
令和２年第２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 樫原　賢二

② 志政クラブ 武澤　　豪

③ はばたき 藤本　功男

④ 阿波清風会 江澤　信明

（一般質問）

順番 議席番号

① 6 笠井　安之

② 3 後藤　　修

③ 9 川人　敏男

④ 2 北上　正弘

⑤ 7 中野　厚志

⑥ 4 坂東　重夫

⑦ 8 笠井　一司



令和２年第２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 樫原 賢二 阿波みらい １.阿波市の新型コロナウイルス対策について

　(1)市内小中学校の授業時数の遅れについて。

　(2)市内の民営化していない認定こども園、幼稚園及び

　　 小中学校の給食の状況は。

　(3)子育て世帯や事業者に係る阿波市独自の給付金に

　 　ついて。

２.阿波市の農業振興について

　(1)農業立市阿波市の現在までの実績について。

　(2)今後の取組について。

　(3)将来の阿波市農業の課題と対策について。

３.阿北環境整備組合に係る周辺対策について

　(1)市場グラウンドの改修について。

　(2)市場体育館の改修について。

2 武澤　豪 志政クラブ １.新型コロナウイルスに係る阿波市の対応について

　(1)阿波市の特別定額給付金の提出割合と支給割合はど

　　 うなっているか。

　(2)新型コロナウイルスにより影響をうけた中小企業に

　　 対し様々な融資が準備されているが阿波市において

　　 の融資に対する認定書の処理はどうなっているか。

２.ふるさと納税の推移について

　(1)ふるさと納税の納入額はどうなっているのか。

　(2)新しい返礼品の登録、推進は。

３.阿波市長選挙について

　(1)来年行われる阿波市長選挙に対する藤井市長の考え

　　 を伺いたい。

3 藤本 功男 はばたき １.新型コロナウイルス対策について

　(1)阿波市の新型コロナウイルス対策本部は、どのよ

　　 うな経過で設置し、運営してきたのか。

　(2)実施した対策の成果と課題は何なのか。

　(3)今後、どのような対策によって、市民のニーズを

     満たし、安心を生み出していくのか。

２.学校教育について

　(1)新型コロナウイルス感染防止による長期休校の影

   　響がどのように出ているのか。

　(2)今後、学びの取り返しや教育格差の是正をどのよ

　　 うに進めていくのか。

　(3)ＰＣ１人１台やオンライン学習などに対応する新

　 　しい学びをどう推進していくのか。



　【代　表　質　問】                                        （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

３.平成の大合併による財政効果について

　(1)合併に係る普通交付税措置、国や県の補助金等の

　　 活用はどうなっているのか。

　(2)合併特例債の活用実績はどうなっているのか。

　(3)合併特例債の今後の活用計画について。

　(4)合併後の基礎的財政収支（プライマリーバランス）

　　 について。

4 江澤 信明 阿波清風会 １.新型コロナウイルスの市としての対策について

　(1)新型コロナウイルス対策事業に係る予算の一般財

     源及び基金の取り崩しについて。

　(2)学校等では、三密を避けるために窓を開けての授

　　 業・保育等となると思うが、熱中症対策はどのよ

　　 うにおこなうのか。

　(3)新型コロナウイルス対策の事業に対して、国の条

     例改正等が多くあるが、市の対応はどのようにし

     ているのか。

２.新型コロナウイルスの終息後の働き方改革について

　(1)今年度、小中学校にタブレット端末の導入がある

　   が、市職員などの公的機関のＩＴ化をどの様に考

　   えているのか。

３.少子化対策について

　(1)移住・定住を希望する子育て世帯に対して、固定

　   資産等の税制面での優遇措置を考えているのか。

　   また、ＵＩＪターン者に対して市の土地の分譲を

　   行うとのことだが、適用されるのか。



令和２年第２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.新型コロナウイルス対策について

笠井 安之 　(1)新型コロナウイルス感染症がどのような形で阿波市の産業に

　 　影響が出ているのか。

　(2)阿波市内農業や産業への新型コロナウイルス被害に伴う支援

　 　要請件数はどの程度あるのか。

　(3)地域産業への新型コロナウイルス被害に対して阿波市の独自

 　　支援策はどのように考えているのか。

２.固定資産税の徴収状況と不動産の所有権移転事由が発生した

場合の早期手続き推進について

　(1)令和元年度の固定資産税徴収状況及び所有権の異動が生じた

　　 場合の手続きはスムーズに行われているのか。

　(2)資産の相続事由が発生した場合の手続きを早期に行うため

　　 阿波市はどのような周知方法を行っているのか。

３.阿波市ブランド戦略の進捗状況について

　(1)阿波市ブランドの特産品認証状況と今後の特産品開発及び

　　 特産品認証方法はどのように行うのか。

　(2)阿波市ブランドの開発について産官学との提携を図り、新し

     い阿波市ブランド開発に取り組んではどうか。

2 3番 １.公共交通について

後藤　修 　(1)障がい者、要介護・要支援者の同伴は運賃を半額に出来ない

　　 か。

　(2)新型コロナウイルスにどのような対策が取られているのか。

　(3)手荷物の持ち込みの制限を状況により緩和出来ないか。

２.防災対策について

　(1)木造住宅耐震診断の実績について。（評点別実績件数等）

　(2)評点１．０未満の改修実績と補助事業の促進について。

3 9番 １.新しいごみ処理施設について

川人 敏男 　(1)候補地の選定、県との協議、周辺住民への説明会、基本設計

　　 の策定、環境アセスメント、施設の建設期間の具体的なスケ

　   ジュールはどうなっているか。

　(2)新しいごみ処理施設に搬入するごみの総量は１日当たり何ト

　　 ンか。また、固形燃料として搬出する総量は何トンか。

　(3)固形燃料の受け入れ先の企業、自治体の了承を得ているか。

　(4)本市のごみ処理施設が稼働する限り、永続的に製紙会社等が

　 　引き受けていただけるか。

　(5)固形燃料の売却先の企業、自治体の環境アセスメントはどの

　　　　ように対応するか。

4 2番 １.障害者手帳の更新について

北上 正弘 　(1)阿波市での障害者手帳の保持者数は。

　(2)障害者手帳等の更新に必要な診断書の取得費の助成をして

　　 は。



　【一　般　質　問】                                           （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２.災害に備えての準備について

　(1)太陽光と風力発電を兼用している防犯灯の設置を検討して

　　 は。

　(2)避難所の「３密」をどう防ぐか。

３.防犯カメラ設置について

　(1)阿波市所有の公園や人が集まりやすい場所（土柱）等に防犯

　　 カメラを設置しては。

5 7番 １.社会福祉について

中野 厚志 　(1)コロナの影響の中、本市の生活困窮者に対する支援について

　　 教えて欲しい。

２.子育て支援について

　(1)阿波市の保育料の軽減・無償化の実績を教えてほしい。

３.ゴミ問題について

　(1)ゴミのポイ捨て等に対する監視・指導体制及び今年度の取り

　　 組みについて。

４.国保税について

　(1)コロナの影響により、収入が減少した被保険者等に係る、国

　　 民健康保険税の減免に対する財政支援について。

　(2)保険税減免に係る周知広報や申請受付について。

6 4番 １.公共施設のマネジメントについて

坂東 重夫 　(1)現状と課題について。

　(2)今後の計画遂行に向けた取り組みについて。

２.市民のための職員の人材育成について

　(1)取り組み状況について。

　(2)課題と今後の方針について。

　(3)職員の人材育成と組織の在り方について。

３.徳島自動車道４車線化について

　(1)事業スケジュールについて。

　(2)騒音測定について。

　(3)防音壁設置を求める声が高まっているが市の見解は。

　(4)今後の市の考えについて。

４.徳島中央広域連合（消防）業務について

　(1)救急業務の充実強化について。

　(2)課題と今後の取り組みについて。

7 8番 １.徳島自動車道４車線化とスマートＩＣについて

笠井 一司 　(1)市長は、徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会長として、

　　 ４車線化の促進に取り組んできたが、どのような成果が上が

　　 ったか。特に、土成ＩＣ・脇町ＩＣ間の４車線化に向けての

　　 状況、今後の予定について伺いたい。

　(2)スマートＩＣの整備計画について伺いたい。（４車線化との

　 　関連もあわせて）



　【一　般　質　問】                                           （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２.阿波市地域公共交通について

　(1)昨年度の運行状況や実績、１年間の決算について伺いたい。

　　 また、どのような課題が現れたか。

　(2)２年目に向けて、どのような改善を行っていくのか。

３.小・中学校の校舎等の改修について
　(1)阿波市公共施設等総合管理計画により、公共施設の維持管
　　 理が進められているが、市内の小・中学校の校舎等の中に
　　 は、建築後相当の年数が経過し、改修が必要なものが見受
　　 けられる。今後の改修計画について伺いたい。
　(2)土成小学校校舎について、雨漏りが生じているなどしてお
　　 り、随所に修繕が必要な箇所が見受けられる。早急な改修
　　 をお願いしたい。


