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（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 原田　定信

③ はばたき 後藤　　修

④ 阿波清風会 樫原　　伸

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 15 樫原　賢二

② 6 笠井　安之

③ 12 吉田　　稔

④ 4 坂東　重夫

⑤ 2 北上　正弘

⑥ 5 藤本　功男

⑦ 1 武澤　　豪

⑧ 9 川人　敏男

⑨ 7 中野　厚志



令和２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.市長の市政運営に携さわってきた４年間の総括につ

いて

　(1)再選に向けての思いについて。

２.県河川の整備について

　(1)九頭宇谷川の河川整備状況について。

2 原田定信 志政クラブ １.印鑑の使用について

　(1)河野大臣の一声で行政機関の印鑑使用がはぶかれよ

     うとしているが、本市に於いてはどの様に取り組む

　 　か。

２.学校教育について

　(1)いじめの発生が過去最高と報告されているが、本市

　 　の実情は。

　(2)コロナ禍に於ける各学校の修学旅行が見直されて

　 　いるが、本市の状況は。

３.防犯灯について

　(1)市道の防犯灯の設置については、間隔とかのルール

　　 は有るのか。

3 後藤　修 はばたき １.公共交通の進捗について

　(1)学生の割引について。

　(2)８時台の運行について。

　(3)障がい者、要介護・要支援者の同伴者運賃割引に

　 　ついて。

２.マイナンバーカードについて

　(1)マイナンバーカードの交付状況（全国・阿波市）

　 　について。

　(2)住民票のコンビニ交付について。

　(3)マイナンバーカードの健康保険証利用登録につい

　 　て。

３.新ごみ処理施設を含むごみ問題について

　(1)新ごみ処理施設の周辺対策事業の範囲と予算は、

　 　どの程度を見込んでいるのか。

　(2)燃料化方式の先進地事例をＡＣＮで放送できない

　 　か。

　(3)循環型社会に向けての４Ｒの推進状況について。

4 樫原　伸 阿波清風会 １.阿波市の農業振興について

　(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける阿波市

　　 農業者に対する支援について。

　(2)高収益作物次期作支援交付金の見直しについて。

　(3)酪農・肉用牛生産の振興について。

　(4)水利施設の老朽化対策について。



　【代　表　質　問】 (２)　

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

　(5)農作業事故・安全対策について。

　(6)大型特殊免許の取得支援について。

２.選挙の投票率について

　(1)投票率向上に向けた取り組みについて。

　(2)特に若者の投票率を上げる取り組みについて。



令和２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 15番 １.阿北環境整備組合について

樫原 賢二 　(1)吉野川市脱退について。

　(2)建物、借入、基金残高について。

　(3)バキューム車の令和３年４月１日以降の取り扱いについて。

２.ジェネリック医薬品の問題点について

　(1)ジェネリック医薬品の普及率は。

　(2)ジェネリック医薬品の利用促進について。

2 6番 １.令和２年度の税収見込みと来年度予算編成見通しについて

笠井 安之 　(1)新型コロナウイルス感染症対策に伴う、市民税をはじめとす

　　 る各種税金の減免措置による歳入減はどの程度になるのか。

　(2)令和３年度当初予算編成において、税収減が予想されるが、

　　 対応策をどう考えているのか。

２.農業後継者の育成について

　(1)第２次農業振興計画に掲げられている新規就農者に対する

　　 支援策の成果はどうなっているのか。

　(2)今後の農業「担い手」育成について、阿波市独自の支援策を

　　 考えているのか。

３.阿波市内を通る県道の整備状況について

　(1)阿波市内を通る鳴門池田線を初めとする県道の整備状況は

　　 どうなっているのか。

　(2)市は、徳島県に対して今後の県道整備について、どのように

　　 要望をして行くのか。

3 12番 １.コロナ禍対策について

吉田　稔 　(1)本市独自のコロナ禍対策予算の執行状況と効果をどう考えて

　　 いるか。

　(2)高収益作物次期作支援交付金の当初の申し込み者数と、運用

　　 見直し後の申し込み者数はいかほどか。追加措置はどうなっ

　　 ているか。

２.空き家対策について

　(1)近年の本市における空き家数や空き家率の変遷はどうなって

　　 いるか。今後の対策はどのようにしているか。

３.教育について

　(1)小中学校の理科室や家庭科室等の特別教室の空調設備設置の

　 　予定はどうなっているか。

　(2)コロナ禍において小中学生の学力や体力の低下、個人差の

　 　拡大にどう対処されているか。

４.企業誘致について

　(1)直近の動向について

 （2)地元雇用の動向について



　【一　般　質　問】                                          （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

4 4番 １.令和３年度当初予算編成方針について

坂東 重夫 　(1)編成方針について。

　(2)市長が特に重点を置いていることについて。

２.「新市まちづくり計画」について

　(1)運用状況について。

　(2)今後の活用計画について。

5 2番 １.地震発生後の通電による二次災害対策について

北上 正弘 　(1)地震発生時における市民の行動周知について。

　(2)強い揺れを感知すると自動的に電気を止める「感震ブレー

　　 カー」の設置費用の補助を検討しては。

２.おくやみコーナーの窓口設置について

　(1)家族・親族が亡くなった後の各種手続きがありますが現在の

　　 阿波市の取り組みについて。

　(2)「おくやみコーナー（仮称）」を設置し、市民の利便性を

 　　図ってみてはどうか。

３.コロナ対策特別給付金の対象者拡大について

  (1)市内で今年４月２８日から来年４月１日までに生まれる新生

  　 児の人数は。（予定含む）

  (2)市独自の政策として一人一律１０万円の対象者外である今年

　　 ４月２８日から来年４月１日までに生まれた新生児を対象者

 　  に検討しては。

6 5番 １.行政改革について

藤本 功男 　(1)阿波市のデジタル化の現状はどうなっているのか。

　(2)今後、市民の利便性や業務の効率化を高めるために、どの

　　 ようにデジタル化を進化させていくのか。

　(3)行政のスリム化や働き方改革に、どう結びつけていくのか。

２.パートナーシップ制度について

　(1)性的指向の多様性について、市はどのような認識をもって

　　 いるのか。

　(2)パートナーシップ制度を、市はどのように推進していくの

　　 か。

7 1番 １.阿波市令和元年度決算書における負担金、会費、年会費につい

武澤　豪 て。

　(1)決算書の中でも多種多様な負担金、会費、年会費が見られる

　　 が、全ての負担金、会費、年会費がどの様な目的や用途に使

　　 われているか把握できているか。無駄な出費になっていない

　　 か。

２.阿波市農作物のブランド化について。

　(1)阿波市は農業立市と言われる市ではあるものの、ブランド品

　  と言われる作物は少ない状態である。阿波市にもブランド戦略

    課を設立し、生産者、ＪＡ、市が一体となったブランド作物を

  　作るべきではないか。



　【一　般　質　問】                                          （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨
8 9番 １.二元代表制について

川人 敏男 　(1)事前通告制、二元代表制のルールを破りましたが、その意図
　　 はどこにあるのか、併せて議会に対する基本的認識を伺う。
　(2)議会冒頭の行政報告は、市政運営の基本方針にしてはいかが
　　 かと提案する。

２.新しいごみ処理施設について
　(1)なぜ基本コンセプトを作成しなかったのか。今からでも作成
　　 するつもりはあるか伺う。
　(2)吉野町を最優先候補地から除外した問題と燃料化方式は同じ
　　 スキームと考えられる。しかし、一方は白紙に戻し、一方は
　　 推進する、その違いについて答弁を求める。
　(3)市長は新しい施設は２０２５年７月に完成させる、と表明
　　 しているが、現時点でも変わりないか。

３.太陽光パネルについて
　(1)家屋の屋根等に設置した太陽光パネルの件数及び固定資産税
　　 の納入状況はどうなっているか。
　(2)事業用太陽光発電の件数及び面積、固定資産税の収入はいく
　　 らか。
　(3)太陽光発電設備に関して規制の現状はどうなっているか。
　(4)太陽光発電設備の廃棄物処理にどのような対策を講じるの
　　 か。

9 7番 １.少人数学級（２０人以下）実現のために
中野 厚志 　(1)コロナ禍の長期の休業をへた子どもたちの「学びの遅れと

　　 格差」「不安とストレス」の状態に対し、どのような対応
　　 をしているのか。
　(2)学校の教室は「身体的距離の確保」というコロナ対策と矛盾
　　 する。現状とその手立ては。
　(3)コロナ禍での教員の加配増と学習内容の精選について。

２.中央広域環境施設組合について
　(1)施設の排出基準等について。

３.入札制度について
　(1)「入札心得の改正」の件について。
　(2)落札状況等について。

４.平和を守る取り組みについて
　(1)阿波市では平和を守る取り組みとして、どんなことをしてい
　　 るか。
　(2)市長の平和への願いと抱負を聞きたい。


