図ってまい

りました。 

 今後、これらの事業の充実を図るとともに、就学前児童に切れ目のない教育、保育を提

供するため、民間活力の導入と公立施設のバランスをとりながら認定こども園の整備を進

め、子どもたちが健やかに成長できるよう努めてまいります。 

 また、子育て家庭の精神的、経済的負担を軽減するため、阿波市あわっ子はぐくみ医療

費助成の対象を、現在の中学生から高校生に拡充することを検討してまいります。 

 次に、農業振興のステップアップであります。 

 本市は、地味肥沃な土壌と温暖な気候を生かし、高品質な農産物が産出され、関西の台

所ともいわれている県内有数の農業地域でありまして、第１次農業振興計画に基づき、本

市独自の農業振興を力強く展開しているところでございます。 

 今後も、農業立市としての強みを最大限発揮するため、農業者の現状や消費者のニーズ

を的確に捉え、農業振興を総合的、計画的に推進する第２次農業振興計画の策定に着手し

てまいります。 

 策定に際しましては、農業者の意見をできるだけ反映するとともに、第１次農業振興計

画の検証を行いまして、発展的な事業計画とし、具体的な農業振興策を進めてまいりたい

と考えております。 

 加えて、阿波市の特産認証品の拡充や、効果的なＰＲ、販路開拓やブランド化を図り、

農業所得の向上、そして本市のイメージアップにつなげてまいります。 

 次に、安全で安心な基盤整備の確立であります。 

 近年頻発する豪雨災害に加え、直下型地震や南海トラフ巨大地震の発生に対応するた

め、地域防災計画等につきましては最新の知見に基づき、適宜見直しを図るとともに、国
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民保護計画の改定や訓練を通じ、市、関連機関、そして市民が一体となった総合的な防

災、減災体制の確立を進めてまいります。 

 特に、避難行動要支援者の支援体制の一層の充実を図るとともに、指定避難所等の耐震

化、各種資機材等の整備や非常食の備蓄を図ります。 

 次に、阿波市らしい教育の推進であります。 

 将来を見据えた教育行政を推進するため、郷土・阿波市を育む郷土愛の育成を図るとと

もに、よりよい教育環境の実現を目指して、小・中学校の長寿命化やバリアフリー化を計

画的に実施するとともに、保育所から高等学校までの連携を強化する体制づくりを推進し

てまいります。 

 また、英語教育の充実に向けた取り組みとして、ＡＬＴや英語指導講師の活用等により

まして、子どもたちの英語力を向上させる、特色ある英語教育を進めてまいります。 

 次に、商工業と観光の振興であります。 

 本市の既存商店街は、郊外型の大型店の進出や消費者ニーズの多様化、高度化等の中で

厳しさを増しております。このため、商業振興の核となる商工会の育成、支援を行いなが

ら、商店個々の経営の安定化、活性化や市民の消費ニーズに即した商品、サービスの充実

等を促進してまいります。 

 また、工業の振興は、地域全体の活力の向上や雇用の場の確保に直結するものであり、

商工会との連携のもと、既存事業所の経営の安定化、活性化を促進していくとともに、新

規創業や新産業、新商品の開発等に向けた取り組みを一層積極的に進めてまいります。 

 また、観光面では、本市が誇る阿波の土柱、金清自然公園、宮川内谷川の周辺や、吉野

川の清流が育む日本一の中州・善入寺島や、柿原堰の魅力を最大限引き出すため、周辺整

備を継続的に行い、観光資源に磨きをかけるとともに、市内にある４札所のお接待の心も

込めて、観光協会と連携しながら、本市らしい魅力を市内外に力強く発信してまいりま

す。 

 次に、持続可能な上水道事業の構築、基盤強化であります。 

 本市はこれまで、水道事業の総合的な指針である阿波市水道ビジョンに基づきまして、

水源の確保を初め、各種水道施設の整備や管理、運営体制や給水体制の充実に努めてまい

りました。 

 今後も、老朽化する送配水管の布設がえに際しまして、近い将来に発生が予想される南

海トラフ巨大地震などを見据え、災害に強い水道施設の構築を図るため、耐震性の高い送
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配水管へと更新を行います。特に、指定避難場所等への送水管は重要管路と定め、優先的

に布設がえを実施してまいります。 

 これらの事業には多額な費用が必要となることから、上水道基本計画に基づきまして、

経営の効率化、施設規模の適正化や長寿命化などによりまして財政体質の強化を図り、よ

り安定した財務体質のもとで、安全で良質な水の供給に努めてまいります。 

 次に、市民目線で計画的な行財政改革の推進であります。 

 本市は、合併による財政支援措置と行財政改革の推進によりまして、健全財政を維持し

ております。今後、合併支援措置も減少し、限られた財源の中で市民の負託に応えるた

め、中期財政計画を随時見直し、事業の集中と選択を実施いたします。 

 あわせて、自主財源の確保や職員個々の意識改革、事務事業の効率化、民間活力の導入

などによりまして、財政基盤をさらに強化し、行財政改革の推進を図ります。 

 加えて、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の総量や配置の適正化、さらには既存

ストックの有効活用に積極的に取り組んでまいります。 

 特に、徳島県警察本部が策定した警察署再編整備等総合計画では、更新免許の即日交付

が可能となる運転免許更新センターを自治体の行政庁舎等、既存ストックを活用して設置

することが示されておりまして、運転免許更新センターの設置は市民の利便性や地域の活

性化につながることから、去る５月１５日に徳島県知事や徳島県警察に対しまして、本市

への誘致を強く要望したところでございます。 

 次に、地域福祉の安定したまちづくりであります。 

 現在、子どもや障害のある方、高齢者等を対象とする各種福祉サービスが図られていま

すが、社会環境や家族構成、それぞれの価値観やライフスタイルの変化等により、新たに

無縁社会や社会的孤立が課題となっており、それらを解消するため、行政や地域等みんな

で支え合い、快適で安心して暮らしていける地域福祉を実感できるまちづくりを目指して

まいります。 

 また、高齢者福祉につきましては、身近な総合相談、支援の窓口としての役割を担う地

域包括支援センターの機能の拡充を図るとともに、医療、介護、介護予防及び自立した日

常生活の支援を包括的に行う、地域包括ケアシステムの構築を図ってまいります。 

 最後に、地方創生に伴う総合戦略の実施であります。 

 まち・ひと・しごと創生法が成立し、東京一極集中の是正や人口減少という非常に大き

な課題に向き合う、地方創生に向けた取り組みが全国的に本格化しております。 
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 本市におきましても、２０６０年という、これまでにない長期ビジョンの人口目標を設

定するとともに、その目標達成に向け、「輝く阿波市に煌めく未来」阿波市総合戦略を策

定し、地方創生に向けた取り組みを進めております。 

 総合戦略の中では、本市の特性を生かし、他地域との競争において優位性を発揮すべ

く、農業、子育て、安心・安全を本市の強みと捉え、農産物などのブランド化や子育て支

援策の充実強化、地域防災力強化など、ソフト事業を中心にした暮らしやすいまちづくり

を展開し、市民の皆様からはずっと住み続けたい、そして市外の方からも阿波市で住みた

いと感じてもらえる、魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。 

 以上、申し述べさせていただいた９つの基本政策の遂行に当たっては、市民の皆様や市

議会議長を初めとする議員各位のご意見をお聞きしながら、職員と一緒に知恵を出し、汗

を流し、力を合わせ、市民の皆様にとってわかりやすく、親しみが持てる市政運営となり

ますよう取り組んでまいる所存でございます。 

 結びに、阿波市は私にとって、生まれ育った、そして多くの皆様に育てていただいたか

けがえのないまちであり、大切なまちでございます。これからの市長の任期となる４年間

におきましては、市民の皆様が住んでよかった、住み続けたいまちを実感していただき、

「わがまち・阿波市」に誇りと愛着を持っていただけるような阿波市をつくり上げてまい

りたいと考えております。 

 今後とも、市民の皆様や議員の皆様におかれましては、市政推進に一層のご支援、ご協

力を賜りますよう心からお願い申し上げまして、所信表明とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第３３号 平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第１号）につい 

               て 

  日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿 

               波市一般会計補正予算（第７号）について） 

  日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿 

               波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい 

               て） 

  日程第 ７ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿 

               波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ 

               いて） 
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  日程第 ８ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿 

               波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１ 

               号）について） 

  日程第 ９ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿 

               波市介護保険特別会計補正予算（第４号）について） 

  日程第１０ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市税条例の 

               一部改正について） 

  日程第１１ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民健康 

               保険税条例の一部改正について） 

○議長（江澤信明君） 次に、日程第４、議案第３３号平成２９年度阿波市一般会計補正

予算（第１号）についてから日程第１１、承認第７号専決処分の承認を求めることについ

て（阿波市国民健康保険税条例の一部改正について）までの計８件を一括議題といたしま

す。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 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。 

 最初に、議案第３３号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第１号）につきまして

は、追加補正予算額２億４８０万円でございます。 

 今回の補正予算としましては、地方道整備事業、周辺対策事業や、新規就農者の支援と

して就農スタート研修事業などであります。 

 続いて、承認第１号から承認第７号までの専決処分案件につきましては、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分を行ったため、これを報告し承認を求めるものであ

ります。 

 まず、承認第１号につきましては、平成２８年度阿波市一般会計補正予算（第７号）に

ついてであります。歳入歳出それぞれ２億１，４４０万円を追加し、歳入歳出予算それぞ

れの総額を２０２億１，９００万円とするものでございます。 

 次に、承認第２号につきましては、平成２８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてであります。歳入歳出それぞれ８，５００万円を減額し、歳入歳出予

算それぞれの総額を５５億６，５８４万円とするものであります。 
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 次に、承認第３号につきましては、平成２８年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）についてであります。歳入歳出それぞれ１，２２７万６，０００円を減額

し、歳入歳出予算それぞれの総額を１億１，７４９万円とするものであります。 

 次に、承認第４号につきましては、平成２８年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）についてであります。歳入歳出それぞれ７２６万７，０００円を追

加し、歳入歳出予算のそれぞれの総額を１，０４９万１，０００円とするものでありま

す。 

 次に、承認第５号につきましては、平成２８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてであります。歳入歳出それぞれ２億６４９万６，０００円を減額し、歳入

歳出予算のそれぞれの総額を４２億３，８１１万円とするものであります。 

 次に、承認第６号につきましては、阿波市税条例の一部改正についてであります。個人

住民税の配偶者控除の見直し等地方税法の一部改正を受け、関係する条文について阿波市

税条例の規定整備を行うものであります。 

 次に、承認第７号につきましては、阿波市国民健康保険税条例の一部改正についてであ

ります。地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、国民健康保険税の

低所得者に係る軽減判定所得が見直されたことにより、阿波市国民健康保険税条例の一部

を改正するものでございます。 

 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、担当部長より説明させていただきますので、十分ご審議の上、ご承認いただきます

ようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 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。 

 後藤企画総務部長。 

○企画総務部長（後藤 啓君） 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３３号及び承認第１号について説明をさせて

いただきます。 

 最初に、議案第３３号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第１号）について補足説

明をさせていただきます。 

 議案第３３号平成２９年度阿波市の一般会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ２億４８０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７７億８，３８０万円とする。 

 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、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第１号）につきましては、当初予算が義務的経費や継続的経費などの骨

格的予算として編成いたしましたので、このたび国、県の交付金の内示を受けた事業や事

業の執行に緊急を要するものに、追加予算の計上を行うものであります。 

 次に、４ページをお願いしたいと思います。 

 第２表地方債補正についてです。 

 今回変更をお願いするのは、道路橋りょう債で、補正前の限度額が１，２５０万円、補

正後の額が４，９２０万円となっており、３，６７０万円の追加となっております。 

 次に、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。 

 まず、歳入についてです。 

 １０款地方交付税が３，９４７万４，０００円の追加で計６７億６７４万３，０００円

に、１４款国庫支出金が７，６１２万６，０００円の追加で計１８億４，６１７万４，０

００円に、１８款繰入金が３，７５０万円の追加で計１５億１，９９８万６，０００円

に、２１款市債が３，６７０万円の追加で計１２億２，８４０万円で、補正額の合計額は

２億４８０万円の追加で、補正後の歳入合計額は１７７億８，３８０万円となっておりま

す。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、６款農林水産業費が１５０万円の追加で計６億３，２３３万２，００

０円に、８款土木費が２億３３０万円の追加で計７億１，６８６万円となっており、補正

額の合計は２億４８０万円の追加となっており、補正後の歳出合計額は１７７億８，３８

０万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いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入についてです。 
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 １０款１項１目の地方交付税が３，９４７万４，０００円の追加となっており、内容は

普通交付税となっております。 

 その下、１４款２項８目の土木費国庫補助金が７，６１２万６，０００円の追加となっ

ております。これは、社会資本整備総合交付金や防災・安全社会資本整備交付金となって

おります。 

 そのページの下段の２１款１項８目の土木債が３，６７０万円の追加となっておりま

す。これは、合併特例債となっております。 

 次に、歳出についてです。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目の農業振興費が１５０万円の追加となっております。これについては、阿

波市総合戦略に伴う就農スタート研修業務委託料となっております。 

 次に、その下、８款２項４目の地方道整備事業費が１億５，０８０万円の追加で、主な

ものは、設計監理委託料５，２００万円、工事請負費８，６５０万円などとなっておりま

す。 

 その下、６目の周辺対策事業費が５，２５０万円の追加で、主なものは、工事請負費

４，６５０万円となっております。 

 次に、１４ページをお願いいたします。 

 この調書は、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ます。 

 表の右下、当該年度末現在高見込み額についての合計額は２１７億８，２１４万８，０

００円となっています。 

 以上、議案第３３号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１号についての補足説明をさせていただきます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２８年度阿波市一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第１号平成２８年度阿波市の一般会計補正予算（第７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２億１，４４０万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０２億１，９００万円とする。 

 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、繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 平成２９年３月３１日専決、阿波市長。 

 この補正予算（第７号）につきましては、歳入面では地方交付税や国県支出金などの確

定に伴う補正と、歳出面では不用額についての減額補正、減債基金等の積み立てを行うな

どの平成２８年度決算を踏まえた予算の最終調整を講じたものであります。 

 次に、６ページをお願いをいたします。 

 第２表繰越明許費補正についてであります。 

 この補正につきましては、臨時福祉給付金給付事業や道路新設改良事業などの４事業に

ついて変更をお願いするものであります。 

 補正前の金額は総額で２億７，１２５万１，０００円となっており、５，１８１万４，

０００円を減額し、補正後の総額は２億１，９４３万７，０００円となっております。 

 次に、その下、第３表地方債補正についてであります。 

 この補正につきましては、公共施設等整備事業債や道路橋りょう債、学校教育施設等整

備事業債など５事業について変更をお願いするものであります。補正前の限度額は、総額

で６億５，７３０万円となっており、全体で３，５２０万円を減額して、補正後の限度額

は６億２，２１０万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。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものについて説明をさせていただきます。 

 歳入については、２款地方譲与税が２，９０９万８，０００円の追加で計２億３，４１

９万９，０００円に、１０款地方交付税が２億９，０１９万９，０００円の追加で計８５

億７２９万６，０００円に、１４款国庫支出金が４，４６８万１，０００円の減額で計２

１億６，０９０万３，０００円に、１８款繰入金が４，３１４万７，０００円の減額で計

１１億８，９６５万円に、２１款市債が３，５２０万円の減額で計１２億４，４３０万円

となっており、補正額の合計は２億１，４４０万円の追加で、補正後の歳入合計額は２０

２億１，９００万円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 
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 歳出については、２款総務費で５，９４４万６，０００円の減額で計２５億８，５６２

万円に、３款民生費で１億１２８万６，０００円の減額で計６５億９，１４２万１，００

０円に、４款衛生費で４，３７２万６，０００円の減額で計１７億３，６１５万９，００

０円に、８款土木費で４，５４３万円の減額で計１１億５，７６５万２，０００円に、１

３款諸支出金で５億３，０５６万１，０００円の追加で計１７億３９９万６，０００円と

なっており、補正額の合計は２億１，４４０万円の追加で、補正後の歳出の合計額は２０

２億１，９００万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いたします。 

 １２ページ、１３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。 

 中段の２款１項自動車重量譲与税が１，６９９万１，０００円、２項地方揮発油譲与税

が１，２１０万７，０００円のそれぞれ追加となっております。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 上段の１０款地方交付税が２億９，０１９万９，０００円の追加となっております。こ

れについては特別交付税の確定に伴うものであります。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 １４款１項３目民生費国庫負担金が１，１０２万３，０００円の減額となっておりま

す。 

 その下５行目、１４款２項３目民生費国庫補助金が２，５８９万８，０００円の減額と

なっております。この主なものとしては、臨時福祉給付金給付事業費補助金が２，０５３

万３，０００円の減額となっております。 

 次に、２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 １５款２項６目農林水産業費県補助金が１，１３９万５，０００円の減額となっていま

す。この主なものとしては、新規就農総合支援事業費補助金や多面的機能支払交付金の減

額であります。 

 次に、２６ページ、２７ページをお願いいたします。 

 １８款繰入金として４，３１４万７，０００円の減額となっており、主なものとして

は、１項３目一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が１，８０２万９，０００円、１項

９目の情報システム施設整備基金繰入金が２，６２２万３，０００円のそれぞれ減額であ

ります。 
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 次に、歳出についてです。 

 ３４ページ、３５ページをお願いいたします。 

 上から３行目、２款１項１０目情報ネットワーク費が２，６１８万１，０００円の減額

で、工事請負費の請け差によるものであります。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 下段の３款１項９目臨時福祉給付金給付事業費が２，４１３万８，０００円の減額とな

っております。 

 次に、３８ページ、３９ページをお願いいたします。 

 ３行目、３款２項１目老人福祉総務費で３，３０７万３，０００円の減額となってお

り、主なものとしては、老人保護措置費の５００万円や、介護保険特別会計繰出金２，４

７４万８，０００円のそれぞれ減額であります。 

 次に、４６ページ、４７ページをお願いいたします。 

 ８款２項３目道路新設改良費で２，１００万円の減額となっており、主なものとして

は、工事請負費の減によるものであります。 

 一番下の段、６目周辺対策事業費で１，７９０万円の減額となっており、工事請負費や

補償金の減によるものであります。 

 次に、５４ページ、５５ページをお願いいたします。 

 下段の１３款２項１目基金費で５億３，０５６万１，０００円の追加となっており、主

なものとしては、次のページ、５７ページの減債基金積立金が４億１，０００万円、情報

システム施設整備基金積立金が１億円の追加となっております。 

 なお、平成２８年度末の一般会計の基金残高の見込みは約１３８億３，９００万円で、

前年度末に比べ、約５億２，５００万円増加する予定であります。 

 最後に、最終の６０ページをお願いいたします。 

 この調書は、６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ます。 

 表の右下、当該年度末現在高見込み額は２３１億１，４０９万４，０００円となってお

ります。 

 以上、承認第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いたします。 

○議長（江澤信明君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議長の許可をいただきましたので、承認第２号から承認第４
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号までの３件について補足説明をさせていただきます。 

 最初に、承認第２号をお願いいたします。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第２号平成２８年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第３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から歳入歳出それぞれ８，５００万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億６，５８４万円とする。 

 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２９年３月３１日専決、阿波市長。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、歳入面では県支出金や繰入金について額の確定したも

の、現段階で実績見込みができるものについて減額を行うとともに、歳出面では決算見込

みにより増減額の調整を行ったものです。 

 歳入については、６款県支出金が１，１１３万３，０００円の減額、９款繰入金が７，

３８６万７，０００円減額し、補正額の総額は８，５００万円の減額で、歳入総額は５５

億６，５８４万円となります。 

 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出については、２款保険給付費が１億２，６３１万円の減額、７款共同事業拠出金が

８，８６９万円の減額、９款基金積立金が１億３，０００万円の増額で、補正額の総額は

歳入と同額の８，５００万円の減額で、歳出総額は５５億６，５８４万円となります。 

 以上、承認第２号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第３号をお願いいたします。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２８年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
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 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第３号平成２８年度阿波市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１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から歳入歳出それぞれ１，２２７万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，７４９万円とする。 

 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。 

 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 平成２９年３月３１日専決、阿波市長。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、一条西地区及び柿原東地区の農業集落排水施設管理費

について、不用額が生じるものについて減額補正の措置を行い、一般会計から繰入金を減

額するものです。 

 歳入の主なものは、１款分担金が２００万円の減額、５款繰入金が９２１万３，０００

円の減額、８款市債が１００万円の減額となっております。補正額の総額は１，２２７万

６，０００円の減額で、歳入総額は１億１，７４９万円となります。 

 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出の主なものは、２款事業費が１，２２４万６，０００円の減額となっており、補正

額の総額は歳入と同額の１，２２７万６，０００円の減額で、歳出総額は１億１，７４９

万円となります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正でございます。 

 下水道債の限度額が３２０万円から１００万円減額し、２２０万円となります。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

 下水道事業債の当該年度末の現在高見込み額は６億６，０１６万９，０００円でござい

ます。 

 以上、承認第３号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第４号をお願いいたします。 
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 承認第４号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２８年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）を別冊

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第４号平成２８年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１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７２６万７，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０４９万１，０００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２９年３月３１日専決、阿波市長。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、貸付金元利収入等の増額措置を行い、一般会計へ繰り

出しするものです。 

 歳入につきましては、２款諸収入が７０５万円の増額、４款繰越金が２１万７，０００

円の増額で、補正額の総額は７２６万７，０００円の増額となり、歳入総額は１，０４９

万１，０００円となります。 

 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出につきましては、１款貸付事業費が２３万３，０００円の減額、３款諸支出金が７

５０万円の増額となり、補正額の総額は歳入と同額の７２６万７，０００円の増額で、歳

出総額は１，０４９万１，０００円となります。 

 以上、承認第２号から承認第４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（江澤信明君） 安丸健康福祉部長。 

○健康福祉部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、承認第５号について

補足説明をさせていただきます。 

 承認第５号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 



- 19 - 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第５号平成２８年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ２億６４９万６，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億３，８１１万円とする。 

 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。 

 平成２９年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、歳入面では国庫支出金や交付金の額の決定に伴い調整

を行うとともに、歳出面では不用額が生じる予算について減額を行うものであります。 

 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。 

 ６ページ、７ページをお願いをいたします。 

 歳入の主なものといたしましては、１款介護保険料６８３万４，０００円の減、３款国

庫支出金８，７７４万７，０００円の減、４款支払基金交付金５，４１２万５，０００円

の減、５款県支出金３，３０７万２，０００円の減、８款繰入金２，４７４万８，０００

円の減、以上歳入における補正額の合計は２億６４９万６，０００円の減額で、歳入合計

額４２億３，８１１万円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 歳出の主なものといたしまして、２款保険給付費１億９，６７０万円の減、５款地域支

援事業費６４５万１，０００円の減、以上歳出における補正額の合計は２億６４９万６，

０００円の減額で、歳出合計額４２億３，８１１万円となっております。 

 減額の主な要因につきましては、介護サービスの利用実績が、高齢者人口の増加、要介

護認定者の増加によって全体的に拡大して推移する傾向にありますが、平成２８年度１月

審査分、２月審査分並びに３月審査分のサービス利用状況が想定以上に少なかったことに

より、減額補正となったものでございます。 

 以上、承認第５号の補足説明とさせていただきました。ご審議の上、ご承認をいただき

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（江澤信明君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議長の許可をいただきましたので、承認第６号と承認第７号
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について補足説明をさせていただきます。 

 承認第６号をお願いいたします。 

 承認第６号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令

等の一部を改正する政令等が本年３月３１日に公布されたことに伴い、関係する条文につ

いて阿波市税条例の一部改正を行うものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、大きく分けて３点ございます。 

 １点目は、個人住民税における所得割の課税標準の見直しでございます。特定配当等及

び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項等を

勘案して、市長が課税方式を決定できることが明確化されたことに伴い、規定整備を行い

ます。施行期日につきましては、平成２９年４月１日となります。 

 ２点目は、固定資産税の課税標準の見直しでございます。震災等により滅失した償却資

産、これにかわる償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置の創設に伴い、規定

整備を行います。また、保育所の受け皿整備のため、固定資産税に対し、企業指導型保育

事業に係る課税標準の特例措置及び家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業等について、課

税標準の特例措置が創設されました。施行期日につきましては、平成２９年４月１日とな

ります。 

 ３点目は、軽自動車税におけるグリーン化特例の見直しでございます。グリーン化特例

の充填を行った上で、適用期限を２年間延長します。施行期日につきましては、平成２９

年３月３１日となります。 

 以上、承認第６号についての補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第７号をお願いいたします。 

 承認第７号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、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とおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月１９日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が本年２
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月２２日に公布されたことに伴い、阿波市国民健康保険税条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 今回の改正は、国民健康保険税の軽減措置における５割軽減及び２割軽減について、軽

減判定所得の引き上げを行うものでございます。５割軽減については、対象となる世帯の

軽減判定において、被保険者数に乗ずべき金額を２６万５，０００円から２７万円に、２

割軽減については４８万円から４９万円に、それぞれ引き上げを行います。施行日につき

ましては、平成２９年４月１日となります。 

 以上、承認第６号と承認第７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（江澤信明君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号から承認第７号までの計８件については、会議規則第３７条第３項の規定

により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３３号から承認第７号ま

での計８件については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより議案第３３号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第１号）についてを採決

いたします。 

 本案を原案のとおり決定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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３３号は原案のとおり可

決されました。 

 次に、承認第１号専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度阿波市一般会計

補正予算（第７号）について）から承認第７号専決処分の承認を求めることについて（阿

波市国民健康保険税条例の一部改正について）までの計７件を一括して採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第７号まで

の計７件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第３４号 副市長の選任について 

○議長（江澤信明君） 次に、日程第１２、議案第３４号副市長の選任についてを議題と

いたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 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

案第３４号副市長の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 副市長の選任につきましては、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求める

ものであります。 

 私といたしましては、副市長の空席が長期間に及ぶような事態は避けたく、早急に執行

部の体制を整え、一日も早く市民の信頼に応えられるよう、今回、副市長の選任について

提案をさせていただくものでございます。 

 氏名につきましては町田寿人、住所は阿波市阿波町南川原１３番地、生年月日は昭和３

２年３月３１日生まれの６０歳でございます。 

 町田氏につきましては、昭和５１年に阿波町役場職員として採用されまして、平成１７

年４月の合併後は総務部財政課長、総務部次長、会計管理者、平成２６年４月からは企画

総務部長などを歴任され、本年３月に定年退職されました。 

 また、長い行政経験におきまして、平成８年から平成２２年度まで、１５年間継続して

財政担当を経験しております。これからの市全体を視野に入れた輝くまちづくりに係る重

要な企画立案ができる人材であり、幅広い視野から私を支え、私の補佐役として関係部局

を指揮監督する立場としても、本市の副市長として最適任者であると考えておりますの

で、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、任期につきましては、議決の日から４年となります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 



- 23 - 

 質疑の通告はありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３４号については委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はございませんので、討論を終結いたします。 

 これより議案第３４号副市長の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３４号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 小休いたします。 

            午前１１時０７分 休憩 

            午前１１時０８分 再開 

○議長（江澤信明君） 再開いたします。 

 副市長の入場を許可いたします。 

            （副市長 町田寿人君 入場 午前１１時０８分） 

○議長（江澤信明君） ただいま市長より提案のございました副市長が同意されたわけで

あります。議会議員といたしましても、お喜びを申し上げます。今後とも、市長とともに

阿波市発展のためにご活躍されることを、高い席からでございますが、心よりご祈念申し

上げます。 

 それでは、副市長よりご挨拶をいただきます。 

○副市長（町田寿人君） おはようございます。 

 議長の指名がございましたので、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 ただいまは副市長の選任同意の議案に同意をいただきまして、まことにありがとうござ

います。そして、このような貴重な時間に挨拶の機会を与えていただきまして、まことに

ありがとうございます。身に余る光栄ではございますが、職務の重要性、職責の重大さを
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考えますと、非常に身の引き締まる思いでございます。 

 これからにおきましては、藤井市長を補佐しながら、初心にもう一度立ち返りまして、

住民福祉の向上、また阿波市の発展のために、誠心誠意頑張っていく所存でございます。

議員の皆様方におかれましては、格別のご指導、ご鞭撻をお願いしたいと思います。簡単

ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございました。

（拍手） 

○議長（江澤信明君） 町田副市長におかれましては、藤井市長を補佐し、職務に精励さ

れることをご期待申し上げます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第３５号 固定資産評価員の選任について 

○議長（江澤信明君） 次に、日程第１３、議案第３５号固定資産評価員の選任について

を議題といたします。 

 市長からの提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 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

案第３５号固定資産評価員の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 この議案につきましては、次の者を固定資産評価員に選任したいので、地方税法第４０

４条第２項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 

 氏名は三浦康雄、住所は阿波市市場町切幡字南田１３１番地３、生年月日は昭和３４年

９月２６日でございます。 

 現市民部長の三浦康雄氏を固定資産評価員に選任することにつきまして、議会の同意を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告はありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略い

たしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３５号については委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 

 これより議案第３５号固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、藤井市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 まず、本日の臨時会の開催につきましては、大変お忙しい中、江澤議長を初め議員各位

のご協力によりまして開催できましたことを、まず御礼申し上げたいと存じます。 

 また、今臨時会に提案しました議案等につきまして、全議案、原案どおりご承認をいた

だき、まことにありがとうございました。それから、先ほどの町田氏の副市長選任に当た

りましては、全議員の皆様のご同意を賜りましたこと、心からお礼申し上げます。 

 今後、私も町田副市長の協力のもと、円滑な行政運営ができますよう、これからも議会

の皆様方としっかりと協力しながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうか町田

副市長につきましても、議員の皆様方の格別のご支援、ご指導を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 最後になりましたけども、議員各位におかれましては健康には十分ご留意され、引き続

き市政発展のためご活躍いただきますよう切にお願い申し上げまして、閉会に当たりまし

てのご挨拶とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） これで本日の会議を閉じます。 

 平成２９年第１回阿波市議会臨時会をこれにて閉会いたします。 

            午前１１時１５分 閉会 
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 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            議     長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 
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