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おはようございます。   

本日､令和５年３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

ナウイルスワクチン接種の現状と今後の見通し及び市政

の重要施策の取組等について申し述べさせていただきま

す。  

 

はじめに、令和５年２月２４日現在の本市の新型コロ

ナワクチンの接種状況につきましてご報告いたします。  

これまで本市では、初回接種からの累計といたしまし

て、延べ約２１万回を超える接種を実施してきたところ

ですが、本年１月下旬以降、接種率の伸びに鈍化がみら

れております。  

昨年秋より初回接種を完了した１２歳以上の方を対象
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に進めてまいりました、オミクロン株に対応した２価
に か

ワ

クチンの接種状況につきましては、全体で２９，６８４

人の方が接種を終えており、全人口に対し、４１．９パ

ーセントを占め、６５歳以上の高齢者の方の接種率では、

６７．８パーセントとなっております。  

次に、今後の新型コロナワクチンの接種についてであ

ります。  

政府は、新型コロナウイルスの感染症法上の分類につ

いて、より危険性の高い変異株による感染の急拡大など、

特段の事情が生じない限り、５月８日から現在の分類上、

２番目に厳格な「２類相当」の措置から、季節性インフ

ルエンザと同等の「５類」に引き下げることとしており

ます。  

これによりまして、これまでの行動制限等が大幅に緩

和される一方で、新型コロナウイルスに係る医療費では

一定の自己負担を求め、段階的に公費負担を縮小する方

針などが示されておりますが、新型コロナワクチンの接

種につきましては、感染症法上の分類の位置付けに関わ

らず、予防接種法に基づき実施することとなります。  

国におきましては、年初より専門家による検討が行わ
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れ、必要な接種については、引き続き自己負担なく受け

られるようにするとの方針の下、まん延予防上緊急の必

要があるものとして、無料で接種を受けられる「臨時接

種」を１年間延長する方針であります。  

令和５年度のワクチン接種に関しましては、使用する

ワクチン等の詳細について、引き続き議論されることと

なっておりますが、現時点では重症者を減らすことを目

的に、ワクチンの有効性の持続期間などから検討し、追

加接種が可能となるすべての年齢を対象に秋から冬にか

けて１回接種を行うこととしており、特に重症化リスク

の高い高齢者や基礎疾患を有する方などのほか、医療機

関や高齢者施設等の従事者に対しましては、秋冬の接種

を待たずに、春から夏にかけて前倒してさらに１回接種

を行う見通しであります。  

また、公費負担によるワクチン接種の在り方につきま

しては、令和５年中を目途に改めて検討することが示さ

れております。  

このことを踏まえ、令和５年度当初予算におきまして

は、臨時接種の期間の延長への対応として、コールセン

ター開設等の経費をはじめとする接種体制確保事業費に
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ついて計上し、引き続き阿南市医師会をはじめとする関

係機関のご協力の下、接種体制の維持確保に努めてまい

ります。  

全国の新型コロナウイルスの新規感染者数は、減少傾

向が継続しているところではありますが、今後の免疫の

減衰や変異株の置き換わりの状況等が感染状況に与える

影響を注視する必要があると考えております。  

新型コロナワクチンの接種をご検討中の市民の皆様に

おかれましては、接種によるメリットとデメリットの両

面から十分にご検討をいただいた上で、接種を希望され

る場合は、速やかに接種を受けていただけますようお願

いいたします。  

 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、見やすく、わかりやすい内容に整理し、

広報あなんや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。  

 

続きまして、「令和５年度一般会計当初予算」の主要事

業について申し上げます。  

この度の令和５年度当初予算編成にあたっては、「阿南
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市総合計画」に掲げております「多様な産業が咲き誇る  

生涯チャレンジ都市  阿南」の実現に向けた施策の実施

を基本としつつ、行財政改革を推進するにあたり令和３

年７月に策定しました「阿南市行財政集中改革プラン」

にも意を用い、「市民と共に創る持続可能なまちづくり」

に向けた予算編成としました。  

 予算規模としましては、３３０億３，０００万円とし、

対前年度比で２億８千万円（＋ 0.9％）の増としており、

市民の日常生活に寄り添いながら、まちの将来的発展を

思い描き取り組んでいくことに重きを置きました。  

主要な取組としましては、「地域脱炭素化の推進」とい

たしまして、将来世代に「豊かな自然環境と多様な産業

が調和するまち」を残すべく、ゼロカーボンシティ宣言

都市として「２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼ

ロ」を目指し、各分野と連携を深めながら、率先して取

り組むこととし、再生可能エネルギーの導入や省エネ性

能の高い製品への買換えを促す「省エネ機器等普及促進

事業」、また、居住誘導区域内での環境に配慮された住宅

を新築した場合等に補助する「あなんでスマートホーム

事業」など新規事業を盛り込み、脱炭素と生活支援の両
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面の効果を見込んでおります。また、本市自らも行う取

組として、公共施設等の照明のＬＥＤ化や公用車の電動

化・共用化について進めてまいります。  

 次に、「子どもたちの未来への投資」として、子育て支

援の充実のため、小学校低学年を中心に学習支援や基本

的な生活習慣の習得支援等を行う「子ども第三の居場所」

の令和６年度開設に向け、阿南社会福祉会館内の改修経

費を計上しております。  

また、「暮らしと経済を守る災害への備え、安全安心の

確保」といたしましては、長年の懸案課題である日開野

地区や辰巳工業団地における浸水対策を実行してまいり

ます。  

「地域資源を生かした関係人口の創出・拡大」では、若

杉山辰砂採掘遺跡について、整備基本計画を基に史跡整

備の基本設計に取り掛かります。  

 さらに、「行財政改革の推進」につきましては、Ｂ＆Ｇ

海洋センター複合型施設である「うみてらす北の脇」の

指定管理者業務への移行、南部学校給食センター調理等

業務の民間委託、スポーツ総合センターへのネーミング

ライツ事業導入など、それぞれ本年４月から公民連携手
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法の積極的導入を図るものでございます。また、保育現

場でＩＣＴシステムを試験的に運用し、業務の簡素化・

効率化を図り職員負担の軽減を目指す取組も行ってまい

ります。  

今後の財政運営におきましては、コロナ禍からようや

く脱却の兆しが見えてきたものの、物価・エネルギー価

格の高騰、国際情勢の不安定化など先の見通せない状況

が続きますが、市民の皆様が将来に希望の持てる阿南市

の姿に向け、全力をあげて取り組む決意でありますので、

議員各位のご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。  

 

 次に、阿南駅周辺整備事業についてであります。  

はじめに、公共空間を活用した「新たな拠点づくり」  

の第一歩となる市民会館の解体につきましては、周辺敷

地の境界確定や用地測量業務を終え、建物の解体に係る

事前の調査業務や設計業務を行っており、これを踏まえ

令和５年度当初予算に関連予算を計上し解体工事に着手

いたします。  

予定工期は、令和５年度から令和６年度の２カ年にか
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けての約１５カ月間とする大規模な解体工事となること

から、工事期間中は市民の皆様にご不便をおかけするこ

ととなりますが、安全確保や周辺環境に十分配慮し進め

てまいります。  

 

 次に、阿南駅周辺まちづくりの一画をなす市道佃町滝

ノ下線の道路整備についてであります。  

「徳島県立富岡東中学校・高等学校」の西側に隣接す

る約１８０メートルの区間について、昨年８月より工事

に着工し、本年３月中頃の工事完成、暫定供用に向け鋭

意工事を進めており、街に彩りや潤いを感じていただく

ため、富岡東中学校・高等学校側には、車道に沿って植

樹帯を設置すると共に、歩道にはカラー舗装を施す計画

といたしております。  

 昨年１１月に開催しました「まちづくりシンポジウム」

において、まちづくりの専門家の方からは、歩いて楽し

める空間のデザインといった課題や方向性について、斬

新な視点で様々なアイデアをいただいたことから、本路

線においては、道路利用者や沿道住民が愛着を感じ、歩

きやすく、安全かつ快適な道路整備となるよう、阿南駅
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周辺の景観との調和など、地域の特性に配慮しながら進

めることが肝要であると考えております。  

今後は、植樹帯のデザインや歩道のカラー舗装につい  

て様々な観点から引き続き調査・検討を行い、阿南駅周

辺まちづくりの全体像が固まった段階において、本路線

が中心市街地のシンボルロードの一つとなるよう進めて

まいりたいと考えております。  

 

また、こうした基盤整備とともに、まちづくり構想に

ついて市民参加で議論を深めるため、去る１月３１日に

第２回阿南市魅力ある都市づくり審議会を開催いたしま

した。  

審議会では、市民アンケート調査の実施目的や調査項

目、まちづくりワークショップの開催概要など、計画策

定に向けた今後の進め方等についてご説明をさせていた

だき、委員の皆さまからは、「新図書館に機能を集約して

しまうのではなく、地域全体のことを考えると、様々な

機能を分散させた方が良い」といったご意見や、「歩きた

くなるまちづくりの視点から、それぞれの拠点を結ぶ動

線を具体的に検討する必要がある」など、エリア全体の
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まちづくりに関するご意見をいただきました。  

基本計画の策定に向けては、市民の皆様のご意向を把

握するため、市民アンケート調査及びまちづくりワーク

ショップを実施することとしており、その第一弾として

去る２月１１日に「居心地の良い暮らしのシーンを考え

る」をテーマに第 1 回ワークショップを開催しました。

公募により高校生からご高齢の方まで幅広い年齢層の２

１名の方々にご参加いただき、グループワークでは、阿

南駅周辺における地域資源や課題を考えたうえで理想と

する暮らしのイメージについて活発な意見交換が行われ

ました。  

今後は、市民の皆様からいただいたご意見を公共用地

における導入機能の検討や、新図書館の整備箇所を選定

する上での参考として活用させていただき、本年５月の

開催予定である第３回審議会において素案を提示し、ご

議論をいただきたいと考えております。  

 

 また、新たなまちづくりの核となる機能の一つである  

新図書館基本計画の策定については、１０月の第１回基  

本計画検討会議に引き続き、１２月２１日に第２回検討  
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会議を開催し、新しい図書館の基本理念・基本方針につ  

いて検討いたしました。  

 同日、阿南高専の学生１１名の参加をいただいて、「未  

来の図書館～ＩＴ技術で図書館の利用はどんなふうに変  

えられるか？」をテーマに、学生ワークショップを開催  

し、海外の図書館の事例を学ぶとともに、現実の図書館  

システムに脅威を与えているサイバー攻撃に対抗するセ  

キュリティの仕事も体感しながら、未来の図書館につい  

て若い感性で夢を語っていただきました。  

さらに、 1 月２１日には第２回市民ワークショップを  

開催し、「新しい図書館に求められる機能を考えよう」を

テーマに、想定される利用者を様々に設定して、新しい

図書館では何がしたいか、そのために何が必要かを考え

ていただきました。  

二つのワークショップで出された意見として、高専生  

はＡＩやＶＲの活用を考え、市民ワークショップではビ

ジネス展開や趣味の活動を行う場、情報を得る場とする

内容がございましたが、どちらのワークショップでも友

達や同じ思いを持つ人、あるいは新しく出会う人とのコ

ミュニケーションの場としての図書館を求める意見が多
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く出され、新しい図書館に必要な要素の一つが見出され

ました。  

今後は市民アンケートも実施して、いただいたご意見  

を参考に新図書館基本計画の策定を進めてまいります。    

 

次に、カーボンニュートラルへの取組についてであり

ます。  

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けては、

２０３０年度までの取組が極めて重要となることから、

市では、その羅針盤となる「阿南市環境保全率先行動計

画」（区域施策編）の見直しを行っております。  

計画の主な変更点としましては、本市の温室効果ガス

の排出量等の現状を更新したほか、基本方針に基づく施

策を実効性の観点などから見直しを行い、２０３０年度

における温室効果ガスの排出量の削減目標を、２０１３

年度比で５０パーセントに引き上げております。  

また、改正地球温暖化対策推進法の規定に基づく「地

域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を新たに定め

るなど、太陽光発電による再生可能エネルギー事業の導

入を促進し、２０３０年度における再生可能エネルギー
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の導入量を、２０２０年度比で約２倍に増やす目標を掲

げております。  

さらに、２０３０年度目標の達成を確実なものとする

ため、今後３年間で集中的に地球温暖化対策を講じてい

くこととし、関連する事業費、約９千９百万円を令和５

年度当初予算に計上し、今議会に提出させていただいて

おります。  

取組の一つでもある、民間事業者が持つノウハウで省

エネルギー改修にかかる費用を原則、光熱水費の削減分

で賄うＥＳＣＯ事業につきましては、その第１弾として、

現在、那賀川図書館への導入に向け、準備を進めており

ます。  

去る１月２３日に、那賀川図書館ＥＳＣＯ事業公募型

プロポーザルの募集を行ったところ、２社から参加表明

をいただき、質問への回答や現場調査を経て、本日から

提案書の受付を開始したところであります。  

今後の予定といたしましては、３月１０日に、プレゼ

ンテーション及び提案審査を行ったうえ、優先交渉権者

を決定し、今年度末までに基本協定を締結することとい

たしております。  
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加えまして、既にＥＳＣＯ事業の公募型サウンディン

グを終えている科学センター、第一学校給食センター及

び南部学校給食センターにおいても事業導入を図るべく、

令和５年度当初予算において事業化に向けた債務負担行

為の提出を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。  

カーボンニュートラルへの挑戦は、産業構造や社会経

済の変革をもたらすものであり、本市にとりましても、

その取組が地域経済やコミュニティに“好ましい連鎖的

な流れ”を生むエンジンになると捉えており、「環境・経

済・地域が好循環するゼロカーボンシティ  あなん」を

旗印に、市民、事業者、行政等の力強い連携により、産

業都市としての新たな成長を目指してまいりたいと考え

ております。  

 

 次に、地域公共交通についてであります。  

 人口減少社会の進展等による需要の縮小や経営の悪化

などにより、鉄道、バス等の地域公共交通サービスの維

持・確保が厳しくなる中、本市の地域公共交通計画では

基本的な方針として「誰もが参画・協働し「乗って残す」
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地域公共交通」を位置付け、市民一人ひとりの地域公共

交通に対する当事者意識の醸成を図ることとしておりま

す。  

 この基本方針に基づく取組として、令和５年度当初予

算におきまして、市内小学校が実施する、公共交通機関

を利用した校外活動において、本市から那賀郡及び海部

郡までを区間とするバス、鉄道の公共交通機関利用に係

る運賃を補助する「阿南市小学生公共交通体験乗車事業

補助金」を新たに計上いたしました。  

 公共交通機関を利用した校外活動を積極的に後押しす

ることにより、児童が日頃乗りなれていないバスや鉄道

の乗車体験を通して、地域公共交通の役割や大切さを学

び、親しむ機会を提供することで、徳島県南部における

利用促進に繋げてまいりたいと考えております。  

 また、本市の地域公共交通計画では、重点施策の一つ

として、「新野線の新たな交通モードを含めた見直し」を

位置付けており、利用者の極端に少ない新野線について

は、地域ニーズや地域特性を踏まえた路線バスの運行区

間の見直しや乗合タクシー等の新たな交通モードの導入

を検討することとしております。  
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 こうしたことから、来年度予算において、新野地区で

デマンド型乗合タクシーの実証運行に係る経費を計上さ

せていただいており、デマンド交通の地域での実現可能

性について検証してまいりたいと考えております。  

 

続きまして、「阿南市高齢者タクシー利用料助成事業」

についてであります。  

この事業は、令和２年度の「阿南版事業仕分け」で要

改善の判定となりました「長寿者福祉金等支給事業」の

見直しにより生まれた財源を有効活用して新たに制度を

創設するものであり、バス利用の促進に加え、「高齢者特

定回数乗車券等交付事業」の事業仕分けの際に出された

「タクシーなどのバス以外の交通手段を検討してみては

どうか」との意見も反映し、真に移動手段を持たない高

齢者を対象に試行的に導入することといたします。  

支援内容といたしましては、市内各地から「阿南市地

域公共交通計画」で示す広域交通結節点であるＪＲ阿南

駅、又は交通結節点であるＪＲ羽ノ浦駅、桑野駅、阿南

医療センター及び徳島バス橘営業所までの距離に応じた

助成上限額の設定を行い、鉄道やバスの公共交通との連
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携、いわゆるモーダルミックスを前提として高齢者の利

便性に意を用いた制度としております。具体的には、１

枚当たり、５００円のタクシー券を上限額の範囲内で利

用者の希望に応じて交付することを可能としており、タ

クシー券交付合計額の２分の１相当額を助成するもので

ございます。  

 

 次に、「四国横断自動車道に関係する阿南市道の整備に

係る日亜化学工業基金条例」の制定についてであります。 

 昨年１２月に日亜化学工業株式会社様より、社会イン

フラ整備による市民生活の向上に資することを目的とし

て四国横断自動車道に関係する阿南市道の整備に対し、

実に４億円のご寄付をいただきました。  

 寄付金につきましては、四国横断自動車道に関係する

阿南市道を複数年にわたり円滑かつ効率的に整備する費

用等に充てるため、今議会において、基金を設置する条

例案を提出いたしております。  

 なお、四国横断自動車道に関係する市道といたしまし

ては、下大野地区と上岩脇地区で社会資本整備総合交付

金を活用して事業を実施している６路線を対象と考えて
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おり、その一つ（仮称）阿南インターチェンジからの追

加ランプと主要地方道阿南勝浦線を接続する重要な路線

として、下大野地区において市道渡り上り２号線の道路

整備を進めているところでございます。  

 これまで、用地関係者の方々のご協力をいただき、支

障物件移転補償と用地取得を先行して行ってまいりまし

たが、今年度より既に用地取得が完了している日亜化学

工業株式会社駐車場西の端、旧高井木工跡地付近から南

に約２２０メートルの区間について、工事着手したとこ

ろであり、年次計画的に事業を進めているところであり

ます。  

 今後におきましても、これら対象路線につきましては、

交付金と寄付金を有効活用させていただき、着実な事業

進捗が図れるよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。  

 

 次に、公民連携の新たな事業手法となる民間提案制度

の導入についてであります。  

民間提案制度とは、公共施設の有効活用等について、

民間事業者が持つアイデアやノウハウを活用した事業提
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案を求め、市との協議を経て事業化を図るものであり、

これにより、行政サービスの質の向上や財政負担の軽減、

業務効率化に大きく貢献することが期待されます。  

本市では、公共施設の有効活用の調査・研究を行うた

め、昨年１月のサウンディングツアーに続き、４月から

は「トライアル・サウンディング事業」を実施し、民間

事業者等との意見交換や多種多様な事業を展開する中で、

公共施設における公民連携事業の効果検証を行ってまい

りました。  

また、庁内で組織する「公共施設マネジメント推進チ

ーム」及び施設所管課職員が集まる「公共施設マネジメ

ント検討会」では、トライアル・サウンディング事業で

築き上げてきた公民連携の取組を貴重な経験として、次

なるステップに向けての検討を重ねてきたところであり

ます。  

こうした内容を踏まえ、行財政集中改革プラン計画期

間の最終年度に当たる令和５年度においては、公民連携

の取組を更に加速させるため、民間提案制度の導入を進

めてまいります。  

なお、本制度導入後は、民間事業者から様々な事業提
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案を頂けるものと期待しておりますが、行政サービスの

維持・向上や財政負担の軽減等に資する提案に対しては、

行政財産使用料の減免及び普通財産の無償貸付等、柔軟

な対応も必要となることが想定されるため、今議会にお

いて、「阿南市行政財産使用料条例等の一部改正（案）」

を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。  

 

次に、羽ノ浦小学校の建て替え計画に関してでありま

す。  

羽ノ浦小学校の建て替えに向けましては、令和元年９

月議会におきまして、現在の学校所在エリアと、羽ノ浦

支所及び羽ノ浦地域交流センターのエリアを合わせて建

設予定地とすることを基本的な考え方としてお示しし、

検討に着手いたしました。  

また、令和２年９月議会では、新たに「羽ノ浦くるみ

保育所敷地」の活用並びに「 JＡ東とくしま羽ノ浦支所」

の土地購入による活用について具体的なご提案を頂き、

改めて検討した結果、運動場の機能拡充を含め、現地建

て替えを行う上で、選択肢の幅を大きく広げることが可
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能になることから、各エリアを有効活用し、一体的に整

備する方針としたところでございます。  

令和４年度には、現在の羽ノ浦小学校の敷地を含めた

建設候補地一帯の測量と境界確定業務を実施するととも

に、 JＡ東とくしま羽ノ浦支所の不動産鑑定及び、建築

工作物の補償調査業務が完了いたしましたので、用地購

入に必要となる経費を令和５年度当初予算に計上させて

いただいたところでございます。  

令和５年度におきましては、 JＡ東とくしま様との用

地交渉をはじめ、子どもたちが将来にわたって安心安全

で快適に学ぶことが出来る学校施設にするために、より

良い改築プランをお示しできるよう、引き続き全力で取

り組んでまいります。  

  

次に、小中学校グラウンドの照明設備整備についてで

あります。  

小中学校グラウンドの照明設備につきましては、これ

まで球切れや故障により不灯が多数確認されており、照

明器具を支えているコンクリート柱につきましても、経

年劣化による老朽化が進んでおります。  
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利用者の皆様からは、かねてよりこうした照明設備の

更新について強いご要望をいただいておりましたが、来

年度より、脱炭素社会の実現と経費削減の両面から学校

単位での整備や照度基準を設定した照明数の再検討を踏

まえた計画的な設備更新に着手いたします。そこでまず

は、コンクリート柱が比較的新しく照明器具のみの交換

が可能な大野小学校について改修を行い、併せて市が管

理している照明設備について、グラウンドの使用頻度や

照明の点灯状況、コンクリート柱の安全性などを確認し

たうえで優先順位を総合的に判断し、計画的に整備を進

める整備方針を策定し、順次、照明設備の更新を図って

まいりたいと考えております。  

 

次に、子育て支援に係る「本市独自の新たな取組」に

ついてであります。  

 

まず第一点目は、「多様な集団活動事業利用支援補助

金」いわゆるフリースクール利用者への新たな支援制度

を創設し、保護者の経済的負担の軽減を図ることといた

します。具体的には、市内に住所を有する３歳児から５
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歳児を対象とし、国の無償化制度の対象外とされる教

育・保育施設のうち、自然体験活動など多様な幼児教育・

保育を実施していると認められる施設、いわゆるフリー

スクールにおいて本事業の要件を満たす施設等を利用す

る当該保護者が支払う利用料について、月額２５，７０

０円を上限として直接保護者に助成いたします。  

 

第二点目は、「児童発達支援利用者負担無償化事業」と

して、徳島県内の自治体に先駆け、０歳児から２歳児ま

での障がいのある子ども達にかかる児童発達支援等の利

用者負担の無償化を実施いたします。  

本市においては、国の制度である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

歳児から２歳児の保育料無償化に段階的に取り組み、昨

年１０月、保育料の完全無償化を実現いたしました。  

こうした本市独自の子育て支援策を更に一歩進め、令

和５年度より、新たに２つの支援策を講じることといた

します。  

こうした新たな支援策を含め、今後とも、市民の皆様

の声に真摯に耳を傾け、きめ細やかな取組を着実に進め
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ることで「全国に誇れる子育て環境」の実現を目指して

まいります。  

 

次に消防団員の処遇改善についてであります。  

 人口減少や被雇用者の増加等による、全国的な消防団

員の減少、さらには若年層の入団者減少による高齢化な

ど、消防団を取り巻く社会環境は非常に厳しい状況とな

っております。  

 こうしたことから、本市では、消防団員の確保に向け、

入団年齢の条件を４５歳未満から５０歳以下に引き上げ

るなど、様々な加入促進策を講じてきたところではあり

ますが、年々、団員数は減少傾向にあり、団員一人ひと

りの負担が増大しております。  

こうした背景を重く受け止め、消防団の充実強化に向

けた「報酬等の処遇改善」として、団員の年額報酬の  

３６ ,５００円への引き上げ、また、出動報酬について

も１日当たり一人８，０００円とする抜本的な処遇改善

を図ることとし、今議会において「阿南市消防団条例の

一部改正（案）」を提出させていただいたところであり、

地域の安全安心のため日夜ご尽力いただいている消防団
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員の士気向上、ひいては消防団の充実強化を図ってまい

ります。  

 

次に、阿南市スポーツ振興計画の策定についてであり

ます。  

本市では、「阿南市総合計画」及び「第３期阿南市教育

振興基本計画」を踏まえ、現在「スポーツ振興計画」の

策定に取り組んでおります。  

新たな計画（案）では、基本理念を「スポーツ・ライ

フ・バランス」とし、スポーツを「する」だけでなく、

スポーツを「観る」「支える」など、市民の誰もがスポー

ツに関わり、一人ひとりの生活の中にスポーツが当たり

前のように存在するまちづくりを目指してまいりたいと

考えております。  

このような方針に基づき、広く市民の皆様からご意見

をいただくため令和５年３月上旬にパブリックコメント

を実施し、３月下旬の策定に向け、鋭意作業を進めてま

いりたいと考えております。  

今後、本計画の実現が、市民皆様の生涯にわたる心身

ともに健康で文化的な生活を営む契機となり、「生涯チャ
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レンジ都市」の名にふさわしい阿南市となることを期待

しておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。  

 

 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。  

はじめに、去る１月１７日、電気自動車を活用した災

害連携協定を、日産自動車株式会社様、徳島日産自動車

株式会社様、株式会社日産サティオ徳島様との間で締結

いたしました。  

日産自動車株式会社は電気自動車の普及や脱炭素化を

推進する「ブルー・スイッチ」活動を進めており、県内

自治体では初めての締結となります。  

この協定では、本市で地震、津波又は風水害等大規模

災害が発生した場合等において、販売会社が保有する電

気自動車の貸与と再充電のために電気自動車用充電スタ

ンドを使用させていただき、電力不足が想定される本市

が指定する避難所や医療関係施設等に、非常用電源とし

て電気自動車から電力供給を行うものであります。  

日産自動車株式会社から提供予定である「電気自動車」
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において電力供給量を試算しますと、情報収集等に必要

なスマホの充電が、約６，０００台分可能であり、災害

時に迅速に電気を供給できる体制が図られるものと考え

ております。  

また、去る２月６日には、徳島トヨペットグループ様

との間で「災害時における協力に関する協定」を締結い

たしました。  

この協定は、グループ内の自動車販売会社や観光バス

会社などから、バス等の車両の提供による被災者及び要

配慮者等の輸送や保護活動、災害対策要員及び資機材の

輸送、加えて、更なる災害時の電力不足を解消するため

に、直接外部給電可能なハイブリット車両の提供を受け

るものであります。  

今後は災害発生時において、日産自動車株式会社並び

に徳島トヨペットグループの持てる力を十分発揮してい

ただくことにより、速やかな復旧・復興活動に寄与する

ものと考えております。  

 

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。  
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今回提出させていただきました案件は、条例案１７件、

補正予算案６件、当初予算案２０件、その他の案件５件

の計４８件、及び報告３件であります。  

 

その概要は、条例案につきましては、第１号議案から

第４号議案が条例の制定について、第５号議案から第１

６号議案並びに第４８号議案は条例の一部改正等であり

ます。  

その主なものについてご説明いたします。  

「第３号議案  阿南市債権管理条例の制定について」

は、債権管理の事務処理方法について、市の統一的な処

理基準を定め、債権管理の適正化を図り、市民負担の公

平を確保するために、新たに条例を制定するものであり

ます。  

 次に、「第５号議案  阿南市情報公開条例の一部改正」

につきましては、公文書の開示に係る請求権者の範囲の

拡大、開示決定等の期限の短縮など情報公開の推進を図

る等のため、条例の改正を行うものであります。  

 その他、「第７号議案  阿南市坂東奨学基金条例の一部

改正」及び「第１６号議案  阿南市母子更生資金貸付基
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金の設置及び管理に関する条例の廃止」につきましては、

行財政集中改革プランに基づき、特定目的基金の効果的

な活用として見直しを行うこととし、それぞれ条例の一

部改正及び廃止を行うものであります。  

次に、令和４年度補正予算に係る議案といたしまして

は、第１７号議案  令和４年度阿南市一般会計補正予算

（第９号）以下、第１８号議案から第２２号議案までは、

５つの特別会計の補正予算であり、事務事業を執行する

にあたり、必要額の補正を行うものであります。  

 

次に、第２３号議案から第４２号議案は、令和５年度

当初予算に係る議案であり、第２３号議案  令和５年度

阿南市一般会計予算をはじめ、第２４号議案から第４０

号議案は、１７の特別会計の当初予算、第４１号議案は、

阿南市水道事業会計予算、第４２号議案は、阿南市公共

下水道事業会計予算について、それぞれ令和５年度の事

務事業の執行に必要な予算計上を行うものであります。  

 

また、第４３号議案から第４７号議案は、その他の案

件５件であります。  
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その主なものは、第４６号議案「牟岐線見能林・阿波

橘間戎山都市下水路整備工事の委託に関する施行協定の

締結」でありまして、四国旅客鉄道・牟岐線「見能林・

阿波橘間」の軌道敷沿線区間の幹線水路整備工事につい

て、鉄道の運転保安上の理由により、鉄道事業者であり

ます四国旅客鉄道株式会社に施行を委託することとし、

施行協定を締結いたしたく、地方自治法の規定により、

議会の議決を求めるものであります。  

 

最後に、報告第１号から第３号の損害賠償の額の決定

及び和解に係る専決処分の報告につきましては、報告第

１号は物損事故によるもの、また報告第２号及び第３号

につきましては交通事故に関するもので、それぞれ損害

賠償の額を決定し、相手方と和解することについて専決

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、監査委員及び固定資産評価審査委員会委員の選

任、並びに人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、

閉会日に追加提案をさせていただき、ご審議をお願いい
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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

てご説明申し上げましたが、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

次第でございます。  

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。  

 


