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（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 12 吉田　　稔

② 5 藤本　功男
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令和２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.市政運営について

　(1)当初予算が示されたが大型事業終了後それらの事業

　　 の肉付をどの様に考えるか。

　(2)「子育てするなら阿波市で」の元、他市に類を見な

　　 い事業の計画は有るか。

２.観光事業について

　(1)観光行政をどの様に見すえているか。

　(2)そよ風広場の設備の老朽化が目立つが考えは。

　(3)土柱とのからみを考えるべきでは。

2 川人 敏男 阿波みらい １.新しいごみ処理施設について

　(1)一般廃棄物の分別・収集は、従来どおりなのか。

　(2)発酵・乾燥して固形物とする段階で害虫・悪臭等を

　 　発生させないか。

　(3)固形物の成分分析結果はどのようになっているか。

　(4)近隣に製紙会社等はありますか。また、その企業等

　 　に直接打診したことがありますか。

 （5)固形物を持ち込む相手方の自治体・周辺住民の反対

　 　にあった場合、どう対応しますか。

 （6)事業者の出すごみは、どのような対応を考えていま

　 　すか。

２.農業従事者の老後の生活設計と後継者問題について

　(1)国民年金は月額いくらぐらい支給されますか。

　(2)農業者年金の概要と被保険者数、受給者数、支給額

　 　はどうなっていますか。

　(3)本市では一反あたり４０万円前後で取引されていま

　 　すが、吉野川市山川町では１００万円で取引してい

　 　る様です。この価格差はどのように考えますか。

　(4)介護に要する自己負担はどのくらい必要ですか。

３.子育て支援について

　(1)子育てするなら阿波市でという根拠となる施設及び

　　 予算等で吉野川市との比較はどうなっていますか。

４.阿波病院の再編・統合について

　(1)診療内容等にどういう影響を及ぼしますか。

　(2)検討会議等での本市の参画はありますか。

　(3)今後の再編・統合のスケジュールはどうなっていま

　　 すか。

3 樫原　伸 阿波清風会 １.行財政改革の取り組みについて

　(1)行財政改革にかかる取り組みの成果は。

　(2)今後の財政見通しと健全な財政運営について。



　【代　表　質　問】                                        （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

２.地域医療構想について

　(1)大きな波紋を呼んでいる再編病院の公表をどのよう

　 　にとらえているのか。

　(2)地域医療に大きな役割を果たしてきた阿波病院も昭

　 　和２３年開設、老朽化の課題を抱えている。今後の

　 　病院機能について県、厚生連と検討すべきと考える

　 　が。

　(3)高齢化が進む阿波市には医療・介護の一体化が欠か

　 　せないと思われる。阿波病院を核にした地域包括ケ

　 　アシステムを構築してはどうか。

３.阿波市の農業振興について

　(1)阿波市におけるスマート農業の発展をどのように図

　 　るのか。

　(2)阿波市ブランドの構築について。

　(3)阿波市丸ごと農村公園構想の実現に向けて。

4 笠井 安之 はばたき １.公文書の適正管理と処理及び保存方法について

　(1)公文書の取扱いと処理方法の流れについて。

　(2)公文書の保存方法と電子化の進捗はどうなっている

　　 のか。

　(3)今後の公文書管理に対して資格を有する専門職員の

　　 配置を考えているか。

２.金清自然公園の整備状況と活用方法について

　(1)金清自然公園の整備計画と工事の進捗状況はどうな

　　 っているのか。

　(2)整備完成後の管理方法と運用計画はどうなっている

　　 のか。

３.災害発生時の飲料水確保について

　(1)震災等により上水道施設に被害が生じ、送水不能と

　　 なった場合の飲料水確保はどうなるのか。

　(2)市民の所有する宅地内の井戸を緊急時の補助水源と

　　 して利用するための水質検査の実施状況はどうなっ

　　 ているのか。



令和２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 12番 １.農業次世代人材投資事業について

吉田　稔 　(1)どの程度就農支援に寄与してきたのか。開設以来の利用者数

　　 の経緯、リタイアされた方の数。

　(2)国も手厚い支援を計画しているが本市の今後の取り組みは。

２.認定こども園について

　(1)私立認定こども園を開設する事により行財政改革はどの程度

　　 進んだのか。

　(2)小学校区を越えての利用者はどの程度か。また、待機児童は

　　 あるのか。

３.デマンド型乗合交通の試験運行について

　(1)費用対効果は、どの様になるのか。利用客１人に対する投資

　　 額は。

　(2)デマンド型乗合交通に替えて、タクシー利用者に利用助成券

　　 を交付した方が財政負担が低く利便性も高いのではないか。

４.準過疎地域を有する本市の対策について

　(1)過疎地域特別措置法の期限を迎えるが、国に対する本市の

　　 提言はどう考えているのか。

2 5番 １.ネットと子どもについて

藤本 功男 　(1)阿波市の子どもたちのネット環境の実態は、どうなっている

　　 のか。

　(2)ネットを悪用した犯罪やネット上のトラブルから子どもたち

　　 を守る取り組みを、どのように進めているのか。

　(3)一方で、デジタル読解力など、デジタル社会を生き抜く力を

 　　、どのようにつけていくのか。

２.会計年度任用職員について

　(1)会計年度任用職員とは、どのような制度なのか。

　(2)この制度変更によって、どのように待遇改善が図られていく

　　 のか。

３.観光振興とにぎわいづくりについて

　(1)観光戦略として、土柱とその周辺の実態をどのようにとらえ

　　 ているのか。

　(2)土柱の活性化に向けて、関係人口や交流人口をどのように取

　　 り込んでいくのか。

　(3)滞在型観光を強めるために、他の観光資源とどのように結び

　　 つけていくのか。

3 3番 １.公共交通について

後藤　修 　(1)デマンド型乗合交通の利用促進の啓発活動について。

　(2)８時台の運行の検討について。

２.防災対策について

　(1)避難所の耐震及びトイレ洋式化の計画内容について。

　(2)自主防災組織への支援状況について。

　【一　般　質　問】                                           （１）



　【一　般　質　問】                                           （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

３.婚活支援について

　(1)某婚活番組の誘致について。

４.放課後児童クラブについて

　(1)運営会社が替わり１年が経過しようとするが運営状況につ

　 　いて。

4 1番 １.コロナウイルスに対しての市の対応はどうなっているか

武澤　豪 　(1)世界で拡大しているコロナウイルスが阿波市で発生もしく

　　 は、感染のうたがいのある場合の対応はどの様になってい

　　 るのか。

２.免許返納者に対してのメリットの強化について

　(1)免許返納者に対して徳島県が関連事業者と連携して多様な

　　 メリットを表示しているが、阿波市にもより一層の拡大を

　　 願いたい。

5 7番 １.ゴミ処理について

中野 厚志 　(1)本市の廃棄物処理における基本計画、理念を教えて欲しい。

　　 新計画があれば、それも教えて欲しい。

２.子育て支援について

　(1)「フッ化物洗口事業に１５万円」が決まった経緯と取り組み

　　について教えて欲しい。賛否両論あるが。

　(2)認定こども園の整備が小学校区を基本に小学校との連携を図

　　る目的で設置されてきたが、土成はどのように連携をしている

　　のか。

３.国民健康保険制度について

　(1)今議会において国保税条例の一部改正についての議案が提出

　　されているが、その内容を伺いたい。

6 4番 １.阿波市一般会計の基金について

坂東 重夫 　(1)基金の現状と活用方法について。

　(2)今後の運用方針について。

２.安全・安心対策について

　(1)防犯カメラの設置状況と今後の設置計画について。

　(2)危険ブロック塀等安全対策事業の制度内容と周知方法につい

　　 て。

7 16番 １.市道矢松田中線改良工事について

木村 松雄 　(1)進捗状況と今後の予定は。

２.土成連絡送水管布設工事について

　(1)現在の進捗状況と今後の計画は。

３.企業誘致について

　(1)企業誘致について市の方針は。

　(2)企業誘致について専従の担当部署を設置してはどうか。



　【一　般　質　問】                                           （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

8 14番 １.阿波市総合戦略について

江澤 信明 　(1)第１次阿波市総合戦略の主だった事業のうち、実施できたも

　 　のとできなかったものについて。

　(2)第１次阿波市総合戦略が終わり、４月より第２次が始まる

　　 が、第１次阿波市総合戦略の総括はどうなっているか。

　(3)第２次阿波市総合戦略には市長の考えをどのように反映して

　　 いるか。

２.働き方改革について

　(1)現在、市役所には何人の臨時職員がいて、会計年度任用職員

　　 制度により、人数と予算はどのようになるか。

　(2)認定こども園が開園するにあたり、正規職員及び臨時職員は

　　 どのようになっているか。


