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（代表質問）

順番 所属会派 氏　　名

① 志政クラブ 木村　松雄

② 阿波みらい 三浦　三一

③ はばたき 藤本　功男

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 12 中野　厚志

② 2 樫原　浩二

③ 16 吉田　　稔

④ 11 笠井　安之

⑤ 8 後藤　　修

⑥ 4 竹内　政幸

⑦ 7 北上　正弘

⑧ 6 武澤　　豪

⑨ 1 黒川　理佳

⑩ 3 野口加代子



令和４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 木村 松雄 志政クラブ １.新型コロナウイルス感染症について

　(1)これまでの新型コロナウイルス感染症について。

　(2)新型コロナウイルスワクチンについて。

　(3)今後の地域の感染対策の向上について。

２.阿波市の財政状況と持続可能な行財政運営について

　(1)令和３年度決算の検証について。

　(2)「財政健全化判断比率並びに財政指標」からの分

　　 析。

　(3)今後の行財政運営について。

３.市道矢松田中線改良工事について

　(1)本事業の推進状況と今後の予定は。

４.阿波市の経済状況について

　(1)本市の経済状況について市長はどのように捉えて

　 　いるか。

2 三浦 三一 阿波みらい １.吉野川左岸の「堤防併設道路」について

　(1)県道「香美吉野線」の拡幅計画について。

　(2)吉野川の堤防上に設置された「管理用道路」を市

　　 道として使用できないか。

２.県河川の整備について

　(1)熊谷川と大谷川の河川整備状況について。

3 藤本 功男 はばたき １.新ゴミ処理施設について

　(1)稼働期間について、どのように考えているのか。

　(2)稼働期間を、環境保全協定書にどのように盛り込

　　 み、周辺自治会の合意を得るのか。

　(3)土地の所有者と賃貸契約を結んだ場合の、メリッ

　 　ト・デメリットは何か。

　(4)トータルの経費とランニングコストをどのように

　　 見込んでいるのか。

　(5)今後、周辺自治会との交渉、市民への説明や情報

　　 公開をどのように進めていくのか。

２.若者の社会参加・自立・交流について

　(1)ニートやひきこもりなど、自立支援が必要な若者

　　 の実態と対応について。

　(2)地域社会の未来を担う人材の育成について。

　(3)若者の交流・ネットワーク・つながりづくりにつ

　　 いて。



令和４年第３回阿波市議会定例会　質問一覧表

順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

1 12番 １.投票率について

中野 厚志 　(1)阿波市の選挙での投票率が低い原因についてどう考えて

　　 いるか。

　(2)市は投票率を上げる方策を考えているのか。

２.校則・生徒心得について

　(1)市内の小中学校では、過去に校則や生徒心得について、

　　 子どもや保護者の意見を聞いたり（アンケート）、また、

　　 校則見直しの取り組みはあったのか。

　(2)本市の主権者教育の現状は。

３.農業・給食について

　(1)小学校・中学校の給食費の無償化を。

　(2)学校給食での特別栽培米の活用について。

　(3)米価下落対策について。

４.旧統一教会について

　(1)市長は旧統一教会との関係や接点はないと思うが、考えを

　　 聞きたい。

2 2番 １.少子化対策について

樫原 浩二 　(1)出産祝金の増額はできないか。

２.市長弔電について

　(1)現在、市長弔電については外部に委託しているが、内製化

　 　してはどうか。

３.農業振興について

　(1)「阿波市がんばる農業者応援給付金事業」の概要について。

　(2)令和４年１月以降の新規就農者は対象となるのか。

3 16番 １.本市の財政状況について

吉田　稔 　(1)普通交付税制度（合併措置を含む）について。

　(2)合併による財政支援措置について。

　(3)今後の対応策について。

２.市政について

　(1)副市長に就任され約６ケ月となるが本市の状況や課題をどの

　　 様に見られているか。

　(2)これまでの知見を生かし副市長としてどの様に職務に臨まれ

　　 るのか。

　(3)県より副市長として人材を迎えているがメリットをどう考え

　　 ておられるのか。

4 11番 １.阿波市内における空き家状況について

笠井 安之 　(1)阿波市内の空き家の戸数はどれぐらいか。

　(2)市内の空き家の内、老朽危険空き家の戸数は。

　【一　般　質　問】                                           （１）



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(3)市内老朽危険空き家に対する課税状況はどうなっているの

　   か。

　(4)空き家の有効活用をどのように考えるのか。

２.阿波市上水道の現状について

　(1)阿波市上水道の老朽化対策及び耐震対策はどの程度進んで

     いるのか。

　(2)現在、工事が実施されている小倉高区配水池と市場町大俣

　　 地区及び市場高区配水池と土成地区の連結工事の進捗状況

　　 はどうなっているのか。

　(3)水利権の更新手続きはどのように行っているのか。

5 8番 １.徳島バス（株）、二条・鴨島線（徳島駅前⇔鴨島駅前）廃止に

後藤　修 ついて

　(1)徳島バスの停留所を「阿波市デマンド型乗合交通あわめぐり

　　 」の乗降場所として利用は検討されているのか。

　(2)二条・鴨島線（徳島駅前⇔鴨島駅前）廃止に伴い「阿波市デ

　　 マンド型乗合交通あわめぐり」増車は検討されているのか。

　(3)公共交通のアンケートの進捗状況は。

２.投票所について

　(1)投票所について暑さ寒さの対策、また、バリアフリー対策は

　　 検討されているのか。

　(2)期日前投票所を投票日当日も利用出来ないのか。

　(3)移動式期日前投票所の設置は検討されているのか。

３.公衆インターネット・ＷｉＦｉについて

　(1)公民館のインターネット回線を撤去した経緯とＷｉＦｉの

　　 設置状況についてお聞かせ願いたい。

４.マイナンバーカードの取得状況等について

　(1)阿波市民及び市職員のマイナンバーカード取得率についてお

　　 聞かせ願いたい。

　(2)阿波市内の病院及び薬局でのマイナンバーカードの運用状況

　　 についてどのようになっているのか。

　(3)今後のマイナンバーカードの取得率の向上策についてお聞か

　　 せ願いたい。

6 4番 １.本市における道路整備について

竹内 政幸 　(1)県道１２号線鳴門池田線の利便性・安全性向上の為、歩道・

　　 交差点整備の進捗状況は。

　(2)県道３号志度山川線の未完成地区における今後の工事の進捗

　　 状況、開通の見通しは。

　(3)住宅周辺の市道の傷みがひどい地区の舗装工事について。

２.本市における小・中学校における生徒の不登校問題。成人の引

きこもり問題について

　(1)市内１０小学校・４中学校の不登校生の割合は、いくらぐら

　　 いか。学校・教育委員会としてどのような対処をしている

　　 か。

　【一　般　質　問】                                           （２）



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)成人（就職氷河期世代）の家庭内引きこもりの現状を本市は

　　 把握していますか、していればどのような対応なり、今後の

 　　取り組みは。

7 7番 １.情報発信について

北上 正弘 　(1)防災分野における活用について。

　(2)行政の動画放送の推進について。

8 6番 １.ふるさと納税の取組について

武澤　豪 　(1)年度ごとのふるさと納税の推移は。

　(2)新しくふるさと納税の取扱い企業が変わったが、市の取組は

　　 何か変化したか。

２.阿波市の観光開発について

　(1)阿波市に来られる観光客に対して、阿波市の名物となる飲食

　　 物を開発してみては。

３.ヤングケアラー対策について

　(1)阿波市のヤングケアラー世帯の把握はできているか。

　(2)ヤングケアラー対策をどの様に行っているのか。また今後

　　 どの様に行うか。

４.市のプロバイダ契約について

　(1)阿波市のインターネットを利用する為のプロバイダ契約にお

　　 ける内容はどうなっているのか。

9 1番 １.障がい者の「地域生活支援拠点等事業」について

黒川 理佳 　(1)現時点での進捗と今後の動きについて。

２.給食について

　(1)完全米飯化に向けての市としての見解は。

10 3番 １.自然災害の対応について

野口加代子 　(1)自主防災組織及び小学校区自主防災組織連合会の結成状況

　　 と、未結成小学校区への結成に向けての対策は。

　(2)災害時における避難所のトイレの利用は可能か。

　(3)災害時に避難所で使用する備蓄品の確保はできているのか。

　(4)車での避難生活をする方に対しての対応策は。

　(5)医療提供はどのように確保するのか。

２.公園施設について

　(1)トイレの管理は、どのように行っているのか。

　(2)老朽トイレ施設の更新を考えているのか。

３.旧商工会撤去後の跡地について

　(1)跡地の有効活用策は計画されているのか。

　【一　般　質　問】                                           （３）


