
平成３１年第１回阿波市議会定例会 代表質問・一般質問通告者 順番

（代表質問）

順番 所属会派 氏　　名

① 志政クラブ 原田　定信

② 阿波みらい 川人　敏男

③ 阿波清風会 樫原　　伸

④ はばたき 笠井　安之

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 4 坂東　重夫

② 12 吉田　　稔

③ 7 中野　厚志

④ 5 藤本　功男

⑤ 3 後藤　　修

⑥ 11 松村　幸治

⑦ 1 武澤　　豪

⑧ 2 北上　正弘

⑨ 16 木村　松雄

⑩ 8 笠井　一司



平成３１年第１回阿波市議会定例会　質問一覧表

　【代　表　質　問】 (1)

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

1 原田 定信 志政クラブ １.３１年度予算について

　(1)折返し点を迎えての感想は。

　(2)今後の重点政策は。

　(3)農業政策についての今後の取組は。

２.企業誘致について

　(1)「レンゴー」との誘致に成功したが、今後スケジュ

　　 ールは。

３.阿北環境整備組合の今後について

　(1)吉野川市の２年後の完全撤退に向けてどの様に取り

　　 組むか。

2 川人 敏男 阿波みらい １.デマンド型乗合交通について

　(1)吉野川医療センターとＪＲ各駅をなぜ目的地から

　　 外しているのか。

　(2)阿波町・市場町地区と土成町・吉野町地区の二つの

　　 区域に分けてはどうか。

　(3)吉野川市等との交渉経緯を伺う。

　(4)初期投資と経営経費の見込みはいくらか。

　(5)運営組織をどのように考えているか。

２.改正出入国管理法について

　(1)市内の外国人は何人か。技能実習生はどんな産業に

　　 従事しているか。

　(2)所管部局はどこか。市はどのような措置を講ずる

　　 必要があると考えているか。

　(3)改正出入国管理法に賛成する理由は。

　(4)外国人の国民健康保険に加入している人数は。

３.市長の政治姿勢について

　(1)ごみ焼却施設について。

　　 ①実現性のあるスケジュールを伺う。

　　 ②現施設周辺住民との話し合いはいつ頃予定して

　　　 いるか。

　　 ③建設場所の絞り込みはどのような手順で行うか。

　　 ④新施設の対象人口、処理方式、建設費の概算額を

　　　 伺う。

　(2)スマートインターについて。

　　 ①説明責任が果たせていない。いつ結論を出すの

       か。

　(3)アエルワの外灯の設置について。

　　 ①外灯の設置を考えているか。

　(4)駐車場の見直しについて。

　　 ①駐車場全体の見直しを考えているか。

　(5)出馬当時の原点に戻り、改めて市政を担う決意を

　　 伺う。



　【代　表　質　問】 (2)

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

3 樫原 　伸 阿波清風会 １.阿波市の農業振興について

　(1)多様な担い手の育成・確保が図られているか。

　(2)農地集積化の推進について。

２.阿波市の平成３１年度当初予算について

　(1)地方交付税の減額を補う自主財源の確保策。

　(2)事務事業の効率化や公共施設の老朽化対策。

　(3)新年度予算において「選ばれる阿波市づくり」を

　　 推進するために特に力点を置いた施策。

３.人口減少に伴う自治体の在り方

　(1)国難とも呼ばれる人口減少問題、解消に向けてどの

　　 ように取り組んでいくのか。

4 笠井 安之 はばたき １.平成３１年度予算編成における重点施策について

　(1)平成３１年度当初予算における重点施策について。

　 　①「阿波市総合戦略」の基本目標のひとつである

　　　 「新しい人の流れづくり」に対する主な施策と

　　   予算配分はどのようになっているか。

　 　②阿波市において実施される事業のうち、他市には

　　　 ない特色のある施策はどのようなものか。

　 　③スマートインターチェンジの設置推進について。

２.新元号の対応について

　(1)改元による各事務システムの変更について。

　　 ①システムの変更スケジュールについて。

　　 ②システム並びに印刷物等の変更に伴う必要経費の

　　　 試算について。

３.農地転用について

　(1)農地転用申請の処理状況について

　　 ①農地転用許可の流れについて。

　　 ②農地転用許可後の追跡調査について。

　　 ③営農型太陽光発電事業の現状について。



平成３１年第１回阿波市議会定例会　質問一覧表

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

1 4番 １.阿波市ケーブルネットワーク(ＡＣＮ)の現状と課題について

坂東 重夫 　(1)通信整備等で、現在に至った経緯について。

　(2)情報通信技術が「ＡＣＮ」を中心として、今後どのような

　 　方向性で進んでいくのか。

　(3)今後の課題について。

２.地域おこし協力隊について

　(1)県内の動向について。

　(2)本市の導入状況について。

　(3)今後の取り組みについて。

３.スポーツ振興について

　(1)市民がスポーツを通じた健康づくりにどのように取り組んで

　　 いるのか。

　(2)小学校・中学校でのスポーツ活動について。

　(3)「スポーツ施設整備計画」を策定してはいかがか。

2 12番 １.農地転用の適正化について

吉田 　稔 　(1)県内で農業振興地域の優良農地が農地法４条・５条を適用

　 　して、一時別の名目で雑種地に転用をされ、その後太陽光

　 　発電施設が建設された問題について、本市の実態と今後の

　 　対応策はどのようにお考えか。

２.児童虐待について

　(1)家庭内での児童虐待による死亡が全国的に毎年報道されて

　　 いる。本市の現状と対策はどうなっているのか。

３.伊沢谷川の整備について

　(1)昨年に続いて河川の整備が行われているが今後の予定は。

　(2)下流右岸の竹やぶや堤防上の雑木が河川西側の農業振興

　 　地域の午前の日射量を減らし農作物の成長を妨げているが

　　 　 伐採はできないか。

3 7番 １.国民健康保険について

中野 厚志 　(1)平成３０年度から国保が県へ移管したが、現在の阿波市の

　　 医療費の状況はどのようになっているか。

　(2)国民健康保険税と協会けんぽの保険料では、どのように

　　 違うのか。

　(3)本市の国保税の今後の見通しは。

２.県道志度山川線について

　(1)阿波町農協本所前で工事がストップしているが、その原因

　　 は何か。今後の見通しは。

３.自衛官募集について

　(1)自衛官募集の条件、健康である以外に何かあるのか。

　【一　般　質　問】                                             (1)



　【一　般　質　問】                                             (2)

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)法令で防衛大臣が自治体に対して、自衛官募集に関し、紙

　　 媒体などで適齢者名簿などの「資料の提出を求めることが

　　 できる」とある。これに自治体が応じる義務は規定されて

　　 いない。本市はどういう対応をしたのか。

４.ポイ捨て・プラスチックゴミについて

　(1)ポイ捨てについて、市としてどう考えているか。

　(2)プラスチックゴミが河川等に散乱し、海までいくと環境

　　 問題になるため、取り組む必要があるのでは。

4 5番 １.防災について

藤本 功男 　(1)必要性に迫る、避難所の整備をどう進めるのか。特にトイレ

　　 のバリアフリー化や多機能化について。

　(2)災害時に即応できる通信システムをどのように整備していく

　 　のか。中でも、ＦＭラジオの運用はスムーズにできるのか。

２.子ども子育てについて

　(1)認定こども園が目指す教育・保育・子育て支援はどのような

　　 内容なのか。

　(2)認定こども園の運営について、公営と民営を併存させるのは

　　 どうしてか。

　(3)少子化が急速に進む中、認定こども園を統合ではなく小学

　　 校区ごとに整備するのはなぜか。

　(4)「子育てするなら阿波市」の理念をさらに進めるために、

　　今後、何を充実し、どのような施策を考えているのか。

　

5 3番 １.平成31年から32年度に実験運行されるデマンド型乗合交通

後藤 　修 (乗合交通)について

　(1)初年度の登録は無料となっているが次年度から有料なのか。

　(2)現状の八幡交通バスを利用して学駅を乗降場としている方

　　 の救済の検討はされているのか。

　(3)阿波市地域公共交通活性化協議会委員について障がい者の

　　 方や免許証を返納した方等参加は可能か。

　(4)阿波市社会福祉協議会内予約センターの設置についてどの

　　 ような経緯で決定されたのか。

２.社会福祉協議会の運営について

　(1)社協への運営補助金８，６００万円に対する成果報告はどの

　　 ようにチェックされているのか。

　(2)デイサービス撤退事業所の居室・備品はどのように活用され

　　 ているのか。

３.阿波市公共施設個別管理計画の進捗状況について

　(1)公共施設の統廃合及び、更新予定の維持管理・修繕の進捗

　　 状況についてどの程度進んでいるのか。

　　

6 11番 １.市町村合併の検証について

松村 幸治 　(1)人口の推移や行政サービスの変化について。

　(2)市町村合併を生かした主な事業について。

　(3)財政運営の状況並びに検証報告書の作成について。



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２.出産祝金について

　(1)小・中学校の入学時への祝金に変更することについて。

３.阿波市の観光について

　(1)土成インター付近での集合した観光拠点(店舗型、フルーツ

　　 ロードの集約、日曜軽トラ市等)について。

7 1番 １.鳥獣被害において今後の対策について

武澤 　豪 　(1)近年の過疎化により、農作物に対する、鳥獣被害が拡大して

　　 いる。被害に対しての対策と、今後の対策予定は。

２.大阪・関西万博にむけた街づくりについて

　(1)５年後に開催される大阪・関西万博は、関西圏と言われて

　　 いる徳島においても、チャンスであると考えている。万博

　　 客を阿波市に誘致する為にどういった街づくりを目指して

　　 いるのか。

8 2番 １.地域生活支援拠点の整備について

北上 正弘 　(1)平成３０年第３回定例会にて一度質問しました、その時の

　　 答弁で「毎月意見交換等を実施しており、研修会も予定

 　　している」とありました。現時点での進捗状況について。

　　 ※(会合・研修の内容、目標期限等)具体的に

２.災害時でのライフライン遮断時の対策について

　(1)災害時は停電が予想され避難所等の電力を供給する対策

　 　として日本ＬＰＧ協会が推奨しているガスヒートポンプを

　 　導入する検討をしてはどうか。

３.障害者手帳のカード化について

　(1)厚生労働省が昨年１０月の会合で、障害者手帳をカード型で

　　 交付できる政令改正を決定しました。なお療育手帳は自治体

　　 の判断でカード型にすることも可能としています。早期発行

　 　にむけて検討協議しては。

9 16番 １.平成３１年度当初予算について

木村 松雄 　(1)平成３１年度一般会計予算２１２億円余り、前年度比

　　 プラス１６．０％、２９億３，５００万円増になった

　 　主な要因と財源内訳は。

２.自主財源確保に向けての取り組みは

　(1)今後厳しい財政状況が予想される中、自主財源確保に

 　　ついてのお考えは。

３.徳島県道１３９号船戸切幡上板線の(土成工区)整備の進捗

状況、徳島県道２３６号浦池南原線(舗装)今後の予定は

　(1)県担当課にどのように要望されているのか。

10 8番 １.当初予算について

笠井 一司 　(1)新年度の予算は、投資的経費の増により、前年度比２９億

　　 円の増となった。将来負担が心配されるが、どのような

  　 見通しを持っているのか、具体的に説明願いたい。

　【一　般　質　問】                                             (3)



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨
２.新規事業について
　(1)高性能排水ポンプ車整備事業について、ポンプ車の性能
　　 など事業の概要とどのような運用を図るのか伺いたい。
  (2)がんばる企業応援事業について、事業の概要を伺いたい。

３.旧市役所庁舎の改修について
　(1)来年度旧阿波市役所庁舎が改修されることとなったが、旧
　　 庁舎は著名な建築家増田友也氏の設計になる建物であり、
　　 以前の質問では「今後の設計の中で、増田氏の建築思想を
　　 残せるよう検討したい。」との回答であった。増田氏設計
　　 の特徴ある部分についてどのように保存することとなった
　　 か伺いたい。

４.地域福祉について
　(1)阿波市における「地域包括ケアシステム」について御説明
　　 願いたい。
  (2)地域包括ケアシステムの構築はどのように進んでいるのか
　　 伺いたい。

　【一　般　質　問】                                             (4)


