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おはようございます。   

本日､令和４年９月定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては､ご多用にもかかわりませず

ご参会いただき、誠にありがとうございます｡ 

 また、平素は、市政の各般にわたりご指導､ご支援を

賜っておりますことに対しましても、心から厚く御礼を

申し上げます｡ 

  

それでは、提出議案の説明に先立ち、本市の新型コロ

ナウイル感染症への対応及び市政の重要施策等について

申し上げます。  

 

 まず、新型コロナウイルス感染状況についてでありま

す。  

 伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン

株のＢＡ .５系統を中心とした感染が全国的に急拡大し

ております。  

本市におきましても、７月中旬以降、感染者数は増加

傾向となっておりますが、特に、１０歳未満や１０代の

子どもからその親への感染による家庭内感染や、学校・
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保育所等における施設内感染が拡大しており、増加要因

の一つであると見ております。  

 こうした中、政府は、現下の感染対策への対応につい

ては、新たな行動制限を行うのではなく社会経済活動を

できる限り維持しながら、引き続き、保健医療体制の確

保に万全を期すとともに、新型コロナウイルスと併存し

つつ平時への移行を慎重に進めていくとしております。  

今後におきましては、３回目接種から一定期間が経過

し、接種者の免疫の減弱が起きている高齢者への４回目

接種と３回目の接種率が低い若年層への接種を促進する

とともに、必要な場面におけるマスク着用、小まめな手

指消毒や効果的な室内換気など、基本的な感染対策の再

徹底をあらためて、市民の皆様に対し、お願いするとこ

ろでございます。  

２年と半年にもわたるコロナ禍がここにきて再び強い

影響を及ぼしており、これまで数多くの制約を余儀なく

された、特に子どもたちと高齢者の皆様の心身の健康あ

るいは成長を案じております。市として引き続き緊張感

をもって、感染対策と社会経済活動の維持双方に意を用

いてまいります。  
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続きまして、新型コロナワクチンの接種状況及びオミクロン株

対応ワクチンの接種に関する動向等について、ご報告させて

いただきます。 

まず、本市における新型コロナワクチンの接種状況につきま

しては、令和４年８月末日現在、２回目までの接種を完了され

た方は、５７，３８４人で、全人口の７９．９パーセントを占め、  

３回目までの接種を完了された方は、  

４５，９４９人で全人口の６４．０パーセントを占めております。  

また、６０歳以上の方及び基礎疾患を有する方等を対象と

した４回目接種については、１６，２４６人の方が接種を完了し

ており、６０歳以上人口を母数とした場合の割合は５７．５パー

セントで、全人口に対する割合は、２２．６パーセントとなってお

ります。 

 こうした中、国においてはオミクロン株対応ワクチンの接種に

ついての検討がなされており、今後、当該ワクチンの接種を予

防接種法に位置付けることとなった場合に備えて、準備を進め

るよう厚生労働省より各自治体に対し、通知がなされているとこ

ろです。 

実施方針を検討している国の分科会の議論からは、今年の  

１０月半ば以降に実施することを想定し、接種間隔等を踏まえ
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特例臨時接種の実施期間について、令和４年９月３０日までと

しているところを延長する方向で調整される見通しであります。  

更に、８月３１日に行われました岸田内閣総理大臣の記者

会見では、「１０月から開始予定のオミクロン株対応の新たなワ

クチンの接種について、その開始を更に前倒しする。」との発

言があったことを受け、本市においても国の動向を注視しつつ、

接種計画の策定を行っているところであり、接種を希望される

市民の皆様が安心で速やかに接種を受けられるよう準備を進

めてまいります。 

 これらを踏まえまして、現時点で示されている方針を基に、オ

ミクロン株対応ワクチンの接種の実施等に必要な経費として、  

１億２，１０１万９千円と、接種費用として医療機関等へ支払う

委託料を１億１，４５４万円と見込み、  

合わせて２億３，５５５万９千円全額を国庫負担金及び国庫補

助金を財源として、調製したところでございます。  

 今後におきましても、ワクチン接種に関し必要な情報につきま

しては、接種券に同封するチラシ等のほか、ホームページなど

の情報発信ツールを活用し、広く市民の皆様へ周知してまい

ります。 
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 次に、行財政改革の取組についてであります。  

 去る８月１０日、各種団体等から選出いただいた方々

や公募に応じていただいた方に委員として参画いただき、

令和４年度第１回阿南市行財政改革懇話会を開催いたし

ました。  

 会議では、昨年７月に策定いたしました「阿南市行財

政集中改革プラン」についてのこれまでの進捗状況と、

今年度から新たな重点取組項目に追加し、計画期間であ

る令和５年度末までの達成を目指す４つの取組項目につ

いてお示しし、各委員からご意見・ご提言をいただいた

ところであります。  

 プランの進捗状況に関しましては、「業務の簡素化・効

率化による職員数の削減」や、「未利用不動産の売却・貸

付」といった取組を通じ、令和３年度決算見込において

約１億４千万円の財政効果を見込んでいること、また、

令和４年度におきましては、これらに加え、予算要求に

おける「シーリングの試行的導入」や「スポーツ施設等

における指定管理者制度・ネーミングライツ制度の導入」、

「民間保育施設の誘致」などといった取組の効果が顕在

化する見込みであることをご報告いたしました。  
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 また、重点取組項目の追加に関しましては、「職員採用

試験制度の見直し」、「学校給食調理業務の民間委託」、「公

用車への広告掲載」、「公共施設へのＥＳＣＯ
エ ス コ

事業の導入

検討」の４項目の追加を提案させていただきましたとこ

ろ、計画期間内に成果をあげられるよう、しっかりと取

り組むべきとのご意見をいただきました。  

 プランに基づく行財政改革が着実な成果を生むために

は、「市民の皆様の納得と共感」が何よりも大切でありま

す。そのため、今回の懇話会で議題といたしました内容

につきましては、今後、「広報あなん」でテーマごとの連

載記事を組むなど、分かりやすい情報発信に努め、市民

の皆様のご理解ご協力の下、更に取組を加速してまいり

ます。  

 

次に、自治体ⅮⅩ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）の推進についてであります。  

本市では、「行財政集中改革プラン」の重点目標の一つ

に「スマート自治体」を掲げ、今年度、行政手続等の自

動応答システムであるＡＩチャットボットや公共施設予

約システムの導入など、自治体ⅮⅩに向けた取組を着々
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と推進しているところでございますが、市民の皆様の更

なる利便性向上に向け、新たにデジタルを活用した４つ

の施策に取り組んでまいります。  

 

まず、１点目は、窓口業務におけるキャッシュレス決

済サービスの導入についてであります。  

現在、市民生活課の窓口における各種証明書を発行す

る際の手数料については、現金授受のみの対応としてお

りますが、市民の皆様の利便性の向上、また新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスク軽減を図るため、セルフレ

ジの設置及びキャッシュレス決済サービスの導入を図っ

てまいります。  

今回、導入を検討しておりますセルフレジにつきまし

ては、自動釣銭機による精算に加え、クレジットカード、

電子マネーやＱＲコードによるキャッシュレス決済が可

能となり、利用者にとって支払方法の選択肢が増え、ま

た、窓口での滞在時間の短縮にもつながることから、市

民サービス向上、さらには業務の効率化が図られるもの

と考えております。  
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２点目は、岩脇こどもセンターへの保育 IⅭＴサービ

スの試行的導入についてであります。  

少子化が進む中で、子育て世代の働き方の多様化による

新たな保育ニーズへの対応など、保育士の業務負担は年々

増加しております。  

こうした保育所現場が抱える課題解決の一助とし、ひいては

保育サービスの質的向上を図るため、働き方改革検討チーム

による提言を踏まえ、保育以外の業務負担の軽減や業務効

率化につながる保育業務支援システムを導入いたします。 

本システムは、入所児童の情報管理、欠席・遅刻の連絡、

連絡帳やお便りの配信、保護者への緊急連絡などの機能を

有し、書類作成もできるシステムであり、事務的な作業の大幅

な負担軽減につながるものでございます。  

また、導入によって保育士が本来の保育業務に専念するこ

とで子どもと向き合う時間にゆとりができ、子どもたちへのサポ

ートの充実や、さらには保護者とのコミュニケーションもスムーズ

に図られるものと考えております。  

導入にあたっては、まずは利用定員に対する入所児童数が

最も多い岩脇こどもセンターへの試行的な導入を計画しており、

その成果を検証したのち、施設の規模や児童数等を勘案しな
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がら、新設及び既設のこどもセンター等への導入を順次検討

してまいります。  

 

３点目は、公開型Ｇ IＳの導入についてであります。  

本市では、今年度からＧ IＳ（地理情報システム）を

全庁的に導入し、各課が保有する複数の地図データをシ

ステム上に統合し、庁内での情報共有を図り、事務の効

率化や窓口での迅速な対応に努めているところでござい

ます。  

この度は、このＧ IＳで作成した数々の地図情報を、

インターネット上において、市民の皆様に公開してまい

ります。  

公開時期は、令和５年度からを予定しておりますが、

本市が持つハザードマップなど防災に関する情報や公共

施設・公共交通機関など暮らしに関する情報、また、道

路や水道などのインフラに関する情報等が、地図情報と

して、パソコンやスマートフォンの端末から閲覧できる

こととなり、これらを市民の皆様や多様な活動主体の方

にご利用いただくことで、様々な地域課題の解決にも役

立てていただきたいと考えております。  
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４点目は、本市公式ⅬＩＮＥを活用した、道路・公園

等の「破損状況通報システム」の構築についてでありま

す。  

現在、行革デジタル戦略課を中心に関係課において、

徳島県電子自治体共同システムのサービスを利用した通

報システムを構築しているところであり、このシステム

を本市の公式ⅬＩＮＥと連携し、スマートフォンからの

通報手続を可能にするとともに、写真添付機能やＧＰＳ、

位置情報機能を活用し、破損場所の特定を容易にするな

ど、市民からの通報を活かして、スピーディな対応を可

能とするシステムとして市民サービスの向上につなげて

まいります。  

 

なお、以上４点の導入経費につきましては、今議会に

おいて、一般会計補正予算案として提出させていただい

ておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。  

このほか、市内部の取組ではありますが、本年７月に、

これまで職員が紙ベースで携行しておりました「阿南市

職員防災初動マニュアル」を本市職員自らの手により、
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スマートフォンアプリとして再構築し、全庁職員に向け

て配布いたしました。  

本アプリを職員が、自身のスマートフォンにインスト

ールすることにより、時間・場所を問わず自らの初動体

制が即時に確認できることから、大雨や台風時はもちろ

んのこと、予期せぬ災害発生時にも、職員の参集や避難

所の開設等について迅速な対応が図られ、初動対応の強

化に繋がるものと考えているところでございます。  

今後におきましても、このように職員自身がデジタル

の力を最大限活用し、課題解決や市民サービスの向上に

繋げていく手段としての「市役所ⅮＸ」を積極的に推進

してまいります。  

 

 次に、阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター複合型施設への指定

管理者制度導入についてであります。  

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター複合型施設、通称「うみて

らす北の脇」は、令和元年１１月の開館以来、本市の海

洋性スポーツの拠点として、様々な団体との連携を図り

ながら、市直営での施設管理を行っているところであり

ます。  
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一方、スポーツ施設の管理運営に関しましては、「阿南

市行財政集中改革プラン」の重点取組項目において、ス

ポーツ施設等における指定管理者制度の導入を掲げてお

り、先の６月議会でもご報告させていただきましたよう

に、昨年１２月に検討委員会を立ち上げ、鋭意検討を進

めてまいりました。  

その結果として、「うみてらす北の脇」につきましては、

民間経営のノウハウや事業手法を全面的に取り入れるこ

とが、良質なサービスの提供や市民目線での効率的な運

営に繋がり、市民の皆様に、よりご満足いただけるとの

判断に至ったところであり、指定管理者の募集及び選定

に向けた実務的協議を深めるとともに、当該施設に指定

管理者制度導入を可能とする条例改正について精査を行

い、今議会において、「阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の

一部改正」を提案させていただいているところでありま

す。  

 今議会においてご議論をいただき、議案をご承認賜れ

ば、１０月中旬から募集を開始し、１１月には、スポー

ツ関連分野の大学教授、税理士、社会保険労務士等の外

部有識者を含む「選定委員会」により指定管理候補者を
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選定の上、１２月定例会において議案として上程させて

いただきたいと考えておりますので、議員各位のご理解

とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。  

 

次に、安全・安心で、より美味しい学校給食の提供に

ついてであります。  

学校給食の栄養バランスや量を保ち、献立内容の充実

を図るため、従来は給食費から賄っておりました「学校

給食調理に伴う光熱水費」につきまして公費負担とする

ための補正予算を計上しております。  

現在、 1 食当たりの給食費は、中学生３４９円、小学

生２９９円となっております。  

この給食費のうち、調理に伴う光熱水費として中学生

には約４０円、小学生には約３５円を負担いただいてお

りましたが、公費負担とすることによりまして、その費

用分を全て食材費に回すことにより、献立の充実を図っ

てまいりたいと考えております。  

 

 続きまして、公民連携により、より効率的に継続運営

していくための学校給食調理業務の民間委託についてで
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あります。  

令和５年４月からの南部学校給食センターの学校給食

調理業務の民間委託に向け、令和４年度から令和７年度

までの間の業務委託料に係る債務負担行為を定め、本定

例会に提案しております。  

民間委託への移行に際しては、これまでどおり安全・

安心で美味しい学校給食の提供に努めるべく、  

１，０００食以上の学校給食センターの調理業務を受託

してきた実績のある事業者を「公募型プロポーザル方式」

により選定いたしたいと考えております。  

事業者選定に際しての業務仕様書には、児童生徒から

好評を得てきたレシピなど、これまで学校給食調理員や

栄養教諭が培ってきた経験やノウハウを仕様に十分反映

させた上で、本市の求める水準を履行できる事業者を選

定したいと考えております。  

令和４年１０月から２か月程度かけて、一連の選定作

業を行い、同年１２月には、契約を締結したいと考えて

おります。さらに、翌年１月から３月までの間は、業務

の円滑な引継ぎのための準備期間とし、新年度当初から

従来と変わることのない学校給食の提供に万全を期して
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まいります。  

 

次に、子育て支援についてであります。  

まず、「公立と私立」両面からの取り組みを進めております羽

ノ浦地区における教育・保育施設整備につきましては、現在、

「私立」に関しましては、社会福祉法人ハート福祉会により、  

１５０人を定員とする幼保連携型認定こども園の施設整備が行

われているところでございます。  

７月５日、園舎建築工事に着工し、現在、施設の基礎部分

の工事を行っており、令和５年２月に竣工し、４月１日に開園を

迎える予定と伺っております。  

新設の認定こども園開園に伴う利用申し込みにつきまして

は、他の保育所等と同様に、毎年１２月に行っております新年

度の利用申込期間に募集を行い、利用調整については羽ノ

浦くるみ・さくら両保育所を利用している児童を優先することと

しております。しかしながら、利用定員は１５０人であり、そのす

べての児童に入所いただくことができないことから、利用する施

設については保護者の皆様に選択していただくこととなります

が、一部耐震基準を満たしていない羽ノ浦さくら保育所につき

ましては、児童の安全面を考慮し、可能な限り早い段階での
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閉園に向け、新設の認定こども園又は羽ノ浦くるみ保育所の

利用をお願いしているところでございます。 

一方、「春日野グランド」を候補地とする公立の施設整備に

関しましては、本年３月に実施いたしました「春日野グランド」に

係る不動産鑑定評価をもとに、県担当部署と売買価格を含め

た実務的な協議により春日野グランドと道を隔てて隣接する県

所有の中央公園部分を含め譲り受けることで県との基本合意

に至り、補正予算議案に用地の取得費を計上しており、用地

取得とともに一日も早く安全で快適な子育て環境の整備に着

手できるよう取り組んでまいります。  

 

次に、今後の保育所等の施設整備方針についてでござい

ます。 

教育・保育施設の老朽化等を踏まえた市内全体の今後の

施設整備方針につきましては、令和２年１２月議会におきまし

て、幼保一元化を基本としつつ、民間活力の積極的導入、市

内１４地区ごとの施設利用児童数の将来推計を踏まえた整備

の考え方等、多様な視点で今後の中長期的な整備方針を策

定する旨お示ししておりました。その整備方針の素案につきま

して、去る８月 １７日に開催された「阿南市子ども・子育て会
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議 」において、「阿南市教育 ・保育施設整備基本方針 （素

案）」としてお示しし、委員の皆様からご意見をいただいたところ

であります。今後、議会でのご論議を踏まえつつ、更に、年内

を目途に開催を予定しております次回の「阿南市子ども・子育

て会議」においてご意見を賜り、基本方針（素案）に反映させ

てまいりたいと考えております。  

また、施設整備の基本方針策定中にも、日々老朽化が進

む各保育施設につきましては、子どもたちの安全を最優先に

考え、計画的・予防的なメンテナンスを含む修繕へと維持管理

方針を転換し、増額の修繕予算を今議会に提案させていただ

いております。今後におきましても、基本方針の策定及び公表

とともに、安全な保育環境の整備に向け鋭意取り組んでまいり

ます。 

 

次に、保育料の完全無償化についてであります。  

本市においては、国の制度として令和元年１０月から実施さ

れている３歳児以上の幼児教育・保育の無償化に加え、本市

独自の支援策として、０歳児～２歳児の保育料無償化に段階

的に取り組んでおり、令和２年１０月からは２歳児、令和３年１０

月からは１歳児について無償化を実施してまいりました。そして、
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本年１０月からは０歳児において無償化を実施し、私の公約で

もありました「保育料の完全無償化」を実現いたします。 

また、保育料完全無償化実施後におきましては、入所希望

者の増加が見込まれ、待機児童の問題や育休退所の問題が

懸念されるところではございますが、特定の施設を希望する場

合等を除いた条件ではありますが、本年４月１日から９月１日

現在まで待機児童ゼロを継続しているところであり、また、来春

には羽ノ浦地区の民間による幼保連携型認定こども園の開園

を控えていることなどから、待機児童問題につきましても解消の

糸口が見えてきていると感じております。  

こうしたことから、育休退所の問題に関しましては、これまで

段階的な緩和を実施してまいりましたが、本年１０月１日時点

における待機児童の状況を一つの区切りとして検証を行い、

来年４月入所時からの育休退所の緩和または廃止に向けた

方針を取りまとめることとし、子育てに対する保護者の長年に

わたる切実な声をしっかりと受け止め、子育て環境の更なる充

実に取り組んでまいります。  

 

次に、羽ノ浦小学校建替えに伴う羽ノ浦支所の移転に

ついてであります。  
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昨年９月及び１２月議会の所信で申し上げましたとお

り、羽ノ浦支所につきましては、喫緊の課題である羽ノ

浦小学校の改築計画を踏まえ、羽ノ浦支所機能を羽ノ浦

公民館へ移転する方針のもと、これまでに、公民館運営

審議会や利用団体の皆様をはじめとする関係者の皆様と

の交流機会において、公民館運営や改修について説明や

報告を行い、また、ご意見を頂くなど議論を重ねてまい

りました。  

庁内におきましても、皆様から頂いたご意見やご要望

を可能な限り反映し、公民館機能と支所機能の複合化に

よる良質なサービスの提供が可能となる、最適な公共施

設の実現に向け協議を重ねてきたところでございます。  

今後のスケジュールといたしましては、本年度中に支

所移転に伴う、羽ノ浦公民館改修実施設計を行い、令和

５年度から公民館改修工事を実施し、令和６年春頃の支

所移転を目指し、鋭意進めてまいりたいと考えておりま

す。  

また、羽ノ浦支所移転に関する周知につきましては、本

議会閉会後を目途に、現時点でのスケジュールや移転配

置図などについて、羽ノ浦地区住民を対象とした「かわ
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ら版」や「はのうら公民館だより」により周知を図ると

ともに、「広報あなん」やホームページ等を効果的に活用

し、市民の皆様に分かりやすい形での情報発信に取り組

んでまいります。  

 

次に、阿南駅周辺整備事業についてであります。  

去る 8 月１６日、建築家、図書館運営に造詣のある大

学教授など学識経験者等で構成する「阿南市魅力ある都

市づくり審議会」を開催し、本年３月に策定した「阿南

駅周辺まちづくりビジョン」を「たたき台」として、公

共空間への具体的な導入機能についての絞り込みや実現

可能な整備手法の検討に着手いたしました。  

審議会では、これまでの経緯とビジョンの内容のほか、

今後の進め方などについてご説明させていただきました。

委員の皆様からは、「駅東側の公共空間における導入機能

を検討するに当たっては、街の雰囲気及び動線をどうす

るかなど、エリア全体の在り方やデザインを考えること

が大事」、また、「阿南駅周辺は、まち全体が巨大な駐車

場で、その中に建物がポツポツと建っている状態であり、

これでは街が賑わうのは難しい。環状公園道や自転車道
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を整備するなどの戦略が必要ではないか。」といったご意

見のほか、「まちを楽しくして、駅周辺を訪れた方に歩い

ていただく仕掛けづくりの必要性」などのご意見をいた

だきました。また、図書館に関連するご意見として、「図

書館の役割は資料の収集と提供だけではなく、地域で起

きている様々な取組を見える化し、市民が様々な情報に

触れることができる、コミュニティセンターとしての役

割が重要である」といったご意見など、それぞれのお立

場から、エリア全体のまちづくりや図書館の役割、可能

性などについて貴重なご意見・ご提言をいただきました。 

特に、本をツールとした地域コミュニティとしての図

書館の果たす役割の意義・重要性について、多くの委員

の皆様から前向きなご意見を賜ったところであり、今後

のまちづくりの議論においては、新図書館に係る基本計

画策定と連携して検討を深めることとし、その一環とし

て、来る９月１８日、文化会館夢ホールにおいて、「まち

づくりシンポジウム」を開催いたします。  

 シンポジウムでは、市民参加のまちづくりについて実

践的な知見を豊富に有する専門家２名による講演、並び

に、私も参加して、エリア全体の価値をいかに高めるか、
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新しい図書館をいかに機能させるか、その手段として相

応しい公民連携はどうあるべきかなどを語り合うトーク

セッションを行う予定としており、ご来場いただく多く

の皆様がワクワクできるような中心市街地の近未来像に

ついて議論を深めてまいりたいと考えております。  

 

次に、「野球のまち阿南」℮スポーツ推進事業について  

であります。  

 来る１１月２７日、ＪＡアグリあなんスタジアムにお

いて、小・中学生を対象とした約１００名が参加する「キ

ャッチボールクラシック」とコラボレーションし、「実況

パワフルプロ野球」のゲームでホームラン数、飛距離な

どを競うｅスポーツを開催いたします。  

競技では、選択する選手を昨年パ・リーグのホームラ

ン王を獲得された阿南市出身のプロ野球選手、杉本裕太

郎選手に限定して行います。  

参加者は、延べ３００人を見込んでおり、幅広い世代

の方々に、気軽に野球場に足を運んでいただきますよう

よろしくお願いいたします。  
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また、このほど、「日本野球聖地・名所１５０選」に野

球のまち阿南が選定されました。  

 この「日本野球聖地・名所１５０選」は、２０２２年

が日本に野球が伝来してから１５０年にあたる節目とな

ることから、一般社団法人日本野球機構などが、日本全

国の野球にまつわる聖地や名所１５０か所を選定する取

組であり、これまでの野球を活かした地域づくりの取組

が高く評価されたものと受け止めており、今後も、「野球

のまち阿南」としての存在感をさらに高めてまいりたい

と考えております。  

 

次に「犯罪被害者等支援」への取り組みについてであ

ります。  

犯罪被害者やその家族、関係する方々は、生命、身体、

財産上の被害だけでなく、捜査、裁判の過程での精神的

負担が大きく、更に被害後に生じる、いわゆる二次被害

といわれるさまざまな問題に苦しまれている実態があり

ます。  

こうした中、国においては、平成１６年１２月に「犯

罪被害者等基本法」を制定し、犯罪被害者等の権利や利
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益を保護するための制度や取組などの整備がされてまい

りました。  

本市においても、令和２年３月改訂の「阿南市人権施

策基本方針」において、取り組むべき人権課題の一つと

して、対策に取り組んでおりますが、犯罪被害者等が抱

えるさまざまな問題や負担を軽減し、再び平穏な生活を

取り戻していただけるよう、より一層の適切な支援を行

える体制を整えるべく、条例の制定を視野に具体的な取

り組みについて検討に着手したところであり、犯罪被害

者等に寄り添った支援体制の構築に向け取り組みを進め

てまいります。  

 

 次に「令和４年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊  

合同訓練」の開催についてであります。  

 緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に、大規  

模災害等により、被災した都道府県内の消防力では対応  

が困難な場合に、人命救助活動等を効果的、かつ迅速に  

実施できるよう、全国の消防関係相互による応援体制を  

構築するため、平成７年６月に創設され、令和４年４月  

１日時点で６，６０６隊が登録されており、全国で発生  
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した様々な大規模災害の現場に出動しております。  

 また、平成８年度からは、緊急消防援助隊の技術及び

連携活動能力等の向上を図るため、消防庁等が主催し全

国を６ブロックに分け、「緊急消防援助隊地域ブロック合

同訓練」が毎年各県で実施されており、今年度、「中国・

四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練」が、阿南市で開

催されることとなりました。  

この度の訓練は、本年１０月２９日と３０日の２日間、

橘町の小勝緑地を主会場とし、中国・四国地方の各県か

ら消防や関係機関が集結いたします。また、サテライト

会場といたしまして、辰巳工業団地内の王子製紙株式会

社様の所有地をお借りして、大規模災害を想定した「災

害即応訓練」、「部隊運用訓練」などの実動訓練が実施さ

れ、 J パワー＆よんでんＷａンダーランドやＪＡアグリ

あなん運動公園等では、後方支援活動訓練として、宿営

訓練などの実施が予定されているところであります。こ

うした大規模かつ広域的な訓練が実施されることは、授

援体制構築に向けたノウハウの蓄積をはじめ、本市の防

災力向上に大きく繋がるものであり、市として積極的に

取り組んでまいります。  



 26 

次に、災害時の支援に係る２件の協定締結についてご

報告いたします。  

まずはじめに、災害時等における無人航空機を活用し

た支援協力に関する協定を去る 7 月２０日に「合同会社

オーシャンワン」様との間で締結いたしました。  

この協定は、災害時等に「合同会社オーシャンワン」

様所有の無人航空機（ドローン）を活用し、被災状況等

の確認や情報収集活動並びに被災者の捜索・救助などに

ついてご支援を頂くものであります。  

 特に避難困難地域等に対する支援については、大規模

地震による、道路の崩壊や家屋等の倒壊により、地域が

孤立した場合に、ドローンの特性を生かした情報収集活

動や医薬品などの物資の運搬等の支援が期待できるもの

と考えております。  

また、災害時におけるキッチンカーによる炊き出し支

援等に関する協定を去る７月２１日に「徳島県キッチン

カー協会」様との間で締結いたしました。  

この協定は、災害時に本市が開設する避難所等にキッ

チンカーを派遣し、その場で調理を行い、食物アレルギ

ーや咀しゃく・嚥下機能が低下している被災者に配慮し
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た食事の提供を行っていただけるもので、避難生活の精

神的な負担軽減や災害応急体制の強化が図られる大変有

意義な協定であると考えております。  

 

続きまして、今議会に提出させていただきました議案につき

まして、ご説明を申し上げます。  

今回提出させていただきました案件は、条例案３件、補正

予算案４件、決算の認定案２件、その他の案件３件の計１２件、

及び報告２件であります。  

その概要は、 

条例案につきましては、  

第１号議案  阿南市職員の育児休業等に関する条例の一

部改正  

第２号議案  阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正  

第３号議案  阿南市共同作業場設置条例の一部改正  

以上３件につきまして、条例の改正をしようとするものであり

ます。 

補正予算案につきましては、  

第４号議案  令和４年度阿南市一般会計補正予算（第３

号） 
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第５号議案  令和４年度阿南市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）  

第６号議案  令和４年度阿南市学校給食事業特別会計補

正予算（第２号）  

第７号議案  令和４年度阿南市公共下水道事業会計補正

予算（第１号）  

以上４件につきまして、事務事業を執行するにあたり、必要

額の補正などを行うものであります。  

決算の認定案につきましては、  

第８号議案  令和３年度阿南市水道事業会計決算の認定  

第９号議案  令和３年度阿南市公共下水道事業会計決算  

以上２件につきまして、地方公営企業法の規定により、議会

の議決を求めるものであります。  

その他の案件につきましては、  

第１０号議案  字の区域の変更  

第１１号議案  市道の路線の認定  

第１２号議案  市道伊島前島線（前島橋）上部工事（着手

日選択型）の請負契約の締結  

以上３件につきまして、地方自治法及び道路法の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。  
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報告につきましては、  

報告第１号  損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処

分の報告では、道路管理上の瑕疵に基づく事故によるもので、

損害賠償の額を決定し、相手方と和解することについて、  

報告第２号  和解に係る専決処分の報告では、市が被害を

被った損害賠償について、相手方と和解するもので、報告第１

号から報告第２号までそれぞれ専決処分をいたしましたので、

地方自治法の規定により、議会に報告するものであります。  

 

なお、令和３年度阿南市一般会計歳入歳出決算の認定、

及び令和３年度の１７の特別会計歳入歳出決算の認定、並び

に人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、後日、追加

提案をさせていただき、ご審議をお願いいたしたく存じますので、

ご了承賜りますようお願い申し上げます。  

 

以上提案いたしました議案、並びに報告の概要について、

申し上げましたが、今後のご審議を通じまして、ご説明並びに

ご質問にお答え申し上げたいと存じます。  

何とぞ十分なご審議を賜り、原案どおりご承認賜りますよう

お願い申し上げまして、提案理由の説明に代える次第でござ
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います。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 


