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            午前１０時００分 開会 

○議長（森本節弘君） 現在の出席議員は１９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３１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、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 ２月１５日に東京都の全国町村会館において第１６４回全国市議会議長会産業経済委員

会が開催され、議長が出席いたしました。 

 次に、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年の１２月２０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３１年阿波市成人式、１月７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１３日には阿波市消防団出初め式、１月１７日には吉野川中流域新春互礼

会、２４日には阿波市商工会新年祝賀会、２６日には阿波市土地改良区連絡協議会新年互

礼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２２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の応援を

いたしました。６日にはアエルワでの阿波市選手団の解団式にも出席いたしました。 

 その他といたしましては、２月８日に徳島グランヴィリオホテルにおいて徳島県市町村

議会議員公務災害補償等組合議会定例会及び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３０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います。 

 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いますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、受理いたしました陳情書については、既に配布のとおりでありますので、よろし

くお願い申し上げます。 
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 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、ご報告申

しておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりです。 

 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（森本節弘君） 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、７番中野厚志君、８番笠井一司君

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（森本節弘君） 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、２月１８日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて副委員長の報告を求めます。 

 川人議会運営副委員長。 

○議会運営副委員長（川人敏男君） 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３１年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、２月１８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２５日か

ら３月１９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、提出議案の説明を予定しております。 

 なお、議案第２９号及び議案第３０号については、先議を予定しております。 

 ３月６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、３月７日午前１０時に開会し一般質問、３月１１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、３月１２日午前１０時から文教厚生常任委員会、３月１４日午前１０時から総務
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常任委員会、３月１５日午前１０時から産業建設常任委員会を予定いたしております。 

 次に、３月１９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、閉会を予定いたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、明日２月２６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。 

○議長（森本節弘君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から３月１９日までの２３日間にすることにご異議あ

りませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から３月１９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（森本節弘君） 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） 改めまして、おはようございます。 

 本日は、平成３１年第１回阿波市議会定例会を招集しましたところ、森本議長、樫原伸

副議長初め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してまことに

ありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。また、日ごろは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３１年度当初予算についてであります。 

 平成３１年度の当初予算につきましては、市長に一昨年の５月に就任し１年９カ月が経

過いたしましたが、その間各方面と調整を重ね、温めてまいりました施策を３本の柱に整

理し、平成３１年度を実行の年と位置づけた予算編成といたしました。 

 予算規模につきましては、歳入歳出予算総額を２１２億４，３００万円とし、対前年比

で２９億３，５００万円、率にして１６％の増加となっております。 

 施策の１本目の柱といたしましては、安全・安心のまちづくりでございます。 

 これまで本市の課題であった公共交通空白地域の解消を図るため、デマンド型乗り合い
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交通実証実験運行を本年４月から開始いたします。 

 また、近年多発する自然災害、特に本市特有の内水被害等に対応するため、高性能排水

ポンプ車を県内市町村では初めて導入いたします。 

 加えて、児童の安全確保を図るため、全ての小学校の通学路に防犯カメラを設置してま

いります。他にも、危険ブロック等の除却に必要な経費補助を拡充することや、避難所等

の公共施設の整備にも積極的に取り組んでまいります。 

 続いて、施策の２本目の柱といたしましては、活力あふれるまちづくりでございます。 

 主な事業といたしまして、オーダーメード型の企業誘致に積極的に取り組むため、企業

用地の適地調査を実施し、市民の皆様の雇用の場の確保を目指してまいります。加えて、

農村地域における雇用創設のため、農地に企業立地が可能となる農村地域産業等導入促進

実施計画を策定し、企業誘致の促進を図ります。 

 また、現在、未利用施設であった旧阿波市役所を本格改修し、年間三万人が訪れる運転

免許更新センター、地域の子育て総合支援拠点となる子育て支援センター、また特産品の

販売、観光イベントの情報発信を行う店舗などを配置し、にぎわいの拠点として周辺地域

の活性化を図ります。 

 このほかにも、阿波市産野菜を全国に向けＰＲしていくため徳島インディゴソックスの

協力をいただき、ＰＲ活動や各種イベントなどに積極的に参加し、阿波市産野菜を全国に

向けて発信してまいります。 

 最後に、施策の３本目の柱といたしましては、子育て応援のまちづくりでございます。 

 子育て支援策につきましては、市長就任以来、医療費の無償化を高校生終了まで拡充し

たことや保育料の第２子以降の無償化、病児・病後児保育施設の拡充など、子育て世代の

負担軽減を図るため、多くの施策を展開してまいりました。 

 これに続いて、新年度では切れ目のない子育て支援を図るため、新たに小学校、中学校

及び特別支援学校に入学する際に入学祝い金を支給いたします。 

 また、市内６つの幼保連携型認定こども園を本格的に整備することとし、公設の伊沢認

定こども園は新築工事に着手し、大俣認定こども園は事前準備として大俣幼稚園を解体い

たします。民設移管した柿原、市場、久勝、林の認定こども園につきましては、移管法人

が行う施設整備に対しまして補助金の交付を行います。 

 このほかにも、快適な学習環境を確保するため、一条小学校校舎、八幡小学校屋内運動

場の大規模改修工事を盛り込んでおります。 
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 このように平成３１年度当初予算の編成に当たりましては、新たな施策を実現するため

スクラップ・アンド・ビルドの手法を取り入れるとともに、阿波市公共施設等総合管理計

画に基づきまして、施設の総量最適正化や未利用施設の利活用など、歳入歳出両面で創意

工夫を凝らし、健全な財政運営を目指した行財政改革を実行してまいります。今後におき

ましても、人口減少や高齢化社会等による社会保障関連経費の増加、加えて普通交付税の

合併特例期間の終了など、本市を取り巻く環境は厳しいものと考えておりますが、市の将

来にとって真に必要な施策につきましては、集中と選択をもって取り組んでいく所存でご

ざいますので、議員各位のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、順次行政報告を申し上げます。 

 最初に、輝かしい平成３１年の新春を迎えまして、新成人３２４名の出席のもと、阿波

市成人式を１月２日、アエルワにおいて厳粛に挙行いたしました。新成人の皆様方には、

社会人や学生などと、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持っていただき、みずからの目標に向かって邁進されることを心か

らご祈念を申し上げます。 

 次に、新春恒例の徳島駅伝が１月４日から６日まで開催され、参加１６チームが全４５

区間、２７９．４キロメートルに渡り、健脚を競いました。今年は夏合宿等の強化策によ

りまして過去最高順位の第１０位と躍進し、全力を出し切った選手の皆様に勇気と感動を

いただきました。監督、コーチ、力走した選手を初め、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、１月１３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、広島県、岡山県、愛媛県を中心に西日本へ大きな被害を与えた平成３０年７

月豪雨のほか、数多くの台風が日本列島を襲い、大阪と北海道では大規模な地震が発生い

たしました。さらに年が変わり、本年１月３日には熊本地方、熊本県和水町で、今月２１

日は胆振地方、北海道厚真町で震度６弱の地震が発生するなど、全国各地で自然災害が多

発しており、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、阿波市消防団員約３００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

り抜く決意を感じたところでございます。 

 次に、１月１９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
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いたしました。講師に元フジテレビアナウンサーで現在は河野景子のことばのアカデミー

校長として多方面で活躍されております河野景子さんをお招きし、「今、求められてい

る・言葉の力」と題し、講演をいただきました。経験豊富な体験談に基づくお話は、約６

００名の参加者からも大変好評をいただき、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、今月６日、阿波市特産品認証制度の認証品として認められた産品の生産者、販売

者に対し、特産品認証書の授与式を行いました。今回、認証された米粉並びに米粉パンの

２産品を加え、阿波市の特産品認証数は２０産品となりました。今後も、阿波シティマラ

ソンを初めとする市民イベントはもとより、県内外でのイベントなどで認証品のさらなる

ＰＲに努めるとともに、本市のふるさと納税制度にも活用させていただきたいと考えてお

ります。 

 次に、今月２０日、阿波市より新たに自衛官になられる２名の方の自衛隊入隊予定者激

励会を開催いたしました。自衛隊は、我が国の防衛のみならず、国際平和活動や国内外の

災害派遣など、我が国の平和と安全に加え、国際社会の安定を確保するための重要な任務

を担っております。本市から入隊されます新たな自衛官の方々には、我が国の防衛という

任務の特性上、強い使命感と責任感を持ち、崇高な志を胸にたくましく立派な自衛官とし

てご活躍されることを期待し、激励を申し上げました。 

 続きまして、国等に対する要望関係でございます。 

 去る１月１７日、国土交通省道路局長並びに県選出国会議員に対し、阿波スマートイン

ターチェンジの設置、地方道路の整備促進など、事業推進に向けた支援を要望いたしまし

た。 

 次に、１月２２日、総務省並びに県選出国会議員に対しまして、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ますよう、国の財源確保と地域の実情を踏まえた予

算配分に加えて、本市の新たなまちづくり計画や財政事情を賢察いただき、国の補助制度

や特別交付税等行財政全般にわたる支援協力を要請してまいりました。 

 次に、今月１２日、徳島県知事に対しまして、吉野川北岸地区の農業の持続的発展のた

め、吉野川北岸２期地区の早期事業化及び市町負担の軽減について、特段の支援を要望い

たしました。 

 次に、今月１４日、中国四国農政局主催によります農業者等との意見交換会が阿波市で
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開催されました。当日は、高野農林水産大臣政務官の表敬訪問があり、農村地域における

雇用確保のための企業誘致や補助事業の要件緩和などを要望いたしました。その後、アエ

ルワにおきまして、本市農業団体の代表者、若手農業者の方々と、農業の担い手の高齢化

や後継者不足、耕作放棄地の発生防止など本市の問題解決に向けて、東京オリンピック・

パラリンピック等に向けてのＧＡＰの取り組み、阿波市産規格外品野菜の加工施設、日本

型直接支払制度、農業用水施設などについて意見交換を行いました。 

 今後におきましても、機会あるたびに国等への要望活動を積極的に行ってまいりたいと

考えております。 

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

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第２９号 阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新築工事請負契約 

               の締結について 

  日程第 ５ 議案第３０号 土成図書館・公民館新築工事請負契約の締結について 

○議長（森本節弘君） 日程第４、議案第２９号阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新

築工事請負契約の締結について及び日程第５、議案第３０号土成図書館・公民館新築工事

請負契約の締結について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

ります議案につきまして先議をお願いいたしたいので、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第２９号阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新築工事請負契約の締結及び議案第

３０号土成図書館・公民館新築工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第９６条

第１項第５号及び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、本日先議をお願いいたします２件につきまして提案理由を申し上げましたけど

も、議案内容の詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、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。よろ

しくお願いいたします。 
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○議長（森本節弘君） 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議案について補足説明を求めます。 

 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、先議をお願いしております議案第２９号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第２９号をお願いします。 

 議案第２９号阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新築工事請負契約の締結について。 

 次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を求める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 契約の目的につきましては阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新築工事、契約の方法

は入札後審査方式一般競争入札、契約の金額につきましては４億８，０６０万円、契約の

相手方は徳島県吉野川市川島町桑村６２５番地、株式会社三木組、代表取締役日野陽一で

ございます。 

 なお、本工事につきましては２月１日に開札を行い、１２日に仮契約を締結いたしまし

た。 

 以上、議案第２９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、ご承認い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 妹尾教育部長。 

○教育部長（妹尾 明君） 議長の許可をいただきましたので、先議をお願いしておりま

す議案第３０号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第３０号土成図書館・公民館新築工事請負契約の締結について。 

 次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を求める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 契約の目的は土成図書館・公民館新築工事、契約の方法は入札後審査方式一般競争入

札、契約金額は５億２，２５０万４，０００円、契約の相手方は徳島県阿波市吉野町柿原
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字原１６７番地、佐々木建設株式会社、取締役社長白川靖雄。 

 本工事につきましては去る２月１日に開札、１２日に仮契約を締結いたしました。 

 以上、議案第３０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（森本節弘君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより議案第２９号及び議案第３０号について質疑に入ります。 

 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。 

 ただいま議題になっております議案第２９号及び議案第３０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付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、委員会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。 

 これより採決いたします。 

 議案第２９号阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園新築工事請負契約の締結についてを

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、議案第２９号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３０号土成図書館・公民館新築工事請負契約の締結についてを原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号は原案のとおり可

決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ６ 議案第 １号 平成３０年度阿波市一般会計補正予算（第６号）につい 

               て 
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  日程第 ７ 議案第 ２号 平成３０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 ８ 議案第 ３号 平成３０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 ９ 議案第 ４号 平成３０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

  日程第１０ 議案第 ５号 平成３０年度阿波市水道事業会計補正予算（第４号）に 

               ついて 

  日程第１１ 議案第 ６号 平成３１年度阿波市一般会計予算について 

  日程第１２ 議案第 ７号 平成３１年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第１３ 議案第 ８号 平成３１年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１４ 議案第 ９号 平成３１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１５ 議案第１０号 平成３１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１６ 議案第１１号 平成３１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１７ 議案第１２号 平成３１年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１８ 議案第１３号 平成３１年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１９ 議案第１４号 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

               について 

  日程第２０ 議案第１５号 阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例の制定に 

               ついて 

  日程第２１ 議案第１６号 阿波市出産祝金支給に関する条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第１７号 阿波市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部改正 

               について 

  日程第２３ 議案第１８号 阿波市飲料水供給施設給水条例の一部改正について 

  日程第２４ 議案第１９号 阿波市老人ルーム条例の一部改正について 

  日程第２５ 議案第２０号 阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につ 

               いて 
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  日程第２６ 議案第２１号 阿波市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正 

               について 

  日程第２７ 議案第２２号 阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

               基準を定める条例の一部改正について 

  日程第２８ 議案第２３号 阿波市立学校設置条例の一部改正について 

  日程第２９ 議案第２４号 阿波市特別会計条例の一部改正について 

  日程第３０ 議案第２５号 阿波市伊沢谷簡易水道改修基金条例の廃止について 

  日程第３１ 議案第２６号 阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止につい 

               て 

  日程第３２ 議案第２７号 阿波市伊沢谷簡易水道給水条例の廃止について 

  日程第３３ 議案第２８号 阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工 

               事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を 

               定める条例の一部改正について 

  日程第３４ 議案第３１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 

  日程第３５ 議案第３２号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３６ 議案第３３号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３７ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（森本節弘君） 日程第６、議案第１号平成３０年度阿波市一般会計補正予算（第

６号）についてから日程第３７、報告第１号債権の放棄についてまでの計３２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。 

 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３１年第１回阿波市議会定例会への提出議案について、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１５件、その他案件３件、報告案

件１件の計３２件について審議をお願いするものでございます。 

 最初に、議案第１号平成３０年度阿波市一般会計補正予算（第６号）につきましては、

追加補正予算額１億３，０４０万円でございます。 

 次に、議案第２号平成３０年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につき
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ましては、追加補正予算額５，０２１万５，０００円でございます。 

 次に、議案第３号平成３０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４８０万３，０００円でございます。 

 次に、議案第４号平成３０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、追加補正予算額５９万６，０００円でございます。 

 次に、議案第５号平成３０年度阿波市水道事業会計補正予算（第４号）につきまして

は、収益的支出の予定額に６２３万円を追加し、資本的収入の予定額から２９３万９，０

００円を減額するものでございます。 

 次に、議案第６号平成３１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２１２億４，３００万円とするものでございます。 

 主な事業といたしまして、まず安全・安心のまちづくりでは、デマンド型乗り合い交通

実証実験運行の開始や高性能排水ポンプ車の導入、土成図書館・公民館整備事業などを進

めてまいります。 

 次に、活力あふれるまちづくりでは、企業誘致適地調査事業により、雇用の場の確保や

企業誘致を推進してまいります。また、旧阿波市役所利活用事業によりまして、交流人口

の増加、周辺地域の活性化を図ります。 

 最後に、子育て応援のまちづくりでは、切れ目のない子育て支援を図るため、入学祝い

金の支給、一条小学校校舎大規模改修事業、また市内の幼稚園・保育所を集約し、公設民

営を合わせ６つの幼保連携型認定こども園を整備いたします。 

 次に、議案第７号平成３１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１，７０１万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第８号平成３１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４５億１，２２７万６，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第９号平成３１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４億９，１２１万円とするものでございます。 

 次に、議案第１０号平成３１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１億８，１７５万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１１号平成３１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７６万１，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１２号平成３１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
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出予算の総額を４４億４，５７９万４，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１３号平成３１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

を６億８，１３９万１，０００円、収益的支出を６億３，６１２万９，０００円、資本的

収入を３億５，０９０万円、資本的支出を５億２，１２１万円とするものでございます。 

 次に、議案第１４号阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきまし

ては、働き方改革を推進するため、超過勤務命令を行うことができる上限を定めるなど所

要の措置を講じることから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１５号阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例の制定につきまして

は、阿波市地域防災計画に基づきまして、防災機能の強化を図るため交流防災広場を設置

することから、新たに条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第１６号阿波市出産祝金支給に関する条例の一部改正につきましては、出産

祝い金制度の見直しに伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１７号阿波市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部改正及び議案第

１８号阿波市飲料水供給施設給水条例の一部改正の２件の議案につきましては、新たに伊

沢谷飲料水供給施設を追加することから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１９号阿波市老人ルーム条例の一部改正につきましては、阿波市公共施設

個別管理計画に基づきまして、吉野旭老人ルームを用途廃止することから、条例の一部改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第２０号阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につきまして

は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び法律施行令の改正によりまして、条例の一部改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号阿波市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正につきまし

ては、阿波市公共施設個別管理計画に基づきまして、吉野一条西老人憩の家を用途廃止す

ることから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２２号阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正につきましては、学校教育法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の改正によりまして、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２３号阿波市立学校設置条例の一部改正につきましては、大俣認定こども

園の建設に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２４号阿波市特別会計条例の一部改正、議案第２５号阿波市伊沢谷簡易水
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道改修基金条例の廃止、議案第２６号阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止及

び議案第２７号阿波市伊沢谷簡易水道給水条例の廃止の４件の議案につきましては、阿波

市伊沢谷簡易水道を阿波市飲料水供給施設に変更することに伴い、条例の一部改正及び廃

止を行うものでございます。 

 次に、議案第２８号阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事

監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正につきましては、学校教

育法及び技術士法施行規則の改正により、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につきましては、阿波

市伊沢谷辺地における総合整備計画の策定について、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３２号阿波市道路線の認定につきましては、新設政良工事等による道路線

を認定したいので、道路法第８条第２項の規定により提案をするものでございます。 

 次に、議案第３３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、住宅課並びに水道課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、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

はこの後担当部長等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。よろしくお願い

いたします。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時４１分 休憩 

            午前１０時５１分 再開 

○議長（森本節弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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。 

 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１号平成３０
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年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について補足説明をさせていただきます。 

 平成３０年度阿波市の一般会計補正予算（第６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１億３，０４０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０４億７，５２０万円とする。 

 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表繰越明許費とする。 

 第３条、債務負担行為の変更は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正による。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第６号）につきましては、国、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見込みなどについて調整をしたものでございます。 

 まず、５ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費についてであります。 

 主な繰越明許事業といたしましては、総務費の旧阿波庁舎利活用事業、衛生費、上水道

出資事業、商工費、金清自然公園整備事業など２２事業で、繰越明許費総額といたしまし

て１２億５，６２６万２，０００円を計上しております。 

 次に、６ページをお開きください。 

 第３表債務負担行為補正であります。 

 久勝認定こども園施設整備補助金の限度額２億３８１万８，０００円を２億２，３２６

万９，０００円に変更するものであります。変更理由といたしましては、平成３１年度に

おいて厚生労働省の交付金算定に用いる交付基準額が増額される見込みとなったためでご

ざいます。 

 次に、第４表地方債補正であります。 

 今回補正をお願いいたしますのは合計７件で、補正前の額９億８，１３０万円から１億

３，１００万円減額の８億５，０３０万円としております。 

 次に、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。 

 ８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 まず、歳入につきましては、１款市税が１億６，４４２万円の追加で計３４億４，７６
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０万７，０００円、１０款地方交付税が６億５，６７８万４，０００円の追加で計７７億

５，１１１万４，０００円に、１４款国庫支出金が７，２９９万９，０００円の減で計２

３億９，６２８万８，０００円に、１８款繰入金が４億４，９５７万４，０００円の減で

計１２億３１３万６，０００円に、２１款市債が１億３，１００万円の減で計１８億９，

６６０万円となっており、補正後の歳入合計額は２０４億７，５２０万円としておりま

す。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。 

 歳出につきましては、３款民生費が５，６０６万４，０００円の減で計６８億６，１８

９万１，０００円に、６款農林水産費３，４０１万７，０００円の減で計７億３，９５６

万１，０００円に、８款土木費７，８０６万６，０００円の追加で計２０億５，８５２万

７，０００円に、１０款教育費８，７８０万１，０００円の減で計１６億９，５９４万円

に、１３款諸支出金４億７，０８４万８，０００円の追加で計７億２０６万１，０００円

となっており、補正後の歳出合計額は２０４億７，５２０万円としております。 

 続きまして、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 まず、歳入についてであります。 

 １款１項固定資産税が１億４５０万円の追加とし、法人の設備投資や太陽光発電などの

償却資産が当初見込みより増加したことによるものであります。 

 続いて、１０款１項地方交付税が６億５，６７８万４，０００円の追加で、普通交付税

４億６，６７８万４，０００円と特別交付税１億９，０００万円の増額を見込むものであ

ります。 

 続きまして、１４ページ、１５ページをお開きください。 

 １４款２項国庫補助金５，１５２万２，０００円の減額につきましては、年度末の実績

見込みによる減額によるものであります。 

 続きまして、１６ページ、１７ページをお願いをいたします。 

 １８款１項基金繰入金４億５，２６３万８，０００円の減額につきましては、財源確保

が見込めることから減債基金と地域福祉基金、合わせて４億５，３００万円などを減額す

るものであります。 

 次に、２０ページ、２１ページをお開きください。 

 ２１款１項市債につきましても１億３，１００万円の減額で、主に大野神団地改築事業
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や土成図書館・公民館新築事業、消防西署建設事業など事業費の見込み等により減額する

ものであります。 

 続いて、歳出についてでございます。 

 ２４ページ、２５ページをお開きください。 

 ３款３項児童福祉費６，３２８万２，０００円の減額につきましては、児童手当費や放

課後健全育成事業など実績見込みによる減額でございます。 

 続いて、２８ページ、２９ページでございます。 

 ６款１項農業費３，５８７万８，０００円の減額につきましては、県単独地域農業振興

対策事業費や旧家畜市場解体事業の終了に伴い減額するものであります。 

 続きまして、３２ページ、３３ページをお願いをいたします。 

 ８款４項住宅費８，３６６万円の減額につきましては、主に大野神団地改築工事に係る

入札後の請け差によるものであります。 

 １０款１項教育総務費３，３９３万円の減額は、認定こども園整備に伴う今年度執行し

ておりました各幼稚園の解体工事の終了によるものが主な原因となっております。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願いをいたします。 

 １０款５項社会教育費３，７０７万６，０００円の減額は、土成図書館・公民館新築工

事の実施設計業務や既存建物の解体工事の入札請け差によるものが主な原因としておりま

す。 

 続いて、３６ページ、３７ページでございます。 

 １３款２項基金費４億７，０８４万８，０００円の追加につきましては、１２月定例会

でご承認をいただきました公共施設等総合管理基金３億円や実績見込みにより、不用額に

より財政調整基金、農業振興基金に積み立てるものであります。 

 続いて、４０ページ、４１ページの調書につきましては、債務負担行為で翌年度以降に

わたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み、及び当該年度以降の

支出予定額に関する調書であります。平成３１年度における債務負担限度額を定めたもの

でございます。 

 次に、４２ページをお願いをいたします。 

 この調書につきましては、６ページの地方債補正の変更に基づき調整をしたものでござ

います。 

 表の右下、当該年度末現在高見込み額合計額は２１１億５，１７１万８，０００円とし
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てございます。 

 以上、議案第１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（森本節弘君） 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号平成３０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、補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第２号平成３０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５，０２１万５，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億４，７１７万円とする。 

 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３１年２月２５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、１款国民健康保険税が３，６５８万円の減額で計７億６，４１２万円

に、４款県支出金が２，７５０万円の減額で計３２億１，８０１万９，０００円に、７款

繰入金が９８７万１，０００円の追加で計４億５，８６１万７，０００円に、８款繰越金

が１億４４２万４，０００円の追加で計１億６，２７５万７，０００円となっており、補

正額の合計は５，０２１万５，０００円の追加で、補正後の歳入合計額は４６億４，７１

７万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款総務費が１０４万３，０００円の減額で計１億８９３万７，００

０円に、２款保険給付費が６，００４万７，０００円の追加で計３２億８，０２１万４，

０００円に、３款国民健康保険事業費納付金が６，００６万４，０００円の減額で計１０

億７，６７６万７，０００円に、５款保険事業費が３２０万円の減額で計３，７５６万

３，０００円に、６款基金積立金が５，０００万円の追加で計５，０５０万３，０００円

に、８款諸支出金が４４７万５，０００円の追加で計９，０１８万５，０００円となって

おり、補正額の合計は歳入と同額の５，０２１万５，０００円の追加で、補正後の歳出合

計額は４６億４，７１７万円となっております。 
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 以上、議案第２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（森本節弘君） 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３号につきま

して補足説明をさせていただきます。 

 議案第３号平成３０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３０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から歳入歳出それぞれ４８０万３，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億２，６４４万２，０００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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 歳入歳出予算の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。 

 ６ページ、７ページをおあけください。 

 まず、歳入の主なものにつきましては、３款国庫支出金２，７７０万７，０００円の減

額で計１０億７，６３９万１，０００円としております。こちらにつきましては、介護給

付費の減額により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１，１０４万円の減額で計１１億２，６９１万６，０００

円、５款県支出金が９５９万４，０００円の減額で計６億２０８万７，０００円、８款繰

入金が５１０万円の減額で計６億８，３４９万８，０００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。 

 次に、９款繰越金４，６４６万５，０００円の増額で計６，８４１万６，０００円とし

ております。こちらにつきましては、平成２９年度介護保険特別会計の決算に伴う繰越金

であります。 

 以上、歳入における補正額の合計は４８０万３，０００円の減額で、補正後の歳入合計

額は４４億２，６４４万２，０００円としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをおあけください。 

 歳出の主なものといたしましては、２款保険給付費が３，０９０万円の減額で計４０億

７，１６５万円としております。こちらにつきましては、介護サービスの利用者数の減少
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に伴い減額するものであります。 

 次に、４款基金積立金で３，５２０万１，０００円の増額で計３，５２１万８，０００

円としております。こちらにつきましては、次年度以降の介護給付費に充てるため積み立

てを行うものであります。 

 次に、５款地域支援事業費が１，０６２万６，０００円の減額で計１億４，５０１万

７，０００円としております。こちらにつきましては、地域支援事業費の総合事業に係る

利用実績等による減額補正であります。 

 以上、歳出においての補正額の合計は４８０万３，０００円の減額で、補正後の歳出合

計額は４４億２，６４４万２，０００円としております。 

 以上、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、ご承認いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 藤野水道課長。 

○水道課長（藤野芳大君） 議長の許可をいただきましたので、議案第４号と議案第５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４号平成３０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）について補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 平成３０年度阿波市の伊沢谷簡易水道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５９万６，０００円追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１８万８，０００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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。 

 歳入の補正から説明をさせていただきます。 

 ４款繰入金の１項１目一般会計繰入金につきましては、４０万６，０００円の減額をさ

せていただきます。 

 その次に、２項基金繰入金１目伊沢谷簡易水道改修基金繰入金を追加し、８０万４，０

００円とさせていただきます。 
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 ５款繰越金の１項１目繰越金に１９万８，０００円の増額をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 歳出の補正について説明をさせていただきます。 

 ２款施設費の１項施設費１目業務費の１１節需用費につきましては、１０万円の減額を

させていただきます。これは光熱費の減によるものでございます。 

 同じく、１３節委託料につきましても、１０万８，０００円の減額をさせていただきま

す。施設整備基本計画作成業務委託料の減によるものでございます。 

 次に、３款諸支出金１項繰出金１目他会計繰出金を追加し、８０万４，０００円とさせ

ていただきます。 

 補正の主なものにつきましては、伊沢谷簡易水道を伊沢谷飲料水供給施設に変更するこ

とに伴う基金の廃止等によるものでございます。 

 以上、議案第４号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第５号平成３０年度阿波市水道事業会計補正予算（第４号）について

補足説明をさせていただきます。 

 議案第５号平成３０年度阿波市水道事業会計補正予算（第４号）。 

 第１条、平成３０年度阿波市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条、平成３０年度阿波市水道事業会計予算（以下予算という）第３条に定めた収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款水道事業費用、既決予定額に６２３万円を追加し、計６億６，１６７万９，００

０円とするものでございます。 

 この内訳は、第１項営業費用の４２３万円の増額と第２項営業外費用の２００万円の増

額でございます。営業費用の増額につきましては原水及び浄水費の動力費を増額するもの

で、営業外費用の増額につきましては納税すべき消費税及び地方消費税の増額見込みによ

るものでございます。 

 次に、第３条では、資本的収入の予定額を補正させていただきます。 

 第１款資本的収入既決予定額から２９３万９，０００円を減額し、計３億４，５２７万

７，０００円とするものでございます。 

 この内訳は、第４項国庫補助金の３６２万９，０００円の減額と第５項保険金の６９万

円の計上でございます。国庫補助金につきましては、国の災害査定により補助金の上限額
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が確定したためで、保険金につきましては災害による被災物件の保険金収入によるもので

ございます。 

 あわせて補填財源を、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７，７９９万

８，０００円は、当年度損益勘定留保資金１億７，７９９万８，０００円で補填するもの

とするに改めさせていただきます。 

 第４条、既定の債務負担行為の限度額を次のとおり変更する。 

 平成３１年４月から平成３６年３月までの水道料金徴収等業務委託料の変更でございま

す。補正前２億１，９０３万円を補正後２億２，２６３万１，０００円に変更させていた

だきます。これは八幡簡易水道を上水に統合することによる変更でございます。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 以上、議案第４号と議案第５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お願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６号及び議案

第７号について補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第６号平成３１年度阿波市一般会計予算について。 

 平成３１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２１２億４，３００万円と定める。 

 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最高額

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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 平成３１年度当初予算の編成に当たりましては、活力にあふれにぎわいのあるまちづく
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りの実現に向け、これまで準備を進めてまいりました施策にスピード感を持って積極的に

取り組むため、平成３１年度当初予算案の歳入歳出予算総額は２１２億４，３００万円

で、前年比較で２９億３，５００万円、率にして１６．０％の増としており、過去最大の

予算規模としております。 

 主要な施策といたしましては、安全・安心のまちづくり、活力あふれるまちづくり、そ

して子育て応援のまちづくりの３本柱として、それぞれの各施策の実現に向け取り組んで

まいります。 

 まず、安全・安心のまちづくりでは、生活交通体系構築事業としてデマンド型乗り合い

交通の実験運行、児童の安全確保を図るため各小学校区の通学路に防犯カメラ設置事業、

また市町村では県下初となります高性能排水ポンプ車の購入や土成図書館・公民館整備事

業などを重点事業としております。 

 次に、活力あふれるまちづくりでは、三木武夫元首相実家跡地におもてなし公園の整備

事業、継続事業といたしまして旧阿波市役所利活用事業を主要事業としております。 

 そして、子育て応援のまちづくりでは、認定こども園整備事業や新たに小・中学校入学

祝金事業、一条小学校校舎大規模改修事業などを実施してまいります。 

 初めに、６ページの第２表地方債についてでございます。 

 地方債につきましては、臨時財政対策債など１３件で、限度額合計は３０億８，６００

万円としております。 

 次に、歳入につきましては、８ページ、９ページの歳入歳出予算事項別明細書で主なも

のについてご説明をさせていただきます。 

 まず、税制改正等によりまして、新たな予算科目が創設されております。 

 本年１０月に予定されております消費税率の引き上げに伴い、軽自動車税に新たな税目

として環境性能割が１０月から創設されます。これに関連いたしまして、８款の自動車取

得税交付金が１０月に廃止され、それにかわって９款に新たに環境性能割交付金が１０月

から設けられることとなっております。 

 また、市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、加えて木材利用の促進など森林整

備等に対する支援等のため、森林環境譲与税が２款地方譲与税の中に新たに設けられま

す。 

 それでは、１款の市税についてでございます。前年度と比較いたしまして７，６０４万

円、率にして２．３％の増で、主な要因といたしましては、固定資産税が増加したことに
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よるものであります。土地につきましては微増でありますけれども、家屋につきましては

評価がえの２年目であることから新築家屋の増加分を見込み、償却資産についても近年の

法人等の設備増設などにより増加を見込んでおります。 

 次に、１１款地方交付税につきましては６５億６，０６９万３，０００円、前年度比１

億５，０７３万７，０００円の減としております。内訳といたしましては、普通交付税を

前年比２億４，０７３万円減の６１億６，０６９万３，０００円、特別交付税を前年比

９，０００万円増の４億円を見込んでおります。 

 次に、１５款国庫支出金は２３億４，９９６万円で、前年比３億５，９４５万５，００

０円、率にして１８．１％の増としております。主な要因といたしましては、平成３１年

度本格整備を図ってまいります認定こども園整備事業に係る保育所等整備交付金や社会資

本整備総合交付金などの増加によるものでございます。 

 続きまして、１６款県支出金につきましては１８億９，６７８万７，０００円で、前年

度に比べ５億２，８１７万７，０００円、率にして３８．６％の増となっております。国

庫支出金で説明いたしました認定こども園整備事業に係る財源として、認定こども園施設

整備補助金２億１，２７８万１，０００円や子育て支援臨時特別対策補助金２億６，１４

７万円の増加によるものでございます。 

 次に、１９款繰入金につきましては２０億６，４９３万５，０００円、前年比３億９，

６６７万７，０００円、率として２３．８％の増としております。主な要因といたしまし

ては、合併特例による普通交付税の段階的な縮減や社会保障関連経費の増加などによりま

して、当初予算段階における一般財源の確保が不透明なことから、主に財政調整基金や減

債基金を繰り入れたためでございます。 

 次に、２２款市債につきましては３０億８，６００万円、前年比１７億３，７３０万円

の増でございます。率にいたしまして１２８．８％の増加としております。主な要因とい

たしましては、認定こども園整備事業債の発行額の増加や土成図書館・公民館新築に係る

社会教育施設整備事業債、旧阿波市役所利活用改修に係る公共施設等整備事業債によるも

のでございます。 

 続きまして、歳出の主なものについてご説明をさせていただきます。 

 少し飛びますけども、５８ページ、５９ページをお願いをいたします。 

 初めに、２款１項２目財産管理費につきましては７億１，８２０万３，０００円で、前

年度比５億５，４１０万６，０００円の増としております。平成３１年度から本格整備を



- 29 - 

図ってまいります旧阿波市役所利活用改修事業工事請負費５億５，６４５万円によるもの

でございます。 

 続いて、６０ページ、６１ページをお願いをいたします。 

 ２款１項６目企画費につきましては２億３，１３５万３，０００円で、前年度比９，０

３９万１，０００円の増としております。三木武夫元首相実家跡地に整備を行いますおも

てなし公園整備事業５，９５０万８，０００円や、生活交通体系構築事業としてデマンド

型乗り合い交通に係る費用として２，５３５万５，０００円などによるものでございま

す。 

 続いて、７０ページ、７１ページをお願いをいたします。 

 ２款１項１３目防犯対策費３，０９０万３，０００円で、前年度比４５４万３，０００

円の増としております。新規事業といたしまして、防犯カメラ設置事業として４５８万

７，０００円を計上し、市内で初めて１０小学校区に各１台合計１０台の防犯カメラを設

置し、防犯抑止効果で登下校時の児童・生徒の安全確保を図ってまいります。 

 続いて、７２ページ、７３ページをお開きください。 

 ２款２項２目賦課徴収費７，８０１万３，０００円は、前年度に比べ３，６３０万３，

０００円増額しております。平成３３年度評価がえに向けた空中写真撮影等業務１，６７

６万４，０００円や不動産鑑定業務１，５２０万２，０００円などにより増額となってご

ざいます。 

 続きまして、８２ページ、８３ページをお願いをいたします。 

 ３款１項２目障害者福祉費につきましては１２億８，３７５万４，０００円で、前年度

比４，１２０万３，０００円の増額となっております。主な要因といたしましては、障害

児給付費４，２５８万４，０００円の増加によるものであります。 

 続いて、１０２ページ、１０３ページをお願いをいたします。 

 ３款３項６目放課後健全育成事業費は、前年度と比較して２，４５６万６，０００円の

増額としております。伊沢放課後児童クラブの設計監理委託料３１９万円や御所放課後児

童クラブ工事請負費３，９５６万５，０００円によるものであります。 

 続いて、１０４ページ、１０５ページをお願いをいたします。 

 ３款３項１０目認定こども園費につきましては２１億１，３４１万１，０００円で、前

年度比１６億８，２７８万１，０００円の増額であります。平成３１年度本格整備を図っ

てまいります民設民営の柿原、市場、久勝、林の４施設と公設公営の伊沢、大俣の２施
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設、計６施設の認定こども園整備事業として１６億５，９３２万５，０００円の増額とし

ております。子育て環境のより一層の充実を図り、必要な施策にスピード感を持って積極

的に取り組んでまいります。 

 続いて、１１６ページ、１１７ページをお願いをいたします。 

 ４款１項９目飲料水供給施設費につきましては、伊沢谷簡易水道が給水人口減により伊

沢谷飲料水供給施設に変更することに伴い、一般会計で運営することとなります。供給施

設が築４０年を経過し、老朽化しているため施設改修の設計委託料１，４２３万４，００

０円を計上しております。 

 次に、その下段の４款２項１目清掃総務費につきましては、前年度比４，４５１万４，

０００円の減としております。中央広域環境施設組合負担金が公債費の減額により５，４

２０万６，０００円の減額となったことが要因であります。 

 続きまして、１２４ページ、１２５ページをお願いをいたします。 

 ６款１項５目農業振興費につきましては、前年度比１，６２４万４，０００円の増とし

ております。新規事業といたしまして、四国アイランドリーグ徳島インディゴソックスに

ご協力をいただきまして、阿波ベジのＰＲ活動を行っていただきます。 

 続いて、１３４ページ、１３５ページをお願いをいたします。 

 ７款１項１目商工振興費につきましては、企業誘致適地調査等業務委託料として７３１

万５，０００円、頑張る企業応援事業として４００万円を計上しております。オーダーメ

ード型の企業誘致を図るための費用や中小企業者の事業に対し一部支援を行うものであり

ます。 

 続きまして、１４０ページ、１４１ページをお開きください。 

 ８款１項２目建築管理費では、拡充事業といたしまして、危険ブロック塀等安全対策支

援事業として２，０００万円を計上しております。危険性の高いブロック塀の除却、建て

かえ、改修に対し補助金を助成いたします。 

 次に、１４６ページ、１４７ページをお願いをいたします。 

 ８款３項１目河川総務費につきましては、昨年７月発生いたしました西日本豪雨を教訓

に、台風や河川の氾濫による住宅地の浸水や道路の冠水に備え、県内市町村では初となり

ます毎秒０．５トンの排水能力を持ちます高性能排水ポンプ車の導入費５，７００万円を

計上しております。 

 続いて、１５０ページ、１５１ページをお願いをいたします。 
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 ９款１項消防費につきましては、前年度比１億１，２９８万３，０００円の減としてお

ります。平成３１年度に完成いたします徳島中央広域連合西消防署建設に係る負担金１億

２，０１３万１，０００円の減によるものであります。 

 続きまして、１５４ページ、１５５ページをお開きください。 

 １０款１項２目事務局費で、一条小学校校舎大規模改修事業費２億１，７２５万５，０

００円、八幡小学校屋内運動場大規模改修工事７，８７１万３，０００円、久勝小学校運

動場夜間照明改築事業５，２８１万７，０００円を計上しております。 

 また、新規事業であります入学祝金支給事業につきましては、小学校入学時の予算とし

て、１６４ページ、１６５ページ、小学校教育振興費として２３０万円、中学校入学時の

予算といたしまして、１７２ページ、１７３ページ、中学校教育振興費として３４０万

円、合計５７０万円を計上しております。小・中学校入学時に１人１万円を支給いたしま

す。 

 次に、１８０ページ、１８１ページをお願いいたします。 

 １０款５項３目公民館費につきましては、指定避難所としております八幡公民館の耐震

改修工事を行います。事業費といたしましては１，１５０万円を計上しております。 

 続きまして、１８４ページ、１８５ページをお願いをいたします。 

 １０款５項５目図書館費では土成図書館・公民館整備事業として６億５，４５０万円を

計上しております。築４５年が経過し、施設の老朽化が進んでおります土成図書館・公民

館の改築工事に平成３０年度に着手、平成３１年度中の完成を予定しております。 

 次に、１９４ページ、１９５ページをお願いします。 

 １２款１項公債費につきましては２６億５，２８７万５，０００円で、前年度比４，８

１５万９，０００円の減としております。要因といたしましては、平成１０年に借り入れ

を行いました臨時地方道整備事業債や、平成１５年に借り入れを行いました社会福祉施設

整備事業債の償還終了によるものであります。 

 続きまして、１９０ページ、１９１ページをお願いいたします。 

 １０款６項２目体育施設費では、旧阿波市役所利活用改修事業に伴う周辺整備といたし

まして、阿波テニスコートを１億４５３万７，０００円で改修してまいります。 

 ２０４ページ、２０５ページには、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての

前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

を記載しております。 



- 32 - 

 最後に、２０６ページをお願いをいたします。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書であります。 

 表の右下、当該年度末現在高見込み額合計額は２１７億６７１万７，０００円としてお

ります。 

 以上、議案第６号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第７号平成３１年度阿波市御所財産区特別会計予算について補足説明

をさせていただきます。 

 平成３１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１，７０１万７，０００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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 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。 

 まず、歳入であります。 

 財産収入３０１万６，０００円を見込んでおります。土地の貸付収入で前年度と同額で

あります。繰越金は１，４００万円で、前年度に比べ２５万円の増額となっております。 

 次に、８ページ、９ページ、歳出についてであります。 

 事業費につきましては１，０８０万円で、所有地の造林や維持管理委託料などでありま

す。 

 以上、議案第７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（森本節弘君） 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８号から議案第１

１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８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８号平成３１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４５億１，２２７万６，０００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最高額

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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 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款国民健康保険税が７億１，２７７万８，０

００円、４款県支出金が３２億９，５４１万８，０００円、７款繰入金が４億４，４３１

万５，０００円、８款繰越金が５，０００万円、９款諸収入が９１４万８，０００円など

となっており、歳入合計は４５億１，２２７万６，０００円で、前年度と比較して２３３

万７，０００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款総務費が１億９４４万５，０００円、２款

保険給付費が３２億３，６５８万２，０００円、３款国民健康保険事業費納付金が１１億

１，７３９万円、５款保健事業費が４，１２０万４，０００円、８款諸支出金が４４３万

７，０００円、９款予備費が３００万円などとなっており、歳出合計は４５億１，２２７

万６，０００円で、前年度と比較して２３３万７，０００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３１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４億９，１２１万円と定める。 

 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。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 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３億１，２６８万

８，０００円、４款繰入金が１億７，２９６万８，０００円、６款諸収入が５０５万４，

０００円などとなっており、歳入合計は４億９，１２１万円で、前年度と比較して１，５

０６万８，０００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、２款後期高齢者医療広域連合納付金が４億８，

５６５万９，０００円、３款諸支出金が５０５万１，０００円などとなっており、歳出合

計は４億９，１２１万円で、前年度と比較して１，５０６万８，０００円の減額となって

おります。 

 次に、議案第１０号につきまして補足説明をさせていただきます。 

 議案第１０号平成３１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１億８，１７５万７，０００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最高額

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目の間の流用。 

 平成３１年２月２５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。 
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 起債の目的は、下水道債で限度額は２，４７０万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いたします。 

 主なものにつきまし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１２５万円、２款使用料及び手数

料が１，４９５万８，０００円、３款国庫支出金が２，９５０万円、５款繰入金が１億９

７４万７，０００円、６款繰越金が１００万円、８款市債が２，４７０万円などとなって

おり、歳入合計は１億８，１７５万７，０００円で、前年度と比較して２，５１７万７，

０００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１億７万６，０００円、３款公債

費が８，０５９万円などとなっており、歳出合計は１億８，１７５万７，０００円で、前

年度と比較して２，５１７万７，０００円の増額となっております。増額の理由といたし

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５億７５７万８，０００円となる見込みでござ

います。 

 次に、議案第１１号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１１号平成３１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７６万１，０００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３１年２月２５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７万円、２款諸収入が６４万

円、４款繰越金が５万１，０００円となっており、歳入合計は７６万１，０００円で、前

年度と比較して１１６万円の減額となっております。 
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 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１２万３，０００円、２款公

債費が６３万８，０００円となっており、歳出合計は７６万１，０００円で、前年度と比

較して１１６万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。 

 地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。当該年度末に償還が終了すること

になっております。 

 以上、議案第８号から議案第１１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（森本節弘君） まだ、あと議案第１２号から３３号の２０議案と報告第１号が残

っております。お昼１２時を過ぎるんですけども、提案理由の説明を続行したいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１２号につき

まして補足説明をさせていただきます。 

 議案第１２号平成３１年度阿波市介護保険特別会計予算について。 

 平成３１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４４億４，５７９万４，０００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最高額

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。 

 第１号、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。 

 第２号、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。 
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 平成３１年２月２５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させていただきます。 

 ６ページ、７ページをおあけください。 

 まず、歳入の主なものといたしましては、１款介護保険料の予算額は、前年度比１，５

９７万８，０００円の減額で８億５，０７４万５，０００円としております。こちらにつ

きましては、平成３１年１０月から消費税率引き上げに伴い、低所得者への保険料軽減に

よるものであります。 

 次に、３款国庫支出金の予算額は、前年度比１，４７１万９，０００円の減額で１０億

９，０６７万１，０００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、調整交付金が前年度に対し減額するとの見

込みによるものであります。 

 次に、４款支払基金交付金の予算額は、前年度比８１３万９，０００円の増額で１１億

３，９４７万９，０００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号被保険者保険料で賄われており、介護保険給付費の増額に伴うもので

あります。 

 次に、５款県支出金の予算額は、前年度比３７８万７，０００円の増額で６億１，６１

１万４，０００円としております。 

 次に、８款繰入金の予算額は、前年度比５，２９７万２，０００円の増額で７億４，８

６６万１，０００円としております。こちらにつきましては、消費税率引き上げに伴い、

低所得者へ保険料の軽減分に対する一般会計繰入金の増額によるものです。 

 以上、歳入合計は４４億４，５７９万４，０００円で、前年度比３，４０９万７，００

０円の増額としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 歳出の主なものといたしましては、１款総務費の予算額は、前年度比２２０万円の増額

とし、１億３，９８８万４，０００円としております。こちらにつきましては、第８期介

護保険事業計画のための日常生活圏域ニーズ調査等委託業務に伴う増額であります。 

 次に、２款保険給付費の予算額は、前年度比３，５９２万７，０００円の増額で４１億

３，８４７万７，０００円としております。保険給付費につきましては、給付状況を考慮

し、地域密着型介護サービス給付費の増額としております。 

 次に、５款地域支援事業費の予算額は、前年度比４０３万円の減額で１億５，５２０万
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６，０００円としております。 

 以上、歳出合計４４億４，５７９万４，０００円で、前年度比３，４０９万７，０００

円の増額としております。 

 以上、議案第１２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 藤野水道課長。 

○水道課長（藤野芳大君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１３号について、

補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 議案第１３号平成３１年度阿波市水道事業会計予算。 

 第１条、平成３１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、次のとおりとする。給水戸数が１万４，１８５戸、年間総給

水量４６５万４，０００立方メートル、１日の平均給水量は１万２，７２６立方メート

ル、主要な建設改良事業は、配水施設事業３億９，４５０万円としております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

 初めに、収入でございますが、第１款水道事業収益として６億８，１３９万１，０００

円としております。内訳といたしまして、第１項営業収益が６億４，４６３万６，０００

円、第２項営業外収益が３，６７５万３，０００円、第３項特別利益が２，０００円とし

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６億３，６１２万９，０００

円、内訳といたしまして、第１項営業費用が５億９，５７４万７，０００円、第２項営業

外費用が３，８８８万１，０００円、第３項特別損失が５０万１，０００円、第４項予備

費が１００万円としております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

 まず、収入でございますが、第１款資本的収入を３億５，０９０万円としております。

内訳といたしまして、第１項出資金が１億円、第２項工事負担金が１，０９０万円、第３

項企業債が２億４，０００万円としております。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出を５億２，１２１万円としております。

内訳といたしまして、第１項建設改良費が４億３，４３２万３，０００円、第２項企業債

償還金が８，６８８万７，０００円としております。 
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 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７，０３１万円は、当年度損

益勘定留保資金１億４，１８６万８，０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額２，８４４万２，０００円で補填するものとするとしております。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 第５条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定め

る。 

 水道事業用コンピューター及びシステムリース料、平成３１年度消費税増税分で期間は

平成３２年度から平成３３年４月までの間、限度額は７万１，０００円としております。 

 １４ページに債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、後ほどごらんくださ

い。 

 次に、第６条、企業債についてでございます。 

 第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定め

る。 

 起債の目的といたしましては上水道建設改良事業で、限度額は２億４，０００万円とし

ております。起債の方法は証書借入で、利率は５％以内、償還の方法につきましては融通

条件によるものとしております。 

 次に、第７条、経費の流用についてでございます。 

 第７条、予定支出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。 

 営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用を可としております。 

 次に、第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費についてでござい

ます。 

 第８条、次に掲げる経費についてはその経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならな

い。 

 職員給与費９，６８６万２，０００円としております。 

 次に、第９条、営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億６１１

万７，０００円であるとしております。 

 次に、第１０条、棚卸資産の購入限度額は１，０００万円と定めるとしております。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 
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 ２１、２２ページをお開きください。 

 注記表のうち、２２ページの八幡簡易水道事業統合に係る貸借対照表についての説明部

分をごらんください。 

 八幡簡易水道事業統合に係る貸借対照表、平成３１年４月１日付の阿波市八幡簡易水道

事業との統合に係る同日付の阿波市水道事業の開始貸借対照表については、平成３０年度

阿波市水道事業会計の決算報告時にあわせて報告し、平成３１年度阿波市水道事業会計の

当初予算の予定貸借対照表には阿波市八幡簡易水道事業分は含めないとしております。 

 以上、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

すようお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１４号及び議

案第１５号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第１４号阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の勤務時間、休暇等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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 この議案につきましては、現在政府で推進をしております働き方改革によりまして、国

家公務員の長時間労働の是正措置として、超過勤務命令を行うことができる上限を定める

人事院規則が平成３１年４月１日から施行されます。地方公務員につきましても所要の措

置を講じるため、必要な事項を規則で定めることができる条例改正を行うものでありま

す。 

 施行日につきましては、平成３１年４月１日でございます。 

 続いて、議案第１５号阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例の制定について。 

 阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 吉野、土成、市場の旧庁舎跡地に、防災機能の強化を図るため交流防災広場を整備し、

その設置管理に関する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３１年４月１日であります。 

 以上、議案第１４号及び議案第１５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いたします。 
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○議長（森本節弘君） 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１６号から議案第

１９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１６号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１６号阿波市出産祝金支給に関する条例の一部改正について。 

 阿波市出産祝金支給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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 現在、本市の出産祝い金は、第１子が３万円、第２子が５万円、第３子が１０万円、第

４子以降が２０万円となっておりますが、出産育児に関するアンケート調査を行った結

果、小・中学校等の入学時に準備金を要望する声が多く寄せられていることから、今回要

件を緩和した上で出産祝い金を一律３万円とし、施行日は１年間の周知期間を置いて、平

成３２年４月１日としております。 

 なお、この見直しに合わせまして、教育部におきまして小・中学校に入学されますお子

さんに一律１万円を支給する小・中学校入学祝金支給事業を創設することとなっておりま

す。 

 出産祝い金の見直しは平成３２年４月１日から施行されますが、小・中学校入学祝金支

給事業はこれに先行して平成３１年４月１日の施行となります。 

 次に、議案第１７号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１７号阿波市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市飲料水供給施設の設置等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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の改正は、阿波市伊沢谷簡易水道が給水人口の減により飲料水供給施設となること

から本条例を改正するものでございます。 

 改正内容については、施設の名称に伊沢谷飲料水供給施設を加え、これに合わせて給水

区域を加えるものでございます。 

 施行日は、平成３１年４月１日でございます。 

 次に、議案第１８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１８号阿波市飲料水供給施設給水条例の一部改正について。 

 阿波市飲料水供給施設給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の改正は、議案第１７号でご説明いたしました伊沢谷飲料水供給施設の使用料金及

び新規加入金を新たに規定するものでございます。 

 施行日は、平成３１年４月１日でございます。 

 次に、議案第１９号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１９号阿波市老人ルーム条例の一部改正について。 

 阿波市老人ルーム条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 吉野旭老人ルームは、昭和４８年に建設されたコンクリートブロックづくりの平家建て

でございますが、建築後４５年が経過し老朽化が進んでおり、現在は閉鎖状態となってお

ります。本施設を用途廃止するため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容は、吉野旭老人ルームの名称及び位置を削除するものでございます。 

 施行日は、公布の日でございます。 

 以上、議案第１６号から議案第１９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（森本節弘君） 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２０号から議

案第２２号までの補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２０号阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市災害弔慰金の支給等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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金

の支給等に関する法律施行令の一部改正の施行に伴い、阿波市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容といたしましては、災害救助法が適用された自然災害により負傷または住

居家財に被害を受けた世帯のうち、生活の立て直しのため家財の買いかえ、住居等の修理

を行う場合に、災害援護資金の貸付利率を東日本大震災時に適用された特例に合わせ、

３％の利子を保証人ありは無利子、保証人なしは１．５％に変更するものです。 

 施行日につきましては、平成３１年４月１日としております。 

 次に、議案第２１号阿波市老人憩の家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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 阿波市老人憩の家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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、吉野一条西老人憩いの家、木造平家建て、延べ床

面積６６．３５平方メートルは昭和５３年に建築され、４０年が経過しています。老朽化

が著しいことから、阿波市公共施設個別管理計画に基づき、老人憩いの家を用途廃止する

ため条例の一部を改正するものです。 

 改正内容といたしましては、本条例第２条中、吉野一条西老人憩いの家の名称及び位置

を削除するものであります。 

 施行につきましては、公布の日といたしております。 

 次に、議案第２２号阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について。 

 阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 学校教育法の改正及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正によ

り資格要件等が変更されることに伴い、阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

 改正内容といたしましては、第１０条第３項第５号の学校教育法の規定による大学卒業

者の規定部分に専門職大学の前期課程修了者が該当することを規定するものです。 

 施行日につきましては、平成３１年４月１日としております。 

 以上、議案第２０号から議案第２２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申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 妹尾教育部長。 

○教育部長（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号阿波市立学校設置条例の一部改正について。 

 阿波市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、大俣認定こども園の建設に伴い、大俣幼稚園が大俣放課後
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児童クラブ施設内へ移転し、位置の改正が必要となることから条例の一部改正をお願いす

るものでございます。 

 改正内容といたしまして、別表第１、阿波市立大俣幼稚園の項中、阿波市市場町大俣字

行峯２５５番地４を阿波市市場町大俣字行峯２５８番地１に改めるものでございます。 

 施行日につきましては、平成３１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（森本節弘君） 藤野水道課長。 

○水道課長（藤野芳大君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２４号から議案第

２８号までを順次補足説明させていただきます。 

 議案第２４号阿波市特別会計条例の一部改正について。 

 阿波市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 主な改正内容につきましては、第１条中第１号伊沢谷簡易水道事業特別会計を削り、以

下の号を繰り上げさせていただきます。 

 施行日は、平成３１年４月１日としております。 

 一部改正の理由につきましては、伊沢谷簡易水道を飲料水供給施設に変更し、一般会計

で運営されることに伴い、伊沢谷簡易水道事業特別会計を廃止するためでございます。 

 続きまして、議案第２５号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２５号阿波市伊沢谷簡易水道改修基金条例の廃止について。 

 阿波市伊沢谷簡易水道改修基金条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 阿波市伊沢谷簡易水道改修基金条例を廃止いたします。 

 施行日は、平成３１年４月１日としております。 

 廃止理由につきましては、議案第２４号と同じく、伊沢谷簡易水道を飲料水供給施設に

変更し、一般会計で運営されることに伴い、本条例を廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第２６号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２６号阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止について。 

 阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 
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 阿波市簡易水道事業の設置等に関する条例を廃止いたします。 

 施行日は、平成３１年４月１日としております。 

 廃止理由につきましては、議案第２４号等と同じく、伊沢谷簡易水道を飲料水供給施設

に変更し、一般会計で運営されることに伴い阿波市の簡易水道事業が全てなくなるため、

本条例を廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第２７号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２７号阿波市伊沢谷簡易水道給水条例の廃止について。 

 阿波市伊沢谷簡易水道給水条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 阿波市伊沢谷簡易水道給水条例を廃止いたします。 

 施行日は、平成３１年４月１日としております。 

 廃止理由につきましては、議案第２４号等と同じく、伊沢谷簡易水道を飲料水供給施設

に変更し、一般会計で運営されることに伴い、本条例を廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第２８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２８号阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者

の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正について。 

 阿波市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水

道技術管理者の資格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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 一部改正の概要は、学校教育法の改正により、専門職大学前期課程修了者は短期大学卒

業者に相当することから、本条例の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に所要

の改正を行うものでございます。また、技術士法施行規則の改正により、本条例の第２次

試験選択科目の規定部分から水道環境を削除するものでございます。 

 以上、議案第２４号から議案第２８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お願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３１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補足説明をさせていただきます。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。 

 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、
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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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 本市の辺地地区であります伊沢谷の２０１９年度から２０２１年度までの３年間を計画

期間として、公共的整備の総合計画を作成し、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ものであります。 

 計画事業といたしましては、伊沢谷市道一ノ瀬引地線改良舗装工事として７，０００万

円、伊沢谷飲料水供給施設整備工事として２億３，４００万円としております。 

 以上、議案第３１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申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３２号及び議案第

３３号並びに報告第１号建設部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３２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３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 道路線の認定につきましては、新設改良工事等に伴いまして、新たに市道として維持管

理を行う路線について認定を行うものでございます。 

 認定路線につきましては、市場町の立石線、箸供養団地線、土成町の笹草７号線の計３

路線となっております。 

 続きまして、議案第３３号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第３３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３１年２月２５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、阿波町の綱懸１号線、吉野町の二条８号線の計２路線となっ

ております。 
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 以上、議案第３２号及び議案第３３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。 

 次に、報告第１号債権の放棄について、建設部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する。 

 平成３１年２月２５日提出、阿波市長。 

 建設部住宅課からは、市営住宅の家賃債権を報告させていただいております。 

 今回の債権の放棄理由として、条例第１７条第１項第１号該当については、既に市営住

宅から退去しているもので、当該債権につき消滅時効５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、第７号該当については、当該債権につき消滅時効５年が完成

し、債務者が生活保護法の規定による保護を受け、またはこれに準じる状態にあり、かつ

資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるための理由によ

り放棄するもので、住宅家賃共益費合計で債務者数６０人、金額は６６５万２００円でご

ざいます。 

 なお、債権の放棄につきましては、平成３１年１月２５日に開催した債権処理審査委員

会において、放棄の理由等を慎重に審議していただいております。今後も市営住宅の家賃

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、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 以上、報告第１号の建設部所管部分について補足説明をさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 藤野水道課長。 

○水道課長（藤野芳大君） 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

ついての水道課所管部分について補足説明をさせていただきます。 

 水道課からは水道使用料の債権について報告させていただいております。 

 債権の放棄の理由として、条例第１７条第１項第２号該当については、債務者である法

人の清算が結了したためでございます。第６号該当については、債務者が死亡し行方不明

その他これに準ずる事情により、徴収の見込みがないと認められるためでございます。第

２号該当、第６号該当合わせて債務者数３人、金額にして７万４，５６２円でございま

す。 
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 なお、債権の放棄につきましては、平成３１年１月２５日に開催した債権処理審査委員

会において、放棄の理由等を慎重に審議していただいているところでございます。今後と

も水道使用料につきましても、債権管理マニュアルに沿って迅速な回収に努めてまいりま

すので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 以上、報告第１号の水道課所管部分についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 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、３月６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いたします。 

            午後０時２２分 散会 

 

 


