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令和３年第３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 笠井 一司 志政クラブ １.阿波市における新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて

　(1)阿波市内における感染者の状況（感染者、発症者、

　　 重症者など）はどのようになっているのか。

　　（推移、年齢、感染経路なども）

  (2)感染者について、医療機関の対応はどのように行わ

　　 れているのか。　

  (3)ワクチン接種の状況はどうなっているのか。

  (4)阿波市として感染拡大防止対策としてどのような措

　　 置をとってきたのか。　

  (5)今回の事態は市民の生活や経済活動にどのような影

　　 響があったのか。　

  (6)経済活動等への影響に対してどのような対策を取っ

　　 ているのか。

  (7)こうした事態が終息するまでの今後の対応について

　　 伺いたい。

２.中央広域環境施設組合新ごみ処理施設への対応につい

て

　(1)３月に新ごみ処理施設建設候補地が示されたが、ま

　   ずは候補地周辺の地元の方々の理解を得ることが重

　   要である。これまでの地元の説明会等の状況を説明

　   願いたい。

　(2)課題となっている「固形燃料の受入れ先」につい

　   て、どのように進めていくのか伺いたい。

３.財政運営について

　(1)合併に伴う交付税の優遇措置は令和２年度で終わっ

　   たが、今後の財政運営の見通しについて伺いたい。

　(2)２０２５年度までとなっている合併特例債の執行状

　   況と今後の計画について伺いたい。

　(3)市債の償還の状況と今後の見通しについて伺いた

　   い。

４.企業誘致について

　(1)この４年あまりの間の企業誘致（及び新規創業）の

　   状況について伺いたい。

　(2)これまでの企業誘致でどれだけの阿波市での新規雇

　   用が得られたのか。

　(3)製造業だけでなく、研究機関の誘致や意欲ある新規

　   創業にも視点を当ててみてはどうか。

2 川人 敏男 阿波みらい １.子供の健全育成について

　(1)ヤングケアラーに学校として、どんな対応をして

     いますか。

　(2)ヤングケアラーに行政として、どんな対応をして

     いますか。



　【代　表　質　問】                                        （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

　(3)子供の視力低下について、どんな対応をしていま

     すか。

　(4)学校教育についていけない子供がないようどんな

     対応をしていますか。

２.土柱の整備充実について

　(1)平成２９年以降の予算化の状況と整備内容はどう

     なっているか。

　(2)観光振興の戦術・戦略について。

　(3)土柱の周辺整備について。

３.燃料化方式について

　(1)メリット・デメリット及び全国的に普及しないの

     は何故か。

　(2)搬出先の企業の立地する市や町に対し事前に了解

     を得る必要があるか。

　(3)搬出先の市や町の了解が得られない場合どうする

     か。

　(4)搬出先をどこの市や町のどんな企業にアプローチ

     していますか。

　(5)全体のフローチャートの具体的な説明を求める。

     

４.周辺対策事業について

　(1)周辺対策事業のエリア及び対象事業をどう考える

     か。

　(2)旧来の施設建設に対して、当初に実施した事業費

     の総額、及び毎年実施した事業費の累計額は。

　(3)農産物に対する風評被害にどう対処するか。

3 坂東 重夫 はばたき １.新型コロナウイルスワクチン接種の状況について

　(1)阿波市でのワクチン供給量とワクチン接種の予約状

     況について。

　(2)現在までのワクチン接種実績について。

　(3)今後のワクチン接種の未接種の方に対する勧奨や周

　　 知方法について。

　(4)ワクチン接種の課題と終了見通しについて。

２.阿波市の財政状況の現状と課題について

　(1)令和２年度決算の評価について（健全化判断比率も

　　 含めた）。

　(2)「財政健全化判断比率等財政指標」からの現状。

　(3)今後の課題も含めた、財政運営について。

３.学校施設長寿命化計画について

　(1)本市の計画の目的について。

　(2)計画策定のコンセプトについて。

　(3)将来に向けての運用並びに思いについて。



令和３年第３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 13番 １.土砂災害からの防災・減災について

吉田　稔 　(1)土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の現状と対策はどうされ

　 　ているのか。

　(2)定期、不定期の点検や対策はされているのか。

　 　

２.農業用ため池の管理について

　(1)阿波町東長峰に所在する釜谷池は新ゴミ処理場候補地の上流

　 　に隣接し防災重点ため池、特定農業用ため池として県に指定

　 　されている。県による機能診断はいつ頃着工されるのか。

３.野井戸の管理について

　(1)田畑に点在し農作業事故等の危険性が高い野井戸の埋設経費

　 　に補助はできないか。

４.公共施設等総合管理計画の見直しについて

　(1)現状の計画と見直しの目的や理由について。

　(2)今後の具体的な見直しへの取り組みや手段についてどのよう

　 　に考えているのか。

2 8番 １.不登校生について

中野 厚志 　(1)市内小中学校の不登校生の割合はどれぐらいか。不登校にな

　　 った理由はどんなものか。

　(2)不登校生のうち阿波っこスクールに通っているのはどれぐら

　 　いか。

　(3)学校・担任等は不登校生に進路指導等どのような手立てをし

　　 ているのか。

２.新型コロナウイルス感染症対応について

　(1)８月下旬の１日の県内の感染者数が５０人を超え、２０歳未

　　 満が増えている。学校のクラスター対策について、どう考え

　　 ているか。

３.児童生徒の健康面について

　(1)本市の児童生徒の体格・体力について。国や県平均と比較し

　　 てどうなのか。

　(2)「県内子ども肥満高水準」本市は過去の統計と比べて肥満傾

　　 向の心配はないのか。

４.新ゴミ処理施設について

　(1)国が脱炭素化を推進する中で、固形燃料の販売先はどうなる

　　 のか。

　(2)「ゴミ問題は市町民全員の問題」市民参加型の施策を考えて

　　 みてはどうか。

５.農業について

　(1)遊休農地・荒廃農地の現状及び農業委員会や農地中間管理機

　　 構を通した農地の現状はどのようになっているのか。



　【一　般　質　問】                                           （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)遊休農地・荒廃農地を減らすためには、農業の担い手の育成

　　 が重要と思うが、どのように取り組んでいるのか。

3 4番 １.新型コロナワクチンについて

後藤　修 　(1)３回目の接種（ブースター接種）について、実施する場合の

　　 高齢者の予約方法はどの様にするのか。

２.成人式について

　(1)中止になった令和３年成人式を来年１月に開催できない

　　 か。

　(2)成人式の代替えイベントの内容とスケジュールはどの様にな

　　 っているのか。

　(3)令和４年の成人式のスケジュールはどの様になっているの

　　 か。

３.通学路の交通安全対策について

　(1)「対策一覧表」及び「対策箇所図」はどの程度共有されてい

　　 るか。また、一般市民への開示はしているのか。

４.医療救護所について

　(1)市場総合福祉センターは医療救護所となっているが施設自体

　　 はかなり老朽化している。また、隣の市場公民館も阿波市で

　　 一番古い公民館であり、統合して新設はできないか。

4 6番 １.新ごみ処理施設について

藤本 功男 　(1)地元住民との合意形成や協議を、今後、どのように進めてい

     くのか。

　(2)新ごみ処理施設で作る、固形燃料の成分（水分・灰分・塩素

　   分・発熱量）を明らかにしてほしい。

　(3)今後、進める事業（測量・地質調査・造成設計など）や環境

　   保全協定、事業方式の決定等の詳細はどうなっているのか。

２.脱炭素と太陽光発電について

　(1)市の脱炭素の基本的な考え方と取り組みは、どうなっている

　   のか。

　(2)太陽光発電の現状と課題をどのように捉えているのか。

　(3)景観や災害のリスクなどの声があがっているが、規制のため

　   の条例制定をどのように考えているのか。

３.地域おこし協力隊について

　(1)地域おこし協力隊の成果と課題について。

　(2)地域おこし協力隊の募集について。

5 7番 １.阿波市がんばる事業者応援する券事業の利用状況について

笠井 安之 　(1)新型コロナウイルスの蔓延により、阿波市内の商工業は大き

　   な打撃を受けていると思われるが、昨年に発行された「阿波

　   市がんばる事業者応援する券」事業の利用成果と本年度の利

　   用状況はどうなっているのか。

２.入札方法の見直しについて

　(1)直近３カ年で大規模な工事が発注されているが、市内業者の

　   受注率はどうなっているのか。



　【一　般　質　問】                                           （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)市内企業の育成のため、入札制度の見直しと市内業者の優先

　   を図る方策を考えられないのか。

３.阿波市指定の文化財について

　(1)現在、阿波市が指定している文化財の区分と件数はどうなっ

　  ているのか。

　(2)市が新たに文化財を指定するための基準と手続き方法はどう

　   なっているのか。

　(3)市民に文化財の重要性を広く周知するための方策をどのよう

　   に考えているのか。

４.災害発生時における阿波市業務の執行体制の確立について

　(1)災害発生時の行政事務の執行をスムーズに行うための業務継

　  続計画（ＢＣＰ）の演習実施状況はどうなっているのか。

　  

6 3番 １.「デジタル庁」発足による本市の取り組みについて

北上 正弘 　(1)デジタル庁が発足し、デジタル化の推進のため、本市の具体

　　 的な取り組みについて。

　(2)今後、阿波市が目指すデジタル化の目標ならびに準備につい

　　 て。

２.阿波市の奨学金等返還支援助成制度について

　(1)本市の制度の概要と活用状況について。

　(2)今後、この制度をどうしていくのか。

7 1番 １.元県道の切幡西麻植停車場線について

原田 健資 　(1)元県道の切幡西麻植停車場線の線名復活と、抜水橋化につい

　　 て。

２.水道事業について

　(1)上水道基本計画について。

8 2番 １.独居老人への市の対応は

武澤　豪 　(1)独居老人が増加しており、様々なリスクが考えられるが、市

 　　の対応はどの様に行っているのか。

　(2)災害時等、有事の際の対応は。

２.消防団員に対する免許取得に補助を検討してみてはどうか

　(1)運転免許制度の改正により、消防団員の消防車の運転は可能

 　　か。

　(2)大災害に対して、ハイパー消防団が発足しているが、重機の

　 　免許の取得や、消防車運転者への免許取得に補助金を検討し

　　 てみてはどうか。

9 11番 １.新型コロナ感染症対策について

樫原　伸 　(1)新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業と

　　 その効果について。

　(2)ＰＣＲ検査について。

　(3)ワクチン接種の進捗状況について。

２.自然災害の対策について

　(1)災害対策基本法の改正内容について。



　【一　般　質　問】                                           （４）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)災害時における情報伝達システムについて。

　(3)災害対策基本条例の制定について。

３.人口減少問題について

　(1)不妊治療について。

　(2)小児医療の拡充について。

　(3)移住支援プロジェクトチームについて。

　(4)企業誘致について。


