
令和元年第３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 笠井　一司

② 阿波みらい 出口　治男

③ 阿波清風会 吉田　　稔

④ はばたき 坂東　重夫

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 11 松村　幸治

② 1 武澤　　豪

③ 6 笠井　安之

④ 5 藤本　功男

⑤ 9 川人　敏男

⑥ 3 後藤　　修

⑦ 2 北上　正弘

⑧ 7 中野　厚志

⑨ 10 樫原　　伸



令和元年第３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 笠井 一司 志政クラブ １.地球温暖化対策事業について

　(1)９月補正予算で取り組む地球温暖化対策事業の内

 　　容を説明願いたい。

　(2)エスコ事業とはどういうものか伺いたい。

２.市長の要望活動について

　(1)毎定例会の行政報告で、国等に対する要望活動の

 　　報告がある。市長就任以来２年になるが、どのよ

 　　うな要望活動を行ってきたのか伺いたい。

　(2)これまでどのような成果が上がったのか伺いたい。

３.河川等へのライブカメラの設置について

　(1)河川情報カメラ等の設置状況や活用の状況を伺い

 　　たい。

　(2)河川等災害時に被害や危険が予想される箇所にラ

 　　イブカメラを設置し、災害時に迅速かつ安全に対

 　　応できるようにすべきと思うが、どう考えるか。

４.「ひきこもり」対策について

　(1)「ひきこもり」の現状と課題について伺いたい。

　(2)「ひきこもり」の問題について今後どのように対応

　 　していくのか伺いたい。

2 出口 治男 阿波みらい １.天井川である熊谷川の改修及び排水問題について

　(1)大雨時の排水について。

２.阿波病院から上板町までの吉野川堤防上又は併設道路

について

　(1)県道交通量緩和について。

３.災害対策について

　(1)高性能ポンプ車整備事業の概要について。

　(2)地震計はどこに設置しているのか。

3 吉田　 稔 阿波清風会 １.農業用ため池の保全管理について

　(1)農業用ため池の管理及び保全に関する法律が本年

　　 7月1日に施行されました。本市のため池の数と周

　　 辺の地域に被害を及ぼすおそれのある特定農業用

　　 ため池の数はいか程か。ため池の保全管理は充分

　　 　 か。

　(2)市が作成すべきハザードマップの進捗状況と今後

　　 の方針は。

２.スマートインターの進捗状況について

　(1)本市発展の重要課題であるスマートインターの候

　　 補地が絞られてきたようですが、進捗状況と今後

　　 の方針や予算はどのように見込んでいるか。



　【代　表　質　問】 （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

３.市道の改修や維持管理について

　(1)ここ数年の市民からの要望件数に対する実施率は

　　 どの程度か。産業振興や市民の安全な暮らしを守

　　 るため、予算を増額し市民ニーズに応えるべきで

　　 は。

4 坂東 重夫 はばたき １.「企業誘致」の推進について
　(1)企業誘致の活動内容とその実績、及び企業誘致を
　　 行う際にどのような戦略でなされているのか。
　(2)企業誘致の更なる推進を図るために、どのような
　　 施策を考えているのか。

２.「平成３０年度決算を踏まえた今後の行財政改革」に
ついて
　(1)「健全化判断比率も含めた平成３０年度決算の特色」
　　 について。
　(2)次年度以降の「財政計画」について。
　(3)「第４次行財政改革」の目指すものについて。

３.「持続可能な水道事業経営」について
　(1)「現・水道ビジョン」の実績等について。
　(2)「次期・水道ビジョン」策定の進捗状況について。
　(3)「次期・水道ビジョン」への考え方について。



令和元年第３回阿波市議会定例会　質問一覧表

　【一　般　質　問】                                          （１）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

1 11番 １.阿波市のゴミ問題について

松村 幸治 　(1)ゴミ処理方式の選定について。

　(2)候補地の選定について。

２.市民参画と協働によるまちづくりの推進について

　(1)関連した本市の事務事業や取り組みについて。

　(2)その効果について。

　(3)今後の推進方針について。

2 1番 １.県外への阿波市のＰＲについて

武澤 　豪 　(1)阿波市総合計画の項目にもある移住に対して、現在の活動

　　 内容は。

　(2)今後の移住対策も含めた阿波市のPRはどの様に行うのか。

２.スマートＩＣについて

　(1)スマートＩＣにおける予算額またそれに伴う阿波市の持ち

　　 出し金額は。

　(2)去る８月２０日に地区協議会が開催されたが、その後の取組

　　 状況は。

　(3)今後の見通しについて。

3 6番 １.阿波市内の家庭排水処理状況について

笠井 安之 　(1)旧町別合併浄化槽の設置状況はどうなっているのか。

　(2)浄化槽の終末処理方法と受け入れ施設の利用状況と問題点に

　 　ついて。

　 　

２.阿波市農業振興について

　(1)第２次阿波市農業振興計画の進捗状況と実績に基づく計画の　

　 　見直し変更はどのようなものか。

　(2)農作物の生産に欠かせない土壌成分分析の実施に対する方策

　 　と経費の助成について。

　 　

３.遊休行政財産の有効利用について

　(1)現在、利用されていない関係施設や今後発生が予測される

　　 　 財産の状況と処理方針について。

４.大俣小学校の屋外トイレの改修について

　(1)大俣小学校屋外トイレは男女共用や狭小などの問題があるが

　　 　 改修の予定はあるのか。

4 5番 １.阿波市で働く外国人について

藤本 功男 　(1)改正出入国管理法の施行から５カ月、法の施行に伴って、

　 　外国人の労働実態に変化はあるのか。

　(2)行政の支援は具体的にどのように進んでいるのか。

　(3)外国人との交流等、多文化共生のまちづくりについて、今後、

　 　市はどのような取り組みを進めていくのか。

２.日本語教育と多文化共生について

　(1)外国人向けの日本語教室の開設について、市はどのように

　 　考えているのか。



　【一　般　質　問】                                          （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)学校における外国籍の子どもへの日本語教育はどうなって

　 　いるのか。

　(3)学校における多文化共生の取り組みはどうなっているのか。

5 9番 １.企業誘致について

川人 敏男 　(1)本年度の予算及び担当職員の配置はどうなっているか。

　(2)オーダーメイド型の工場誘致はどのような手順で、どの程度

　 　の期間を要するか。

　(3)どんな業種を対象にどんな手段で働きかけるか。

２.ごみ焼却施設の改築について

　(1)本年度の予算の状況及び推進体制はどうなっているか。

　(2)今後、体制の強化を図るのか。

３.スマートＩＣについて

　(1)農産物の出荷にどのように役立つか。

　(2)地域経済活動にどのように役立つか。

　(3)観光振興にどのように役立つか。

　(4)救命救急にどのように役立つか。

４.英語教育及びＩＣＴ活用教育について

　(1)英語教育は国に先立ち充実を図っているが、その概要はどう

　 　なっているか。

　(2)教員の養成にどのように取り組んでいるか。

　(3)英語技能検定の検定料に補助金を支給してはいかがか。

　(4)タブレット型端末等をどのように活用しているか。

　(5)教員へのサポート体制をどうしているか。

５.観光協会に対する連携・指導のあり方について

　(1)一般社団法人化した狙いは。

　(2)事務局職員が局長以下全員が臨時職員となっている。

　 　何故か。

　(3)観光協会に対して、監査委員の監査を行ったことがあるか。

　(4)事務局職員のうち半数程度を正規の職員にしてはいかがか。

6 3番 １.令和元年から２年度に実験運行されるデマンド型乗合交通（乗合

後藤　 修 交通）について

　(1)土日祝日の運行は現在行われていないが、今後の運行計画は

　 　あるのか。

２.分煙及び喫煙のルールの進捗について

　(1)本市での分煙及び喫煙のルールはどのようになったのか。

　(2)職員の禁煙支援の検討はあるのか。

３.市職員採用について

　(1)障害者雇用状況（雇用比率）はどの程度か。

7 2番 １.災害時用の備蓄品について、災害時に備えての備蓄品の品目で、

北上 正弘 乳児用の液体ミルクがあります。

　(1)阿波市での液体ミルクの備蓄状況は。

　(2)液体ミルクは保存期間が短いが、期間が近くなればどの様に

　　 する計画になっていますか。



　【一　般　質　問】                                          （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２.マイナンバーカードの申請について

　(1)阿波市でのマイナンバーカードの交付状況は。

　(2)阿波市役所内、又は周辺に「証明写真機Ｋｉ-Ｒｅ-ｉ」の

　　 設置を検討しては。

8 7番 １.国民健康保険について

中野 厚志 　(1)本年度の国民健康保険税について。

　(2)医療費の状況と今後の見込みについて。

　(3)医療費適正化事業の取り組みについて。

２.子どもの支援について

　(1)学校の授業・行事等の活動に参加できない子どもたちに対

　　 して、「あわっ子スクール」や「スクールカウンセラー」

　　 の活用等で、どのように教育活動を保障しているのか。

３.市営住宅について

　(1)市営住宅の老朽化が見られる。「昭和４９年以前建築（築

　　 ４５年以上経過）」「トイレの水洗化」「入居率」の割合

　　 を教えて欲しい。

　(2)住人の新しい住宅への転居等も勧めているのか。

9 10番 １.阿波市の農業振興について

樫原　 伸 　(1)最終年度を迎える阿波市総合戦略、その農業分野における

　　 施策の成果。

　(2)新規就農者支援に対する予算減額の影響と対策について。

　(3)相続未登記農地の対応について。

　(4)国が進めているスマート農業実現への取り組みについて。

２.教員の働き方改革について

　(1)負担軽減への取り組みについて。

３.高齢者支援の充実

　(1)健康づくりについて。

　(2)健康寿命延伸策について。


