
令和元年第４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 阿波みらい 三浦　三一

② 志政クラブ 木村　松雄

③ はばたき 後藤　　修

④ 阿波清風会 江澤　信明

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 6 笠井　安之

② 12 吉田　　稔

③ 5 藤本　功男

④ 2 北上　正弘

⑤ 15 樫原　賢二

⑥ 7 中野　厚志

⑦ 4 坂東　重夫

⑧ 8 笠井　一司

⑨ 1 武澤　　豪



令和元年第４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 三浦 三一 阿波みらい １.デマンド型乗合交通の実証実験運行について

　(1)現在の運用状況並びに、利用状況について。

　(2)デマンド型乗合交通の今後の展開について。

２.屋外拡声器の運用について

　(1)本市における屋外拡声器の現状について。

　(2)今後の取り組みについて。

2 木村 松雄 志政クラブ １.阿波市の将来像について

　(1)スマートインターが建設されることで、本市の施策

　　 にどのような繁栄をもたらすと考えているか。

　　 また、インターを基盤にした「まち」づくり構想は。

２.幼保教育・保育の無償化について

　(1)本年１０月から消費税が８％から１０％に引き上げ

　　 　 られたに伴い、幼保無償化の制度がスタートしましたが従来

　　 　 の制度との比較は。

３.災害時の避難について

　(1)高齢者、障がい者、弱者等に災害時における避難する

　　 　 マニュアルをどのように策定しているか。

3 後藤   修 はばたき 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

交通について

　(1)７時台は通学優先となっているが利用状況はどう

　　 なっているのか。

　(2)通院利用者の多くが８時台の運行を望んでいるが

　　 　 追加できないか。

　(3)割安な年間パスや通学定期をつくれないか。

　(4)現在乗降場所に含まれていない公共施設を追加でき

　　 　 ないか。

　(5)持続可能なデマンド型乗合交通の長期ビジョンに

　　 　 ついて伺いたい。

２.障がい者支援マークの表示・配布について

　(1)パーキングパーミットの整備状況はどうなってい

　　 　 るか。

　(2)ヘルプカード・ヘルプマークの啓発状況はどうなって

　　 　 いるか。

３.ジェネリック医療品促進について

　(1)本市におけるジェネリック医療品の普及率は何％か。

　(2)ジェネリック医療品の利用促進について本市における

　　 啓発活動を伺いたい。

　　 



　【代　表　質　問】 (２) 　

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

4 江澤 信明 阿波清風会 １.市内中小河川の現状について
　(1)内水氾濫の予測について。
　(2)中小河川の流水確保の対策について。
　(3)新設ポンプ車の運用について。

２.中央広域環境施設組合について
　(1)現状の焼却状況について。
　(2)分別ゴミの状況について。

３.マイナンバーカードについて
　(1)阿波市民のカード取得状況について。
　(2)マイナンバーカードの広報状況について。



令和元年第４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 6番 １.阿波スマートインターチェンジ（仮称）の取組について

笠井 安之 　(1)阿波スマートインターチェンジの設置認可に伴う今後の事業

　　 実施計画について。

　(2)工事実施に伴う阿波市の業務分担について。

　(3)事業実施に対する阿波市の事業推進体制の整備方針に

　　 ついて。

２.「国営吉野川北岸二期土地改良事業」並びに関連事業の推進に

ついて

　(1)「国営吉野川北岸二期土地改良事業」の開始に伴う阿波市の

　　 関わり方について。

　(2)国営事業実施に伴う関連施設更新費用の農家負担軽減に

　 　ついて。

　(3)事業推進体制の整備方針について。

2 12番 １.河川の整備計画について

吉田   稔 　(1)台風や集中豪雨により河川からの越流や堤防の決壊が数多く

　 　発生しているが、市内河川の氾濫危険箇所はどの程度ある

　 　のか。

　(2)今後の整備計画はどの様なものか。

２.認定こども園の進捗状況について

　(1)公立と私立の混在した教育や保育になるが具体的には、どの

　 　様な違いがあるのか。

　(2)定員に対する過不足はどの様になるのか。

　(3)現在の非常勤保育士の勤務形態はどうなるのか。

３.ゴミ処理について

　(1)ゴミ処理場への生ゴミの搬入を減らすため、家庭内処理を

　 　もっと積極的に予算を増額して支援してはどうか。

3 5番 １.総合戦略について

藤本 功男 　(1)第２期に入る阿波市の地方創生総合戦略は何を、どのように

　　 進めていくのか。

　(2)人口ビジョンは、見直しをするのか。

　(3)関係人口を中心に、どのような人の流れやにぎわいをつくる

　　 のか。

２.循環型社会の実現について

　(1)２０２５年の新ごみ処理施設を含め、今後、阿波市は、循環

　　 型社会をどのように実現していくのか。

　(2)その実現に向けて、市民の合意や参画をどのようにつくって

　　 いくのか。

4 2番 １.国土強靭化基本計画について

北上 正弘 　(1)避難所等のＬＰガスＨＰエアコンに関する内容について、

　　 検討した内容・結果はありますか。

　(2)災害に強い阿波市としてモデル事業をしては。

２.道路整備について

　(1)徳島道の４車線化工事や阿波スマートＩＣ着工予定に伴い、

　　 周辺の道路整備の計画は。



　【一　般　質　問】                                          （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)通学路の危険個所の状況及び整備計画は。

　 　

３.防犯灯について

　(1)購入の際、明るさ・光の広がり方（配光）等の基準値の設定

　　 は。

5 15番 １.少子化人口減少対策について

樫原 賢二 　(1)本市における晩婚化、未婚化の現状について。

　(2)本市の人口減少について。

　(3)今後の取り組みについて。

２.有害鳥獣捕獲実績について

　(1)イノシシ・シカ・サル・カラスの頭羽数について過去５年間

　　 の実績は。

　(2)年度別報償金について。

３.子供の安全対策について

　(1)危険な野犬、野良猫について。

　(2)餌やり禁止条例について。

6 7番 １.洪水対策について

中野 厚志 　(1)吉野町のハザードマップでは利用可能な避難所が阿波高校

　　 のみ。その対策は。また、避難所解錠の責任者は。

　　 

２.介護保険制度について

　(1)要支援１・２の総合事業について、今までヘルパーや介護

　　 福祉士などの専門職が行っていた訪問・通所型サービスを、

　　 一定の研修を受けた一般の方が行えるようになったが、

　　 阿波市の実態は。

　(2)認知症等の症状のある人には、どんなサポートをしている

　　 のか。

３.社会福祉について

　(1)阿波市の過去３年間の生活保護費の世帯累計別世帯数を教え

　　 て欲しい。また、市としてどのような方法で、受給者の生活

　　 実態の把握や指導をしているか。

　(2)阿波市の高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施のしくみに

　　 ついて、詳しく教えて欲しい。

7 4番 １.「令和２年度当初予算編成」について

坂東 重夫 　(1)当初予算編成方針について。

　(2)編成スケジュールについて。

　(3)編成において一番力点を置く事について。

２.「中期・財政計画」について

　(1)自主財源の確保について。

　(2)今後の普通交付税（合併算定）や合併特例債について。

　(3)財政計画策定時の留意点並びに活用方法について。

３.「多面的機能支払交付金制度」について

　(1)本市の現状と主な取り組み内容について。

　(2)制度の周知方法と広域化を含めた今後の対応について。



　【一　般　質　問】                                          （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

8 8番 １.行財政改革の推進について

笠井 一司 　(1)これまでの行財政改革では、どのような成果を上げたか。

　　 予定した目的は達成できたのか。

　(2)これまで取ってきた行財政改革は限界に来ていると思う

　　 が、今後どのような方向で行財政改革を行うのか。また

　　 それを実現するための具体的施策はどのように考えている

　　 のか。

　　 

２.自治体行政への最先端技術の導入について

　(1)阿波市も行政にＡＩやＩｏＴなどの最先端技術の積極的な

　　 活用を考えてはどうか。

３.豪雨災害への対応について

　(1)近年各地で発生している豪雨災害は、予想を超える大規模な

　　 ものとなっている。阿波市ではハザードマップを作成して

　　 いるが、現行のハザードマップはこれに対応できるものと

　　 なっているか。見直しは必要ないか伺いたい。

４.消費生活センターについて

　(1)消費生活相談の現状や活動状況（相談件数など）について

　　 お伺いしたい。

　(2)今後の取組みについてお伺いしたい。

9 1番 １.阿波市が主体となる婚活推進について

武澤   豪 　(1)人口減少の要因に結婚の晩婚化がある。阿波市主体の婚活

　 　推進で晩婚化を解決できないか。

２.ＨＡＣＣＰ義務化に対する阿波市の支援について

　(1)来年６月に施行されるＨＡＣＣＰ義務化について阿波市で

　 　支援を考えてはどうか。


