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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２０名で定数に達しており、議会は成立しまし

た。 

 ただいまから令和２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。 

 日程に入る前に先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 １月２７日に県内議会３団体連携事業として、徳島県市議会議員研修会に参加しまし

た。当日は、東京農業大学総合研究所教授の木村俊昭氏より「地域創生五感六育の実現」

と題した講演を拝聴いたしました。 

 次に、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 ２月５日に東京都の都市センターホテルにおいて、第１０８回全国市議会議長会評議員

会が開催され、副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２４日に徳島中央広域連合議会定例会が開催され、副議長と関係議員が出

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日に令和２年阿波市成人式、７日に徳島中央広域連合消防出初め式、８日に吉野

川中流域新春互礼会、１２日に阿波市消防団出初め式、２８日に阿波市商工会新年祝賀会

に副議長と関係議員が出席いたしました。 

 徳島駅伝関係といたしましては、１２月１９日に阿波市選手団結団式、１月３日に阿波

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、副議長が選手の応援を

いたしました。６日には阿波市選手団の解団式に副議長が出席いたしました。 

 次に、監査委員から令和元年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おります。 

 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等については、既に配付のとおりでありますので、よろ

しくお願いいたします。 

 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、ご報告し
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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、３番後藤修君、４番坂東重夫君の

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

ついて委員長の報告を求めます。 

 江澤議会運営委員長。 

○議会運営委員長（江澤信明君） 議会運営委員会の協議の結果についてご報告申し上げ

ます。 

 令和２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、副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、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１８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。 

 ３月５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

ります。３月６日午前１０時に開会し一般質問、３月９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、各委員会の付託を予定しております。 

 次に、３月１１日午後１時から産業建設常任委員会、３月１２日午前１０時から文教厚

生常任委員会、３月１３日午後１時から総務常任委員会を予定しております。 

 次に、３月１８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
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疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 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） 江澤議会運営委員長の委員長報告が終わりました。 

 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１８日までの２３日間と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１８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） 次に、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） おはようございます。 

 本日は、令和２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、松村副議

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。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、市政の重要課題等についてご報告申し上げます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

 中華人民共和国湖北省武漢市が発生源と言われております新型コロナウイルスは、近隣

県において発生が確認されていることから、非常に憂慮すべき状況にございます。こうし

たことから、本市におきましても市民の皆様の安全・安心を考慮し、３月１日に開催を予

定しておりました第１５回阿波シティマラソン大会を中止することに決定いたしました。 

 今後の感染症対策につきましては、阿波市新型インフルエンザ等対策行動計画をベース

に、関係機関と連携を強化し、情報収集に努め、感染拡大を可能な限り抑制するととも

に、まずは風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、市民の皆様お一人お一人のせきエ

チケットや手洗いなどの対策を呼びかけ、市民の皆様の生命と健康を守れるよう取り組ん
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でまいります。 

 次に、令和２年度当初予算についてでございます。 

 令和２年度の当初予算案につきましては、旧阿波市役所の改修や認定こども園の整備な

ど、大型事業が一段落したことから、令和２年度の予算規模は、歳入歳出総額１９２億

４，５００万円となりました。対前年度比で、１９億９，８００万円、率にして９．４％

の減少となっていますが、補正予算を加えた１４カ月予算として、将来を見据えた施策を

強力に推進してまいります。 

 施策体系につきましては、安全・安心のまちづくり、活力あふれるまちづくり、子育て

応援のまちづくりの３本の柱を引き続き施策の中心に据え、編成いたしました。 

 １本目の柱、安全・安心のまちづくりについてでございますが、大規模災害に備え、避

難される方が安心して過ごせる環境を実現するため、指定避難所のトイレの多目的化、洋

式化及び天井照明の落下防止のための非構造部材の耐震化を図るため、指定避難所整備事

業に着手いたします。 

 また、避難所となる大俣公民館を新しく改築するとともに、老朽化が著しい吉野スポー

ツセンター、市場小学校体育館、阿波久勝公民館については、大規模改修工事を実施いた

します。 

 このほかにも、良質で安全な飲料水を効率的、安定的に給配水を行うとともに、水道施

設統廃合による経費削減に取り組むため、新たに小倉高区配水池の築造工事及び配水管布

設工事を水道事業に出資するほか、老朽化した伊沢谷飲料水供給施設の整備を行います。 

 続いて、２本目の柱の、活力あふれるまちづくりについてでございます。 

 地方創生の起爆剤となるスマートインターチェンジの設置に向け、調査設計業務に着手

いたします。 

 また、新たな事業として企業立地促進助成金を創設し、進出する企業をより一層支援す

るとともに、あわせて誘致企業従業員やＵＩＪターン者などの移住・定住を促進するた

め、市有地を有効活用し、分譲地として整備してまいります。 

 加えて、現在２名の地域おこし協力隊員の方々に地域の担い手として本市で活躍してい

ただくために、起業のための支援を実施いたします。 

 また、近年晩婚化や未婚の方が増加傾向にある中、出会いの場を提供する婚活応援事業

を、さらには高齢者が健康で充実した生活を送り、地域社会に貢献する活動を支援するい

きいきシニア活動支援事業を実施してまいります。 
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 最後に、３本目の柱、子育て応援のまちづくりについてでございます。 

 これまで、子育てするなら阿波市をキャッチフレーズに、医療費の無償化を高校生修了

まで拡充したことや、保育料の第２子以降の無償化、入学祝い金の支給、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の一環として、ＧＩＧＡスクール構

想の実現のため、児童・生徒１人１台の端末を導入する教育ＩＣＴ環境整備事業を実施し

てまいります。 

 また、認定こども園整備事業として、令和３年４月の供用開始に向け、大俣認定こども

園の建築に着手いたします。 

 加えて、多様な子育てニーズに対応するため、保育所跡地を活用して、伊沢放課後児童

クラブを新築、受け入れ児童を拡大するため、林放課後児童クラブの増築を行います。 

 また、ソフト面では、虫歯予防のため、４、５歳児を対象に、県内自治体では初の取り

組みとなるフッ化物洗口事業を実施するほか、中学生の英語力や英語学習に対する意欲の

向上のため、英語検定料の一部を補助します。 

 このように、令和２年度当初予算の編成に当たりましては、３本の柱を中心に引き続き

事業を展開してまいりますが、新年度は総合戦略及び行財政改革の新たなスタートの年と

なります。 

 地方創生に位置づけられた施策を推進する一方で、財政の健全性を維持していくための

改革にも手を緩めることなく取り組み、バランスのとれた財政運営を実行してまいりま

す。 

 今後におきましても、本格的な人口減少時代の到来や、医療・介護などの社会保障関連

経費、また公共施設等の老朽対策費用の増大に加え、普通交付税の合併特例期間の終了な

ど、本市を取り巻く財政環境は厳しいものと考えておりますが、１０年先、１５年先を見

据え、真に必要な施策については集中と選択をもって取り組み、持続可能なまちづくりを

構築して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お願い申し上げます。 

 次に、組織再編についてでございます。 

 本市の水道供給の効率化、災害時の危機管理体制の強化、さらなる市民サービスの向上

につなげるため、市民の皆様のライフラインである上下水道部門を一括管理する水道部を

新たに設置し、組織体制の強化を図りたく、本定例会に行政組織の再編についての議案を
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提出させていただいております。 

 また、近年多発化、激甚化する自然災害に迅速かつ的確に対処する必要があることか

ら、危機管理を強化するため、危機管理局を設置したいと考えております。 

 行政需要が多様化する中、市民サービスの向上と重点施策への取り組みを強化し、簡素

で効率的な行財政運営を図るため、今後とも状況に応じた組織体制の構築に努めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただきますよう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、輝かしい令和２年の新春を迎え、新成人２８６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ますことを心からご祈

念申し上げたところでございます。 

 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１５チームが全４３

区間、２５６．９キロメートルに渡り健脚を競いました。今年は、順位は第１１位となり

ましたが、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１２日、アエルワにおいて阿波市消防団出初め式を開催いたしました。昨年

は、豪雨や台風により大規模な災害が発生し、九州地方や関東甲信越地方、また東北地方

が甚大な被害に見舞われ、多くのとうとい命が犠牲となりました。毎年、全国各地で自然

災害が多発化、激甚化しており、消防団の担う役割は年々重要度を増していることから、

当日は多数のご来賓の皆様にご臨席をいただき、消防車両の観閲を行うとともに、安岡団

長を初め阿波市消防団員約３５０名の一糸乱れぬ行動を拝見し、改めて市民の生命と財産

を守る決意を新たにしたところでございます。 

 次に、１月２５日、アエルワにおいて阿波市人権啓発男女共同参画講演会を開催いたし

ました。講師に元ＴＢＳアナウンサーで現在はタレントとして多方面で活躍されておりま

す小島慶子さんをお招きし、「これからの男女の働き方、生き方」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、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。 
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 次に、１月２８日、アエルワにおいて政府拉致問題対策本部、徳島県、阿波市の主催に

よりまして、劇団夜想会の皆様による拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い奪還」を

開催いたしました。当時中学１年生だった横田めぐみさんが、新潟の海岸で拉致されて現

在に至るまでの拉致問題の経緯など、拉致被害者の北朝鮮での生活を描いたもので、この

問題をより一層身近に感じていただくために、阿波市内の中学校１年生全生徒の皆さん、

また高校生の皆さんにも参加をしていただきました。 

 人権とは、全ての人々に与えられた幸せに生きる権利であることから、今後におきまし

ても国、県、関係団体と連携を図りながら、行政や職場、学校、家庭など、あらゆる場に

おいて人権教育啓発に取り組み、「あすに向かって平和で豊かな人権文化創造のまち・阿

波市」の実現を目指してまいります。 

 次に、１月２９日、社会福祉法人かもめ福祉会による幼保連携型認定こども園、久勝か

もめこども園の落成式が盛大に挙行されました。就学前における教育・保育を一体的かつ

きめ細やかに実現することができる認定こども園の落成は、久勝地区の教育・保育環境の

充実に寄与するものと考えております。 

 次に、今月１０日、阿波市排水ポンプ車運用開始式をとり行いました。局地的な豪雨な

どによる浸水被害の解消を図るため、国土交通省所管の防災・安全交付金を活用し、県内

市町村で初となる高性能排水ポンプ車を導入し、運用を開始いたしました。運用につきま

しては、本市の若手職員で構成する救援機動隊が担うことから、今後訓練を重ね、自然災

害に迅速に対応できる体制を整えるとともに、その機動力を発揮し、市民の皆様の安全・

安心の確保に努めてまいります。 

 次に、今月２３日、阿波市消防団操法礼式予選会が阿波中学校体育館において開催され

ました。予選会には全分団と救援機動隊により、ポンプ車の部１４チームと小型ポンプの

部１７チームが参加し、日ごろ鍛えた礼式技術を競い合いました。ポンプ車の部では第１

位の吉野方面第４分団が、そして小型ポンプの部では第１位の土成方面第８分団が、７月

に徳島県消防学校で開催されます第３２回徳島県消防操法大会に阿波市消防団の代表とし

て出場することになりました。出場される選手の皆さんには、体調面等にご留意されまし

て、なお一層の訓練に励んでいただき、阿波市消防団の代表として好成績が残されますよ

う、ご健闘をお祈り申し上げます。 

 続いて、国等に対する要望関係でございます。 

 去る１２月１９日、中国四国農政局長に対し、吉野川下流域地区の農業の持続的発展の
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ため、幹線水路への早急通水及び施設管理上の課題解決や施設管理体制の整備など、事業

推進に向けた支援を要望いたしました。 

 次に、先月２１日、２２日の２日間、総務省、国土交通省並びに県選出国会議員に対

し、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６日、国土交通省道路局長並びに県選出国会議員に対し、（仮称）阿波スマ

ートインターチェンジの整備と連携して行うインターチェンジ・アクセス道路の整備に対

し、事業推進に向けた支援を要望いたしました。 

 次に、今月２１日、徳島県を初め徳島県議会徳島自動車道整備促進議員連盟及び私が会

長を務めます徳島自動車道四車線化促進期成同盟会との合同で、西日本高速道路株式会社

大阪本社におきまして、（仮称）阿波スマートインターチェンジ及び徳島自動車道四車線

化の早期実現に向けた要望活動を実施しました。 

 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、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第 １号 令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について 

  日程第 ５ 議案第 ２号 令和元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 ６ 議案第 ３号 令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

  日程第 ７ 議案第 ４号 令和元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 ８ 議案第 ５号 令和２年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 令和２年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第１０ 議案第 ７号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１１ 議案第 ８号 令和２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１２ 議案第 ９号 令和２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につい 
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               て 

  日程第１３ 議案第１０号 令和２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１４ 議案第１１号 令和２年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１５ 議案第１２号 令和２年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１６ 議案第１３号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

               に関する条例の一部改正について 

  日程第１７ 議案第１４号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利 

               便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた 

               めの行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

               法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

               理に関する条例の制定について 

  日程第１８ 議案第１５号 阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定 

               について 

  日程第１９ 議案第１６号 阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する 

               条例の制定について 

  日程第２０ 議案第１７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図 

               るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係 

               条例の整理に関する条例の制定について 

  日程第２１ 議案第１８号 阿波市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につい 

               て 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市印鑑登録条例の一部改正について 

  日程第２４ 議案第２１号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第２５ 議案第２２号 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

               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２６ 議案第２３号 阿波市立保育所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２４号 阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正に 
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               ついて 

  日程第２８ 議案第２５号 阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通 

               園バスの使用に関する条例の廃止について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第３０ 議案第２７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３１ 議案第２８号 阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について 

  日程第３２ 議案第２９号 阿波市立学校設置条例の一部改正について 

  日程第３３ 議案第３０号 阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について 

  日程第３４ 議案第３１号 阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に 

               関する条例の制定について 

  日程第３５ 議案第３２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

  日程第３６ 議案第３３号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３７ 議案第３４号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３８ 議案第３５号 阿波市道路線の廃止について 

  日程第３９ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第４、議案第１号令和元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３９、報告第１号債権の放棄についてまでの計３６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） 本日提案させていただいております令和２年第１回阿波市議会定

例会への提出議案につきまして、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１２件、条例案件２０件、その他案件３件、報告案

件１件の計３６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号令和元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５億８，６９０万円でございます。 

 次に、議案第２号令和元年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、追加補正予算額２，４９４万４，０００円でございます。 
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 次に、議案第３号令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、減額補正予算額１９２万８，０００円でございます。 

 次に、議案第４号令和元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、追加補正予算額５，７２５万７，０００円でございます。 

 次に、議案第５号令和２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１９２億４，５００万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、指定避難所整備事業とし

て、大規模災害に備え、トイレの多目的化、洋式化及び天井照明の落下防止のため非構造

部材の耐震化を図ります。また、大俣公民館を新しく改築するとともに、吉野スポーツセ

ンター、市場小学校体育館、阿波久勝公民館の大規模改修を実施いたします。 

 次に、活力あふれるまちづくりでは、地域活性化の起爆剤となるスマートインターチェ

ンジの設置に向け、調査設計業務に着手いたします。また、企業立地促進助成金を創設

し、企業の進出をより一層支援するとともに、あわせて誘致企業従業員やＵＩＪターン者

など、移住・定住の促進をするため、市有地を有効活用し、分譲地として整備してまいり

ます。 

 最後に、子育て応援のまちづくりでは、認定こども園整備事業として、大俣認定こども

園の建築、土成中央認定こども園の大規模改修や伊沢放課後児童クラブの建設、林放課後

児童クラブの増築など、子育て環境の充実を図ってまいります。また、ＧＩＧＡスクール

構想の実現のため、児童・生徒１人１台の端末を導入する教育ＩＣＴ環境整備事業を実施

してまいります。 

 次に、議案第６号令和２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

の予算の総額を１，６８１万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７号令和２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４５億９５３万３，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第８号令和２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５億２，０８６万１，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第９号令和２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１億３，８０３万３，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１０号令和２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２１２万３，０００円とするものでございます。 
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 次に、議案第１１号令和２年度阿波市介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出

予算の総額を４５億１，１２６万８，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１２号令和２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

６億８，１８０万６，０００円、収益的支出を６億４，９５２万６，０００円、資本的収

入を４億２，４８０万２，０００円、資本的支出を５億６，１４８万９，０００円とする

ものでございます。 

 次に、議案第１３号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正につきましては、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、条例の一部改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第１４号情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

につきましては、法律名等の改正に伴い、関係条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１５号阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定につきまし

ては、交流人口の増加を図るため、新たに条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第１６号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

につきましては、組織の再編に伴い、関係条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１７号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきまして

は、地方公務員法の改正に伴い、関係条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１８号阿波市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、

会計年度任用職員の服務の宣誓方法を規定することに伴い、条例の一部改正を行うもので

ございます。 

 次に、議案第１９号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正につき

ましては、消防団の組織強化を図るため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２０号阿波市印鑑登録条例の一部改正につきましては、成年被後見人等の

権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、税率を見直

すことから、条例の一部改正を行うものでございます。 
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 次に、議案第２２号阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法

律の公布に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２３号阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正、議案第２４

号阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正及び議案第２９号阿波市立学校設

置条例の一部改正の３件の議案につきましては、幼保連携型認定こども園の開園に伴い、

条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２５号阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使

用に関する条例の廃止につきましては、通園バス利用者の減少等により、条例を廃止する

ものでございます。 

 次に、議案第２６号阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正につ

きましては、開所時間を見直すことから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２７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、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令の公布に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２８号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正につきましては、緑地等

率を見直すことから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３０号阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正につきましては、子ど

も・子育て支援法の一部を改正する法律の公布に伴い、条例の一部政正を行うものでござ

います。 

 次に、議案第３１号阿波市図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定につきましては、土成図書館・公民館新築工事により地番が分筆されたことに伴い、

関係条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３２号阿波市公民館条例の一部改正につきましては、地番の分筆及び合筆

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３３号阿波市道路線の認定、議案第３４号阿波市道路線の変更及び議案第

３５号阿波市道路線の廃止の３件の議案につきましては、路線の認定、変更及び廃止をし

たいので、道路法第８条第２項及び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、住宅課並びに学校教育課が管理する債権
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について、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が、議案内容の詳細につきまし

てはこの後担当部長等々より説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご承認く

ださい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。 

○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３５分 休憩 

            午前１０時４５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） それでは、議案第１号令和元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。 

 令和元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５億８，６９０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３８億２，９７０万円とする。 

 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表繰越明許費による。 

 第３条、債務負担行為の追加は、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。 

 令和２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したものであり、補正総額５億８，６９０万

円の追加とし、予算総額を２３８億２，９７０万円とするものであります。 

 それでは、２ページ、３ページの第１表歳入歳出予算補正で説明をさせていただきま

す。 

 まず、歳入予算の主なものについて説明をさせていただきます。 
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 １款市税のうち２項固定資産税につきましては９，６００万円の追加で、法人の設備投

資や太陽光発電設備など、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。 

 次に、１１款地方交付税につきましては８億１，８８０万５，０００円の追加で、普通

交付税の確定によるものであります。 

 続いて、１６款のうち２項県補助金は９，８１６万２，０００円の減額で、年度末の実

績見込みによるものであります。 

 次に、２１款諸収入、４項雑入の１億１，８８３万２，０００円の減額は、主なものと

いたしまして、プレミアム付商品券の販売収入が当初見込みより少なかったためでありま

す。 

 そして、２２款市債につきましては５，６４０万円の減額で、認定こども園整備事業や

土成図書館・公民館新築事業などの事業費減額が主な理由であります。 

 続きまして、歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 ３款民生費、３項児童福祉費１億８，２０５万７，０００円の減額は、主に認定こども

園施設整備事業費の実績見込みによるものであります。 

 次に、４款衛生費、２項清掃費３，３６５万２，０００円の減額につきましては、主に

浄化槽整備事業費の実績見込みによるものであります。 

 続いて、７款商工費の１億９，１００万円の減額は、主にプレミアム付商品券事業費の

減額によるものであります。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費につきましては、７，９５４万８，０００円の追

加で、主に令和２年度での整備を予定しておりました避難所であります学校施設の老朽化

した屋外トイレの整備を、国庫補助金の内示が前倒しであったため、１４カ月予算として

八幡、市場、大俣、久勝、伊沢及び林の各小学校並びに土成中学校で実施をするものであ

ります。 

 １３款諸支出金、２項の基金費につきましては９億８，０００万円とし、公共施設等総

合管理基金積立金に５億円、財政調整基金積立金に３億円などを積み立てるものでありま

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いたします。 

○議長（森本節弘君） 三浦市民部長。 
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○市民部長（三浦康雄君） 議案第２号及び議案第３号について、補足説明をさせていた

だきます。 

 初めに、議案第２号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２号令和元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２，４９４万４，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億２，２１３万１，０００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。 

 令和２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３，３８５万円の追加で計７億４，６６２万

８，０００円に、４款県支出金が１，２１２万７，０００円の減額で計３２億８，３２９

万１，０００円に、７款繰入金が２４１万４，０００円の減額で計４億４，１９０万１，

０００円に、８款繰越金が５６３万５，０００円の追加で計１億４，０５４万６，０００

円となっており、補正額の合計は２，４９４万４，０００円の追加で、補正後の歳入合計

額は４６億２，２１３万１，０００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、２款保険給付費が１，５０５万６，０００円の減額で計３３億４，２

４２万６，０００円に、６款基金積立金が４，０００万円の追加で計４，０２１万７，０

００円となっており、補正額の合計は歳入と同額の２，４９４万４，０００円の追加で、

補正後の歳出合計額は４６億２，２１３万１，０００円となっております。 

 次に、議案第３号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第３号令和元年度阿波市の農業集落排水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、平成３１年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算は令和元年５月１日以降、

令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算とする。 

 第２条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１９２万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，９８２万９，０００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
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歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 まず、４ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正でございます。 

 下水道債の限度額２，４７０万円に２１０万円追加し、２，６８０万円と変更いたしま

す。 

 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款分担金が２５万円の減額で計１００万円に、３款国庫支出金が３

２５万円の減額で計２，６２５万円に、４款県支出金が２５万２，０００円の追加で計８

５万２，０００円に、５款繰入金が９５万３，０００円の減額で計１億８７９万４，００

０円に、６款繰越金が１７万３，０００円の追加で計１１７万３，０００円に、８款市債

が２１０万円の追加で計２，６８０万円となっており、補正額の合計は１９２万８，００

０円の減額で、補正後の歳入合計額は１億７，９８２万９，０００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１１万円の追加で計７０万１，０００円に、２款事業費

が２０３万８，０００円の減額で計９，８０３万８，０００円となっており、補正額の合

計は歳入と同額の１９２万８，０００円の減額で、補正後の歳出合計額は１億７，９８２

万９，０００円となっております。 

 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。 

 下水道事業債の当該年度末の現在高の見込み額は５億９６７万９，０００円でございま

す。 

 以上、議案第２号及び議案第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） 議案第４号につきまして補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第４号令和元年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）について。 

 令和元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
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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５，７２５万７，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億６，７５２万円とする。 

 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。 

 令和２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、歳入の主なものにつきましては、３款国庫支出金３７５万１，０００円の増額で

計１０億９，３５１万９，０００円、４款支払基金交付金が５４７万９，０００円の増額

で計１１億４，８７０万９，０００円としております。こちらにつきましては、保険給付

費の増額によるものです。 

 次に、８款繰入金が１，３６１万１，０００円の減額で計７億３，５０６万７，０００

円としております。こちらにつきましては、基金繰入金を減額するものであります。 

 次に、９款繰越金で６，０２２万２，０００円の増額で計１億２，２２９万１，０００

円としております。こちらにつきましては、平成３０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５，７２５万７，０００円の増額で、補正後の歳入

合計額は４５億６，７５２万円としております。 

 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２，７４４万８，０００円の増額

で計４１億６，７２２万９，０００円としております。こちらにつきましては、介護サー

ビスの利用者数の増加に伴い増額するものであります。 

 次に、４款基金積立金で３，７０７万３，０００円の増額で計３，７０９万円としてお

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の積み立てを行う

ものであります。 

 次に、５款地域支援事業費が７６２万７，０００円の減額で計１億４，３４１万４，０

００円としております。こちらにつきましては、地域支援事業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５，７２５万７，０００円の増額で、補正後の歳
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出合計額は４５億６，７５２万円としております。 

 以上、議案第４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） 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 引き続きまして、議案第５号及び議案第６号につきまし

て補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第５号令和２年度阿波市一般会計予算について。 

 令和２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１９２億４，５００万円と定める。 

 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２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

 第３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３表地方債による。 

 第４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５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。１番、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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 令和２年度当初予算の編成に当たりましては、持続可能なまちづくりの実現に向け、令

和元年度に引き続き安全・安心のまちづくり、活力あふれるまちづくり、さらに子育て応

援のまちづくりの３本の柱を中心に取り組み、年間を通ずる総合予算としてございます。

令和２年度当初予算案の歳入歳出予算総額は１９２億４，５００万円で、合併後最大の予

算額としておりました前年度に比べ、認定こども園整備事業、旧阿波市役所改修事業や土

成図書館・公民館新築事業などの大型事業がおおむね完了することによりまして、前年の

比較で１９億９，８００万円、率にして９．４％の減としております。 

 初めに、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
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ものについて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。 

 ６款法人事業税交付金で、市町村の法人市民税法人割の税収分の補填措置として、県税

であります法人事業税の一部を県から市町村に交付されるものであります。 

 それでは、１款市税につきましては、前年度と比較いたしまして１，１２４万７，００

０円、率にして０．３％の微増であります。市民税につきましては、納税義務者数の減

少、たばこ税につきましては、売上本数が減少傾向にあるため減額を見込んでおります

が、固定資産税につきましては、法人等の設備投資や太陽光発電設備の増加などにより償

却資産の増加を見込んでおります。 

 次に、１２款地方交付税につきましては６４億５，５９０万９，０００円、前年度比１

億４７８万４，０００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１億４７８万４，０００円減の６０億５，５９０万９，０００円、特別交付税につきま

しては前年度と同額の４億円を見込んでおります。 

 続いて、１６款国庫支出金は２１億８，９９８万６，０００円で、前年度比１億５，９

９７万４，０００円、率にして６．８％の減としております。主な要因といたしまして

は、認定こども園整備事業の民間施設整備に係る財源であります保育所等整備交付金など

の減少によるものであります。 

 次に、１７款県支出金につきましては１５億７，１９２万円で、前年度に比べ３億２，

４８６万７，０００円、率にして１７．１％の減少となっております。こちらにつきまし

ても、国庫支出金で説明を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２億１，１２７万１，０００円や子育て支援臨時特別対策補助金２

億６，１４７万円の減少によるものであります。 

 次に、２０款繰入金につきましては１７億９，７６６万９，０００円、前年度比２億

６，７２６万６，０００円、率として１２．９％の減としております。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はあ

るものの、一部事務組合負担金や公債費などの減少により減額としてございます。 

 続いて、２３款市債につきましては１９億円で、前年度比１１億８，６００万円、率に

して３８．４％の減としております。主な要因といたしましては、認定こども園整備事業

債の発行額の減少、土成図書館・公民館新築に係る社会教育施設整備事業債や旧阿波市役

所利活用改修に係る公共施設等整備事業債の減少によるものであります。 
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 続きまして、歳出の主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

 少しページ数飛びますけれども、５４ページ、５５ページをお願いをいたします。 

 初めに、２款１項総務管理費につきましては２０億４，３６２万円で、前年度比４億

５，２５４万８，０００円の減としております。旧阿波市役所利活用改修事業やおもてな

し公園整備事業の完了によるものが主な減額要因でありますが、総務管理費では、教育施

設以外の指定避難所のトイレの改修費や非構造部材の耐震化費用として、指定避難所整備

事業費や地域交流センター管理費を計上しております。 

 次に、７４ページ、７５ページをお願いをいたします。 

 ２款４項選挙費につきましては７００万７，０００円で、前年度と比較いたしまして

２，６３９万５，０００円の減としております。参議院通常選挙や県知事、県議会議員一

般選挙などの終了により減額としております。 

 続いて、８０ページ、８１ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費２３億３，１１３万２，０００円で、前年度比５，４０１万９，０

００円、率にして２．４％の増としております。主な要因といたしましては、障害児給付

費の増額によるものでございます。 

 次に、９０ページ、９１ページであります。 

 ３款２項老人福祉費は１７億９，７５５万３，０００円で、前年度に比べ５，３７５万

７，０００円、率にして３．１％の増としております。介護保険特別会計繰出金などの増

額によるものでございます。 

 続いて、９２ページ、９３ページをお願いいたします。 

 ３款３項児童福祉費につきましては２８億２，４７６万８，０００円として、前年度比

７億７，２３９万７，０００円、率といたしまして２１．５％の減としております。主な

要因といたしましては、民設民営の柿原、市場、久勝及び林の４施設及び公設公営の伊沢

の認定こども園整備事業の完了によるものでありますが、来年度は大俣認定こども園の新

築工事費を計上しております。 

 次に、１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

 ４款１項保健衛生費につきましては７億５，２９５万４，０００円、前年度と比較いた

しまして９，０７５万６，０００円、率といたしまして１３．７％の増としております。

整備に着手をいたします伊沢谷飲料水供給施設整備費によるものであります。 

 続いて、１１６ページ、１１７ページをお願いいたします。 
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 ４款２項清掃費につきましては９億６，４７３万７，０００円で、前年度比１億４，４

５６万４，０００円、率にして１３．０％の減であります。中央広域環境施設組合負担金

の公債費の減少によるものであります。 

 次に、１１８ページ、１１９ページをお願いいたします。 

 ４款３項上水道費につきましては１億８，２６２万１，０００円、前年度比８，１５０

万１，０００円の増としております。小倉配水池築造及び配水管布設工事によるものであ

ります。 

 続いて、１２０ページ、１２１ページをお願いをいたします。 

 ６款１項農業費につきましては３億９，７５７万４，０００円、前年度比４，９４２万

円、率にして１４．２％の増としております。主なものといたしましては、県単独地域農

業振興対策事業費の増によるものであります。 

 続いて、１３２ページ、１３３ページをお願いいたします。 

 ７款１項商工費につきましては２億６，２０６万６，０００円、前年度比７，９５７万

１，０００円の増としております。今年度本市に進出が決まりました西精工株式会社の誘

致先のインフラ整備費や企業立地促進助成金の創設によるものであります。 

 続いて、１４０ページ、１４１ページをお開きください。 

 ８款２項道路橋りょう費は６億４，４３２万９，０００円、前年度比８６８万４，００

０円、率にして１．３％の減としております。スマートインターチェンジ整備事業費とし

ての３，４００万円を計上しておりますが、周辺対策事業費の減額が主な要因でございま

す。 

 続いて、１４６ページ、１４７ページをお開きください。 

 ８款３項河川費につきましては前年度比６，１２０万２，０００円の減額で、県内市町

村で初めての高性能排水ポンプ車の導入が完了したためであります。 

 次に、１５２ページ、１５３ページをお願いいたします。 

 １０款１項教育総務費につきましては５億６，３３５万２，０００円、前年度比２億

４，６５０万８，０００円、率といたしまして３０．４％の減としております。一条小学

校大規模改修工事が完了したことが主な要因であります。 

 続きまして、１７２ページ、１７３ページをお開きください。 

 １０款４項幼稚園費につきましては前年度比７４．６％の減で、本年４月から供用され

る認定こども園の移行によるものであります。 
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 次に、１７４ページ、１７５ページの社会教育費につきましては５億４，２４８万４，

０００円、前年度比３億１，９１０万３，０００円、率にして３７％の減少となってござ

います。土成図書館・公民館新築事業の完了が主な要因でありますけれども、指定避難所

であります大俣公民館改築事業費や久勝公民館改修事業費など、社会教育施設等の整備に

係る費用につきましては計上をさせていただいております。 

 続いて、１８６ページ、１８７ページであります。 

 １０款６項保健体育費につきましては１億２，０３４万２，０００円、前年度比９，６

９５万９，０００円、率といたしまして４４．６％の減としております。改修工事を行っ

ております旧阿波市役所周辺整備工事として行っておりました阿波テニスコートが完了し

たことが主な要因となってございます。 

 続きまして、１９０ページ、１９１ページをお願いいたします。 

 １２款１項公債費は２４億２，６２２万３，０００円、前年比で２億２，６６５万２，

０００円、率といたしまして８．５％の減は、平成１９年に借り入れを行いました情報通

信網整備事業債の償還終了が主な要因であります。 

 ２０２ページ、２０３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。 

 最後に２０４ページをお願いをいたします。 

 地方債の前前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２１０億

９，９７２万３，０００円であります。 

 以上、議案第５号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第６号令和２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。 

 令和２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１，６８１万７，０００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。１、各項に計上した予算額に
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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。 

 令和２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ページでお願いします。 

 まず、歳入であります。 

 １款財産収入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

額でございます。２款繰越金は１，３８０万円で、前年度に比べ２０万円の減額としてお

ります。 

 次に、８ページ、９ページ、歳出についてであります。 

 ２款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６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。 

○議長（森本節弘君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議案第７号から議案第１０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７号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第７号令和２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４５億９５３万３，０００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。 

 令和２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。 
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 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを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６億８，９８６万６，０

００円、４款県支出金が３２億９，３１１万２，０００円、７款繰入金が４億５，５３３

万７，０００円、８款繰越金が６，２００万円、９款諸収入が８６５万８，０００円など

となっており、歳入合計は４５億９５３万３，０００円で、前年度と比較して２７４万

３，０００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１億８９５万３，０００円、２款

保険給付費が３２億５，９６９万５，０００円、３款国民健康保険事業費納付金が１０億

８，７５８万３，０００円、５款保健事業費が４，５７０万４，０００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、歳出合計額は４５

億９５３万３，０００円で、前年度と比較して２７４万３，０００円の減額となっており

ます。 

 次に、議案第８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第８号令和２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５億２，０８６万１，０００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。 

 令和２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３億４，１６７万

３，０００円、４款繰入金が１億７，３６３万４，０００円、６款諸収入が５０５万４，

０００円などとなっており、歳入合計額は５億２，０８６万１，０００円で、前年度と比

較して２，９６５万１，０００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款後期高齢者医療広域連合納付金が５億１，

５３１万円、３款諸支出金が５０５万１，０００円などとなっており、歳出合計額は５億
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２，０８６万１，０００円で、前年度と比較して２，９６５万１，０００円の増額となっ

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号令和２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１億３，８０３万３，０００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。 

 令和２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。 

 起債の目的は、下水道債で農業集落排水補助事業下水道債の限度額は４７０万円、公営

企業会計適用債の限度額は１６０万円で、計６３０万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１５０万円、２款使用料及び手数

料が１，４７３万６，０００円、３款国庫支出金が９３０万円、５款繰入金が１億４３４

万３，０００円、６款繰越金が１００万円、８款市債が６３０万円などとなっており、歳

入合計額は１億３，８０３万３，０００円で、前年度と比較して４，３７２万４，０００

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款総務費が２３５万１，０００円、２款事業

費が５，３３５万５，０００円、３款公債費が８，１８２万７，０００円などとなってお

り、歳出合計額は１億３，８０３万３，０００円で、前年度と比較して４，３７２万４，

０００円の減額となっております。 

 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一番右下でございます。４億４，４３７万７，

０００円でございます。 

 次に、議案第１０号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１０号令和２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２１２万３，０００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。 

 令和２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１５７万５，０００万円、２款

諸収入が３４万８，０００円、４款繰越金が２０万円となっており、歳入合計額は２１２

万３，０００円で、前年度と比較して１３６万２，０００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。 

 歳出につきましては、本年度予算額として、１款貸付事業費が２１２万３，０００円と

なっており、公債費は償還が終了しております。歳出合計額は２１２万３，０００円で、

前年度と比較して１３６万２，０００円の増額となっております。 

 以上、議案第７号から議案第１０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） 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議案第１１号につきまして補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第１１号令和２年度阿波市介護保険特別会計予算について。 

 令和２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。 
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 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４５億１，１２６万８，０００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項の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が生じた場合

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が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。 

 令和２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、歳入の主なものにつきましては、１款介護保険料の予算額が、前年度比３，０９

３万９，０００円の減額で８億１，９８０万６，０００円としております。こちらにつき

ましては、昨年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の実施によ

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１，０９７万５，０００円の増額で１１億

１６４万６，０００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。 

 次に、４款支払基金交付金の予算額は、前年度比１，７９６万３，０００円の増額で１

１億５，７４４万２，０００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加に伴うもの

であります。 

 次に、５款県支出金の予算額は、前年度比５０２万４，０００円の増額で６億２，１１

３万８，０００円としております。 

 次に、８款繰入金の予算額は、前年度比６，２４３万６，０００円の増額で８億１，１

０９万７，０００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、
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低所得者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４５億１，１２６万８，０００円で、前年度比６，５４７万４，００

０円の増額としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをおあけください。 

 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５０２万８，００

０円の増額とし、１億４，４９１万２，０００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策定業務及び認定調査員の増員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６，９２２万３，０００円の増額で４２億

７７０万円としております。保険給付費につきましては、給付状況等を考慮し、居宅介護

サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費の増額をしております。 

 次に、５款地域支援事業費の予算額は、前年度比７８９万４，０００円の減額で１億

４，７３１万２，０００円としております。こちらにつきましては、総合事業費の減額に

よるものです。 

 以上、歳出合計は４５億１，１２６万８，０００円で、前年度比６，５４７万４，００

０円の増額としております。 

 以上、議案第１１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） 議案第１２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１２号令和２年度阿波市水道事業会計予算。 

 第１条、令和２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、次のとおりとしております。給水戸数が１万４，１９０戸、

年間総給水量４５９万６，０００立方メートル、１日の平均給水量は１万２，５９２立方

メートル、主要な建設改良事業は、基本計画に基づく事業３億６，４００万円、老朽管布

設がえ等事業５，７００万円としております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおりと定めております。 

 初めに、収入でございますが、第１款水道事業収益を６億８，１８０万６，０００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６億４，０７７万５，０００円、

第２項営業外収益が４，１０２万９，０００円、第３項特別利益が２，０００円となって



- 35 - 

ております。 

 次に、支出でございますが、第１款水道事業費用を６億４，９５２万６，０００円とし

ております。内訳といたしまして、第１項営業費用が６億９９７万６，０００円、第２項

営業外費用が３，７５４万９，０００円、第３項特別損失が１００万１，０００円、第４

項予備費が１００万円となっております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出の予定額について次のとおりと定めております。 

 まず、収入でございますが、第１款資本的収入を４億２，４８０万２，０００円として

おります。内訳といたしまして、第１項出資金が１億８，２００万円、第２項工事負担金

が２８０万円、第３項国庫補助金が１，０００円、第４項企業債が２億４，０００万円、

第５項保険金が１，０００円となっております。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出を５億６，１４８万９，０００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４億７，４０９万２，０００円、第

２項企業債償還金が８，６３９万６，０００円、第３項国庫返還金が１，０００円、第４

項予備費が１００万円となっております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億３，６６８万７，０００円

は、当年度分損益勘定留保資金１億８６５万１，０００円、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額２，８０３万６，０００円で補填を予定しております。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 第５条、債務負担行為について次のとおりと定めております。 

 １件目が令和３年度更新水道事業用コンピューター及びシステムリース料でございま

す。期間は令和３年５月から令和８年４月までの間で、限度額は６，００５万６，０００

円、２件目が小倉高区配水池築造工事施工監理業務委託料で、期間は令和３年度から令和

５年度までの間で、限度額は４４０万円でございます。３件目が小倉高区配水池築造工事

で、期間は令和３年度から令和５年度までの間で、限度額は５億８，１６０万円でござい

ます。 

 次に、第６条、企業債について次のとおりと定めております。 

 起債の目的は上水道建設改良事業で、限度額は２億４，０００万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、第７条、経費の流用は次のとおりと定めております。 
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 営業費用、営業外費用及び特別損失の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ができない経費は、職員給与費

９，４３５万３，０００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受ける補助金額は１億８，７６２万２，０

００円としております。 

 次に、第１０条、棚卸資産の購入限度額は１，８４１万６，０００円と定めておりま

す。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 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） 議案第１３号からまだ報告第１号まで少々の補足説明が残ってお

ります。ちょっと１２時を過ぎるかもわからんのですけど、最終まで進行させていただき

ます。 

 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） それでは、引き続きまして議案第１３号から議案第１９

号につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１３号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正につきましては、来年度４月からの会計年度任用職員の導入に伴い、特別職

非常勤職員の任用が厳格化され、交通指導員は非常勤特別職から除外されたため、交通指

導員の項を削る条例の一部改正を行うものであります。 

 次に、企画総務部及び市民部の所管となります議案第１４号につきましては、企画総務

部から補足説明をさせていただきます。 

 議案第１４号情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につき

ましては、法律名行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、略称情報通信

技術利用法は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、略称情報通信技術活

用法に変更されたため、関係条例を一括して改正するものであります。また、議案中、情

報通信の技術の利用に関する法律等に含まれます行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改正によりまして、個人番号の通知カードの交付
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事務がなくなることにより、手数料の規定から削除するものであります。 

 続きまして、議案第１５号阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定につ

いては、三木武夫氏実家跡に整備を進めております公園の名称、位置及び施設の利用に関

し、必要な事項を定める条例を制定するものであります。 

 次に、議案第１６号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

については、水道供給の効率化、災害時の危機管理体制の強化などとともに、現在市民

課、環境衛生課で所管し、令和５年度までに公営企業会計に移行するよう総務大臣通知等

により要請されております農業集落排水事業及び飲料水供給事業を水道課に移管し、新た

に水道部、業務課を設置いたします。これに伴い、必要となる関係条例を一括して改正す

るものであります。 

 続いて、議案第１７号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

は、地方公務員法の改正に伴いまして、職員が成年被後見人及び被保佐人になったことで

失職することがなくなることにより、関係条例について成年被後見人等を削る改正を行う

ものであります。 

 続いて、議案第１８号阿波市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきまして

は、来年度から導入をいたします会計年度任用職員の服務の宣誓については、任命権者が

定めることができるよう改正を行うものであります。 

 続いて、議案第１９号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正につ

いては、市職員で構成をしております救援機動隊の指揮命令系統を見直し、組織評価を図

るため、地域別消防団と同等の階級に位置づけを行うため、条例の一部改正を行うもので

あります。 

 以上、議案第１３号から議案第１９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、ご承認をいただきますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（森本節弘君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議案第２０号及び議案第２１号について補足説明をさせてい

ただきます。 

 初めに、議案第２０号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２０号阿波市印鑑登録条例の一部改正について。 

 阿波市印鑑登録条例の一部を改正する条例を次のように定める。 



- 38 - 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正は、議案第１７号の補足説明にもございました成年被後見人の権利の制

限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登

録証明事務処理要領の一部が改正されたことから本条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 施行日は公布の日となっております。 

 次に、議案第２１号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第２１号阿波市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 阿波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 本市の国民健康保険税については、運営主体が市から県へと移管した平成３０年度に改

正を行っておりますが、県が示した納付金の額に加え、過去２年間の収支実績も参考にし

て試算した結果、現行の税率等を改正する必要があるため、今回本条例の一部を改正する

ものでございます。 

 施行日は令和２年４月１日でございます。 

 以上、議案第２０号及び議案第２１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） 議案第２２号から議案第２７号について補足説明をさせ

ていただきます。 

 議案第２２号阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について。 

 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 幼児教育・保育の無償化に関して、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の公布

に伴い、条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容は、利用者負担額の支払いを原則３歳未満に限定します。また、食事の提

供に要する費用の取り扱いを変更することとします。 

 施行日につきましては公布の日といたしております。 
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 次に、議案第２３号阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 阿波市立保育所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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 幼児教育・保育の無償化に伴う用語の定義の変更及び幼保連携型認定こども園の開園に

伴い、４カ所の保育所を閉鎖するため、条例を一部改正するものです。 

 主な改正内容は、「保育支給認定」を「保育給付認定」に改め、次に保育所の名称、位

置及び定員から阿波市立柿原保育所、市場保育所、伊沢保育所、林保育所を削ります。 

 施行日につきましては令和２年４月１日といたしております。 

 次に、議案第２４号阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正について。 

 阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 主な改正内容は、認定こども園の名称及び位置に阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園

を加えます。 

 施行日につきましては令和２年４月１日といたしております。 

 次に、議案第２５号阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使

用に関する条例の廃止について。 

 阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使用に関する条例を廃

止する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園の通園バス利用者の減少及び車両の老朽化の

ため、阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使用に関する条例

を廃止します。 

 施行日につきましては令和２年４月１日といたしております。 

 次に、議案第２６号阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 阿波市放課後児童クラブ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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 主な改正内容は、学校の授業の休業日の開所時間について、午前８時からを、就労等に

より時間外利用が必要な児童に対し午前７時３０分からとします。また、７時３０分から
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８時までの間の利用を時間外利用とし、時間外利用料を定めます。 

 施行日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２７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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 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一部を改正する省令が公布され

たことに伴い、放課後児童クラブ支援員不足を解消し、事業運営を効率的に行うため、条

例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容は、放課後児童クラブ支援員の人員配置基準２人以上について、児童が５

人以下で支援に支障がない場合に限り１人以上とします。また、放課後児童クラブ支援員

の資格の習得について、放課後児童クラブ支援員研修の修了期限を３年延長し、令和５年

３月３１日までとします。 

 施行日につきましては令和２年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２２号から議案第２７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） 阿部産業経済部長。 

○産業経済部長（阿部芳郎君） 議案第２８号について補足説明させていただきます。 

 議案第２８号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について。 

 阿波市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 本市では、地域の自然的、社会的条件から判断して、工場用地の緑地及び環境施設の面

積の敷地面積に対する割合を変更することが適切である区域、土成工業団地などについて

は、阿波市工場立地法地域準則条例において、範囲を指定して緑地などの割合を提言して

おります。同様に、西精工株式会社の新工場建設予定地につきましても、地域の自然的、

社会的条件などにより緑地や環境施設の面積割合を緩和することを可能にするため、本条

例に追加するものであります。 

 施行日につきましては令和２年４月１日としております。 

 以上、議案第２８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
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すようお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 矢田教育部長。 

○教育部長（矢田正和君） 議案第２９号から議案第３２号までを順次補足説明させてい

ただきます。 

 議案第２９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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、柿原こども園、市場かもめこども園、久勝かもめこども

園、伊沢認定こども園、林こども園の５園が開園されることに伴いまして、柿原幼稚園、

市場幼稚園、久勝幼稚園、伊沢幼稚園、林幼稚園の５園を閉園するため、条例の一部改正

をお願いするものでございます。 

 改正の内容といたしましては、別表第１中の阿波市立柿原幼稚園の項、阿波市立市場幼

稚園の項及び阿波市立久勝幼稚園の項から阿波市立林幼稚園の項までを削ります。 

 施行日につきましては令和２年４月１日としております。 

 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。 

 次に、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号阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について。 

 阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 こちらの改正につきましては、幼児教育・保育の無償化に関する子ども・子育て支援法

の一部を改正する法律の公布によりまして、用語の定義が変更されましたので、条例の一

部を改正するものでございます。 

 内容といたしましては、条文の第２条第４項中、「支給認定」の語句を「教育・保育給

付認定」に改めます。 

 施行日につきましては公布の日からといたしております。 

 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。 

 次に、議案第３１号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第３１号阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について。 

 阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定め
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る。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、土成図書館・公民館新築工事のため土成図書館、土成中央

農村公園及び土成農産物加工所の敷地の地番が分筆されたことに伴いまして、関係条例の

一部を一括して改正するものでございます。 

 内容といたしましては、第１条として、阿波市立図書館条例中土成図書館の地番を、第

２条として、阿波市地域休養施設及び農村公園の設置及び管理に関する条例中、土成中央

農村公園の地番を、第３条として、阿波市農産物加工所の設置及び管理に関する条例中、

土成農産物加工所の地番を、この３件について、阿波市土成町土成字漆畑２２０番地から

阿波市土成町土成字漆畑２２０番地１にそれぞれ改めるものです。 

 施行日につきましては公布の日からといたしております。 

 以上、議案第３１号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、議案第３２号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第３２号阿波市公民館条例の一部改正について。 

 阿波市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 こちらの改正につきましては、土成図書館・公民館新築工事のため、土成中央公民館の

敷地の地番を分筆したこと並びに阿波久勝公民館の地番を建物の現状に合わせて合筆した

ことに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 内容といたしましては、土成中央公民館の地番を阿波市土成町土成字漆畑２２０番地か

ら阿波市土成町土成字漆畑２２０番地１に、阿波久勝公民館の地番を阿波市阿波町庚申原

２１８番地１から阿波市阿波町庚申原２１７番地１に改めるものです。 

 施行日につきましては公布の日からといたしております。 

 以上で議案第２９号から議案第３２号まで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） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 議案第３３号から議案第３５号並びに報告第１号建設部所管

部分について、順次補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第３３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
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る。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 路線の認定につきましては、新設改良工事に伴い、新たに市道として管理を行う路線を

認定するものでございます。 

 認定する路線は、市場町の上野段東西８号線、吉野町のノタ原７号線の計２路線となっ

ております。 

 次に、議案第３４号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第３４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。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 路線の変更につきましては、県との管理区域協議等に伴い、路線の起終点変更を行うも

のでございます。 

 変更する路線は、土成町の大畑宮ノ尾線、下り松１号線の計２路線となっております。 

 続きまして、議案第３５号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第３５号阿波市道路線の廃止について。 

 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廃止について議決を求

める。 

 令和２年２月２５日提出、阿波市長。 

 路線の廃止につきましては、吉野川下流域農地防災事業等の整備に伴いまして、路線の

廃止を行うものでございます。 

 廃止する路線は、市場町の校北住宅線、土成町の下り松線、吉野町の小島６号線の計３

路線となっております。 

 以上、議案第３３号から議案第３５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。 

 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。 
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 令和２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について報告させていただきます。 

 今回報告させていただく債権放棄の理由として、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、また第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

られるもの、以上の各号理由に該当すると判断しまして放棄するものでございます。住宅

家賃住宅共益費合計の債務者数は５５人、金額については２２８万８，２００円でござい

ます。 

 なお、債権の放棄につきましては、令和２年１月３０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。今後におきましても市営

住宅の家賃徴収については、債権管理条例及び債権管理マニュアルに基づき、債権の適正

な管理、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号の建設部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） 矢田教育部長。 

○教育部長（矢田正和君） 報告第１号債権の放棄について、教育委員会学校教育課所管

部分を補足説明させていただきます。 

 今回の債権放棄の理由といたしましては、学校給食費並びに幼稚園給食費におきまし

て、既に学校を卒業または転校しているもので、当該債権について２年の消滅時効が完成

し、かつ債務者がその援用をする見込みがあることから、条例第１７条第１項第１号に該

当する債務者となる２５人について、金額にして７５万６，３８９円の債権を放棄したも

のでございます。 

 なお、債権の放棄につきましては、債権処理審査委員会にて慎重な審議をいただき、令

和２年１月３０日を放棄の日といたしております。今後におきましても給食費の徴収につ

いては、債権管理条例及び債権管理マニュアルに基づき、適正な管理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号についての教育委員会所管部分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。 
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 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、３月５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０８分 散会 
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