
令和５年第１回阿波市議会定例会 代表質問・一般質問通告者 順番

（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 樫原　浩二

③ はばたき 坂東　重夫

（一般質問）

順番 議席番号 氏　　名

① 16 吉田　　稔

② 3 野口加代子

③ 12 中野　厚志

④ 4 竹内　政幸

⑤ 11 笠井　安之

⑥ 10 藤本　功男

⑦ 1 黒川　理佳

⑧ 8 後藤　　修

⑨ 17 木村　松雄

⑩ 6 武澤　　豪



令和５年第１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.阿波市の農業振興について

　(1)当初予算（案）に持続可能な農業は盛り込まれてい

　　 るのか。

　(2)有機農業への取り組みについて。

　(3)畜産農家への緊急支援について。

２.地域医療構想について

　(1)医療体制の現状と課題について。

　(2)かかりつけ医制度、医療機関連携への推進につい

　　 て。

　(3)地域医療の拠点病院である阿波病院の再建計画に

　　 ついて。

３.阿波市の教育について

　(1)２０２２年度導入の教科担任制の取り組みについ

　 　て。

４.市政運営について

2 樫原 浩二 阿波みらい １.ネーミングライツについて

　(1)阿波市の市税と人件費について。

　(2)阿波市の貯金（基金）借金（地方債）借金返済（公

　　 債費）について。

　(3)ネーミングライツ（命名権）の阿波市の現状と今後

　　 の取組について。

　(4)ネーミングライツに適した公共施設はあるのか。

　(5)公用車の有料広告掲載について。

２.スクールカウンセラーについて

　(1)現在のスクールカウンセラーの配置状況はどうなっ

　 　ているか。またスクールカウンセラーの効果と今後

　 　の配置計画について。

　(2)現在のスクールカウンセラーの予算を増額できない

　 　か。また阿波市ふるさと応援基金を活用できない

　 　か。

3 坂東 重夫 はばたき １.阿波市の令和５年度一般会計予算（案）について

　(1)令和５年度一般会計予算（案）の概要とポイントに

　　 ついて。

　(2)新規事業及び拡充事業の内容について。

２.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

 　ついて

　(1)新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金の活用状

　　 況について。

　(2)新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金事業の成

　　 果について。



　【代　表　質　問】                                    　    （２）

順序 質問通告者 所属会派 質　　問　　の　　要　　旨

　(3)今後の市の対応について。

３.阿波市における環境問題に対する取り組みについて
　(1)「災害廃棄物」の仮置き場の確保について。

　(2)「阿波市災害廃棄物処理計画」の見直しについて。

　(3)環境問題に対する取り組みについて。

４.阿波市のスポーツ振興について

　(1)阿波市のスポーツ活動の現状と支援について。

　(2)スポーツ施設と利用状況の成果と課題について。

　(3)今後のスポーツ振興の更なる発展について。

　(4)多彩な設備が充実した総合施設の整備について。



令和５年第１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 16番 １.森林環境譲与税について

吉田　稔 　(1)本市では森林環境譲与税の予算はいくらで、どのように使わ

　　 れているのか。また今後の活用方針はどのように考えている

　　 のか。

２.ＡＣＮの危機管理について

　(1)先月（２月）、阿波町の家屋火災により近接する光ファイ

　　 バー幹線が焼失し、２０時間余りＡＣＮが使用不可能と

　　 なった。危機対応は充分だったか。今後の対応に何か活かさ

　　 れるか。

３.ＧＩＧＡスクール構想について

　(1)コロナ禍ではあるが、ＩＣＴ教育は小中学生にどのように活

　　 用され進化しているのか。現状と将来の方向性は。

　(2)小学校低学年の電子黒板の設置予定は。

2 3番 １.大規模災害時における対応について

野口加代子 　(1)災害時におけるアエルワの役割について。

　(2)避難所におけるトイレ使用について。

3 12番 １.生活保護について

中野 厚志 　(1)本市の令和３年度の生活保護率と生活保護費給付対象の世帯

　　 類計別世帯数と直近３年の推移について。

　(2)阿波市では冬季加算が適用されているのか。また、「母子加

　　 算」「障がい者加算」等、どんな加算が適用され給付されて

　　 いるのか。

２.鳥獣被害について

　(1)過去２年間の農作物の被害状況はどうなっているのか。

　(2)各鳥獣被害に対して、どのような対応・対策をとっているの

　　 か。また令和３年度の捕獲実績は。

３.学力学習状況調査について

　(1)学力学習状況調査の現在の状況についてどうなっているの

　　 か。

　(2)実施後、３ヶ月後に送られてくる結果が、個々の子どもの学

　　 力向上につながるのか。

４.保育士の配置基準について

　(1)国の保育士配置基準と本市の保育士配置基準と実態につい

　　 て。

５.ポイ捨ての未然防止について

　(1)ポイ捨ての未然防止のため、各家庭にごみ袋（大１０枚入

　　 り）を年間で２～３袋配布してはどうか。

4 4番 １.久勝小学校周辺の交通安全対策について

竹内 政幸 　(1)ＪＡあわ市（仮称）営農経済センター新設に伴う、周辺の交

　　 通安全対策について。

　【一　般　質　問】                                           （１）



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

　(2)市道中央東西線と大原・山王線との交差点の交通安全対策に

　　 ついて。

２.大野島潜水橋復旧について

　(1)２月上旬より全面通行止めとなっているが、現状及び復旧に

　　 ついて。

３.農業支援について

　(1)本年度に実施した、がんばる農業者応援給付金事業につい

　　 て。

　(2)肥料価格高騰対策事業について。

　(3)市内土地改良区への電気代高騰対策について。

5 11番 １.阿波市農業振興計画について

笠井 安之 　(1)第２次阿波市農業振興計画の成果について。

　(2)第３次阿波市農業振興計画策定について。

２.多面的機能支払交付金事業について

　(1)本年度の阿波市内の多面的機能支払交付金事業実施状況はど

　　 うなっているのか。

　(2)今年度までの事業実施効果をどのように捉えているのか。

　(3)これまでの課題と今後の事業展開をどのように考えているの

　　 か。

３.防犯カメラの設置について

　(1)市内に設置されている防犯カメラの設置状況はどうなってい

　　 るのか。

　(2)令和５年度の防犯カメラ増設予定はあるのか。

　(3)防犯カメラの設置台数の目標は設定しているのか。

6 10番 １.新ごみ処理施設について

藤本 功男 　(1)今年度の業務実績、取り組みは、どのような結果になってい

 　　るのか。

　(2)事業計画の検証業務は、どのような内容で進めていくのか。

　(3)本年度行った環境影響評価の結果は、いつ、どのように公表

　　 するのか。

　(4)今後のスケジュールは、どうなっているのか。

２.ふるさと納税について

　(1)ふるさと納税の現状について。

　(2)今後数年間の数値目標について。

　(3)自主財源としての有効活用、具体策について。

7 1番 １.公・民協働のまちづくりについて

黒川 理佳 　(1)現在の阿波市の予算状況について。

　(2)公施設の利活用、改修・建設の際に、市民の声をとりいれ、

　　 活用する、トライアルサウンディングを取り入れてみてはど

　　 うか。

　【一　般　質　問】                                           （２）



順序 質問通告者 質　　問　　の　　要　　旨

２.防犯、防災について

　(1)自主的な防犯灯設置時の補助金について。

8 8番 １.「あわめぐり」について

後藤　修 　(1)「あわめぐり」のインターネット予約とはどのようなもの

　　 か。

　(2)「あわめぐり」の利用登録を何故インターネットで出来ない

　　 のか。

２.本市の橋梁点検等について

　(1)橋梁の点検方法と評価方法及びその開示状況はどのようにな

　 　っているのか。

３.市職員の定年延長について

　(1)役職定年後の給与引き下げとやりがいについて。

　(2)定年延長による新規採用への方針はどのようになるのか。

４.太陽光と省エネについて

　(1)公共施設の太陽光の運用状況。

　(2)公共施設における省エネとＬＥＤ化の進捗状況はどのように

　 　なっているのか。

9 17番 １.行政デジタルトランスフォーメーション推進事業について

木村 松雄 　(1)今年度の取り組み状況について。

　(2)令和５年度の当初予算（案）に反映した事業について。

　(3)今後の行政ＤＸ事業の展望について。

10 6番 １.企業誘致について

武澤　豪 　(1)阿波市にカット野菜工場を誘致してはどうか。

　【一　般　質　問】                                           （３）


