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ついて 
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            午前１０時００分 開会 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 また、本日の定例会開催に際しましては、先日開催されました議会運営委員会での協議

により、新型コロナウイルス対策として、前回の定例会と同様の対策をとらせていただい

ております。引き続き、議員席等でのマスクの着用及び消毒液の利用をお願いいたしま

す。 

 ただいまから令和３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。 

 ２月１３日に東日本大震災の余震と考えられる強い地震が東北地方で再び発生いたしま

した。地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興

を心よりお祈りいたします。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年の１２月２２日に徳島中央広域連合議会定例会が開催され、関係議員とともに出席

いたしました。 

 その他といたしましては、１月１５日に地域公共交通活性化協議会が開催され、出席い

たしました。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年開催されております阿波市成人

式につきましては延期、徳島中央広域連合消防出初め式、阿波市消防団出初め式、徳島駅

伝等は中止となっております。 

 次に、監査委員から令和２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います。 

 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、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

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。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（松村幸治君） 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、１８番出口治男君、１９番原田定

信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（松村幸治君） 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８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。 

 阿部議会運営委員長。 

○議会運営委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果についてご報告を申し上げます。 

 令和３年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、２月８日午前９時から委員会室に

おいて、正副議長及び委員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１５日か

ら３月１０日までの２４日間と決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付を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。 

 なお、議案第１号については先議を予定しております。 

 ２月２５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、２月２６日は午前１０時に開会し一般質問、３月２日は午前１０時に開会し一般質

問、その後、議案に対しての質疑、各委員会への付託を予定しております。 

 次に、３月３日は午前１０時から総務常任委員会、３月４日は午前１０時から文教厚生

常任委員会、３月５日は午前１０時から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、３月１０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

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、質疑通告書の締切りは、明日２月１６日の正午となってお

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を
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いたしまして、報告といたします。 

○議長（松村幸治君） 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１０日までの２４日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から３月１０日まで

の２４日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（松村幸治君） 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） 改めまして、おはようございます。 

 本日、令和３年第１回阿波市議会定例会を招集しましたところ、松村議長、笠井一司副

議長はじめ議員各位におかれましては、ご出席をいただきまして誠にありがとうございま

す。また、日頃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。 

 まず初めに、一昨日深夜に、福島県沖を震源とするマグニチュード７．３、 大震度６

強の地震が発生いたしました。この地震により被災された皆様に対し、心よりお見舞いを

申し上げますとともに、被災された地域の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 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を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

 新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が、現在東京都など大都市圏を中

心に３月７日まで発令されております。本市では、今月１０日、１１例目となる感染者が

確認されたところでございまして、いつ新たな感染が発生してもおかしくない状況が続い

ております。 

 昨年２月２６日に阿波市新型コロナウイルス対策本部を設置して以来、本日まで２８回

にわたり対策本部会議を開催し、感染症対策チームによる特別相談窓口をはじめ感染拡大

の予防対策、また令和２年度当初予算とこれまでの補正予算を合わせ総額約４８億円を予

算計上し、市民の皆様に１人１０万円を給付する特別定額給付金事業や、売上げが減少し

た小売業や飲食業の皆様を支援するためのがんばる事業者応援する券事業など約４０の事
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業を実施し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市民の皆様や事業者の皆

様への対策を講じてまいりました。 

 また、今月１日付で、春木副市長を本部長とする新型コロナウイルスワクチン対策本部

を立ち上げ、同日設置した新型コロナウイルスワクチン対策班を中心に、市医師会をはじ

め関係機関と連携し、円滑な接種が行われるよう全庁を挙げて作業を進めているところで

ございます。 

 今後におきましても、引き続き市民の皆様の命と健康を守るために、 大限の警戒感を

持って感染状況に応じた対策にしっかり取り組んでまいります。 

 市民の皆様におかれましては、感染拡大を防止するため、お互い感染しない、感染させ

ないの意識を持ち続けていただき、引き続き新しい生活様式とくしまスマートライフの実

践をよろしくお願いをいたします。 

 次に、高病原性鳥インフルエンザ対策についてでございます。 

 昨年１２月１９日、市内の養鶏場において、徳島県内では初めてとなる高病原性鳥イン

フルエンザが発生いたしました。 

 本市では、直ちに阿波市家畜伝染病防疫対策本部を立ち上げ、埋却地の確保や物資の運

搬、保健師による防疫対策員の健康チェックや消毒ポイントの設置など、市職員延べ１９

４名を動員し、徳島県と達携しながら２４時間体制で防疫措置に当たりました。 

 その結泉、昨年１２月２１日に全ての防疫措置が完了し、今年１月１２日に鶏や卵の移

動を制限する区域が徳島県により解除され、終息に至っております。徳島県や関係者の皆

様方にご支援、ご協力をいただき、この場をお借りしまして心から感謝を申し上げます。 

 しかし、今月９日には本市と隣接する美馬市の養鶏場において、県内では２例目となる

高病原性鳥インフルエンザが確認されたことから、同日、阿波市家畜伝染病防疫対策本部

を開催し、対応策、初動体制の指示を行ったところでございます。 

 現在、市内の養鶏場では約５３万羽の鶏が飼養されており、今もなお高病原性鳥インフ

ルエンザが発生しやすい状況が続いていることから、気を緩めることなく、阿波市家畜伝

染病防疫マニュアルに基づき、感染拡大防止に備えた防疫体制の強化に努めてまいりま

す。 

 次に、令和３年度当初予算についてでございます。 

 令和３年度当初予算案につきましては、令和２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、子育て応援のまちづくりの３本の柱を一層推進するための
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予算編成としておりますが、市長選挙を控え、経常的な事務事業や継続的な事業に係る経

費を中心とした骨格的予算として編成をしたところでございます。 

 このことから、予算規模につきましては、歳入歳出総額が１８８億２，４００万円であ

り、前年度と比較して４億２，１００万円、率にして２．２％の減となっております。 

 主な事業といたしまして、１本目の柱、安全・安心のまちづくりでは、新型コロナウイ

ルス感染症対策としまして、ワクチン接種対策事業費３億２，１００円を計上しており、

今月１日には、ワクチン接種が円滑に実施できるよう新型コロナウイルスワクチン対策本

部を立ち上げ、同日、対策班を設置したところでございます。 

 また、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域にお住まいで、特に避難に配慮が必要な市

民の皆様が、災害時に事前避難としてホテルなどを利用した際に、宿泊費の一部を補助す

ることにより要配慮者の安全確保、３密を回避いたします。 

 加えて、消防、防災機能の向上では、小型動力ポンプ付き積載車２台を更新し、消防力

の向上を図ります。 

 そして、市民の皆様に良質で安全な水道水を効果的、安定的に供給するとともに、水道

施設統廃合による経費節減を図るため、昨年に引き続き小倉高区配水池築造工事及び配水

管敷設工事に出資するほか、阿波町伊沢谷地区住民の皆様の生活環境を守るため、伊沢谷

飲料水供給施設の事業完了に向け整備を行います。 

 このほかにも、電話を介した特殊詐欺や悪質商法の被害を未然に防止するため、迷惑電

話防止機能付電話機等購入に対し助成を行います。 

 続いて、２本目の柱、活力あふれるまちづくりでは、本市が誘致した株式会社サンコー

様、株式会社トマトパーク徳島様、西精工株式会社様に対しまして、企業立地促進助成

金、雇用奨励金を交付し、誘致企業をしっかりと支援してまいります。 

 また、誘致企業に勤める方のほか、ＵＩＪターン者に優良な住宅用地を提供するため、

市営住宅跡地を利用し、分譲地を整備することにより、未利用財産の有効活用と移住・定

住の促進を図ってまいります。 

 さらには、企業誘致の取組や子育て支援をはじめとする本市の強みや魅力を全国に情報

発信するためのＰＲ動画、リーフレットを作成し、新たな進出企業の獲得を目指してまい

ります。 

 次に、公共交通網の整備につきましては、令和元年度より実証実験運行を行っているデ

マンド型乗合交通の検証を踏まえ、令和３年４月から本格運行を開始いたします。通院や
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買物などに不便を感じている市民の皆様にとって、より利便性の高い公共交通を提供して

まいります。 

 次に、農業振興につきましては、農業用機械の導入やハウス等の施設整備に対し助成を

行うほか、徳島インディゴソックスと連携し、阿波市Ｔシャツ、コラボポスター、コラボ

動画の取組を行ってまいりましたが、新たな企画として、インディゴソックスホームペー

ジで、選手お勧め阿波市のいいもの紹介コーナーや野菜を販売できる仕組みづくりを行

い、阿波市産野菜のＰＲをさらに強化してまいります。 

 次に、阿波市発足以来の悲願であり、令和元年９月２７日に国土交通省より新規事業認

可をいただきました（仮称）阿波スマートインターチェンジ設置事業につきましては、本

市の基幹産業である農業の維持発展、雇用の場の確保につながる企業誘致の促進、観光基

盤の形成、南海トラフ巨大地震を迎え撃つ体制の強化を図ることなどから、早期の供用開

始に向け鋭意取り組んでまいります。 

 また、主要地方道県道鳴門池田線と県道船戸切幡上板線のバイパス道路である市道矢松

田中線改良工事、市道中央東西線自歩道整備工事などの幹線道路の整備も、積極的に進め

てまいります。 

 後に、３本目の柱、子育て応援のまちづくりでございます。 

 子育て支援策につきましては、子育てするなら阿波市をキャッチフレーズに、高校卒業

までの医療費の無償化、保育料について第２子以降の無償化、小学校、中学校及び特別支

援学校に入学する際の入学祝い金の支給、病児・病後児保育施設の拡充、中学校英語検定

料の一部補助など、子育て世代の負担軽減や保育環境の整備に努めてまいりました。 

 主な環境整備といたしましては、放課後児童クラブの整備を順次進めており、令和元年

度に老朽化していた御所放課後児童クラブの改築を、そして令和２年度には学校の空き教

室や公民館を利用していた伊沢放課後児童クラブの新築、狭小だった林放課後児童クラブ

の増築も行ったところでございます。 

 また、幼保連携型認定こども園施設につきましては平成２４年度から整備を開始し、令

和元年度末に民間移管した４園を含む８園が現在認定こども園として利用されておりま

す。 

 残る大俣認定こども園につきましても、令和３年４月の供用開始に向け、順調に工事は

進んでおり、この大俣認定こども園が完成しますと、市内全ての小学校区において幼保連

携型認定こども園が利用できることとなります。 
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 令和３年度は、屋根などに経年劣化が生じている土成中央認定こども園の大規模改修工

事を行い、園児たちが過ごしやすい教育、保育環境の整備を推進してまいります。 

 また、新たな子育て支援として、子育て支援アプリ母子モを導入することにより、保護

者の皆様が母子手帳とアプリを併用していただくことで、子どもの育成記録や阿波市から

の情報提供を素早く確認できることから、妊娠、出産、子育てなどの不安解消や負担軽減

が図られると考えております。 

 次に、学校教育関係では、久勝小学校プール大規模改修事業や土成中学校、吉野中学校

屋外夜間照明改修事業などを実施することにより、教育環境の整備や児童・生徒の安全確

保を図ってまいります。 

 次に、社会教育関連では、指定避難所でもある伊沢公民館を大規模改修することで、地

域住民の学習の場、交流の場の充実強化を図り、社会体育関連では、老朽化が進んでいる

市場グラウンドを改修し、スポーツを通した地域の活性化を図ってまいります。 

 このように、令和３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

事業を実施してまいりますが、新型コロナウイルスが経済、社会に与える影響や少子・高

齢化、人口減少、また普通交付税の合併特例加算の終了など、本市を取り巻く財政状況が

厳しい中、激甚化する自然災害への対応、公共施設の老朽北対策、デジタル化推進など、

喫緊に取り組まなければならない事業が山積しております。 

 今後とも、市民サービスの安定と、財政の健全性を維持していくための行財政改革にも

手を緩めることなく取り組み、バランスの取れた行財政運営を実行してまいります。 

 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、順次行政報告を申し上げます。 

 初に、阿波市ため池ハザードマップについてでございます。 

 平成３０年７月豪雨を契機に、農業用ため池の管理及び保全に関する法律が施行され、

本市においては７２のため池が防災重点ため池に指定されたことから、阿波市ため池ハザ

ードマップを作成し、１月中旬に市内全世帯への配布を行いました。 

 このため池ハザードマップは、今後発生が予測される地震や集中豪雨による浸水想定区

域などを地図上に示したもので、被害を 小限に抑えることを目的としております。市民

の皆様におかれましては、各ご家庭や職場などの周辺状況、避難場所、避難経路を改めて
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確認していただき、地域防災活動や災害対策に役立てていただきたいと考えております。 

 次に、今月５日、阿波市特産品認証制度の認証品として認められた産品の生産者、販売

者に対し、特産品認証書の授与式を行いました。 

 阿波市が誇る特産品として新たに認証させていただいたのは、株式会社三浦醸造所様の

ねさし甘酒や、畜産物としては初めてとなる株式会社藤原ファーム様の一貫牛、有限会社

福井園芸様のもちポンの３品目で、これにより阿波市特産品の認証数は２５品目となりま

した。 

 本市ならではの新たな特産品が誕生することは、全国へ本市をＰＲし各種産品の販路拡

大に結びつくことから、非常に有効であると考えており、今後も引き続き各種イベントは

もとより都市圏において展示、販売を行うなど、認証品のさらなるＰＲに努めますととも

に、本市のふるさと応援寄附金制度への活用に努めてまいります。 

 次に、同日５日、市役所において、社会福祉法人健祥会様のデイセンター一休さん、デ

イセンターお龍、社会福祉法人かもめ福祉会様の久勝かもめこども園、社会福祉法人和田

島福祉会様のかきはら子ども園、はやし子ども園の３法人、５施設と、阿波市福祉避難所

の指定に関する協定の調印式を行いました。 

 この協定は、阿波市内において地震、風水害等の災害が発生または発生のおそれがあ

り、一般の避難所での生活に支障を来し何らかの配慮を必要とする要配慮者が、安心して

避難生活ができるよう協力関係を結ぶもので、この協定により市内の社会福祉施設が新た

に５か所指定され、計１１か所となりました。 

 今後におきましても、市民の皆様が住み慣れた地域で安心して生活ができますよう、災

害に強いまちづくりに努めてまいります。 

 以上、ご報告を申し上げ、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２年度阿波市一般会計補正予算（第９号）について 

○議長（松村幸治君） 日程第４、議案第１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第９

号）についてを議題といたします。 

 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予算案件１件の議案につきま



- 14 - 

して、先議をお願いいたしたいので、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第９号）につきましては、新型コロナ

ウイルスワクチン接種に関連する追加補正予算額６，３９０万円でございます。 

 議案内容の詳細につきましては、この後企画総務部長から説明をさせますので、ご審議

の上、ご賛同くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきま

す。よろしくお願いをいたします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております議案について補足説明を求めます。 

 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） おはようございます。 

 それでは、議案第１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第９号）について補足説明

をさせていただきます。 

 令和２年度阿波市の一般会計補正予算（第９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６，３９０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５２億２，７５０万円とする。 

 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、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 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。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第９号）につきましては、新型コロナワクチンの円滑な接種を実施す

るための予算編成としております。 

 まず、４ページをお開けください。 

 第２表繰越明許費補正について、追加といたしまして、新型コロナワクチン接種対策事

業５，８４４万６，０００円を計上しております。 

 第３表債務負担行為補正についてであります。 

 追加の債務負担行為をお願いするもので、令和３年度までのコールセンター業務委託料

として、１，５００万円を限度としてお願いするものであります。 

 次に、歳入歳出の詳細について、この後ご説明しますので、６ページから９ページの歳

入歳出予算事項別明細書につきましては省略させていただきます。 
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 それでは、１０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳入予算について説明させていただきます。 

 １６款１項国庫負担金の補正額１，５６０万円の追加につきましては、新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費負担金でございます。 

 次に、１６款２項国庫補助金の補正額４，８３０万円の追加につきましては、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金でございます。 

 次に、歳出予算について説明させていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお願いします。 

 ４款１項の保健衛生費補正額６，３９０万円の追加につきましては、新型コロナワクチ

ン接種対策事業費といたしまして、予防接種委託料やコールセンター業務の委託料などを

計上しております。 

 以上、議案第１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、ご賛同くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより議案第１号について質疑に入ります。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題になっております議案第１号については、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決

定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第９号）についてを原案のとおり決定

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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決

されました。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ５ 議案第 ２号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第１０号）につい 

               て 

  日程第 ６ 議案第 ３号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

  日程第 ７ 議案第 ４号 令和２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３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３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３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３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３年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につい 

               て 

  日程第１３ 議案第１０号 令和３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３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３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 阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制 

               定について 

  日程第１７ 議案第１４号 阿波市住民集会施設設置条例の一部改正について 

  日程第１８ 議案第１５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１９ 議案第１６号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第１８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２２ 議案第１９号 阿波市立幼保連携型大俣認定こども園の開園等に伴う関 

               係条例の整理に関する条例の制定について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条 

               例の一部改正について 
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  日程第２４ 議案第２１号 阿波市公民館条例の一部改正について 

  日程第２５ 議案第２２号 阿波早田老人憩の家の指定管理者の指定について 

  日程第２６ 議案第２３号 市場地区集会所の指定管理者の指定について 

  日程第２７ 議案第２４号 市場流地区集会所の指定管理者の指定について 

  日程第２８ 議案第２５号 市場香美住民集会所の指定管理者の指定について 

  日程第２９ 議案第２６号 市場伊月集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３０ 議案第２７号 市場北渕集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３１ 議案第２８号 市場西尾開集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３２ 議案第２９号 市場中央第１集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３３ 議案第３０号 市場西ノ岡集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３４ 議案第３１号 市場田渕集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３５ 議案第３２号 市場善入寺南集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３６ 議案第３３号 市場北原集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３７ 議案第３４号 市場遠光集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３８ 議案第３５号 市場興崎町筋集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３９ 議案第３６号 市場中南大北集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４０ 議案第３７号 市場定松集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４１ 議案第３８号 市場奥日開谷集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４２ 議案第３９号 市場三共集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４３ 議案第４０号 市場新女寺集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４４ 議案第４１号 土成出口多目的研修集会施設の指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第４５ 議案第４２号 土成旭多目的研修集会施設の指定管理者の指定について 

  日程第４６ 議案第４３号 土成同志多目的研修集会施設の指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第４７ 議案第４４号 土成緑集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４８ 議案第４５号 土成桜多目的研修集会施設の指定管理者の指定について 

  日程第４９ 議案第４６号 土成藤原多目的研修施設の指定管理者の指定について 

  日程第５０ 議案第４７号 土成郡農村集落多目的共同利用施設の指定管理者の指定 

               について 



- 18 - 

  日程第５１ 議案第４８号 土成下藤原農事集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５２ 議案第４９号 岩野飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第５３ 議案第５０号 川原芝飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第５４ 議案第５１号 平間飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第５５ 議案第５２号 大久保飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第５６ 議案第５３号 市場伊月大型共同作業場の指定管理者の指定について 

  日程第５７ 議案第５４号 市場錦鯉流通市場の指定管理者の指定について 

  日程第５８ 議案第５５号 市場大影農業構造改善センターの指定管理者の指定につ 

               いて 

  日程第５９ 議案第５６号 市場開ノ口農業構造改善センターの指定管理者の指定に 

               ついて 

  日程第６０ 議案第５７号 市場切幡農業構造改善センターの指定管理者の指定につ 

               いて 

  日程第６１ 議案第５８号 市場山野上農業構造改善センターの指定管理者の指定に 

               ついて 

  日程第６２ 議案第５９号 阿波一徳構造改善センターの指定管理者の指定について 

  日程第６３ 議案第６０号 阿波北部集落センターの指定管理者の指定について 

  日程第６４ 議案第６１号 吉野中央農業担い手センターの指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第６５ 議案第６２号 土成宮川内構造改善センターの指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第６６ 議案第６３号 あわ北「新市まちづくり計画」の変更について 

  日程第６７ 議案第６４号 阿波市道路線の認定について 

  日程第６８ 議案第６５号 阿波市道路線の変更について 

  日程第６９ 議案第６６号 阿北環境整備組合からの吉野川市の脱退に伴う財産処分 

               について 

  日程第７０ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（松村幸治君） 日程第５、議案第２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第１

０号）についてから日程第７０、報告第１号債権の放棄についてまでの計６６件を一括し

て議題といたします。 
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 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３年第１回阿波市議会定

例会への提出議案について、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１１件、条例案件９件、その他案件４５件、報告案

件１件の計６６件について審議をお願いするものでございます。 

 初に、議案第２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第１０号）につきましては、

追加補正予算額３億６，１８０万円でございます。 

 次に、議案第３号令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきま

しては、追加補正予算額５，９４８万１，０００円でございます。 

 次に、議案第４号令和２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、減額補正予算額２，５０２万８，０００円でございます。 

 次に、議案第５号令和３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１８８億２，４００万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、新型コロナウイルス感染

症対策として、市民の皆様を対象とするワクチン接種が円滑に実施できるよう取り組むワ

クチン接種対策事業や、市内消防団の消防力の向上を図る消防団車両整備事業、また良質

で安全な飲料水を安定的に供給する伊沢谷飲料水供給施設整備事業を実施してまいりま

す。 

 次に、活力あふれるまちづくりでは、誘致企業を支援する企業立地促進事業や、新たな

進出企業の獲得を目指す企業誘致推進事業、誘致企業に勤める方やＵＩＪターン者に優良

な住宅用地を提供する定住対策促進事業に取り組んでまいります。 

 また、農業振興では、農業用機械の導入や施設整備に対する助成を行うほか、徳島イン

ディゴソックスと連携し、阿波市の農業に関する情報発信をさらに強化してまいります。 

 加えて、デマンド型乗合交通事業では、令和３年４月から本格運行を開始いたします。 

 そして、（仮称）阿波スマートインターチェンジ設置事業では、早期の供用開始に向け

鋭意取り組むとともに、幹線道路の整備も積極的に進めてまいります。 

 後に、子育て応援のまちづくりでは、新たな子育て支援として、子育て支援アプリ母

子モの導入や、土成中央認定こども園大規模改修などの子育て支援事業、また学校教育施

設では、土成中学校、吉野中学校の屋外運動場夜間照明等の改修を、そして社会教育、社



- 20 - 

会体育関連では、伊沢公民館、市場グラウンドの改修を実施してまいります。 

 次に、議案第６号令和３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

予算の総額を１，７０１万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第７号令和３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４４億６，５５７万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第８号令和３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５億２，９４０万８，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第９号令和３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１億５，０９５万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１０号令和３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１９２万３，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１１号令和３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４４億８，５７０万１，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１２号令和３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

６億８，０１６万３，０００円とし、収益的支出を６億５，８８９万３，０００円とし、

資本的収入を４億３，１６０万２，０００円とし、資本的支出を６億１，７９１万９，０

００円とするものでございます。 

 次に、議案第１３号阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につきま

しては、地方自治法第２４３条の２の規定に基づき、新たに条例を制定するものでござい

ます。 

 次に、議案第１４号阿波市住民集会施設設置条例の一部改正につきましては、市場北原

西集会所を福祉避難所で使用する災害用資機材の備蓄倉庫として活用することから、条例

の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１５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、現在の経済

情勢及び国民健康保険の運営状況を勘案し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。 

 次に、議案第１６号阿波市介護保険条例の一部改正につきましては、第８期計画期間の

介護保険料を定めることから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１７号阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員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、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
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基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令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１８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、伊沢放課後児童クラブの改築移転に伴い、条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 次に、議案第１９号阿波市立幼保連携型大俣認定こども園の開園等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、大俣認定こども園の開園等に伴い、関係条例の一

部改正及び廃止を行うものでございます。 

 次に、議案第２０号阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正につきましては、市場大野島農業構造改善センターを地元自治会へ譲渡することから、

条例の一部政正を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号阿波市公民館条例の一部改正につきましては、大俣公民館の改築に

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２２号阿波早田老人憩の家の指定管理者の指定についてから議案第６２号

土成宮川内構造改善センターの指定管理者の指定についてまでの４１件の議案につきまし

ては、指定管理期間が令和３年３月３１日をもって終了することから、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６３号あわ北「新市まちづくり計画」の変更についてでございます。 

 これまで、地域の発展や福祉の向上を図るため、合併特例債を有効に活用し、子育て支

援の充実、都市基盤の整備、産業や教育の振興など、様々な施策を推進してまいりまし

た。本市において、この重要な財源である合併特例債の発行期限が、令和８年３月３１日

まで５年間延長されたことから、市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定に

基づき、あわ北「新市まちづくり計画」を変更するものでございます。 

 次に、議案第６４号阿波市道路線の認定及び議案第６５号阿波市道路線の変更につきま

しては、道路法第８条第２項及び１０条第３項の規定により路線の認定及び変更をしたい

ので提案をするものでございます。 

 次に、議案第６６号阿北環境整備組合からの吉野川市の脱退に伴う財産処分につきまし

ては、本市、吉野川市、神山町、上板町で構成する阿北環境整備組合から、令和３年３月

３１日をもって吉野川市が脱退することに伴いまして、地方自治法第２９０条の規定によ

り、議決をお願いするものでございます。 
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 次に、報告第１号債権の放棄につきましては、住宅課が管理する債権について、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

の規定により報告を行うものでございます。 

 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より説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同いただ

き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。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 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。 

 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） それでは、議案第２号令和２年度阿波市一般会計補正予

算（第１０号）について補足説明をさせていただきます。 

 令和２年度阿波市の一般会計補正予算（第１０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３億６，１８０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５５億８，９３０万円とする。 

 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、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第１０号）につきましては、事業の実績見込みや基金への積立につい

て調製したものでございます。 

 まず、５ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正についてであります。 

 主な繰越明許事業といたしまして、衛生費の上水道出資事業、農林水産業費の強い農業

担い手づくり総合支援交付金事業など２２事業で、繰越明許費総額といたしまして８億

５，２５０万９，０００円を計上しております。 

 次に、６ページをお開きください。 

 第３表地方債補正であります。 

 今回の補正をお願いいたしますのは合計７件で、補正前の額２１億１９０万円から１億

８，３８０万円減額の１９億１，８１０万円としております。 
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 続きまして、歳入歳出予算の主なものについて説明させていただきます。 

 １２、１３ページをお開きください。 

 まず、歳入についてであります。 

 １款２項固定資産税９，２００万円の追加は実績見込みによるもので、太陽光発電設備

への投資により、田畑から雑種地への地目変更や償却資産の増加によるものであります。 

 次に、１２款１項地方交付税につきましては５億９，９７３万円の追加で、普通交付税

の確定によるものでございます。 

 続いて、１４、１５ページをお開きください。 

 １６款２項国庫補助金３，５９９万５，０００円の減額につきましては、年度末の実績

見込みにより減額するものであります。 

 続いて、１６、１７ページをお願いいたします。 

 １７款２項県補助金４，５３７万２，０００円の減額につきましては、同じく実績見込

みにより減額するものであります。 

 続いて、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 １８款２項財産売払収入２億２，４８６万８，０００円の増額につきましては、徳島中

央広域連合が積み立てていた中央広域振興基金の廃止により出資金が返還されるものでご

ざいます。 

 続いて、２０款１項基金繰入金３億５，５１０万円の減額につきましては、決算見込み

により財政調整基金、減債基金などの繰入れを取りやめるものでございます。 

 次に、２０、２１ページをお願いいたします。 

 ２３款１項市債１億８，３８０万円の減額につきましては、認定こども園整備事業や大

俣公民館改築事業など、事業費の実績見込みにより減額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。 

 ２４、２５ページをお開きください。 

 中段、２款１項総務管理費４，４６５万６，０００円の減額につきましては、２６、２

７ページをお開きください。 

 主に、１８目特別定額給付金給付事業費１，９５７万１，０００円の不用額や修繕費等

の実績見込みより減額するものでございます。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ３款３項児童福祉費３，４５１万５，０００円の減額につきましては、３０、３１ペー
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ジをお願いいたします。 

 ２目児童手当費６２２万円や１０目認定こども園費２，５５４万円の実績見込みにより

減額するものでございます。 

 続いて、３２、３３ページをお願いいたします。 

 ４款２項清掃費２，２９７万２，０００円の減額につきましては、主に２目塵芥処理

費、家庭系ごみ収集運搬委託料の実績見込みにより減額するものでございます。 

 次に、６款１項農業費、５目農業振興費２，６３４万円の減額につきましては、主に農

山漁村未来創造事業補助金の実績見込みにより減額するものでございます。 

 次に、３４、３５ページをお願いいたします。 

 ２項４目国土調査費１，４９５万４，０００円の追加につきましては、国の事業採択に

よるものです。 

 次に、３６、３７ページをお願いいたします。 

 下段の８款２項３目道路新設改良費９６４万６，０００円の追加につきましては、県営

道路局部改良事業負担金及び県営側溝整備事業負担金を計上しております。 

 次に、３８、３９ページをお願いいたします。 

 ７目スマートインターチェンジ整備事業費１，５００万円の追加につきましては、実施

設計業務負担金を計上しております。 

 ４項住宅費３，０９６万５，０００円の減額につきましては、４０、４１ページをお願

いいたします。 

 主に、木造住宅耐震化支援費の実績見込みにより減額するものでございます。 

 １０款１項教育総務費５，０３９万円の減額につきましては、４２、４３ページをお願

いいたします。 

 主に、学校臨時休校時のモバイルルーター使用料などの実績見込みにより減額するもの

でございます。 

 次に、４４、４５ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費３，５１６万６，０００円の減額につきましては、主に３目公民館費、

大俣公民館改築事業費の不用額によるものです。 

 次に、６項１目保健体育総務費１，５０６万１，０００円の減額につきましては、４

６、４７ページをお願いします。 

 阿波シティマラソンなどのイベントの中止により減額するものでございます。 
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 １３款２項基金費７億２，５００万円の追加につきましては、教育施設整備基金積立金

２億２，５００万円、公共施設等総合管理基金積立金５億円を積み立てるものでありま

す。 

 次に、５０ページをお願いいたします。 

 この調書につきましては、６ページの地方債補正の変更に基づき調製したものでありま

す。表右下、当該年度末現在高見込額合計額は２０７億９，１８７万４，０００円として

おります。 

 以上、議案第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 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２年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第３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５，９４８万１，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億８，７４９万２，０００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３年２月１５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。 

 歳入につきましては、１款国民健康保険税が２，１５３万円の追加で計７億６５９万

６，０００円に、４款県支出金が３，７０７万円の減額で計３２億５，９２６万２，００

０円に、８款繰越金が７，５０２万１，０００円の追加で計１億５，４４９万９，０００

円となっており、補正額の合計は５，９４８万１，０００円の追加で、補正後の歳入合計

額は４５億８，７４９万２，０００円となっています。 

 主なものといたしましては、１款で医療給付費、後期高齢者支援分の現年課税徴収実績

による追加、そして４款の加入者減少に伴う普通交付金の減額などによるものでございま

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、１款総務費が１万５，０００円の追加で計１億８９６万８，００

０円に、２款保険給付費が６，３８０万円の追加で計３３億２，４４９万５，０００円
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に、３款国民健康保険事業費納付金が４３３万４，０００円の減額で計１０億９，８１０

万３，０００円となっており、補正額の合計は歳入と同額の５，９４８万１，０００円の

追加で、補正後の歳出合計は４５億８，７４９万２，０００円となっています。 

 主なものとしましては、２款で一般被保険者の療養給付費等の支払い実績による追加、

そして３款の介護納付金の確定による減額などによるものでございます。 

 以上、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、ご賛同くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 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２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２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

る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，５０２万８，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１，４７７万４，０００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３年２月１５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をさせていただきます。 

 ６ページ、７ページをお開けください。 

 まず、歳入の主なものにつきましては、３款国庫支出金１，５００万２，０００円の減

額で計１０億９，５１８万円、４款支払基金交付金が７３１万１，０００円の減額で計１

１億５，０１７万６，０００円としております。こちらにつきましては、保険給付費の減

額によるものでございます。 

 次に、８款繰入金が３，７４４万４，０００円の減額で計７億８，０９５万２，０００

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ございます。 

 次に、９款繰越金で３，４５５万円の増額で計４，３１５万円としております。こちら

につきましては、令和元年度介護保険特別会計の決算に伴う繰越金でございます。 

 以上、歳入における補正額の合計は２，５０２万８，０００円の減額で、補正後の歳入
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合計額は４５億１，４７７万４，０００円としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開けください。 

 歳出の主なものといたしましては、２款保険給付費が２，１５０万円の減額で計４１億

９，８６８万１，０００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

者数の減少に伴い減額するものでございます。 

 次に、５款地域支援事業費が５３０万８，０００円の減額で計１億４，２５９万２，０

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ございます。 

 以上、歳出においての補正額の合計は２，５０２万８，０００円の減額で、補正後の歳

出合計額は４５億１，４７７万４，０００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、ご賛同くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 補足説明の途中ではございますが、暫時休憩をいたします。 

            午前１１時０１分 休憩 

            午前１１時１５分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 補足説明をお願いいたします。 

 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） それでは、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。 

 初めに、議案第５号令和３年度阿波市一般会計予算について。 

 令和３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１８８億２，４００万円と定める。 

 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入れの 高額は
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３０億円と定める。 

 第５条、地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定により、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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 令和３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、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、子育て応援のまちづくりの３

本の柱の推進に心がけましたが、市長選挙を控え経常的経費や継続事業を中心とした骨格

的予算としております。 

 令和３年度当初予算の歳入歳出予算総額は１８８億２，４００万円で、前年度比較で４

億２，１００万円、率にして２．２％の減となっております。 

 初めに、６ページの第２表債務負担行為についてであります。 

 債務負担行為といたしまして、基幹系情報システム再構築事業を令和４年度から令和８

年度までの期間、２億４，０１５万５，０００円を限度額としてお願いするものでありま

す。 

 次に、第３表地方債についてであります。 

 地方債につきましては臨時財政対策債など９件で、限度額合計は１４億３，１３０万円

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

ものについて説明させていただきます。 

 それでは、１款市税につきましては３２億９，６６１万９，０００円で、前年度と比較

しまして７，３８５万５，０００円、率にして２．２％の減となっております。主な要因

としては、個人法人市民税は新型コロナウイルスの影響による減収、たばこ税は売上げ本

数の減少傾向にありますが、増税により増収を見込んでおります。また、固定資産税につ

いては、太陽光発電施設の増加などにより償却資産の増加が見込まれる一方、評価替えの

影響により減収幅が大きくなっております。 

 次に、１１款地方交付税につきましては６３億３，７００万円、対前年度比１億１，８

９０万９，０００円の減としております。内訳といたしましては、普通交付税が５９億

３，７００万円、特別交付税を４億円見込んでおります。 
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 続いて、１５款国庫支出金は２５億３，４１８万円で、前年度と比べ３億４，４１９万

４，０００円、率にして１５．７％の増となっております。これは新型コロナワクチン接

種に対する国庫負担金２億４，２５０万円、及び補助金７，８５０万円が交付されること

が主な要因でございます。 

 次に、１６款県支出金につきましては１５億７，１１９万９，０００円で、前年度に比

べ７２万１，０００円の減となっており、県負担金につきましては国土調査事業２，４０

３万２，０００円の増加、県補助金につきましては農業水路等長寿命化防災減災事業補助

金２，０００万円の減少によるものでございます。 

 次に、１９款繰入金につきましては１６億６，８４８万２，０００円、対前年度比１億

２，９１８万７，０００円、率にして７．２％の減となっております。主な要因といたし

ましては、普通建設事業費や維持補修費が減少したことにより基金繰入金を減額したもの

でございます。 

 続いて、２２款市債につきましては１４億３，１３０万円で、対前年度比４億６，８７

０万円、率にして２４．７％の減となっております。主な要因といたしましては、臨時財

政対策債は増加するものの、認定こども園整備事業債の減少や大俣公民館改築に係る社会

教育施設整備事業債の減少によるものでございます。 

 続きまして、歳出の主なものについて説明させていただきます。 

 ５４、５５ページをお願いします。 

 初めに、下段の２款１項総務管理費につきましては１９億４，４２８万４，０００円、

対前年度比９，９３３万６，０００円、率にして４．９％の減となっております。主な要

因といたしましては、旭集会所新築事業や指定避難所整備事業の終了によるものでござい

ます。 

 次に、７６、７７ページをお願いします。 

 ２款４項選挙費につきましては５，６９２万５，０００円、対前年度比４，９９１万

８，０００円、率にして７１２．４％の増となっております。要因といたしましては、市

長、市議会議員補欠選挙、市議会議員選挙、衆議院議員総選挙の増額によるものです。 

 続いて、８２、８３ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費につきましては２３億４，０１５万６，０００円、対前年

度比９０２万４，０００円、率にして０．４％の増となっております。障害者自立支援給

付費が２，１１４万２，０００円、障害児給付費が１，７１９万１，０００円増加したも
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のの、国保特別会計繰出金が１，５５７万５，０００円の減などにより微増となっており

ます。 

 次に、９０、９１ページをお願いします。 

 ３款２項老人福祉費につきましては１８億１，８５６万１，０００円、対前年度比２，

１００万８，０００円、率にして１．２％の増となっております。主な要因といたしまし

ては、老人医療給付費１，９６９万９，０００円の増加によるものです。 

 続いて、９４、９５ページをお願いします。 

 ３款３項児童福祉費につきましては２２億８，１２５万５，０００円、対前年度比５億

４，３５１万３，０００円、率にして１９．２％の減となっております。主な要因とし

て、認定こども園整備事業が４億３，９８６万５，０００円の減少によるものでございま

す。今年度の大俣認定こども園の完成により、市内の幼稚園、保育所は全て認定こども園

となります。なお、令和３年度は土成中央認定こども園の大規模改修を行う費用を計上し

ております。 

 次に、１０８、１０９ページをお願いします。 

 ４項生活保護費につきましては８億７，６６８万４，０００円、対前年度比６，７２９

万７，０００円、率にして８．３％の増となっております。主な要因として、医療扶助費

６，７２０万円の増加によるものでございます。 

 次に、１１０ページ、１１１ページをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費につきましては１１億２，０６３万５，０００円、対前年

度比３億６，７６８万１，０００円、率にして４８．８％の増となっております。主な要

因として、新型コロナワクチン接種対策事業３億２，１００万円、伊沢谷飲料水供給施設

整備事業費１，７３６万４，０００円の増加によるものでございます。 

 続いて、１１８ページ、１１９ページをお願いします。 

 ４款２項清掃費につきましては１０億７，５８６万１，０００円、対前年度比１億１，

１１２万４，０００円、率にして１１．５％の増となっております。主な要因といたしま

しては、中央広域環境施設組合負担金６，０２７万６，０００円、阿北環境整備組合負担

金２，６１１万４，０００円の増加によるものでございます。 

 少し飛びまして、次に１３２ページ、１３３ページをお願いします。 

 ６款農林水産業費の３項林業費につきましては４，３３４万円、対前年度比１，８７１

万３，０００円、率にして７６％の増となっております。主なものとして、県単林道事業
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費２，０８０万円の増加によるものでございます。 

 次に、１３４、１３５ページをお願いします。 

 ７款１項商工費につきましては２億８４４万円、対前年度比５，３６２万６，０００

円、率にして２０．５％の減となっております。主な要因といたしまして、市商工会館建

設負担金３，０００万円や、誘致企業周辺のインフラ整備事業費２，３９９万１，０００

円の減少によるものでございます。 

 続いて、１４２、１４３ページをお願いします。 

 ８款２項道路橋りょう費につきましては６億７，９７５万７，０００円、対前年度比

３，５４２万８，０００円、率にして５．５％の増となっております。主な要因といたし

まして、矢松田中線整備に７，４００万円、周辺対策事業３，７３０万円の増によるもの

でございます。スマートインターチェンジ整備事業費は、前年度とほぼ同額の３，３００

万円を計上しております。 

 次に、１５４、１５５ページをお願いします。 

 １０款１項教育総務費につきましては４億７，１７７万４，０００円、対前年度比９，

１５７万８，０００円、率にして１６．３％の減となっております。主な要因といたしま

しては、小学校、中学校のパソコン購入事業が令和２年度で終了したことによるもので

す。 

 続いて、１６０ページ、１６１ページをお願いします。 

 １０款２項小学校費につきましては１億３，９９３万２，０００円、対前年度比４，１

７３万６，０００円、率にして２３％の減となっております。主な要因といたしまして

は、教科書の改訂に伴う指導書の経費が今年度は不要となったことによるものでございま

す。 

 次に、１７６ページ、１７７ページをお願いします。 

 １０款５項社会教育費につきましては２億８，８６３万８，０００円、対前年度比２億

５，３８４万６，０００円、率にして４６．８％の減となっております。主な要因といた

しましては、大俣公民館改築事業や指定難所整備事業の事業終了によるものでございま

す。 

 続いて、１８６、１８７ページをお願いします。 

 １０款６項保健体育費につきましては１億９，９１６万６，０００円、対前年度比７，

８８２万４，０００円、率にして６５．５％の増となっております。主な要因といたしま
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しては、市場グラウンド改修事業８，９３５万５，０００円の計上によるものでございま

す。 

 次に、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、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

る調書を掲載しております。 

 後に、２０４ページをお願いします。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度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。 

 表右下、当該年度末現在高見込額合計額は１９８億６，５９９万６，０００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。 

 続いて、議案第６号令和３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３年度阿波市特別会計予算書の１ページをお開きください。 

 議案第６号令和３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１，７０１万７，０００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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。 

 ６ページ、７ページをお願いします。 

 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

同額であります。 

 ２款繰越金は１，４００万円で、前年度に比べ２０万円の増額としております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 
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 歳出についてであります。 

 ２款事業費といたしまして、１，０３０万円で所有地維持管理委託料や造林事業負担金

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、ご賛同をくださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 議案第７号及び議案第８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７号について説明をさせていただきます。 

 議案第７号令和３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４４億６，５５７万７，０００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２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの 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３年２月１５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を説明させていただきます。 

 まず、歳入につきましては、本年度予算額として、１款国民健康保険税が６億４，８３

２万６，０００円、４款県支出金が３２億９，９２９万７，０００円、７款繰入金が４億

３，９７６万２，０００円、８款繰越金が６，９００万円、９款諸収入が８４７万円など

となっており、歳入合計額は４４億６，５５７万７，０００円で、前年度と比較して４，

３９５万６，０００円の減額となっています。 

 １款の国民健康保険税につきましては、加入者の減少見込みと税の引下げによりまし

て、前年度比４，１５４万円の減、４款の県支出金では保険者努力支援などの特別交付金
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により６１８万５，０００円の追加となっております。 

 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款総務費が１億７１９万円、２款保険給

付費が３２億５，５２３万９，０００円、３款国民健康保険事業費納付金が１０億４，８

８１万１，０００円、５款保健事業費が４，６７５万７，０００円、８款諸支出金が４４

３万７，０００円、９款予備費が３００万円などとなっておりまして、歳出合計額は４４

億６，５５７万７，０００円で、前年度と比較して４，３９５万６，０００円の減額とな

っています。 

 ３款の国民健康保険事業費納付金につきましては、前年度実績算定等により、前年度比

で３，８７７万２，０００円の減、５款の保健事業費では、特定健康診査事業に新たに心

電図、貧血の検査項目を追加することによりまして、１０５万３，０００円の追加となっ

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３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５億２，９４０万８，０００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。 

 令和３年２月１５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をさせていただきます。 

 歳入につきましては、本年度予算額といたしまして、１款後期高齢者医療保険料が３億

４，２１４万７，０００円、４款繰入金が１億８，１７０万７，０００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５億２，９４０万８，０００円

で、前年度と比較して８５４万７，０００円の増額となっています。 

 ４款の繰入金につきましては、県からの保険基盤安定繰入金にて８０７万３，０００円

の追加となっております。 

 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、本年度予算額といたしまして、２款後期高齢者医療広域連合納付
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金が５億２，３８５万７，０００円、３款諸支出金が５０５万１，０００円などとなって

おりまして、歳出合計額は５億２，９４０万８，０００円で、前年度と比較して８５４万

７，０００円の増額となっております。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金

の保険料等におきまして８５４万７，０００円の追加となっております。 

 以上で議案第７号、議案第８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 藤野水道部長。 

○水道部長（藤野芳大君） 議案第９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９号令和３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１億５，０９５万７，０００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入れの 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３年２月１５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、下水道債で内訳の農業集落排水補助事業下水道債と公営企業会計適用債

の限度額の計は１，７９０万円となっております。 

 起債の方法は証書借入れで、利率は５％以内、償還の方法につきましては、借入先の融

通条件によるものでございます。 
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 次に、６ページ、７ページからの歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 

 主なものについて説明をさせていただきます。 

 歳入につきましては、本年度予算額として、１款分担金が１５０万円、２款使用料手数

料が１，５２５万５，０００円、３款国庫支出金が６００万円、５款繰入金が１億８４０

万円、８款市債が１，７９０万円で、歳入合計は１億５，０９５万７，０００円となり、

前年度に比べて１，２９２万４，０００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款総務費が１，３５２万７，０００円、

２款事業費が５，７２１万円、３款公債費が７，９７２万円で、歳出合計は１億５，０９

５万７，０００円となり、前年度に比べて１，２９２万４，０００円の増額となっており

ます。 

 増額の主な理由につきましては、公営企業法の法適用化策定支援業務として固定資産台

帳を作成することによるものでございます。 

 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額は３億９，１０７万円となる見込みでございます。 

 以上、議案第９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 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３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１９２万３，０００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３年２月１５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説明をさせていただきます。 

 歳入につきましては、本年度予算額として、１款県支出金が１４２万５，０００円で、

県補助金により１５万円の減、２款諸収入が３４万８，０００円、４款繰越金が１５万円

となっており、歳入合計額は１９２万３，０００円で、前年度と比較して２０万円の減額
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となっています。 

 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１９２万３，０００円

で、償還事務費の弁護士業務委託料等にて２０万円の減となっており、歳出合計額も１９

２万３，０００円となり、前年度と比較して２０万円の減額となっております。 

 以上で議案第１０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 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３年度阿波市介護保険特別会計予算について。 

 令和３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。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４４億８，５７０万１，０００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。 

 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入れの 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。 

 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３年２月１５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をさせていただきます。 

 ６ページ、７ページをお開けください。 

 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は、前年比２，７９５

万円の増額で８億４，７７５万６，０００円としております。こちらにつきましては、被

保険者数の増による保険料の増額でございます。 
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 次に、３款国庫支出金の予算額は、前年比９１４万２，０００円の減額で１０億９，２

５０万４，０００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ございます。 

 次に、４款支払基金交付金の予算額は、前年比８５１万４，０００円の減額で１１億

４，８９２万８，０００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歳までの第２号被保険者保険料で賄われており、介護保険給付費の減少に伴うもので

ございます。 

 次に、５款県支出金の予算額は、前年比２１９万８，０００円の減額で６億１，８９４

万円としております。 

 次に、８款繰入金の予算額は、前年比３，３６５万５，０００円の減額で７億７，７４

４万２，０００円としております。こちらにつきましては、介護給付費準備基金繰入金の

減に伴う減額でございます。 

 以上、歳入合計は４４億８，５７０万１，０００円で、前年比２，５５６万７，０００

円の減額としております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開けください。 

 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、前年比７２４万円の増額と

し、１億５，２１５万２，０００円としております。こちらにつきましては、人件費及び

システム改修委託料に伴う総額でございます。 

 次に、２款保険給付費の予算額は、前年比３，０８０万円の減額で４１億７，６９０万

円としております。保険給付費につきましては、給付状況を考慮して、居宅介護サービス

給付費の減に伴う減額としております。 

 次に、５款地域支援事業費の予算額は、前年比１９９万９，０００円の減額で１億４，

５３１万３，０００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

ものでございます。 

 以上、歳出合計は４４億８，５７０万１，０００円で、前年比２，５５６万７，０００

円の減額としております。 

 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、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 藤野水道部長。 

○水道部長（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。 
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 予算書の１ページをお開きください。 

 議案第１２号令和３年度阿波市水道事業会計予算。 

 第１条、令和３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１万４，１６０戸、

年間総給水量４５８万２，０００立方メートル、１日の平均給水量は１万２，５５３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３億７，４５０万２，０００

円、老朽管布設替等事業９，１７０万円としております。 

 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６億８，０１６万３，０００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６億３，９１６万５，０００円、

第２項営業外収益が４，０９９万６，０００円、第３項特別利益が２，０００円となって

おります。 

 次に、支出でございますが、第１款水道事業費用６億５，８８９万３，０００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６億２，０６０万８，０００円、第２

項営業外費用が３，６２８万４，０００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４億３，１６０万２，０００円として

おります。内訳といたしまして、第１項出資金が１億８，７００万円、第２項工事負担金

が４６０万円、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６億１，７９１万９，０００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５億３，０９１万３，０００円、第

２項企業債償還金が８，６００万５，０００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１億８，６３１万７，０００円

は、当年度分損益勘定留保資金１億５，４４３万３，０００円、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額３，１８８万４，０００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、企業債について次のとおりと定めております。 
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 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入れで、利率は５％以内、償還の方法につきましては借入先の融通

条件によるものでございます。 

 次に、第６条、経費の流用は次のとおりと定めております。 

 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７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１

億２２６万３，０００円としております。 

 次に、第８条、営業助成のため一般会計から受ける補助金額は１億９，２２４万１，０

００円としております。 

 次に、第９条、たな卸資産の購入限度額は１，７６０万２，０００円と定めておりま

す。 

 令和３年２月１５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、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） それでは、議案第１３号、議案第１４号につきまして補

足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１３号阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につい

て。 

 阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を次のように定める。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につきましては、地方自治法

第２４３条の２の規定に基づき、市長等の損害賠償責任の一部免責について必要な事項を

定めることから、阿波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を制定するものであ

ります。 

 主な制定内容は、市長等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは賠償

責任額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定めるものです。 

 賠償責任額は、市長等に係る基準給与年額に、区分に応じて定める数を乗じて得た額と

なります。 

 施行日につきましては令和３年４月１日であります。 
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 次に、議案第１４号阿波市住民集会施設設置条例の一部改正について。 

 阿波市住民集会施設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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 阿波市住民集会施設設置条例の一部改正については、市場北原西集会所を市場町及び阿

波町久勝地区にある福祉避難所における災害用資機材の備蓄倉庫として使用を開始するに

当たり、集会所としての用途を終えるため条例の一部を改正するものです。 

 施行日につきましては令和３年４月１日であります。 

 以上、議案第１３号、議案第１４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、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 議案第１５号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１５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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、現在の経済情勢及び国民健康保険運営の状況を勘案し、令

和３年度の国民健康保険税の税率を見直すこととしたため、条例の一部を改正するもので

ございます。 

 主な改正内容といたしましては、国民健康保険の運営主体である徳島県から示された標

準保険料率を参考に、保険税賦課金の試算総額を現行より約３，４００万円減額させるよ

う市の保険税率を改正いたします。 

 施行日は令和３年４月１日となっております。 

 以上、議案第１５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 議案第１６号から議案第１９号について補足説明させ

ていただきます。 

 議案第１６号阿波市介護保険条例の一部改正について。 

 阿波市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、介護保険法に規定されております阿波市介護保険
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事業計画、高齢者保健福祉計画策定委員会の答申を受け、令和３年度から令和５年度まで

の３か年の介護保険料を定めるため条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容は、保険料基準額につきましては前期と同額の６，１００円となり、保険

料率の改定はないため、適用期間を令和３年度から令和５年度までに改正いたします。 

 施行日につきましては令和３年４月１日といたしております。 

 次に、議案第１７号阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員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。 

 阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 この条例の一部改正につきましては、居宅介護支援事業所における管理要件に関して、

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布に

伴い、条例の一部改正をするものでございます。 

 主な改正内容は、居宅介護支援事業所における管理者要件について、人材確保に関する

状況等を考慮し、居宅介護支援事業所管理者となる者は主任介護支援専門員であることと

しますが、確保が著しく困難であるなどやむを得ない理由がある場合については、管理者

を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。 

 また、附則の経過措置の期間も延長いたします。 

 施行日につきましては令和３年４月１日から施行となりますが、附則の一部改正につき

ましては公布の日といたしております。 

 次に、議案第１８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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 改正内容は、伊沢放課後児童クラブの移転に伴い、施設の位置を阿波市阿波町南柴生１

７２番地から阿波市阿波町南柴生１６８番地に変更するものでございます。 

 施行日につきましては令和３年３月２２日といたしております。 

 次に、議案第１９号阿波市立幼保連携型大俣認定こども園の開園等に伴う関係条例の整
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理に関する条例の制定について。 

 阿波市立幼保連携型大俣認定こども園の開園等に伴う関係条例の整理に関する条例を次

のように定める。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の条例制定につきましては、阿波市立幼保連携型大俣認定こども園の開園に伴い、

大俣幼稚園の閉園及び大俣保育所の閉所のため、一括して関係条例の一部改正及び廃止を

するものでございます。 

 主な改正内容は、阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例につきましては、認定こど

も園の名称及び位置に阿波市立幼保連携型大俣認定こども園を加えます。 

 また、阿波市立学校設置条例につきましては、大俣幼稚園の閉園に伴い、幼稚園につい

ての規定を削除いたします。 

 阿波市立保育所設置及び管理に関する条例及び阿波市立幼稚園保育料徴収条例につきま

しては、大俣保育所の閉所、大俣幼稚園の閉園に伴い、条例を廃止いたします。 

 施行日につきましては令和３年４月１日といたしております。 

 以上、議案第１６号から議案第１９号の補足説明とさせてきています。ご審議の上、ご

賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 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号阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 阿波市農業構造改善センターの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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、市場大野島農業構造改善センターを地元自治会に譲渡する

ため、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、第２条の表から市場大野島農業構造改善センターの名称及び位

置を削除するものです。 

 施行日につきましては令和３年４月１日といたしております。 

 以上、議案第２０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、ご賛同く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（松村幸治君） 阿部教育部長。 

○教育部長（阿部仁子さん） 議案第２１号につきまして補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第２１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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、現在建設している大俣公民館が４月１日に供用開始となる

ため、建築後４１年が経過している大俣公民館本村分館の用途廃止を行い、条例中大俣公

民館本村分館の名称及び位置を削除するものです。 

 施行日につきましては令和３年４月１日でございます。 

 以上、議案第２１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、ご賛同く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） それでは、議案第２２号から議案第６３号につきまして

補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２２号から議案第６２号までの４１件の指定管理者の指定について一括

して説明させていただきます。 

 議案第２２号から議案第６２号指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 ４１施設の指定管理期間が令和３年３月３１日で終了し、それに伴う次期指定管理者の

指定を行うものであります。 

 お配りしておりますＡ３の参考資料、指定管理者制度導入施設一覧をご覧ください。 

 表中、１行目、議案番号から右へ順に施設の名称、指定管理者住所、指定管理者名称、

代表者名、指定の期間、所管部課名となっており、議案第２２号阿波早田老人憩の家から

議案第６２号土成宮川内構造改善センターの４１施設の指定管理者の選定方法は、阿波市

指定管理者制度ガイドラインにより、地域密着型の施設の場合及び施設の設置目的、周辺

施設との一体管理の観点から全て非公募としております。 

 なお、指定期間は令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間としておりま



- 45 - 

す。 

 指定管理料は全て０円となっています。 

 次に、議案第６３号あわ北「新市まちづくり計画」の変更について。 

 市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定に基づき、あわ北「新市まちづく

り計画」を別紙のとおり変更するものとする。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 あわ北「新市まちづくり計画」の変更については、法律の一部改正により合併特例債の

発行期限が令和７年度までの５年間延長されたことを受け、市町村の合併の特例に関する

法律第５条第７項の規定に基づき「新市まちづくり計画」を変更するもので、変更内容に

つきましては、「新市まちづくり計画」の期間を平成１７年度から令和７年度までの２１

か年とします。 

 新市まちづくりの主要施策のうち、広域交流の促進では交流人口や関係人口を拡大させ

る取組を追加、商業、工業の振興ではベンチャービジネス、コミュニティービジネス等の

起業や新しいビジネスモデルの転換を促し、就業や交流の場の創出の追加、地域情報通信

ネットワークの充実ではＩＣＴを活用した情報通信基盤などの拡充の追加を行います。 

 次に、財政計画を見直し、令和３年度から令和７年度までを追加します。 

 以上、議案第２２号から議案第６３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、ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 議案第６４号及び議案第６５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６４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

る。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 路線の認定につきましては、（仮称）阿波スマートインターチェンジ整備事業等による

新たな市道整備に伴い路線認定をするものでございます。 

 認定する路線は、市場町尾開のスマートインターチェンジに接続する市場高速インター

線、スマートインターチェンジに沿い整備する市場側道インター南線、土成町吉田の藤原

３号線の計３路線となっております。 
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 次に、議案第６５号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第６５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３年２月１５日提出、阿波市長。 

 路線の変更につきましては、阿波町の久勝かもめこども園の整備等に伴い、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、阿波町の王地・森沢線、吉野町の小笠小島線、小島南二条線の計３路

線となっております。 

 以上、議案第６４号及び議案第６５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 議案第６６号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第６６号阿北環境整備組合からの吉野川市の脱退に伴う財産処分について。 

 地方自治法第２８９条の規定により、阿北環境整備組合からの吉野川市の脱退に伴い、

別紙のとおり財産処分することについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求め

る。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、令和３年３月３１日をもって吉野川市が阿北環境整備組合

より脱退するため、地方自治法の規定により脱退に伴う財産処分について議会の議決を求

めるものでございます。 

 主な内容としましては、裏面にありますとおり、阿北環境整備組合の財産については全

て同組合に帰属させるものとするため、現組合を構成する２市２町により協議書を締結す

るものでございます。 

 以上、議案第６６号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 報告第１号債権の放棄について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。 
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 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。 

 令和３年２月１５日提出、阿波市長。 

 建設部住宅課から、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

られるため、以上の各号理由により該当すると判断し放棄するものです。 

 住宅家賃、住宅共益費合計で債務者数は５１人、放棄した債権の金額は５４２万４，９

００円でございます。 

 なお、債権の放棄については、令和３年１月２５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、市営住宅の家賃債権、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、債権の適切な管理、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よろしくお願い申し上げます。 

 以上、報告第１号についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

 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、２月２５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２３分 散会 
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