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   会議記録 

      北島町議会 

 

平成２９年第４回定例会は、１２月１２日に開会され、１２月２０日に閉会

いたしました。  

町長提出議案として「同報系防災行政無線デジタル化再整備工事請負契約の

変更について」など七議案、議員提出議案として「道路財特法における補助率

等の嵩上げ措置の継続を求める意見書」など二議案が上程され、慎重審議の結

果、いずれも原案どおり可決されました。 

 

 

議案第７６号 同報系防災行政無線デジタル化再整備工事請負契約の変更に  

ついて  

本案は、同報系防災行政無線デジタル化再整備工事において、株式会社 大

日と変更請負契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号及び北

島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の  

規定により、議会の議決を求めるため提案するものです。    原案可決  

 

議案第７７号 北島町水防団に関する条例の制定について 

本案は、板野東部消防組合消防団員が北島町水防団として活動した場合、及

び、その他水防に従事した者が活動した場合に、消防団活動時と同様に公務災

害補償を受けることができるよう、水防管理団体である北島町において水防団

に関する条例を制定する必要があるため提案するものです。   原案可決  

 

議案第７８号 徳島県市町村総合事務組合規約の変更について  

本案は、徳島県市町村総合事務組合規約を一部変更するに当たり地方自治法

第２９０条の規定により関係地方公共団体である本町において議決を求めるも

のでございます。                      原案可決  
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議案第７９号 平成２９年度北島町一般会計補正予算（第６号）について  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億 507 万 6 千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 76 億 786 万 3 千円とするものです。 

主な歳入について申しあげますと、普通交付税 1 億 3,911 万 9 千円、国庫補

助金として都市再生整備計画事業交付金 1 億 800 万円、県補助金として子ども

はぐくみ医療助成補助金 535 万円をそれぞれ追加し、町債の公共事業等債を

4,890 万円減額しております。 

次に主な歳出でございますが、民生費は子どもはぐくみ医療助成 

事業費 450 万円、中央地区学習等供用施設隣接地購入費 761 万 4 千円、土木費

は水神社ポンプ更新工事施工監理委託料、特別調査委託料、工事費を合わせて

9,810 万 8 千円、教育費は北公園総合体育館外壁改修工事費 2,500 万円、北公

園総合体育館フロアーシート購入費 464 万 4 千円、諸支出金は公共施設等整備

基金積立金 6,000 万円をそれぞれ追加しております。      原案可決  

 

議案第８０号 平成２９年度北島町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予

算（第２号）について 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８４万５千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ２９億７，０４６万２千円とするものであります。 

 歳入につきましては、繰入金１８４万５千円を追加するものです。歳出につ

きましては、予備費１８４万５千円を追加しております。    原案可決 

 

議案第８１号 北島町道路線の認定について  

 本案につきましては、開発道路（公共施設）設置基準に関する要綱に基づき

設置された４路線について、公共施設として町道認定を受けようとするもので

あります。                         原案可決  

 

議案第８２号 モーターボート競走の施行について 

 本案は、モーターボート競走を施行することについて、モーターボート競走

法第２条第１項の規定により、総務大臣の指定を受けて、引き続き平成３０年

度以降も、モーターボート競走を実施したいと考えておりますので、議会の議
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決を求めるものです。                  原案可決 

 

議案第８３号 道路財特法における補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意

見書について 

 国へ対して、地方の道路整備を引き続き強力に推進するため、道路関係予算

の所要額の確保はもとより、道路財特法の補助率等の嵩上げ措置について、平

成３０年度以降も現行制度を継続するよう要望する旨を地方自治法第９９条の

規定により意見書を提出するものです。          原案可決 

 

議案第８４号 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める意見書につい

て 

 国へ対して、国民のいのちとくらしを守り、人間としての尊厳を守る年金制

度の確立に向けて、一層の施策の実施が図られるよう要望する旨を地方自治法

第９９条の規定により意見書を提出するものです。      原案可決 

  

 

 

一般質問  
町政全般にわたる一般質問は、武山光憲議員、中勝議員、伊勢政二議員、板

東泰史議員、増谷禎通議員で大要は次のとおりです。  

 

武山光憲議員 

（質問１）人口転入・転出の促進に向けた対策について 

 全国の自治体において、独自の婚姻届など、人口動態に向けた対策に取り組

んでいる。これらは、職員からの提案を基にしたものも多い。本町オリジナル

版の対策を検討してはどうか。  

（答弁）朝野住民課長 

婚姻届出等の際に記念撮影できるスペースの確保と、本町のキャラクターを

デザインしたバックパネル設置を検討している。 
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（質問２）政策提言内容の引継ぎ 

 一般質問での政策提言内容について、人事異動で担当職員が変わった場合、

内容・資料の引継ぎはされているのか。 

（答弁）水野総務課長 

人事異動の際には、北島町職員服務規程により懸案事項等も含め引継ぎを行

っている。一般質問進捗状況提出前には、担当課分だけでなく全体に回答内容

等の確認を行い、引継ぎもれがないよう努めていく。 

（質問３）工場、事業所の誘致奨励の拡大について 

「北島町工場設置奨励条例」に基づき、工場新設、増設をする者に対し、町

より援助し本町産業の振興を図るとしているが、この基準を、法人事業所にも

拡大してはどうか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

業種については、製造・加工・修理を行う工場に対象範囲が限定されている

が、今後企業進出を促進するための制度改正を検討していきたい。 

（質問４）災害時のペットの対処 

 狂犬病予防注射時での所有者カードの対処は、どのような状況であるか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

犬を登録した時の鑑札票や狂犬病予防注射済票のプレートは、犬への装着が

義務づけられており、その番号を照合することで迷い犬の飼い主が特定できる。

登録及び各プレートの装着徹底について啓発を行っている。 

（質問５）がん検診の国よりの手順の順守について 

 がん検診の精度管理の従うべき手順を国が作成しているが、国立がんセンタ

ーの調査によると、その手順がきちんと守られていない実態があり、「手順どお

りに実施されなければ、いくら受診率を上げても、がんの死亡率の減少という

目的は達成できない」と指摘されている。本町においての状況はどうか。 

（答弁）藤田保健相談センター所長 

県が策定した実施要領を仕様書とし、がん検診委託検診機関へ渡し、検診を

実施しており、精度管理については、そこに明記している。実施前には町内医

師会に出向き、仕様書の補足や注意事項の説明を行っている。 
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（質問６）特定健診の受診向上に向けて 

 血圧・血糖などの検査項目の結果値と、全国１６０万人分の検診データ等と

を比べて算出する「健康年齢」を通知し、受診率向上に努めてはどうか。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

「健康年齢」という指標を算定するには、検診結果が必要であり、町にデー

タのない方にはお送りできない。健診を受けようという動機づけができるよう、

受診率の向上に努める。 

（質問７）肝硬変・肝がん治療費の助成について 

 厚生労働省が、肝がん治療費の自己負担額を１万円に軽減する助成制度を始

めるとのことだが、諸条件があり対象者は１万人程度となっている。本町では

どういう助成を考えているのか。 

（答弁）藤田保健相談センター所長 

 がん検診の一環として、本町では肝炎ウイルス検査を実施し、県の肝炎フォ

ローアップ事業に繋げている。治療費の助成については、県の来年度以降実施

予定事業となるため、今後の情勢を注視する。 

（質問８）低体重児の母親の不安解消について 

 低体重児の母親の不安解消のために、母子手帳の補完的な冊子として使える

専用手帳を作成してはどうか。 

（答弁）藤田保健相談センター所長 

 母子保健法に基づく低体重児出生届により、保健師が家庭訪問し、発達・発

育・お母さんの健康状態などの相談に応じている。今年度より、子どもにかか

わる情報を記録する「成長記録すくすく」を配布している。専用手帳の作成も

検討する。 

（質問 ９） 下水 道第 一次認 可区 域（100ｈａ）で の造 成に おけ る下水 道管 事前

埋設について 

 下水道第一次認可区域において、造成中に下水道管を事前に埋設するよう、

建設課・下水道課でルールを検討してはどうか。 

（答弁）上野下水道課長 

県知事の許可が不要な、土地面積 500 ㎡未満の造成工事等、土地の面積に関

わらず開発業者の費用負担で開発道路内に下水道管を埋設するよう条件付けを
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行うとともに、より良いルールを検討したい。 

（質問 10）災害時の段ボールトイレと凝固剤について 

 水道の断水、停電によりトイレは使用できなくなる。その際、便器に黒ビニ

ールを敷き、凝固剤＋消臭剤を使う方法と、梱包用の段ボールで作成する段ボ

ールトイレが役立つ。これらを町報で紹介し、各自主防災会等で作成手順を講

習してはどうか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

災害時におけるトイレ問題を解消するため、「段ボール製の簡易トイレ」及び

ビニール袋と凝固剤がセットになった「排便処理セット」の備蓄を進めている。

家庭内での備蓄の促進を図るため、町報・町ＨＰでの広報や、ダンボールトイ

レ作製講習会の開催について検討を行う。 

 

中勝議員 

（質問１）町有車の管理について 

①現在の町有車の数は何台か。  

②管理方法はどうなっているか。  

③町有車で視察に行った際、大変汚れており恥ずかしい思いをした。洗車等は

できているか。  

④北島町の看板を背負って走っているので、車ごとの責任者を決めて管理をさ

せてはどうか。  

（答弁）水野総務課長 

 現在、町で保有している公用車は全部で４７台で、そのうち事業課及び各施

設においては各課等で管理を行い、その他の１３台は総務課で集中管理を行っ

ている。月１回走行状況及び車内等の確認を行っているが、定期的な洗車も実

施していきたい。なお、本年１０月からは、車内での喫煙を禁止している。  

（質問２）災害予防について 

①先日行われた町防災訓練では、ボランティア団体や女性防災会の方々、北島

中学生など多様な協力があった。今年の反省と 

来年に向けての課題は。 
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（答弁）村上危機情報管理課長 

反省点としては、避難場所である屋上で靴の履き替え時に混雑した点、貯水

槽給水訓練、マンホールトイレ設置使用訓練や応急危険度判定訓練のブースに

参加者が少なかった点などがある。課題として、来年度は中学校が会場となり

全町民が訓練の対象となるため、さらに多くの団体の協力を得て、災害時に役

立つ訓練を行いたい。 

（質問２）②  

一時避難所における避難者受入人数は、約５万人が確保できたと思うが、間

違いないか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

町内２６箇所の指定緊急津波避難場所の収容人数の合計は、59,045 名となり、

住民数の約 2.5 倍分のスペースを確保している。 

（質問２）③  

長期避難者受入数の把握はできているか。また、その数は。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

 県が想定している本町の長期避難者人数は、避難所が 7,900 名、避難所以外

が 3,400 名の合計 11,300 名である。 

（質問３）老人憩の家について 

①老人憩の家の利用者数に大きな開きがある。利用頻度の低い憩の家は、近く

の憩の家と合併させるのか。長期避難者の避難場所として活用するため、施設

の管理を充実させるのか。 

（答弁）粟田民生児童課長 

近年、地域コミュニティの重要性が見直されており、老人憩の家は、地域活

動の拠点としての役割が一層大きくなっている。利用頻度が低いからといって、

すぐに統合を図るというものではない。有事の際、長期避難者の避難場所とす

るかどうかについては、今後担当課の危機情報管理課と協議をしていく。 

（質問３）②  

昔、子ども会が利用を申し込んだところ、管理者から汚すからだめと言われ

たことがあった。現在はこのようなことはないか。 
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（答弁）粟田民生児童課長 

老人憩の家の利用については、原則は 60 歳以上の方だが、60 歳未満の方の

利用も妨げないとして条例で明記している。これからも、広くご利用いただき

たい。 

 

伊勢政二議員 

（質問１）町内巡回バスの増便について 

①町内を無料で循環する「ぐるぐるバス」が運行され、病院や買い物に「ひじ

ょうに助かる」と大変好評である。現在運行しているバスは１台３５０万円で

購入できる。更に２台追加し、運転手を雇用して、３台運行にすることを提案

する。安心して運転免許証が返納でき、快適に老後生活が送れるためのサポー

トの提案である。  

（答弁）中谷保険福祉課長 

現在、運行開始から半年が経過したところであり、試行的意味合いも含む期

間と認識している。ご提案いただいた手法も検証し、継続性のある移動手段と

して検討をしていきたい。 

（質問１）②  

企業の商品名をペインティングしたバスを運行し、会社に協賛を申し入れる

ことを提案する。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

現在、時刻表等印刷費用の一部を広告料として町内企業を中心に頂いている。

今後、公的機関が実施する事業として適切かつ継続可能な財源となるよう検討

を行っていく。 

（質問１）③  

自宅前等の停留所以外でも、手を挙げれば乗車できる方式を導入することを

提案する。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

月・水・金曜日に運行している「福祉バス」は、コース中であれば、所定の

停留箇所でなくても乗降できるようになっており、初めてご利用いただく場合

は、事前に場所などのご連絡をいただくようにしている。 
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（質問２）８０代・５０代問題への対応について 

①中高生の頃からひきこもりになり、親が８０代・子どもが５０代になってい

る家庭が増えているようだが、就労支援は３９歳までとなっている。親の介護

がのしかかり、双方の生活が破綻するケースも増加する。本町の「ひきこもり」

の実態を把握することを提案したい。 

（答弁）粟田民生児童課長 

昨年度より松茂町と連携して「子ども若者支援地域協議会」を発足し、総合

的な支援について関係機関と協議を行っている。ひきこもりは喫緊の課題であ

るため、実態の把握に努めていく。 

（質問２）②  

「ひきこもり実態把握」の結果を踏まえ、「ひきこもり」状況にある若者やそ

の家族を早期に「ひきこもり支援」につなげる相談窓口の設置を提案する。 

（答弁）粟田民生児童課長 

昨年度から板野東部青少年育成センターを母体とした相談窓口として「子ど

も若者総合相談センター」を設置し、ひきこもりの若者の社会復帰のサポート

を実施している。悩みを抱えている方やその家族に気軽に相談いただけるよう、

一層周知に努める。 

（質問３）保育所うつぶせ寝事故防止について 

①政府は、来年度にも乳幼児の「うつぶせ寝」による事故防止製品などの購入

費として保育所に１人当たり４万円を補助する制度を創設するそうだ。睡眠中

の乳幼児の動きの低下や無呼吸を音等で警告する「無呼吸アラーム」や睡眠中

もあおむけの姿勢を保ち、観察が容易な「バウンサー」などの事故防止製品を

保育所の必需品として活用することを提案する。 

（答弁）粟田民生児童課長 

各園でも昼寝時には５分ごとに呼吸などのチェックを行うなど細心の注意を

払いながら保育をしている。事故防止製品の導入については、国の動向も注視

し、関係部署と協議検討する。 

（質問３）②  

うつぶせ寝は、「乳幼児突然死症候群」との関連などが指摘されている。町内

の認可保育所も１歳になるまでは仰向けに寝かせるよう注意喚起し、徹底する
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ことを提案する。 

（答弁）粟田民生児童課長 

各園とも仰向けに寝かせるようにしており、寝返りなどでうつぶせになって

もすぐ体位をかえるようにしている。 

（質問４）制服・学用品の「リユース」について 

 不用になった学校の制服やかばん等を次の世代に譲る「リユース」事業を社

会福祉協議会が中心となって取り組むことを提案したい。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

社会福祉協議会で毎年開催している「ボランティアふれあいまつり」のバザ

ーに学校の制服等を受入れ販売しているが、制服のリユースの商店が町内に開

業されてからは、バザーへの出品数は減少している。今後の状況を見て、実施

していきたい。 

（質問５）午前中五時限授業導入について 

 午前中の授業を４時限から５時限に増やすことを提案する。各時限の合間の

休み時間を一部ゼロにして、登校時間も前倒しし、児童と教員に放課後のゆと

りを生み出すための提案である。「先生たちの働き方改革」として昨年度にすで

に実施し、効果を上げている学校もあり、教員の負担軽減にも効果が大である。 

（答弁）天羽教育長 

 始業時刻を早めることについては、かなり長い距離を徒歩通学している児童

もおり、８時１５分の始業時刻を早めることは難しいと考える。また、各校時

間の休憩時間はわずか５分で、この時間はトイレに行ったり次の授業を受ける

ため気持ちを切り替えたりする大事な時間である。更に、始業時刻を変えずに

給食前に５限目の授業を行うと、食事をするのが１３時を過ぎることになる。

これらのことから、ご提言の実現は難しいと思うが、新たな視点からご提言を

いただくことは既成概念の見直しを図る貴重な糸口ともなると考える。今後と

もよろしくお願いしたい。 

 

板東泰史議員 

（質問１）災害発生時の電話対応について 

 台風の影響により、９月１７日に断水が発生した。住民からの問い合わせに
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対し応答が出来なかったり、来庁者に対しても職員が電話対応に忙殺され、対

応が不十分であったらしい。  

①どうすれば十分な対応ができたと考えられるか。  

②電話が繋がらない以上、やはり防災無線を使用したほうがよかったのではな

いか。  

（答弁）村上危機情報管理課長 

台風に伴う断水時には情報提供が遅れ、電話が繋がりにくい状態となり、住

民の皆様には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげる。 

防災無線による広報も検討したが、すでに問い合わせが集中し、繋がりにく

くなっている中、内容に関する新たな問い合わせ電話が発生することが考えら

れ、町ホームページをはじめ公共報道機関における広報に努めた。今後は、速

やかに公共報道機関を活用した情報提供に努める。現在施工してる防災行政無

線デジタル化再整備工事の竣工後には、一斉メール配信サービスや自動音声に

よる防災行政無線の内容確認のための電話応答サービスも利用可能となる。 

（質問２）被害時のアマチュア無線活用について 

①鳥取県湯梨浜町を視察した際、去年の地震対応について伺ったが、アマチュ

ア無線が大変役立ったとのことである。本町でも、組織化できないか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

アマチュア無線有資格者の組織化に向けて検討を行う。 

（質問２）②  

町内には複数のタクシー会社がある。協定を結び、災害発生時に一定数の車

両を必要な箇所に配置することはできないか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

先進地の取組事例を参考に、タクシー会社との協定及び発災時の車両配置の

可否について検討をしていく。 

（質問３）期日前投票における１０代の立会人選任について 

 １月に町長選と町議補選が行われる。近隣の高等学校に呼びかけて立会人を

募ってはどうか。 

（答弁）朝野住民課長 

町報１２月号に記事を掲載し、若年層の立会人を募っている。近隣の高等学
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校等にも協力をお願いするようにしたい。 

（質問４）施策立案時のＡＩの活用 

役場の業務にＡＩを導入することで省力化やコストダウンに使えないか。予

算の精度向上、労務管理、給食の分量など有望な分野がある。ビッグデータが

あれば検討してはどうか。 

（答弁）水野総務課長 

ＡＩの活用は、費用対効果や回答の正確性など、課題が残る。ビッグデータ

については業務によっては使用可能なものもあり、関係課において上部機関か

らの情報をもとに活用を行っている。 

（質問５）中学校の制服について 

 公正取引委員会より、公立中学校の制服が割高ではないかという提言があっ

た。ここ１０年で５千円の値上がりで、最多価格帯が３万～３万５千円だとい

う。本町では、どのように仕様の決定を行なっているのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

北島中学校では男子は標準学生服、女子はセーラー服を着用している。特別

な仕様は定めていないため、販売店及びメーカー指定は行っていない。 

（質問６）北島町から金メダルを 

東京オリンピックで金メダルに使用される金は、都市鉱山と呼ばれる廃棄携

帯電話などで賄うことになっている。今年四月から準備ができた自治体から回

収を開始するとあるが、本町での取り組みはどうなっているか。 

（答弁）中田清掃センター所長 

オリンピック・パラリンピックのメダルを廃携帯電話等からのリサイクル金

属で作る国民参加型プロジェクトへの参加は、現在できていないが、回収ボッ

クス設置による方法で参加を行う。 

 

増谷禎通議員 

（質問１）選挙ポスター掲示場について 

①以前も指摘したが、選挙ポスターの掲示位置を表示する地図が小さくて分か

りにくい。掲示個別ごとに住宅地図をつけるようにしてほしい。  
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（答弁）朝野住民課長 

今後、個々の場所を拡大した位置図なども作成し、分かりやすくご案内させ

ていただく。 

（質問１）②  

グリーンタウンや鍋川団地は、一番端に掲示場がある。主要道路に面した場

所や中心部に移せないか。 

（答弁）朝野住民課長 

前回の選挙の際にもご指摘いただき、設置場所を数カ所変更した。地域の方

のご意見もいただき、随時見直しを行う。 

（質問２）町民栄誉賞など表彰規定について 

①生藤氏は、ひょうたん作りで総理大臣賞表彰を何度も受け、日本一に輝いて

おり、後継者の育成にも取り組んでいる。町民栄誉賞などの表彰はできないか。 

（答弁）水野総務課長 

生藤氏におかれては、全日本愛瓢会展示会において内閣総理大臣賞を受賞さ

れるなど、めざましい活躍を続けられている。他市町村の表彰基準なども参考

にし、功績にふさわしい表彰を考えていく。 

（質問２）②  

本町はひょうたん型の地形をしていることからも、もっとひょうたんを普及

すべきである。ゆるキャラを作成し、色々なイベントに活用してはどうか。 

（答弁）水野総務課長 

現在、本町にはチューリップ、菊、ひょうたんをモチーフにしたイメージキ

ャラクター（チュリ子、きく姉、ひょうたん丸）がある。様々なイベントや行

事に活用できるようデザインを増やし、町民にＰＲできるよう工夫していく。 

（質問２）③  

ふるさと納税返礼品などにひょうたんを使った商品を開発してはどうか。 

（答弁）水野総務課長 

 ひょうたんを活用した返礼品等について、関係者への協議を行っていく。 

（質問３）教育問題について 

①南小学校だよりの記事に、視力が１．０以上の児童の割合が県平均よりも悪

いとあった。本町の小・中学生の状況はどうなっているのか。 
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②小・中学校全国平均についての表があれば示して欲しい。 

③今後の対策はどうするのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

本年度の視力検査結果の状況は、視力１．０以上の割合は、北小学校が７３．

５％、北島小学校が７０．０％、南小学校が５６．１％で、中学校が５６．９％

である。全国平均（２８年度データ）は、小学校が６８．５％で中学校が４５．

４％となっており、南小学校では、視力１．０未満の児童の割合が全国平均よ

り高い状況である。 

各学校では「ほけんだより」に姿勢、テレビの見方、ゲームの時間などを掲

載し、目に優しい生活を家庭にも引き続き啓発していく。 

（質問３）④  

 相変わらず通学道路の状況が悪い。通学路の点検はしたのか。対策はどうな

っているのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

 各学校で教職員が定期的に点検を実施し、問題点の把握や危険箇所の点検を

行い、また保護者や地域の方、スクールガードリーダーからも情報をいただき、

随時道路管理者等に連絡し対応している。 

（答弁）藤高建設課長 

先の９月議会における町道舗装補修工事費の補正予算において、現在通学路

を含む道路の舗装補修の工事発注を行っている。 

（質問４）職員の喫煙対策について 

①職員が自転車置き場で喫煙しているのを見かけたが、喫煙場所の対策はどの

ようにするのか。 

（答弁）水野総務課長 

ＪＴ日本たばこ産業のコーディネーターに庁舎内各所を確認してもらった結

果、望ましい喫煙所の位置として、屋上、自転車置き場の一部活用などの提案

をいただいた。来客用喫煙所としての自転車置き場と、屋上についての改修を

行いたい。 

（質問４）②  

 庁舎外の施設での対策は。 
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（答弁）水野総務課長 

 北公園総合体育館についても、ＪＴ日本たばこ産業の方に確認いただき、喫

煙場所等の提案に沿い、該当場所への対応を行った。その他の出先機関につい

ては、敷地内禁煙及び喫煙場所の指定を行っており、決められた喫煙ルールの

順守を徹底する。 

（質問五）清掃事業について 

 ごみ収集車の運転手の態度が悪いと町民からの投書があった。職員への指導

が十分にできていないのではないか。 

（答弁）中田清掃センター所長 

町民の皆様からのご苦情等が清掃センターへあった場合は、できる限り日時、

場所等をお聞きし、該当収集車に乗務していた職員に内容を伝え、事情を聴取

し、指導をおこなっている。 

（質問５）②  

 家電リサイクルが義務づけられているが、回収率が悪いとの報道がある。本

町の状況は。 

（答弁）中田清掃センター所長 

 「家電リサイクル法」対象品は、対象品を販売した事業者を通じて製造事業

者がリサイクルを行っている。「小型家電リサイクル法」対象品のうち、コンピ

ュータについては製造事業者へのリサイクルをお願いしている。コンピュータ

以外の小型家電は、再資源化事業者に売却している。 

（質問５） 

③東京オリンピックに向け、希少金属を回収・活用し電子機器の生産をすると

のことだが、回収する家電の種類はどのような品目になるのか。 

④本町ではどのように取り組んでいるのか。回収率はいくらか。 

（答弁）中田清掃センター所長 

東京オリンピックのメダルを廃家電から作るプロジェクト参加の自治体の多

くは、主催者の用意した回収ボックスに入れられるものを対象としている。対

象品は携帯電話、スマートフォンで、本町でも回収ボックスを利用して取り組

む。 
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（質問６）防災について 

①鳥取県湯梨浜町を視察し、災害時の対応などを伺った。初期の対応やマスコ

ミ対策が大切だとのことだが、本町ではどうか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

業務継続計画及び職員初動マニュアルを整備し、発災時の初動対応や組織系

統、優先すべき業務等を定め、各職員に周知し、職員の災害対応能力の向上を

図っている。災害対応経験のある自治体の対応を参考に、マスコミ対応に関す

る具体的な指針の策定について、検討を行う。 

（質問６）②  

通信が混乱しているときに、アマチュア無線が力を発揮した。本町にはアマ

チュア無線家がどれくらいいるのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

アマチュア無線の開局数は１１月現在で約９０件である。 

（質問６）③  

屋根などを補強するブルーシートが一番必要だと聞いた。本町はどれくらい

確保できているのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

ブルーシートは、少量の備蓄がある。大量に必要になった場合は、県が「徳

島県瓦工事・販売組合」とブルーシート張り等の応急処置に関する協定を締結

しており、県へ要請することにより、対応ができる。円滑な配給ができるよう、

本町も民間企業との資材調達等に関する協定締結について検討を行う。 

 


