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 日程第１９ 議案第１６号 阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第２０ 議案第１７号 阿波市児童遊園設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 
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 日程第２７ 議案第２４号 市有財産の無償譲渡について 

 日程第２８ 議案第２５号 市有財産の無償貸付について 

 日程第２９ 議案第２６号 阿波市道路線の認定について 

 日程第３０ 議案第２７号 阿波市道路線の変更について 

 日程第３１ 報告第 １号 債権の放棄について 
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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３０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。 

 まず初めに、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年の１２月２２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。 

 １月２日には平成３０年阿波市成人式、１月５日には鴨島東中学校グラウンドにおいて

徳島中央広域連合消防出初め式が開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 また、１月１０日には吉野川青年会議所新春互礼会、１月１４日には阿波市消防団出初

め式、２６日には阿波市地域公共交通活性化協議会、阿波市商工会新年祝賀会に出席いた

しました。 

 徳島駅伝関係といたしましては、１２月２３日に阿波市選手団結団式、１月３日には阿

波市選手団出陣式、また４日から６日までの３日間、市長、教育長とともに選手応援をい

たしました。６日にはアエルワで阿波市選手団の解団式に出席いたしました。 

 また、その他といたしまして、１月３１日にグランヴィリオホテルにおいて徳島県市町

村トップセミナーが開催され、出席いたしました。 

 次に、監査委員から平成２９年１０月から１２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。 

 以上の件の詳細については、関係書類を議会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、ご報告い

たします。 

 諸般の報告は以上であります。 

 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てあります日程表のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  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、１２番樫原賢二君、１３番木村松

雄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、１月３０日に議会運営委員会が開催されました。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。三浦三一君。 

○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３０年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、１月３０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２月６日から

２月２７日までの２２日間と決定いたしました。 

 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、本日は諸般の報告、

行政報告、提出議案の説明を行い、散会後には公営施設（事業）民営化特別委員会を予定

しております。 

 ２月１５日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定して

おります。２月１６日午前１０時に開会し一般質問、２月１９日午前１０時に開会し一般

質問、その後、議案に対しての質疑、各委員会への付託を予定しております。 

 次に、２月２１日午前１０時から総務常任委員会、２月２２日午前１０時から文教厚生

常任委員会、２月２３日午前１０時から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、２月２７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、質疑通告の締め切りは、明日２月７日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
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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。 

 本定例会の会期については、本日から２月２７日までの２２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（江澤信明君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から２月２７日まで

の２２日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（江澤信明君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） おはようございます。 

 本日は、平成３０年第１回阿波市議会定例会を招集しましたところ、江澤議長、森本副

議長初め議員各位におかれましては、お忙しい中ご出席いただきましてまことにありがと

うございます。また、日ごろ市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただい

ておりますことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、開会に当たりまして、市政の重要課題等について、ご報告を申し上げます。 

 まず、平成３０年度当初予算についてであります。 

 平成３０年度当初予算案につきましては、市長に就任しまして初めてとなる年間を通ず

る総合予算として、これまで計画策定に携わってきた本市の 上位計画である第２次阿波

市総合計画並びに地方創生に係る阿波市総合戦略を踏まえるとともに、人口減少対策や地

域経済活性化、持続可能な地域づくりと私の政策理念でございます市民と歩む輝くまちづ

くりなど、市民生活を基本とした予算編成といたしました。 

 予算規模は、歳入歳出総額を１８３億８００万円としまして、前年度予算が、昨年４月

の市長選挙を踏まえた骨格的予算であったため、前年度と比較しまして７億２，９００万

円、率にしまして４．１％の増加となっております。 

 次に、主な事業の１点目としましては、土成図書館、公民館改築事業でございます。 

 現施設は昭和４９年に建設され、図書館に加え、公民館としても多くの市民に利用され

ており、本市の文化振興の拠点として、平成３２年４月の供用開始を目指し、整備を進め

てまいります。 
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 ２点目は、吉野中学校校舎大規模改修工事でございます。 

 市内小・中学校につきましては、平成２６年度に耐震化率１００％を達成しております

が、さらなる安全・安心な学習環境の確保を図るため、施設の老朽化に伴う改修工事を進

めてまいります。 

 ３点目は、上水道出資事業でございます。 

 持続可能な上水道を構築するとともに、南海トラフ巨大地震に備えるため、土成地区連

絡送水管布設工事に加えまして、新たな配水池の整備に向けた阿波町北正広から市場大俣

地区までの送水管整備事業に出資し、市民のライフラインを守ってまいります。 

 ４点目は、不育治療助成事業でございます。 

 昨年度から、不妊治療に要する費用の一部を助成してまいりましたが、これに加え、県

内で初となる不育治療に要する費用の一部を新たに助成し、子どもが欲しいのに授からな

いご夫婦の思いに応えられるよう制度の充実を図ってまいります。 

 平成３０年度当初予算はこのように市民のための、将来のための、真に必要な施策の実

施に向けまして、普通交付税の縮減など厳しい財政状況でありますが、限られた財源の集

中と選択による予算編成を行ったところでございます。 

 加えて、行財政改革をさらに推進しながら、長期的な視点をもった健全な行財政運営を

行ってまいりますので、議員各位のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 次に、順次行政報告を申し上げます。 

 初に、広域的な観光振興についてであります。平成３０年度早々に本市を初めとする

徳島県東部地域の１５市町村、民間企業との連携によりまして、観光地域づくりのかじ取

り役となる法人、徳島東部地域ＤＭＯを立ち上げる予定としております。法人設立後は、

国内外の観光客誘致に向けたマーケティングや新たなメニューづくりを行い、観光消費額

の増加、ひいては地域の活性化につなげてまいります。 

 次に、昨年１２月２０日、阿波市リーダー育成塾プロジェクト審査発表会がアエルワ研

修室において開催されました。これまでに地域リーダーとして必要な合意形成方法や計画

策定方法などを学んだ塾生が策定した３つの阿波市の農的資源を生かした事業計画につい

て、事業の計画性や効果について審査を行ったところ、全ての計画が採択され、平成３０

年度はこの計画の実現に向け取り組むこととなりました。引き続き、地域リーダーの育成

を図り、持続可能な阿波市のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、昨年７月にトルコ共和国で開催された聴覚障害者国際スポーツ大会、第２３回夏
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季デフリンピック、女子ハンマー投げに日本代表として出場し、５位に入賞した阿波市出

身の村尾茉優選手が１２月に天皇、皇后両陛下に拝謁し、文部科学大臣表彰を受賞しまし

た。報告のため、１２月２１日に表敬訪問がございました。今春から社会人となる村尾選

手にこれまでの競技で培った精神力や人間力を生かしまして、さらなる活躍を期待し、激

励の言葉を送りました。 

 次に、輝かしい平成３０年の新春を迎え、新成人３０３名の出席のもと、阿波市成人式

を１月２日、厳粛に挙行いたしました。新成人の皆様方には、社会人や学生等と、さまざ

まな立場で門出を迎えられたわけでございますが、ふるさと阿波市に深い郷土愛をもって

いただき、みずからの目標に向かってさらに邁進されますことを心からご祈念申し上げま

す。 

 次に、今年も新春恒例の徳島駅伝が１月４日から６日まで開催されました。参加１６チ

ームが全４３区間、２５６．８キロメートルに渡り、健脚を競いました。今年も全力を出

し切った選手の皆様に勇気と感動をいただくこととなり、監督、コーチを初め、大会に携

わった皆様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いただきました市民

の皆様に心よりお礼を申し上げます。 

 次に、阿波市消防団出初め式についてでございます。 

 １月１４日、アエルワにおきまして、阿波市消防団出初め式を開催いたしました。昨年

は、九州北部豪雨や超大型の台風の相次ぐ襲来など、全国各地で自然災害が発生しており

まして、消防団の担う役割は年々重要度を増しております。このような状況の中、当日

は、多数のご来賓のご臨席をいただき、消防車両の観閲を行うとともに、吉岡団長を初

め、消防団員約３６０名の一糸乱れぬ行動を拝見し、改めて市民の生命と財産を守り抜く

決意を新たにしたところでございます。 

 次に、１月２０日、アエルワにおきまして、阿波市人権啓発男女共同参画講演会を開催

いたしました。講師にフリーアナウンサーの宮本隆治さんをお招きしまして、「ゆとり・

ユーモア・帰りは元気！～これからの生き方～」と題し、ご講演をいただきました。アナ

ウンサーとしての豊富な体験談に基づくお話は、約３００名の参加者からも大変好評をい

ただきまして、実のある講演会となりました。また、参加者を対象としたアンケート結果

を踏まえ、人権啓発、男女共同参画の意識をより一層醸成する効果的な取り組みを今後も

進めてまいります。 

 次に、高病原性鳥インフルエンザについてであります。１月１１日夜半、香川県さぬき
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市の養鶏場におきまして、四国で初めて高病原性鳥インフルエンザが確認され、感染拡大

防止のため、半径３キロメートルから１０キロメートル以内が搬出制限区域と設定され、

阿波市の一部が搬出制限となりました。 

 本市では、阿波市家畜伝染病防疫マニュアルに基づきまして、１２日に家畜伝染病防疫

対策本部を立ち上げ、市民への情報提供や県の防疫措置の支援などを実施いたしました。 

 また、今後の鳥インフルエンザの発生に備えまして、県が設置した養鶏関係車両の消毒

ポイントへ本市の職員を派遣しまして、消毒作業の手順を学んだところでございます。 

 香川県では、約９万２，０００羽の殺処分や焼却作業を完了し、２月５日に終息宣言が

出されました。今後とも、機会あるごとに関係機関との連携を深めまして、発生に備えた

体制を整えることで防疫体制の強化を図ってまいります。 

 次に、２月１日、徳島県主催による徳島県国民保護共同図上訓練が県庁を主会場に開催

され、内閣官房を初め、消防庁や陸、海上自衛隊など、本市職員３５名を含む約２２０名

が訓練に参加をいたしました。この訓練は、阿波市内のイベント会場におきまして、爆破

テロが発生し、その後集客施設への犯行予告があり、化学剤と思われる不審物が発見され

たとの想定で、事態の推移に応じた判断や対応力の向上を目的としまして実施されまし

た。 

 阿波市では、対策本部会議の開催のほか、県庁と市役所をテレビ会議で結び、飯泉徳島

県知事と事態発生時の情報共有やその後の対応策を協議するなど、実際の事案発生を想定

した訓練を行いました。緊急対処事態は、国、県、市、関係機関が緊密に連携し、一貫性

のある迅速な対処を行うことが重要であり、訓練参加者は今回の訓練を通じて、自然災害

を含むさまざまな事態への対応力を向上させることができたものと考えております。 

 次に、竹倉谷小規模水道施設の完成についてでございます。 

 平成２９年第２回定例会におきまして議決をいただきました、竹倉谷小規模水道施設事

業が完成し、２月１０日ごろから竹倉谷地区１６世帯、３７名の生活水を確保することと

なりました。事業推進に当たりまして、地元役員や関係者の方々にはひとかたならぬご協

力を賜りました。この場をおかりしまして厚くお礼を申し上げます。 

 続いて、国等に対する要望関係でございます。 

 初めに、１月１８日、山口俊一衆議院議員を初めとする県選出国会議員を訪問し、学校

施設の長寿命化に向けた老朽化対策が計画的に実施できるよう国の財源確保と地域の実情

を踏まえた予算配分について、支援、協力を要請してまいりました。 
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 次に、昨日、農林水産省主催による農業農村整備事業に関する意見交換会が徳島グラン

ヴィリオホテルで開催され、国、県、市町村長、土地改良区理事長など出席のもと、国の

農業農村整備関係予算についての情報提供の後、出席者から地域の実情を説明し、意見交

換を行いました。阿波市からは、地域の特性に配慮した基盤整備の推進や中山間地域にお

ける農業者負担の軽減など要望してまいりました。 

 以上、報告を申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。よろし

くお願いを申し上げます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第 １号 平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第７号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第 ２号 平成２９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 ６ 議案第 ３号 平成２９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 

  日程第 ７ 議案第 ４号 平成２９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 ８ 議案第 ５号 平成３０年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 平成３０年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第１０ 議案第 ７号 平成３０年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１１ 議案第 ８号 平成３０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１２ 議案第 ９号 平成３０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１３ 議案第１０号 平成３０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１４ 議案第１１号 平成３０年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１５ 議案第１２号 平成３０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１６ 議案第１３号 平成３０年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１７ 議案第１４号 吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部 
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               改正について 

  日程第１８ 議案第１５号 市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第１９ 議案第１６号 阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市児童遊園設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２１ 議案第１８号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市企業立地促進条例の制定について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の 

               基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則 

               を定める条例の一部改正について 

  日程第２４ 議案第２１号 阿波市工場立地法地域準則条例の制定について 

  日程第２５ 議案第２２号 阿波市空家等対策の適正管理に関する条例の制定につい 

               て 

  日程第２６ 議案第２３号 阿波市体育施設条例の一部改正について 

  日程第２７ 議案第２４号 市有財産の無償譲渡について 

  日程第２８ 議案第２５号 市有財産の無償貸付について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３０ 議案第２７号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３１ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（江澤信明君） 日程第４、議案第１号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第

７号）についてから日程第３１、報告第１号債権の放棄についてまでの計２８議案を一括

して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 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、本日提案させていただいてお

ります平成３０年第１回阿波市議会定例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を

申し上げます。 

 今定例会におきましては、予算案件１３件、条例案件１０件、その他案件４件、報告案
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件１件の計２８件について審議をお願いするものでございます。 

 初に、議案第１号平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第７号）につきましては、

追加補正予算額１億９，９００万円でございます。 

 次に、議案第２号平成２９年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、減額補正予算額１億３３３万５，０００円でございます。 

 次に、議案第３号平成２９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

つきましては、減額補正予算額１２０万円であります。 

 次に、議案第４号平成２９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、減額補正予算額４，３８５万円であります。 

 次に、議案第５号平成３０年度阿波市一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総

額を１８３億８００万円とするものでございます。 

 主なものといたしましては、明日の本市を担う子どもたちの教育環境づくりや地域住民

の文化振興の拠点づくりのための吉野中学校校舎大規模改修事業や平成３２年度開設に向

け、認定こども園整備事業、土成図書館、公民館改築事業を進めてまいります。 

 また、阿波市の基幹産業でございます農業振興につきましても、地域おこし協力隊活動

支援事業など、さまざまな事業を展開することとしております。 

 次に、議案第６号平成３０年度阿波市御所財産区特別会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を１，６７６万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７号平成３０年度阿波市国民健康保険特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額を４５億１，４６１万３，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第８号平成３０年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳

入歳出予算の総額を５億６２７万８，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第９号平成３０年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を１億５，６５８万円とするものでございます。 

 次に、議案第１０号平成３０年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額を１９２万１，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１１号平成３０年度阿波市介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を４４億１，１６９万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１２号平成３０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を４５９万２，０００円とするものでございます。 



- 13 - 

 次に、議案第１３号平成３０年度阿波市水道事業会計予算につきましては、収益的収入

６億７，７２９万１，０００円、収益的支出６億１，９７７万１，０００円、資本的収入

３億３，２８０万円、資本的支出５億６７７万４，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１４号吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部改正、議案

第１５号市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、

各地域福祉センターでの実施事業変更に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１６号阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして

は、平成３０年４月１日より阿波市立久勝保育所を民間に移管するため、条例の一部改正

を行うものでございます。 

 次に、議案第１７号阿波市児童遊園設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして

は、市営住宅建替事業に伴いまして、遊園を廃止するため、条例の一部改正を行うもので

ございます。 

 次に、議案第１８号阿波市介護保険条例の一部改正につきましては、介護保険法第１２

９条及び介護保険法施行令第３８条の規定によりまして、条例の一部改正を行うものでご

ざいます。 

 次に、議案第１９号阿波市企業立地促進条例の制定につきましては、阿波市工場設置奨

励条例の全部改正に伴い、新たに条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第２０号阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正につきましては、徳

島県の基本計画に重点促進地域として設定されている西長峰工業団地の緑地等の割合を引

き続き緩和するため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号阿波市工場立地法地域準則条例の制定につきましては、現条例の阿

波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項

の規定に基づく準則を定める条例に規定された緑地等の割合を引き続き緩和するため、新

たに条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第２２号阿波市空家等対策の適正管理に関する条例の制定につきましては、

空家等対策の推進に関する特別措置法が平成２７年５月に全面施行されたことに伴いまし

て、新たに条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第２３号阿波市体育施設条例の一部改正につきましては、市場ふれあいセン

ターの解体に伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。 
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 次に、議案第２４号市有財産の無償譲渡並びに議案第２５号市有財産の無償貸付につき

ましては、阿波市立久勝保育所を平成３０年４月１日に民間移管するに当たり、地方自治

法第９６条第１項第６号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第２６号阿波市道路線の認定につきましては、新設改良工事等及び調査によ

る道路線を認定したいので、道路法第８条第２項の規定によりまして、提案するものでご

ざいます。 

 次に、議案第２７号阿波市道路線の変更につきましては、起終点の変更に伴いまして、

道路線を変更したいので、道路法第１０条第３項の規定により提案するものでございま

す。 

 次に、報告第１号債権の放棄につきましては、建設部並びに市民部が管理する債権につ

きまして、阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定に基づきまして、市の債権を放棄し

ましたので、同条第３項の規定により報告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。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１号平成２９年度阿波市一般会計補正予算

（第７号）について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１号をお願いいたします。 

 議案第１号平成２９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１億９，９００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２００億３，５００万円とする。 

 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。 
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 第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債補正による。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算については、国や県の補助事業の動向に伴い、措置すべき経費や事業の

実績及び決算見込みによる予算調整と基金積立金が主な内容となっております。 

 予算書の５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あります。 

 今回の補正では、旧阿波庁舎利活用事業や市場交流防災広場整備事業などの１５事業、

２億９，９５３万３，０００円について繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

 次に、６ページをお願いをいたします。 

 第３表債務負担行為補正についてであります。 

 今回追加をお願いする事業は２事業であり、放課後児童クラブ指定管理委託料について

は２，１９５万１，０００円の追加で、国の運営補助基準額の改定に伴うものでありま

す。 

 次に、徳島中央広域連合西署建設負担金については３億８６５万４，０００円で、西署

建設に伴うものであり、平成３０年度から３１年度の２カ年となっております。 

 次に、下の表、第４表地方債補正についてであります。 

 今回追加をお願いするのは災害復旧事業債で、限度額を３３０万円とするものでありま

す。 

 次に、変更をお願いするのは、総務債、道路橋りょう債及び教育債の３件で、補正前の

限度額は７億２，５２０万円で、補正後の限度額は５億９，９００万円で１億２，６２０

万円の減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。 

 初に、歳入についてであります。 

 １款市税が１億２，３９６万１，０００円の追加で３３億９，８４５万円に、１０款地

方交付税が７億３，９４９万１，０００円の追加で８０億２，２９６万９，０００円に、

１５款県支出金が２，８８１万９，０００円の減額で１３億１，８７１万５，０００円

に、１８款繰入金が５億２，５８６万４，０００円の減額で１６億９，８４４万３，００

０円に、２１款市債が１億２，２９０万円の減額で１３億５，７６０万円となっており、
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補正額の合計は１億９，９００万円の追加で、補正後の歳入合計額は２００億３，５００

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。 

 歳出についてであります。 

 ２款総務費が４，３０５万９，０００円の減額で２８億１，４１９万１，０００円に、

３款民生費が４，６８０万９，０００円の減額で６６億３，３１６万５，０００円に、６

款農林水産業費が２，４９５万５，０００円の減額で６億８，５０３万円に、１０款教育

費が１億３１６万８，０００円の減額で１８億８，２７９万４，０００円に、１３款諸支

出金が４億２，７００万円の追加で１０億５，６７８万８，０００円に、補正額の合計は

１億９，９００万円の追加で、歳出合計額は２００億３，５００万円となります。 

 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ページ、１３ページをお願いいたします。 

 初に、歳入についてであります。 

 １款２項１目の固定資産税が９，９５０万円の追加となっております。 

 次に、１０款１項１目の地方交付税が７億３，９４９万１，０００円の追加となってお

ります。これにつきましては、普通交付税が４億４，９４９万１，０００円、特別交付税

が２億９，０００万円の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。 

 ２行目の１４款２項８目の土木費国庫補助金が１，８２０万６，０００円の追加となっ

ております。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いします。 

 下から５行目の１８款１項２目の減債基金繰入金が４億７，０００万円の減額、その

下、３目の一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が１，２５０万円の減額、その下、５

目の地域福祉基金繰入金が５，３００万円の減額、その下、１４目の総合福祉施設整備基

金繰入金が７７０万円の追加となっております。 

 次に、２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 下から３行目の２１款１項２目の総務債が４，０１０万円の減額、その下、８目土木債

が３，２００万円の減額、その下、１０目教育債が５，４１０万円の減額。 

 次のページをお願いいたします。 

 １１目災害復旧事業債が３３０万円の増額となっており、歳入補正額の合計は１億９，
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９００万円となっております。 

 次に、歳出について説明をさせていただきます。 

 ２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 ４行目の２款１項２目の財産管理費が２，８４０万円の減額で、吉野土成支所の解体工

事の請け差などによるものであります。 

 次に、２８ページ、２９ページをお願いをいたします。 

 一番下の段、３款３項２目の児童手当費が２，５３２万円の減額で児童手当の減額によ

るものであります。 

 次に、３２ページ、３３ページをお願いをいたします。 

 上から４行目、６款１項５目の農業振興費が２，３１１万７，０００円の減額で、県単

独地域農業振興対策事業費の減額によるものであります。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いをいたします。 

 下から２行目の１０款１項２目の事務局費が８，５９２万円の減額で、市場中学校屋内

運動場など学校施設整備事業の不用額の減額によるものであります。 

 次に、４０ページ、４１ページをお願いをいたします。 

 下から４行目の１１款２項１目の土木施設災害復旧費が１，２００万円の追加で、災害

復旧に係る工事請負費となっております。 

 次に、一番下の段、１３款２項１目の基金費が４億２，７００万円の追加で、主なもの

は教育施設整備基金等積立金が３億円、情報システム施設整備基金積立金が１億円、ふる

さと応援基金積立金が２，７００万円となっております。 

 次に、４２ページ、４３ページをお願いをいたします。 

 一番下の行、歳出補正額の合計額は１億９，９００万円となっております。 

 次に、４６ページ、４７ページをお願いします。 

 この調書は、６ページの第３表債務負担行為補正の追加項目について、支出予定額や財

源内訳などの詳細を記載しております。 

 次に、 終の４８ページをお願いをいたします。 

 この地方債に関する調書は、６ページの第４表地方債補正の追加変更に基づき調整した

ものであります。 

 後の行、当該年度末現在高見込み額についての合計は２１６億３，６９４万８，００

０円となっております。 
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 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、議案第２号、議案第３号

について、順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２号についてです。 

 議案第２号平成２９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１億３３３万５，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億５０５万３，０００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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 ６ページ、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。 

 歳入については、３款国庫支出金の補正額が１，５７２万４，０００円の増額、４款療

養給付費交付金の補正額が３，０００万円の減額、７款共同事業交付金の補正額が１億

２，１２２万円の減額、９款繰入金の補正額が７６２万４，０００円の減額、１０款繰越

金の補正額が３，９７８万５，０００円の増額で、補正額の総額は１億３３３万５，００

０円の減額で、補正後の歳入総額は６０億５０５万３，０００円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳出については、１款総務費の補正額が７００万円の減額、２款保険給付費の補正額が

６７２万円の減額、７款共同事業拠出金の補正額が８，９６１万５，０００円の減額で、

補正額の総額は歳入額と同額の１億３３３万５，０００円の減額で、補正後の歳出総額は

６０億５０５万３，０００円となっております。 

 次に、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２９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に歳入歳出それぞれ１２０万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，３８８万円とする。 

 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
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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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 まず、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ございます。 

 今回の補正では、２款２項施設整備費の地方創生汚水処理施設整備事業８００万円につ

きまして、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 

 ６ページ、７ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いします。 

 歳入については、５款繰入金の補正額が１５６万３，０００円の減額、６款繰越金の補

正額が３６万３，０００円の増額で、補正額の総額は１２０万円の減額で、補正後の歳入

総額は１億４，３８８万円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、１款総務費の補正額が５０万円の減額、２款事業費の補正額が７０万

円の減額で、補正額の総額は歳入額と同額の１２０万円の減額で、補正後の歳出総額は１

億４，３８８万円となっております。 

 以上、議案第２号、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。 

            （６番 藤川豊治君 退出 午前１０時４８分） 

○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、議案第４号につきま

して補足説明をさせていただきます。 

 議案第４号平成２９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）について。 

 平成２９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４，３８５万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億６，６１３万円とする。 

 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３０年２月６日提出、阿波市長。 
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 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。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 まず、歳入の主なものにつきましては、３款国庫支出金４，８４３万３，０００円の減

額で、計１０億８，５８４万円としております。こちらにつきましては、介護給付費の減

額による計上済額との差額を減額するものであります。 

 次に、４款支払基金交付金が１，４１８万２，０００円の減額で、計１１億６，８５５

万９，０００円、８款繰入金が１，４７０万３，０００円の減額で、計７億３０３万４，

０００円としております。 

 こちらにつきましても、介護給付費の減額に伴う計上済額との差額を減額するものであ

ります。 

            （６番 藤川豊治君 入室 午前１０時５０分） 

 次に、９款繰越金で３，８６７万９，０００円の増額で１億２８２万３，０００円とし

ております。こちらにつきましては、平成２８年度介護保険特別会計の決算に伴います繰

越金であります。 

 以上、歳入における補正額の合計は４，３８５万円の減額で、補正後の歳入合計額は４

４億６，６１３万円としてございます。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 歳出の主なものにつきましては、２款保険給付費が４，１００万円の減額で、計４０億

９，３０４万４，０００円としております。 

 こちらにつきましては、介護サービスの利用者数の減少に伴い減額するものでありま

す。 

 次に、５款地域支援事業費が１，０４５万４，０００円の減額で、計１億４，１２０万

３，０００円としております。こちらにつきましては、地域支援事業の総合事業に係る利

用実績等による減額補正であります。 

 以上、歳出における補正額の合計は４，３８５万円の減額で、補正後の歳出合計額は４

４億６，６１３万円としております。 

 以上、議案第４号の補足説明とさせていただきます。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） 後藤企画総務部長。 

○企画総務部長（後藤 啓君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５号及び議案
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第６号について補足説明をさせていただきます。 

 初に、議案第５号平成３０年度阿波市一般会計予算をお願いをいたします。 

 議案第５号平成３０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１８３億８００万円と定める。 

 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 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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 平成３０年度当初予算案の予算規模について申し上げますと、歳入歳出予算総額は１８

３億８００万円で、前年と比較しますと７億２，９００万円、率にして４．１％の増とな

っております。要因といたしましては、前年度予算が昨年４月に執行されました市長選挙

に配慮した経常的な事務事業や継続的な事業等に係る経費を中心とした骨格的予算であっ

たためであります。 

 それでは、６ページをお願いをいたします。 

 第２表地方債についてであります。 

 地方債については、臨時財政対策債など１１件で、限度額の合計は１３億４，８７０万

円となっております。このうち、上水道事業一般会計出資債は１億円、道路橋りょう債は

１億２，０８０万円、消防債は２億１，８８０万円、学校教育施設整備事業債は１億９，

８９０万円などとなっております。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あります。 

 次に、８ページ、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について説明させていただきます。 

 初に、歳入についてであります。 
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 １款市税が３２億８，３１８万７，０００円で、前年度比８６９万８，０００円の増

加、６款地方消費税交付金が５億４，２６０万円で、前年度比１，２１０万円の増加、１

０款地方交付税が６７億１，１４３万円で、前年度比４，４１６万１，０００円の増加、

１４款国庫支出金が１９億９，０５０万５，０００円で、前年度比２億２，０４５万７，

０００円の増加で、これにつきましては社会資本整備総合交付金や学校施設環境改善交付

金の増加によるものであります。 

 １５款県支出金が１３億６，８６１万円で、前年度比９，３６６万２，０００円の増

加、１８款繰入金が１６億６，８２５万８，０００円で、前年度比１億８，５７７万２，

０００円の増加で、これにつきましては吉野中学校校舎大規模改修事業などに係る教育施

設整備基金の繰り入れや周辺対策事業費の増加による一般廃棄物中間処理施設対策基金の

繰り入れによるものであります。 

 ２１款市債が１３億４，８７０万円で、前年度比１億５，７００万円の増加で、徳島中

央広域連合西消防署建設に伴う緊急防災減災事業債の発行額の増加や土成図書館、公民館

改築に係る社会教育施設整備事業債の増加によるものであります。 

 歳入合計額は１８３億８００万円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳出について主なものについて説明をさせていただきます。 

 ２款総務費が２１億７，５３７万７，０００円で、前年度比２億９，０３２万５，００

０円の減、主なものとしましては、ＩＰ音声告知サービス設備構築事業の終了に伴う減に

よるものであります。 

 ３款民生費が６６億９，８９０万３，０００円で、前年度比２億３，０３７万８，００

０円の増加で、障害児給付費や障害者自立支援給付費の増加によるものであります。 

 ４款衛生費が１９億３６９万円で、前年度比１億２９７万４，０００円の増加、土成連

絡送水管布設工事に加えて、阿波町北正広から大俣地区に送水する新たな配水池整備に係

る出資金の増加によるものであります。 

 ９款消防費が８億９３１万６，０００円で、前年度比１億７，５５４万６，０００円の

増加、これは徳島中央広域連合西消防署建設に係る負担金の増加によるものであります。 

 １０款教育費が１９億８８４万９，０００円で、前年度比１，３９７万４，０００円の

減、主なものとしては、市場中学校屋内運動場改築事業の終了により減少しております

が、吉野中学校校舎大規模改修事業を実施するため、結果として大幅な減少とはなってお
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りません。 

 １２款公債費が２７億１０３万４，０００円で、前年度比２，１８８万３，０００円の

減となっております。公債費については、平成３１年度にピークを迎えると予想しており

ます。また、中期財政計画においては、３３年度末には起債残高が２００億円を切ると想

定をしておるところでございます。 

 歳出合計額は１８３億８００万円で、前年度比７億２，９００万円の増加となってお

り、財源内訳については１１ページでございますが、国県支出金が３３億５，９１１万

５，０００円、地方債が７億９，１９０万円、一般財源が１２８億６７６万７，０００円

となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細について説明をさせていただきます。 

 １８ページ、１９ページをお願いをいたします。 

 上段の１０款１項１目の地方交付税については６７億１，１４３万円で、普通交付税が

６４億１４３万円、特別交付税が３億１，０００万円を見込んでおり、前年度比４，４１

６万１，０００円の増加となっております。 

 次に、２６ページ、２７ページをお願いをいたします。 

 １４款１項３目の民生費国庫負担金が１７億１，６８２万７，０００円で、前年度比

８，０７４万１，０００円の増加、主なものは１節社会福祉費負担金が６億４，４４３万

１，０００円、３節児童福祉費負担金が４億４，９０８万６，０００円となっておりま

す。 

 次に、２８ページ、２９ページをお願いします。 

 下から２段目、１４款２項８目の土木費国庫補助金が１億１０５万５，０００円で、前

年度比７，１９５万４，０００円の増加、主なものとしては２節の道路橋りょう費補助金

が２，５２４万８，０００円、５節の都市計画費補助金が５，５５４万７，０００円とな

っております。 

 一番下の段の１０目教育費国庫補助金が５，３０５万９，０００円で、前年度比４，３

６３万９，０００円の増加で、３１ページの上から２段目をお願いします。６節の教育費

国庫補助金が４，９８６万６，０００円となっております。これは、吉野中学校校舎大規

模改修事業に係るものとなっております。 

 次に一番下の段、１５款１項３目の民生費県負担金が６億９，１０５万３，０００円

で、前年度比２，０３４万９，０００円の増加で、主なものは１節の社会福祉費負担金が
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４億４，６５６万５，０００円、２節老人福祉費負担金が１億３，９０７万９，０００

円。 

 ３３ページをお願いします。 

 上段の３節児童福祉費負担金が１億９１万４，０００円となっております。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願いをいたします。 

 ５段目、１５款２項３目の民生費県補助金が１億８，９２２万６，０００円、前年度比

１，３２５万３，０００円の増加で、主なものは１節社会福祉費補助金が６，７３８万

６，０００円、３節児童福祉費補助金が９，２０１万５，０００円となっております。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いします。 

 上段の６目農林水産業費県補助金が２億７，９７４万１，０００円、前年度比４，８５

７万７，０００円の増加で、１節農業費補助金が１億３，９１２万９，０００円、２節農

地費補助金が１億２，９９１万１，０００円となっております。 

 次に４２ページ、４３ページをお願いをします。 

 １８款１項１目の財政調整基金繰入金が６億４，０００万円で、前年度比９，０００万

円の増加、３目一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金が１億９，７９０万円で、前年度

比１億５，０９０万円の増加、７目教育施設整備基金繰入金が１億７，６００万円で、前

年度比１億３，６００万円の増加となっております。 

 次に、４８ページ、４９ページをお願いします。 

 ２１款１項２目の総務債が５億６，６９０万円で、前年度比２，９１０万円の減となっ

ております。 

 次のページをお願いします。 

 ９目消防債が２億１，８８０万円で、前年度比１億４，７９０万円の増加、１０目教育

債が２億６，０３０万円で、前年度比２億２００万円の減となっております。歳入合計額

は１８３億８００万円で、前年度比７億２，９００万円の増加となっております。 

 次に、歳出の主なものについて説明をさせていただきます。 

 ６２ページ、６３ページをお願いします。 

 下の段、２款１項１０目情報ネットワーク費が３億１，１１４万円で、前年度比２億

５，７４８万６，０００円の減、これにつきましてはＩＰ音声告知サービス整備構築事業

の終了に伴う減となっております。 

 次に、７８ページ、７９ページをお願いします。 
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 ３款１項１目の社会福祉総務費が８億５７２万３，０００円で、前年度比３，７８６万

円の増額です。 

 次に、８１ページをお願いします。 

 上から２２行目、主なものとしては、２１、国民健康保険事業特別会計繰出金が４億

４，８７４万６，０００円となっております。 

 次に、２目の障害者福祉費が１２億４，２５５万１，０００円で、前年度比６，０１１

万９，０００円の増加で、主な要因としては、８３ページの上から１５行目をお願いしま

す。３６、障害児給付費が１億８，９７４万４，０００円となっております。 

 次に、９６ページ、９７ページをお願いをいたします。 

 ３款３項３目の保育所費が５億５，０４４万９，０００円で、前年度比１，５１３万

２，０００円の増加となっております。主な要因としては、右の欄、下から１３行目、１

１、私立保育所費が１億１，１７２万３，０００円で、久勝保育所を民間移管することに

よる増加となっております。 

 次に、１１０ページ、１１１ページをお願いをいたします。 

 ４款１項４目の保健事業費が７，８００万円で、前年度比３９５万円の増加となってお

ります。右の説明欄の下から２行目、１６、まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費とし

て５００万円でありますが、内容は、不妊治療費及び徳島県内で初めてとなる不育症治療

に対する助成事業を進めることとしております。 

 次に、１１６ページ、１１７ページをお願いをいたします。 

 ３行目の４款３項１目の上水道整備費が１億４５９万円で、前年度比５，０９９万５，

０００円の増加、内容は、現在実施しております土成連絡送水管布設工事に加えて、阿波

町北正広から大俣地区に送水する新たな配水池を整備するに当たり、送水管整備を行う出

資金の増額によるものであります。 

 次に、１３０ページ、１３１ページをお願いをいたします。 

 ７款１項２目の観光費が１億４，０７５万１，０００円で、前年度比９，２９３万７，

０００円の増加、内容は１３３ページをお願いします。 

 １３３ページの右の説明欄、１１行目の工事請負費として、金清自然公園整備などによ

るものでございます。 

 次に、１３８ページ、１３９ページをお願いします。 

 ８款２項３目の道路新設改良費が１億６，２０９万３，０００円で、前年度比８，７１
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０万１，０００円の増加、前年度予算が経常的な事務事業などによる経費を中心としたこ

とにより増加をしております。 

 次に、１４２ページ、１４３ページをお願いをいたします。 

 ８款３項２目の河川改良費が５，０７６万８，０００円で、前年度比４，０１２万７，

０００円の増加、内容は、国の都市再生整備計画事業であります阿波町の浦ノ池ふれあい

広場整備事業費４，０００万円などとなっております。 

 次に、１４６ページ、１４７ページをお願いをいたします。 

 一番下の段、９款１項１目の非常備消防費が７億７，３５３万２，０００円で、前年度

比１億７，２６４万４，０００円の増加で、内容は、徳島中央広域連合西消防署建設に係

る負担金の増加により１億６，７６５万７，０００円の増加によるものであります。 

 次に、１５０ページ、１５１ページをお願いをいたします。 

 １０款１項２目の事務局費が８億２，６８３万６，０００円で、前年度比８，４５７万

５，０００円の減額で、この要因は、市場中学校屋内運動場改築事業の終了により減少し

ておりますが、１５３ページをお願いします。 

 １５３ページの右の説明欄の下から１９行目、１２、学校施設等整備事業費が４億２，

９６４万３，０００円で、これは吉野中学校校舎大規模改修事業を実施することから、全

体としては大幅な減少とはなっていないというところでございます。 

 次に、１８２ページ、１８３ページをお願いをいたします。 

 ２段目の１０款５項５目の図書館費が１億６，２０７万７，０００円で、前年度比７，

３７５万６，０００円の増加、要因としましては、土成図書館改築に向けた基本実施設計

業務委託料４，５００万円の増加などによるものであります。 

 以上、歳入歳出の主なものについての説明とさせていただきます。 

 なお、１９４ページから２０１ページは、給与明細書と債務負担行為に関する調書とな

っておりますので、ご高覧ください。 

 次に、 終の２０２ページをお願いをいたします。 

 この表は、地方債の見込みに関する調書であります。 

 後の列、当該年度末現在高見込み額についての合計額は２０４億２，５１１万７，０

００円となっております。 

 以上、議案第５号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、議案第６号について補足説明をさせていただきたいと思います。 
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 平成３０年度特別会計予算書をお願いをいたします。 

 １ページでございます。 

 議案第６号平成３０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１，６７６万７，０００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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 それでは、６ページ、７ページをお願いをしたいと思います。 

 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。 

 初に、歳入についてであります。 

 歳入については、１款財産収入の本年度予算額が３０１万６，０００円、２款繰越金が

１，３７５万円となっており、歳入合計は１，６７６万７，０００円で、前年度に比べ５

万円の増額となっております。なお、財産貸付収入は土地貸付収入となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 歳出については、１款管理費が３９７万９，０００円、２款事業費が１，０７８万８，

０００円、３款予備費が２００万円となっております。 

 歳出合計額は１，６７６万７，０００円で、前年度に比べ５万円の増額となっておりま

す。なお、事業費につきましては、山林管理事業やクヌギ林造林事業などとなっておりま

す。 

 以上、議案第５号平成３０年度阿波市一般会計予算及び議案第６号平成３０年度阿波市

御所財産区特別会計予算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

ますようお願いいたします。 

○議長（江澤信明君） ただいまより１０分間だけ小休いたします。 

            午前１１時１６分 休憩 

            午前１１時２７分 再開 

○議長（江澤信明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 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、議案第７号から議案第１

０号について、順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第７号についてでございます。 

 議案第７号平成３０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４５億１，４６１万３，０００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２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの 高額

は２億円と定める。 

 第３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。保険給付費の各項に計上した

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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 これまでは、国民健康保険の運営主体は市町村が行っておりましたが、平成３０年度か

ら都道府県へ移管されることになりました。このため、科目に変更があり、これに合わせ

て予算編成を行っております。なお、当初予算編成時において納付金の額及び標準税率等

が示されておりませんでしたので、前年度の税率により算定を行っております。 

 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。 

 歳入については、本年度予算額として、１款国民健康保険税が８億７０万円、４款県支

出金が３２億４，５５１万９，０００円、７款繰入金が４億４，８７４万６，０００円、

８款繰越金が１，０００万円、９款諸収入が９１４万８，０００円で、歳入合計は４５億

１，４６１万３，０００円となっており、前年度に比べて１１億６，３６２万円の減額と

なっております。 

 なお、９款の次の国庫支出金から共同事業交付金までは科目がなくなったため皆減とな

っております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いします。 
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 歳出については、本年度予算額として、１款総務費が１億９９８万円、２款保険給付費

が３２億１，９５０万１，０００円、３款国民健康保険事業費納付金が１１億３，６８３

万１，０００円、５款保健事業費が４，０７６万３，０００円、８款諸支出金が４４３万

７，０００円、９款予備費が３００万円で、歳出合計は４５億１，４６１万３，０００円

となっており、前年度に比べて１１億６，３６２万円の減額となっております。 

 なお、３款の国民健康保険事業費納付金については、新たに加わったため皆増、９款の

次の後期高齢者支援金等から共同事業拠出金までは科目がなくなったため皆減となってお

ります。 

 次に、議案第８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第８号平成３０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５億６２７万８，０００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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 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。 

 歳入については、本年度予算額として、１款後期高齢者医療保険料が３億１，５２８万

４，０００円、４款繰入金が１億８，５４４万円、６款諸収入が５０５万４，０００円

で、歳入合計は５億６２７万８，０００円となっており、前年度に比べて５８３万１，０

００円の減額となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、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５億７２

万７，０００円、３款諸支出金が５０５万１，０００円で、歳出合計は５億６２７万８，

０００円となり、前年度に比べて５８３万１，０００円の減額となっております。 

 次に、議案第９号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第９号平成３０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１億５，６５８万円と定める。 

 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
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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 高額

は１，０００万円と定める。 

 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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債についてでございます。 

 起債の目的は、下水道債で限度額は１，３５０万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、６ページ、７ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いします。 

 主なものについて説明させていただきます。 

 歳入については、本年度予算額として、１款分担金が１５０万円、２款使用料及び手数

料が１，４４８万５，０００円、３款国庫支出金が１，５００万円、５款繰入金が１億

１，０５２万３，０００円、８款市債が１，３５０万円で、歳入合計は１億５，６５８万

円となり、前年度に比べて１，１５０万円の増額となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、本年度予算額として、２款事業費が７，５１７万１，０００円、３款

公債費が８，０３１万８，０００円で、歳出合計は１億５，６５８万円となり、前年度に

比べて１，１５０万円の増額となっております。 

 増額の理由としましては、柿原東地区において、国の交付金事業を活用した施設整備を

実施することによるものでございます。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 地方債の当該年度末現在高の見込み額は５億５，１５６万９，０００円となる見込みで

ございます。 

 次に、議案第１０号について補足説明をさせていただきます。 
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 議案第１０号平成３０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１９２万１，０００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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 ６ページ、７ページ、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。 

 歳入については、本年度予算額として、１款県支出金が８１万４，０００円、２款諸収

入が６９万１，０００円、４款繰越金が４１万６，０００円で、歳入合計は１９２万１，

０００円となり、前年度に比べて６０万６，０００円の減額となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出については、本年度予算額として、１款貸付事業費が１２３万２，０００円、２款

公債費が６８万９，０００円で、歳出合計は１９２万１，０００円となり、前年度に比べ

て６０万６，０００円の減額となっております。減額の理由といたしましては、住宅新築

資金等貸付事業に係る償還事務費の減少によるものでございます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 地方債の当該年度末現在高の見込み額は６１万９，０００円となる見込みでございま

す。 

 以上、議案第７号から議案第１０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（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、議案第１１号につき

まして補足説明をさせていただきます。 

 議案第１１号平成３０年度阿波市介護保険特別会計予算について。 

 平成３０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４４億１，１６９万７，０００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２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの 高額
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は２億円と定める。 

 第３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。１、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。２、保険給付費の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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 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。 

 まず、６ページ、７ページをお開きください。 

 まず、歳入の主なものにつきましては、１款介護保険料の予算額は、前年比７，１８３

万５，０００円の増額で８億６，６７２万３，０００円としてございます。こちらにつき

ましては、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料が制度改正により２２％から２３％

に負担割合が変更になったことや、消費税増税及び介護職員の処遇改善などに伴い、基準

額で月３００円増とさせていただくものによるものであります。 

 次に、３款国庫支出金の予算額は、前年比２，８７１万円の減額で１１億５３９万円と

しております。こちらにつきましては、介護給付費及び介護予防給付費に対する国の負担

金でありますが、介護給付費が前年に対し、減額するとの見込みによるものでございま

す。 

 次に、４款支払基金交付金の予算額は、前年比５，１４０万１，０００円の減額で１１

億３，１３４万円としております。支払基金交付金につきましては、４０歳から６４歳ま

での第２号被保険者保険料の負担割合が２８％から２７％に制度改正されたことによる減

額でございます。 

 次に、８款繰入金の予算額は、前年比２，０１４万８，０００円の減額で６億９，５６

８万９，０００円としております。こちらにつきましては、保険給付費に対する市の負担

金となっておりますが、給付費が前年に対し、減額するとの見込みによるものでございま

す。 

 以上、歳入予算額は４４億１，１６９万７，０００円で、前年比３，１９８万１，００

０円の減額としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 歳出の主なものにつきましては、１款総務費の予算額は、前年比９８９万６，０００円
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の減額とし、１億３，７６８万４，０００円としております。こちらにつきましては、シ

ステム改修費の減額や本年度作成いたしました介護保険事業計画の業務完了に伴う減額で

ございます。 

 次に、２款保険給付費の予算額は、前年比３，１４９万４，０００円の減額で４１億２

５５万円としております。保険給付費の居宅介護サービス給付費は、高齢者人口の増加を

受け、訪問介護サービス等の増加を見込み、増額としておりますが、地域密着型介護サー

ビス給付費につきましては、近年の給付状況から減額としております。また、施設介護サ

ービス給付費につきましては、利用人数はほぼ横ばいと見込んでおりますけれども、こち

らも近年の給付状況を踏まえ、前年比２％程度の減額とさせております。 

 次に、５款地域支援事業費の予算額は、前年比９４２万円の増額で１億５，９２３万

６，０００円としております。こちらにつきましては、総合相談事業に伴いまして、保健

師の人件費、あるいは生活支援体制整備事業の介護予防について協議体を立ち上げ、運営

を行うコーディネーターの配置に伴う経費として増額計上をさせていただいております。 

 以上、歳出予算額は４４億１，１６９万７，０００円で、前年比３，１９８万１，００

０円の減額としてございます。 

 以上、議案第１１号の補足説明とさせていただきます。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） 藤川水道課長。 

○水道課長（藤川靖人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１２号と議案第１

３号について、順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１２号平成３０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算について説

明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。 

 平成３０年度阿波市の伊沢谷簡易水道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４５９万２，０００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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 次に、予算書の６ページ、７ページをお願いいたします。 
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 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、２款使用料及び手数料が１３８万円、４款繰入金２８２万円、５

款繰越金３８万８，０００円で、歳入合計は４５９万２，０００円となっています。 

 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、１款総務費３１万９，０００円、２款施設費４２６万３，０００

円で、歳出合計は４５９万２，０００円となっております。 

 以上、議案第１２号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１３号平成３０年度阿波市水道事業会計予算について説明をさせて

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３０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、業務の予定量は、次のとおり定めています。給水戸数が１万４，０００戸、年

間総給水量４５８万４，０００立方メートル、１日の平均給水量は１万２，５５９立方メ

ートル、主な建設改良事業は、配水施設事業を３億９，０００万円としております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出について次のとおり定めています。 

 初めに、収入でございますが、第１款水道事業収益として６億７，７２９万１，０００

円としております。内訳としまして、第１項営業収益が６億４，０９９万９，０００円、

第２項営業外収益が３，６２９万円、第３項特別利益が２，０００円となっております。 

 次に、支出でございますが、第１款水道事業費用として６億１，９７７万１，０００

円、内訳としまして、第１項営業費用が５億７，９９３万１，０００円、第２項営業外費

用が３，８３３万９，０００円、第３項特別損失が５０万１，０００円、第４項予備費が

１００万円となっております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出について次のとおり定めています。 

 まず、収入でございますが、第１款資本的収入として３億３，２８０万円としておりま

す。内訳としまして、第１項出資金が１億円、第２項工事負担金が２８０万円、第３項企

業債が２億３，０００万円となっております。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出として５億６７７万４，０００円、内訳

としまして、第１項建設改良費が４億２，２８３万５，０００円、第２項企業債償還金が

８，３９３万９，０００円となっております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７，３９７万４，０００円
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は、当年度損益勘定留保資金１億４，４９３万７，０００円、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額２，９０３万７，０００円で補填を予定しております。 

 続きまして、２ページをお願いします。 

 第５条、債務負担行為について次のとおり定めています。 

 水道事業用コンピューター及びシステムリース料として、期間は平成２８年５月から平

成３３年４月までの間で、限度額は２，９００万円と定めています。 

 次に、第６条、企業債についてでございます。 

 起債の目的、工事としては土成連絡管布設工事、限度額は７，５００万円、配水給水管

布設がえ工事、限度額は８，０００万円、配水施設等更新工事、限度額は５，０００万

円、小倉高区配水池築造関連工事、限度額は２，５００万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、第７条、経費の流用は、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用と定めて

います。 

 次に、第８条、議会の議決を経なければ流用することができない経費の流用は、職員給

与費９，２４６万５，０００円と定めています。 

 次に、第９条、営業助成のため一般会計から受ける補助金額は１億６６８万円と定めて

います。 

 次に、第１０条、たな卸資産の購入限度額は１，０００万円と定めています。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 以上、議案第１２号と議案第１３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（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、議案第１４号から議

案第１８号までの補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１４号吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て、吉野地域福祉センター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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、吉野地域福祉センターが利用者の減少に伴い、デ
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イサービスを廃止したため、事業の改正、それに伴う利用の範囲並びに利用料の改正を行

うものであります。 

 次に、議案第１５号市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 市場老人福祉センターの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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、市場老人福祉センターが利用者の減少に伴い、デ

イサービスを廃止したため、業務の改正及び使用料の改正を行うものであります。 

 次に、議案第１６号阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 阿波市立保育所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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、阿波市立久勝保育所を平成３０年４月１日に社会

福祉法人かもめ福祉会に移管するため、市立保育所の一覧から阿波市立久勝保育所の名

称、定員及び位置を削除する条例の一部改正を行うものであります。 

 次に、議案第１７号阿波市児童遊園設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 阿波市児童遊園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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、条例で定められている児童遊園が、現状におい

て、児童遊園の要件を満たす施設として整備されていないため、児童公園に名称を変更す

るものであります。また、市営住宅の建設予定地であります吉野新開地児童遊園は、削除

する条例改正を行うものであります。 

 次に、議案第１８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３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、介護保険法に適用されております阿波市介護保険

事業計画、高齢者保健福祉計画策定委員会の答申を受けて、平成３０年から平成３２年ま

での３カ年の保険料での改定を行うものであります。あわせて、介護保険法の改正に伴

い、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の配偶者や世帯員等に対し、質問検査権が及

ぶよう改正を行います。 
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 改正内容の主なものといたしましては、まず６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料

負担割合が２２％から２３％に変更になったこと。次に、平成３１年１０月に予定されて

おります消費税増税や介護職員の処遇改善などを踏まえ、介護保険料を基準額で月３００

円増とさせていただくものによるものであります。 

 以上、議案第１４号から議案第１８号まで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） 阿部産業経済部長。 

○産業経済部長（阿部芳郎君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１９号から議

案第２１号について順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１９号阿波市企業立地促進条例の制定について。 

 阿波市企業立地促進条例を次のように定める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この阿波市企業立地促進条例につきましては、現条例の阿波市工場設置奨励条例の全部

を改正するものであります。現条例の阿波市工場設置奨励条例は、製造等を行う工場の新

設や増設を奨励するために、固定資産税や法人市民税の減免及び新規地元雇用従業者に対

する雇用奨励金などを規定しておりますが、今回の改正では、今後さらに市民の雇用機会

の拡大や本市の経済の発展につなげるために製造業に加え、農林業や情報通信業など、近

年の多様化した企業にも対応でき、また新規地元雇用従業者１人当たりの雇用奨励金を４

０万円から５０万円に引き上げるなどを行うこととしております。 

 施行日につきましては、平成３０年４月１日としております。 

 次に、議案第２０号阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正について。 

 阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第

１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 次に、議案第２１号阿波市工場立地法地域準則条例の制定について。 

 阿波市工場立地法地域準則条例を次のように定める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この２件の議案につきましては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律が平成２９年７月に施行されたことに伴い、議案第２０号では、現条例
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において、工場の敷地に対する緑地や環境施設の面積の割合の緩和を適用している区域の

うち、四国縦貫自動車道、脇町インターチェンジに近接しており、四国、関西、中国地方

へと伸びる高速道路網を活用できる好立地条件や、１社の企業進出がある西長峰工業団地

が、徳島県の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基

づく基本計画において、重点促進区域に設定されていることから、工場の敷地面積に対す

る緑地や環境施設面積の割合を引き続き緩和するため、条例の一部改正を行うものであり

ます。 

 施行日につきましては、平成３０年４月１日としております。 

 また、議案第２１号では、現条例の阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例において、徳島

県の重点促進区域に設定されていない土成工業団地など、５カ所の区域の工場の敷地面積

に対する緑地や環境施設の面積の割合を引き続き緩和するため、工場立地法に基づき新た

に条例を制定するものであります。 

 施行日につきましては、平成３０年４月１日としております。 

 以上、議案第１９号から議案第２１号までの補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただき、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（江澤信明君） 大野建設部長。 

○建設部長（大野芳行君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２２号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第２２号阿波市空家等対策の適正管理に関する条例の制定について。 

 阿波市空家等対策の適正管理に関する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 この条例制定につきましては、近年の人口減少に伴う少子・高齢化や核家族化の進展に

より、全国的に空き家等が増加し、大きな社会問題となっております。 

 今回、空き家対策といたしまして、空き家等の適切な管理を図るため、市及び所有者等

の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、

必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境を保全し、

もって魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的として条例を新たに制定するもの

であります。 

 主な内容としましては、第４条で、空き家等についてみずからの責任において、適切に
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管理することを所有者等の責務とし、第６条では、特定空き家等の発生の未然防止と適切

な管理に必要な措置を講ずることを市の責務としており、第８条では、そのまま放置すれ

ば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などと認められる特定空き家等の認

定について定めています。 

 施行日は平成３０年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２２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） 妹尾教育次長。 

○教育次長（妹尾 明君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２３号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第２３号阿波市体育施設条例の一部改正について。 

 阿波市体育施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、市場ふれあいセンター、これ体育館でございますが、昭和

３８年に建築され、老朽化が進んでいる状況でございます。このことから、阿波市立市場

中学校体育館の改築に伴いまして、施設の機能を集約することといたしまして、市場ふれ

あいセンターを解体するための改正を行うものでございます。 

 施行日につきましては、平成３０年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２３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、議案第２４号、議案

第２５号を一括して補足説明をさせていただきます。 

 議案第２４号市有財産の無償譲渡について。 

 阿波市立久勝保育所に係る市有財産について、次のとおり無償で譲渡をしたいので、地

方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 阿波市立久勝保育所を平成３０年４月１日に民間移管するに当たり、久勝保育所の建

物、附帯設備及び備品一式を移管先法人であります社会福祉法人かもめ福祉会へ無償で譲

渡するものであります。 
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 譲渡財産といたしましては、阿波市立久勝保育所の建物、附帯設備及び備品一式、所在

地は阿波市阿波町野神９３番地、構造につきましては鉄筋コンクリート平家建て、床面積

は８２２平米となってございます。譲渡の相手先は、徳島県吉野川市鴨島町西麻植字大東

９８番地１、社会福祉法人かもめ福祉会、理事長三木大五郎であります。 

 譲渡時期につきましては、平成３０年４月１日としております。 

 次に、議案第２５号市有財産の無償貸付について。 

 阿波市立久勝保育所に係る市有財産について、次のとおり無償で貸付したいので、地方

自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の承認を求める。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 阿波市立久勝保育所を平成３０年４月１日に民間移管するに当たり、土地を移管先法人

である社会福祉法人かもめ福祉会へ無償で貸付するものであります。 

 貸付財産といたしましては、阿波市阿波町野神９３番地、２，９１７平米、阿波市阿波

町野神９５番地、３３平米であります。貸し付けの相手先は、徳島県吉野川市鴨島町西麻

植字大東９８番地１、社会福祉法人かもめ福祉会、理事長三木大五郎であります。 

 貸付期間は、平成３０年４月１日から平成４０年３月３１日までとしております。貸付

条件といたしましては、無償貸付する土地は保育所運営のために利用することとし、幼保

連携型認定こども園運営のために利用することとし、他の目的に供してはならないとして

おります。 

 以上、議案第２４号、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） 大野建設部長。 

○建設部長（大野芳行君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２６号及び議案第

２７号並びに報告第１号所管部分について補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２６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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 道路線の認定につきましては、道路改良等に伴いまして、新たに市道として管理を行っ

ていく路線についてであります。 

 認定路線につきましては、土成町１路線、吉野町２路線の計３路線となっております。 
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 続きまして、議案第２７号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２７号阿波市道路線の変更について。 

 道路法第１０条第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。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 道路線の変更につきましては、道路整備等に伴いまして、路線の起終点の変更を行うも

のでございます。変更路線につきましては、土成町２路線、吉野町１路線の計３路線とな

っております。 

 以上、議案第２６号及び議案第２７号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、報告第１号の債権放棄について所管部分の補足説明をさせていただきま

す。 

 報告第１号債権の放棄について。 

 阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定により、市の債権について下記のとおり放棄

したので、同条第３項の規定により報告を行うものです。 

 平成３０年２月６日提出、阿波市長。 

 建設部住宅課におきましては、市営住宅の家賃債権を報告させていただいております

が、債権を放棄する基準は、債権管理条例第１７条において９つの基準が定められてお

り、消滅時効の完成や債務者が死亡、行方不明などにより徴収の見込みがないときなど、

細かく規定されております。 

 今回、債権の放棄として報告させていただきます債権につきましては、条例第１項第１

号の該当については、既に市営住宅から退去するとともに、当該債権につき消滅時効５年

が完成し、債務者がその援用をする見込みがあるもの、第７号該当については、債務者が

生活保護法の規定による保護を受け、当該債権につき消滅時効５年が完成し、履行の見込

みがないと認められるものとなっており、住宅使用料、共益費合計で債務者数６１人、金

額にして３７０万５，８００円であります。 

 債権の放棄に先立って、１月１７日に債権処理審査委員会を開催していただき、放棄の

理由等を慎重に審議いただいたところであります。 

 今後、市営住宅の家賃徴収については、債権管理マニュアルに沿った迅速な家賃債権の

回収に努めてまいりますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上、議案第２６号及び議案第２７号並びに報告第１号所管部分についての補足説明と
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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、報告第１号債権の放棄に

ついて、市民部所管分についての補足説明をさせていただきます。 

 今回報告いたします住宅新築資金等貸付金の債権放棄につきましては、住宅新築資金及

び住宅改修資金の合計債務者数２０人、金額６７６万７８９円でございます。 

 放棄した理由につきましては、いずれも消滅時効１０年が完成し、かつ債務者がその援

用をする見込みがあるため放棄するものでございます。 

 以上、報告第１号の市民部所管分についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（江澤信明君） 以上で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。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、２月１５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といたします。 

            午後０時１７分 散会 
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