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（代表質問）

順番 所属会派 氏　　名

① 志政クラブ 樫原　　伸

② 阿波みらい 出口　治男

③ はばたき 後藤　　修

（一般質問）

順番 議席番号

① 19 原田　定信

② 7 笠井　安之

③ 13 吉田　　稔

④ 8 中野　厚志

⑤ 6 藤本　功男

⑥ 3 北上　正弘

⑦ 5 坂東　重夫

⑧ 1 原田　健資

⑨ 2 武澤　　豪

⑩ 16 木村　松雄



令和３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 樫原　伸 志政クラブ １.阿波市農業振興について

　(1)担い手対策について。

  (2)みどり戦略への対応について。

  (3)所得向上に向けた取り組みについて。

  (4)親元就労支援について。

  (5)企業参入への取り組みについて。

  (6)スマート農業でみどり戦略の実効性を高めては。

  (7)家畜たい肥の利用促進について。

２.特別支援教育について

　(1)進級、進学といったステージへの対応について。

３.阿波市教育振興計画について

　(1)教育行政における責任者である教育長は第２次教育

　　 振興計画をどのように進めていくのか。

  (2)食育を基本とした生きる力の育成について。

  (3)知・徳・体の調和のとれた学校教育について。

2 出口 治男 阿波みらい １.阿波病院前の日開谷川から上板町境迄の堤防下段の

併設道路設置について

　(1)吉野川堤防の補強、主要地方道・地方道の渋滞の

　　 緩和。

２.排水問題について

　(1)熊谷川の改修について。

  (2)渋毛地区の地下浸透枡について。

  (3)県道鳴門池田線御所神社参道から五条迄の排水に

　　 ついて。

3 後藤　修 はばたき １.あわめぐりについて

　(1)無断キャンセルは累積で３回になると３か月利用が

　　 出来なくなるが、他にリセットする仕組みは検討さ

  　 れているのか。

  (2)予約の変更は１時間前までとなっているが、状況に

　　 より臨機応変に対応を可能とすることは出来ないの

　　 か。

２.ごみ処理施設について

　(1)固形燃料の受入れ先の進捗状況はどのようになって

　　 いるのか。

  (2)中央広域環境施設組合を構成する市町から排出され

　　 たごみを原料に固形燃料としてカロリー計算をする

　　 予定はあるのか。

３.施設の新設及び改修計画について

　(1)小中学校の施設の老朽化に伴う改修の計画はどの

　　 ようになっているのか。



　【代　表　質　問】                                        （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

  (2)児童クラブの新設と既存の施設の老朽化に伴う改修

　　 は、どの様な優先順位で計画されているのか。

４.税金について

　(1)税の徴収状況はどのようになっているのか。

  (2)滞納についての徴収率はどのようになっているの

   　か。

  (3)徴収率を上げるための啓発及び対策はどのように

　　 されているのか。



令和３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 19番 １.市道の整備について

原田 定信 　(1)舗装のいたみがはげしい、全市的に今後の取り組みは。

２.学校の統合について

　(1)人口減の今日、学校統合検討協議会を立ち上げるべきでは。

３.集会所及び施設のトイレ洋式化について

　(1)和式トイレから洋式トイレへ改善すべきではないか。

４.阿波北合併協議会の取り決めについて

　(1)協議会の取り決めをもう一度ふり返って見てはどうか。

2 7番 １.市内農用地の現状と今後の利用促進方法について

笠井 安之 　(1)阿波市内の農用地の利用状況はどうなっているのか。

　(2)市内の荒廃農地や遊休農地の面積はどのように変化している

　　 のか。

　(3)今後の荒廃農地等に対する見通しと対策をどのように考えて

 　　いるのか。

２.人口減少対策について

　(1)阿波市発足から現在まで、人口減少に歯止めがかかっていな

　　 いが、これまでの対策をどのように検証し評価しているのか。

　(2)令和４年度予算編成において人口減少対策のための事業を

　　 どのように組み込んで行くのか。

　(3)今後、中長期的な人口減少対策をどのように考えている

　　 のか。

３.公衆用トイレの設置について

　(1)公衆用トイレが整備されていない地区への設置促進を図って

　　 はどうか。

４.野犬対策について

　(1)市内各地区で野犬の被害が多発しているが、市はどのように

　　 対処して行くのか。

3 13番 １.新型コロナワクチン接種について

吉田　稔 　(1)本市の新型コロナワクチン接種状況と３回目の接種予定に

　　 ついて。

　(2)５歳から１１歳までの児童の接種について。

２.東長峰の新ゴミ処理場予定候補地について

　(1)活断層からの距離及びその影響はあるのか。

　(2)近年の豪雨災害を踏まえ、候補地下流域の住民の安全が守ら

　　 れるのか。詳細な調査や解析が必要でないか。

　(3)予定候補地周辺の自治会に対し調査報告をどの様に示して

　　 いくのか。



　【一　般　質　問】                                           （２）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

３.農業振興について

　(1)令和３年度の米価は近年にない低価格となり、農家は苦労

　　 されている。来年度の農業振興についてはどの様に望まれ

 　　るのか。

　(2)前議会で危険な野井戸の埋設経費の助成について検討すると

　　 なっていたがどうされるのか。

４.令和４年度当初予算編成について

　(1)令和４年度当初予算編成方針について。

　(2)予算編成に際し、行財政改革をどう反映させるのか。

4 8番 １.農業振興について

中野 厚志 　(1)本市の米価下落の実態について。

　(2)米価下落に伴う市の対応について。

２.ゴミ処理施設の情報発信について

　(1)中央広域環境センターで公害防止審査委員会が設置されて

　　 いる目的について。また公害防止審査委員会で協議された

 　　内容は、周辺住民に対しどのように周知しているのか。

　(2)新ゴミ処理施設が令和７年８月から稼働予定であるが、

　　 稼働開始後の施設周辺の環境調査に関する情報をどのように

 　　周知したいと考えているのか。

３.学力学習状況調査について

　(1)本市は毎年、小６・中３を対象にすべての小中学校で学力

　　 調査を実施してるのか。目的は何なのか。

 　　（小４・５県テスト）

　(2)学力調査を各学校ではどのように活用しているのか。

　(3)思考力・判断力・表現力を育てる取り組みはどのようなこと

　　 をしているのか。

5 6番 １．ＧＩＧＡスクール構想について

藤本 功男 　(1)ＧＩＧＡスクール構想は、どのように進んでいるのか。

　(2)デジタル化でつける子どもの力とは何か。

２.コミュニティスクールについて

　(1)来年度から開始するコミュニティスクールの導入の目的は

　　 何か。

　(2)今後、理念や内容を、教職員や保護者・地域住民とどのよう

　　 に共有し、進めていくのか。

３.主権者教育について

　(1)子どもたちの主権者としての教育の現状と課題は何か。

　(2)政治参加への意識をどのように高めていくのか。

４.交通安全について

　(1)学校における、登下校の交通安全確保の現状はどのように

　　 なっているのか。

　(2)市道における歩行者の安全対策をどう進めているのか。



　【一　般　質　問】                                           （３）

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

6 3番 １.防災・減災について

北上 正弘 　(1)災害時での市内避難所の数と各自治会の自主防災組織や連合

　　 会の訓練状況は。

　(2)市内各所の避難所に「避難所開設キット」（ファーストミッ

　　 ションボックス）を設置しては。

7 5番 １.「第２次阿波市総合計画」について

坂東 重夫 　(1)前期基本計画の検証について。

　(2)後期基本計画の特色と策定方法について。

　(3)総合計画の実施と財政計画の連動性について。

２.阿波市の介護保険事業について

　(1)第７期介護保険事業計画の成果と課題について。

　(2)阿波市の介護保険事業の特徴について。

　(3)阿波市の介護保険財政について。

8 1番 １.市道奈良坂古田線とそれにつながる元県道切幡西麻植線の道路

原田 健資 改良について

　(1)通学道の安心安全を考慮した道づくりを。県道については、

　　 県へ要望要請を。

２.高速道のインターチェンジとバス停について

　(1)尾開のハーフインターではものたりない。上りのインターと

　　 別に下りの尾開ハーフインター要請を。又、古田あたりに、

　　 高速バス停の要請をしてほしい。

３.ケーブルテレビについて

　(1)ＡＣＮ大阪和歌山に加えて香川岡山の放送も再送してはどう

　　 か。

9 2番 １.農福連携事業の推進について

武澤　豪 　(1)旧大俣保育所を活用した農福連携事業の進捗状況はどのよう

　　 になっているのか。

　(2)進出予定企業による具体的な内容はどの様なものか。

　　 

２.阿波市の電気代について

　(1)阿波市の電気代の省力化にどの様な工夫を行っているか。

　(2)電気の自由化により、他社と比較を行い、変更などを考え

　　 ないのか。

10 16番 １.安心・安全な道路交通対策について

木村 松雄 　(1)ガードレール、防犯灯、カーブミラーの設置基準は。

　(2)児童生徒の通学路については、毎年関係者で点検していると

　　 は思いますが、その成果は。

２.市道矢松田中線改良工事について

　(1)市道矢松田中線改良工事の進捗状況と今後の計画は。

３.水道施設について

　(1)土成連絡送水管布設工事についての状況は。


