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   議会だより 

      北島町議会 

 

平成２９年第２回定例会は、６月１３日に開会され、６月２１日に閉会い

たしました。  

町長提出議案として「徳島市と北島町との間における一般廃棄物の処理に

係る事務委託に関する規約の制定について」など１６議案と報告が５件上程

されたことに加え、「国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択につい

ての請願」が採択の後に議員提出議案として上程され、慎重審議の結果、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 

報告第１号 平成２８年度北島町繰越明許費繰越計算書の報告について  

本報告は、地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定により、個人番号カ

ード交付事業費・事務費負担金他 6 事業について、平成 28 年度北島町繰越

明許費繰越計算書を報告するものです。             報告  

 

報告第２号 平成２８年度北島町介護保険（保険事業勘定）特別会 

計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

本報告は、地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定により、制度  

改正に伴う介護保険システム改修業務委託料について、平成 28 年 

度北島町介護保険（保険事業勘定）特別会計予算繰越明許費繰越計 

算書を報告するものです。                   報告  
 

報告第３号 平成２８年度北島町特別会計公共下水道事業予算繰 

越明許費繰越計算書の報告について 

本報告は、地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定により公共  

下水道事業補助事業費について、平成 28 年度北島町特別会計公共  
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下水道事業予算繰越明許費繰越計算書を報告するものです。    報告 

 
報告第４号 平成２９年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成２８年  

度北島町土地開発公社決算について  

本報告は、平成 29 年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成  

28 年度北島町土地開発公社決算について、北島町土地開発公社理  

事長から別添のとおり報告がありましたので地方自治法第 243 条  

の 3 第 2 項の規定により経営状況を説明する書類を提出し、報告  

するものです。                       報告  

 

報告第５号 私債権の放棄について  

本案は、北島町私債権管理条例（平成 28 年北島町条例第 8 号）  

第 17 条第 1 項の規定により北島町の私債権について放棄をいたし  

ましたので同条第２項の規定により議会への報告をするものです。  

                              報告  

 

議案第４０号 徳島市と北島町との間における一般廃棄物の処理に係る  

事務の委託に関する規約制定について  

 本案は平成 29 年 3 月 30 日に締結いたしました一般廃棄物の広域  

処理に関する協定により事務を委託するにあたり規約を定めること  

について議決を求めるものです。             原案可決  

 

議案第４１号 北島町農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれら 

に準ずる者の割合を４分の１以上とすることについて 

本案は、農業委員会の委員の任命につき、認定農業者等又はこれ  

らに準ずる者の割合が過半数に満たないため、農業委員会等に関す  

る法律第 8 条第 5 項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規  

則第 2 条第 2 号の規定により、北島町農業委員会の委員に占める認  

定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を 4 分の 1 以上とすること  
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について、議会の同意を求めるものです。         原案可決  

 

議案第４２号から議案第５１号  北島町農業委員会の委員の任命につき 

同意を求めることについて 

本案は農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、現  

委員の任期満了（平成 29 年 7 月 19 日）に伴い、新たに委員を任命  

することについて議会の同意を求めるものです。         同意  

 

議案第５２号 北島町一般会計補正予算（第２号）について 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 411 万円  

3 千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 71 億 6,451 万円と  

するものでございます。  

歳入につきましては、国庫支出金に地方創生推進交付金 211 万 3 

千円、県支出金に小中一貫教育推進事業委託金 60 万円、諸収入に  

コミュニティ助成金 140 万円を追加しております。  

次に、主な歳出でございますが、総務費にコミュニティ助成事業  

補助金 142 万 4 千円、衛生費に一般廃棄物処理基本計画策定業務委  

託料 320 万円、商工費に、とくしま６次産業化推進連携協議会負担  

金 75 万円、教育費の事務局費に小中一貫教育推進事業負担金 60 万  

円等をそれぞれ追加しております。             原案可決  

 

議案第５３号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める  

ことについて  

 本案は、同委員会委員の齋藤 勝（さいとう まさる）氏が平成  

29 年 6 月 30 日をもって任期満了となることに伴い、平成 29 年 7 

月 1 日より、新たに片山 照夫（かたやま てるお）氏を選任いた 

したく、地方税法第 423 条第 3 項の規定に基づき議会の同意を求め 

るものです。                        同意 

 

議案第５４号  北島町立保育所防音機能復旧及び一般改修工事請負契約
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について  

本案は、平成２９年６月１９日指名競争入札の結果、美土利建設工業株式

会社と請負額８，８４３万４００円で契約を締結いたしたく地方自治法第９

６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ものです。  

                            原案可決  

 

議案第５５号  北島小学校防音機能復旧工事 (２期工事 )請負契約につい        

        て  

本案は、平成２９年６月１９日指名競争入札の結果、港産業株式会社と請

負額８，９１０万円で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  

めるものです。                      原案可決  

 

請願第１号   国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択について  

の請願 

 国会及び政府において、２０１８年４月からの国民健康保険都道府県単位

化にむけて事業費納付金・標準保険料試算を一刻もはやく公表することなど

を要望する意見書の提出を求めるものです。           採択 

 

議案第５６号  国民健康保険都道府県単位化に係る意見書  

 国会及び政府において、２０１８年４月からの国民健康保険都道府県単位

化にむけて事業費納付金・標準保険料試算を一刻もはやく公表することなど

を要望するよう、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 
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一般質問  
町政全般にわたる一般質問は、伊勢政二議員、中勝議員、武山光憲議員、

板東泰史議員、増谷禎通議員で大要は次のとおりです。  

 

伊勢政二議員 

（質問１）エンディングノート配布 

 ７５歳以上の独り暮らしの町民に「エンディングノート」を無償配布する

ことを提案する。訃報を知らせる相手の住所、所有財産、保険、ローン、延

命治療や臓器提供の意思等の項目を選択式で尋ねる方式のノートを作成し、

配布時に職員が訪問し説明する。  

（答弁）井住地域包括支援センター所長 

 現在、板野郡医師会協力のもと、終末期医療における自分の「思い」を伝

えるための「事前指定書」の普及を図っている。ご質問の「エンディングノ

ート」も、事前指定書の作成と合わせて検討していく。 

（質問２）記号式投票導入 

来年は町長選挙の年である。現在は自書式の投票方式であるが、記号式投

票の導入を提案する。疑義票を少なくできる、開票時間が短時間、開票経費

が少ない等のメリットがある。 

（答弁）朝野住民課長 

記号式投票導入については、  

疑義票が減る等のメリットもあるが、他と同時選挙になった場合、選挙方式

が混在する、また期日前投票や不在者投票は自書式になる等の難点もある。

慎重に検討するため、時間をいただきたい。  

（質問３）町民憲章制定 

町民が誇りを持てるような「町民憲章」を制定し、庁舎の玄関前に掲げる

ことを提案する。 

（答弁）水野総務課長 

平成３２年に町制施行８０周年を迎えることから、その記念行事として町

民憲章をご披露したいと考えている。 

（質問４）学校薬剤師の業務実態 
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 学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼・小・中・高等学

校等、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに委任委嘱されている。主な

任務として、照度の確認、空気検査、騒音検査、水質検査、給食検査、薬品

管理、生徒・職員の教育等が挙げられる。 

①小・中学校は薬剤師の検査の対象になっているが、幼稚園は対象外となっ

ている。なぜか。 

②学校薬剤師が、四十数年前から無断で、幼稚園も含めた薬剤師に任命され

ていたことが判明した。経緯と対応を聞きたい。  

③学校医・学校薬剤師の勤務実態について聞きたい。  

④学校医・学校薬剤師の報酬について聞きたい。  

（答弁）尼寺教育委員会局長 

議員ご指摘のとおり、幼稚園には学校薬剤師が委嘱できていなかった。園

児の健康保持及び安全管理の徹底ができていなかったことをお詫び申しあ

げる。早急に予算措置や法規等の整備を行い、委嘱を行う。 

勤務実態は、年間で学校医が８～１０日、学校薬剤師が７日程度、ともに

１日あたり２～４時間の執務をお願いしている。報酬は、年間で学校医が

137,400 円、学校薬剤師が 66,300 円となっている。 

（質問５）中学生に学習塾支援を 

 生活保護受給世帯の中学生を対象に、塾形式の学習支援事業を実施するこ

とを提案する。町内に、塾講師の経験者や、高齢になった現在でも徳大の大

学院に通い、機会があればボランティアで子どもたちの指導に意欲を持って

おられる方もいる。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

一昨年度より「徳島県子どもの『家庭と学び』のサポート事業」により、

生活保護受給家庭・生活困窮家庭・ひとり親家庭等の中学３年生を対象に学

習教室を開催し、支援を図っている。 

 

中勝議員 

（質問１）災害後 

①熊本地震等で、エコノミー症候群の発生・救援物資が行き渡らない・避難
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者の確認ができない等、車中泊による諸問題が発生している。本町での対策

はできているのか。  

（答弁）村上危機情報管理課長 

 エコノミー症候群の対策は、避難所運営マニュアルにおいて「１日５分で

も体を動かす体操等の時間をつくる」としている。 

避難所以外で車中泊をしている避難者についても、他の在宅避難者数の把

握と同様に「避難者世帯カード」を利用し把握を行い、情報提供・炊き出し・

救援物資の配給をする計画である。 

（質問１）②  

車中泊が多数発生することが予想されるが、対策は。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

敷地の確保方法については具体的な内容の検討はしていない。先進自治体

について調査研究を行っていく。 

（質問１）③  

備蓄品として段ボールベッドや弾性ソックス等の準備や商品調達提携も

必要ではないか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

段ボールベッドは、県が西日本段ボール工業組合と調達提携を結んでおり、

県へ要請することによって調達ができる。弾性ソックスについては、今後備

蓄品目とするかの検討をしていく。 

（質問１）④  

益城町では、温泉施設へのリフレッシュ避難の効果があったようだ。本町

においても、考慮すべきである。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

被災者の移動方法の確保等を含めて検討する必要があるため、調査研究を

行う。 

（質問２）災害連携 

 宮城県七ヶ浜町開催のコンパクトタウン議会サミットにて、貴重な体験談

を拝聴した。 

①火葬場が被害を受け、遺体の処理方法が深刻な問題だったと聞いた。本町
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では、仮埋葬する場所の確保も難しいのでは。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

災害時の遺体火葬については、徳島県広域火葬計画により広域的に実施す

ることになっている。 

（質問２）②  

季節によっては、ドライアイスが必要ではないのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

県が徳島県霊柩自動車協会、徳島県中央葬祭業協同組合及び社団法人全日

本冠婚葬祭互助協会との調達協定を結んでおり、県へ要請することにより調

達することができる。 

（質問２）③  

徳島県と鳥取県との間で災害協定を結んでいるが、遺体の火葬等の協定ま

で結んでいるのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

遺体の火葬についての協定は結んでいない。 

（質問２）④  

瓦礫の仮置き場の確保も難しいのではないか。近隣の町村との連携はでき

ているのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

現在、仮置き場の候補地について検討中である。大規模災害時には県に調

整を求め、広域的に処理を行うこととなっている。 

（質問３）ボランティア 

①ボランティアやＮＰＯ法人の受入対策は社協だけに任せておいて大丈夫

か。話合いはできているのか。 

②ボランティア受入体制はどうなっているのか。 

③ＮＰＯとの関係や体制は。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

町が災害対策本部を立ち上げると同時に、町からの依頼で町社会福祉協議

会が災害ボランティアセンターを設置するようになっている。社協では、運

営についての実践経験を積んでおり、災害ボランティアセンター立ち上げの
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訓練も行っている。 

今後も町と社協間でボランティアやＮＰＯの受入れ、災害時の業務、配置

等の協議を進め、より良い関係を構築したい。 

（質問４）仮設住宅 

①仮設住宅ができた時の入居順位はどうなっているのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

高齢者や障がい者、妊産婦といった要配慮者が優先となる。 

（質問４）②  

仮設住宅用地の確保状況は。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

町内１３箇所、合計面積 195,833 ㎡の土地を候補地としており、候補地の

さらなる拡充を図っていく。 

（質問４）③  

先日の県発表の液状化地図で、本町は 100％との結果が出た。仮設住宅建

設予定地の地質調査の対策は。 

（答弁）村上危機情報管理課長 

ご指摘のとおり、液状化により甚大な被害が発生すると予想される。被害

の軽減に向け県と連携し、対策を検討したい。 

 

武山光憲議員 

（質問１）転入・定住に向けた出会いマッチング支援 

 出会いマッチングシステムを推進している自治体も多い。県も「とくしま

マリッジサポートセンター」を設立しており、本町を含め２市５町が参加し

ている。今後、登録者の入力されたタブレットを市町村に置き、運営できれ

ばと考える。また、企業対企業の独自マッチングシステムを考えてもよいの

では。  

（答弁）水野総務課長 

 町内企業等においては「マリッジサポートセンター」が充分に知られてい

ない事実もあるので、手続き等を広報していく。本町商工会においても独自

に婚活イベントを開催し成果をあげている。 
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（質問２）転入・定住に向けた広報チラシ、ＨＰで住みやすい北島町の動画

の２本立て 

①本町の住みやすい環境を、１本に絞った分かりやすい動画にしてはどうか。

また、冊子にして配布してはどうか。 

（答弁）水野総務課長 

町ＨＰのトップページに「きたじま移住情報」欄を設け、移住・子育て・

教育等に関する情報を掲載している。 

（質問２）②  

 福祉バスの運行表を名刺サイズにし、配布してはどうか。また、町ＨＰに

も分かりやすい運行表を掲載して欲しい。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

従来からの福祉バス（月・水・金曜日運行）に追加し、今年の５月から「ぐ

るぐるバス」という名称で火・木曜に運行を始めている。運行表のデータは、

町及び社協のＨＰに掲載した。 

（質問３）自治体における働き方改革 

本町における働き方指針の中で、仕事の効率、職員の意識改革、課をまた

がる協働体制の構成、定期的協議ができているか。 

（答弁）水野総務課長 

ノー残業デーの実施、計画的な業務遂行及び事務改善等について、安全衛

生委員会や各所属長宛て文書での通知を行うなど、職員の意識改革に取り組

んでいる。各課面談の中でも業務にかかる改善点の協議を行っており、時間

外勤務については２年連続で減少している。 

（質問４）乳幼児医療のレセプト支援 

 子どもはぐくみ医療費助成制度において、県の助成が中学校終了まで拡大

される。ここで浮いてくる予算を、自己負担分（１レセプトにつき 600 円）

にあて、無料としてはどうか。 

（答弁）粟田民生児童課長 

自己負担分全額を町が助成すると仮定し試算すると、約 800 万円の財源が

必要となる。すぐに実施することは難しいが、情報収集に努め検討していく。 

（質問５）乳がん検診見落としの対策 
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 マンモグラフィ検診で異常の有無が確認しにくい場合でも受診者に「異常

なし」とだけ通知されるケースが多い。「見えにくい」ことを知らせられる

よう、通知方法を見直すべきでは。 

（答弁）藤田保健相談センター所長 

県の乳がん部会の中で、検診内容等を定期的に検討する機会があるため、

通知等の対策について要望していきたい。 

（質問６）北島町に人が集まり、にぎわいのある町づくり 

 創世ホールにて徳島クリエイターズマーケットが定期的に開催され、にぎ

わっている。このイベントと商工会、町内団体との連携・参加で、より活性

化し人が集まるだろう。本町も、きたじまブランド認定商品をもっと活用し

てはどうか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

ブランド認定している「ししゃもねこ」等と連携し、新たな企画やスムー

ズな運営手段について協議やサポートを行いたい。 

（質問７）特定空き家指定判断マニュアル 

 空き家の棟数把握や分類はできているか。また、老若男女移住者、一人親

移住者等へのマッチングも計画できるよう、空き家指定判断基準マニュアル

を早急に策定すべきではないか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

国交省による「外観目視による住宅不良度判定」に基づきランク分けを行

い、各棟数も把握している。実態調査結果を基に、建物の除却、利活用、所

有者の意向を洗い出し、今後の進め方について考えていく。 

（質問８）誰もが安心して生活できる町づくりの推進 

①認知症の早期発見のため「ものわすれ検診」を実施してはどうか。 

②このチェックを誰でも簡単に受けられるよう、タッチパネル方式にし、役

場や保健相談センター、図書館等に設置導入してはどうか。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

認知症のチェックとあわせてリスクを発見した場合に相談等ができるし

くみが必要だと考える。平成３０年度にむけて認知症高齢者等の総合的な支

援がはじまるため、関係機関と連携し、検討しながら進めていきたい。 
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（質問９）障害者差別解消法に基づく対応ができているのか 

①障害者対応要領の策定が義務づけられ、これとは別に「障害者差別解消支

援地域協議会」を設立するように求められている。本町において、方針文言

だけでなく、具体的実践（筆談・手話での対応、災害時の対応）はどうか。 

（答弁）粟田民生児童課長 

 本町で策定している障害者対応要領では、具体的事例も挙げており、柔軟

な対応に取り組んでいる。障害者差別解消支援地域協議会はまだ設立してい

ないため、今後協議していく。 

（質問９）②  

 見た目で障がいなどがあると分かりづらい方でも、周囲の配慮が必要なこ

とを伝える「ヘルプマーク」を窓口で配布するとしているが、職員間で周知

徹底できているか。また、手話ができる職員は、手話ボランティアとの連携

ができているか。 

（答弁）粟田民生児童課長 

ヘルプマークの趣旨や対象者等については職員に周知している。今年度か

ら民生児童課に手話ができる嘱託職員を配置し、他課に来られた方の手話通

訳も行っている。今後、ボランティアの方との連携も検討したい。 

 

板東泰史議員 

（質問１）韓国古里（コリ）原発事故の対応 

 朝鮮半島南東部に韓国の古里原発がある。事故が発生したときの予測では、

セシウム１３７の飛散予測は、四国と紀伊半島に集中している。有事の際の

対応は、どのように想定しているのか。  

（答弁）村上危機情報管理課長 

 この有事の際の対応は、まだ示されておらず、町としても想定できていな

い。発災時には国からの指示が県を通じて示されるため、それに従い対応し

たい。 

（質問２）イオンモール開業に伴う徳島バスの輸送量減少 

 徳島市にイオンモールが開業した直後から、徳島バス大麻線において、フ

ジグラン北島から徳島駅への乗客が激減している。いずれ路線の赤字は町の
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補助金で埋めることとなる。 

①徳島バスへの補助金を赤字補てんから運賃補助に切り替えられないか。 

（答弁）水野総務課長 

 乗客数の増減の状況をみながら運行方法、路線運賃の見直しを含め、徳島

バスと協議を続けていく。 

（質問２）  

②運賃補助が無理ならフジグランで降りる乗客にその日限りの商品券を支

給できないか。 

（答弁）水野総務課長 

 町内にはフジグラン以外にも複数の商業店舗があり、１店舗限定的な商品

券については、公平性という意味から難しいと思われる。 

（質問３）国際交流事業の派遣先 

①国際交流事業として毎年カナダの学校へ派遣されているが、先方には協力

費として幾らか支払っているか。 

②交流先としては、先進国よりもＡＳＥＡＮ諸国、特に台湾、フィリピン、

タイを提案したい。親日国であり、英語教育も盛んである。 

③先進国が外せないなら、日系人の多い米国西部から選ぶことは考えられな

いか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

２０１２年に、カナダのサレー市のアールマリオット校と姉妹校締結がな

されたことにより、カナダへの交流事業が定着している。交流校にはボラン

ティアで受け入れていただいており、協力費としての支払はしていない。一

つの国と交流を進め、その国と自分とのつながりを感じられることが交流事

業の第一歩と考えており、派遣先の変更は今のところは考えていない。 

（質問４）ＰＴＡ役員人事 

①千葉県我孫子市で小学３年生の児童が誘拐・殺害された。渋谷容疑者は逮

捕以前、会長任期を３年に延長しようとしたという。現在のＰＴＡ役員で児

童生徒の保護者でない人は何人いるか。（教職員を除く） 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

各学校には、児童生徒の保護者以外のＰＴＡ役員はいない。 
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（質問４）②  

教育行政として、保護者への啓発活動などを通じて、ＰＴＡや子供会を活

性化できないか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

 委員会としては、町ＰＴＡ連合会や学校と連携した活動支援や、町子ども

会連合会活動として、カローリング講習会やたこづくり、遠足等を通じて、

校区や学年を越えた活動に取り組んでいる。今後も、町子ども会活動支援や

学校支援ボランティア活動等の積極的な取り組みを通して、地域の教育力の

活性化を推進していく。 

（質問５）グリーンタウンにおける水路沿いの土地の管理 

 以前は柳並木であったが、害虫の発生などが原因で撤去され、以後は隣接

する住民で管理するようにとのことであった。しかし、雑草が繁茂している

ところもあり、住人以外は手が出しにくい。町としての管理はどうなってい

るのか。 

（答弁）藤高建設課長 

水路及び水路土揚場は本来町の管理すべき土地であり、住民から要望があ

った際には除草やコンクリート舗装等の防草対策をしている。従前まで近隣

住民のご厚意で管理をされていた箇所が管理できない状況になっている事

例もある。そういった箇所の把握をし、町有地の管理を進めていきたい。 

（質問６）公園の除草 

 グリーンタウンにおいて、一斉清掃の前に地元ボランティアが公園の除草

をしており、その結果参加者が激減している。 

①団体は建設課に相談なく除草をしている。一斉清掃時、衛生組合に「何を」

依頼しているのか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

環境美化を目的として、全国でゴミゼロという言葉にかけて５月３０日あ

たりに清掃活動が実施されている。 

（質問６）②  

 除草業者との契約内容はどうなっているか。 

（答弁）藤高建設課長 
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グリーンタウン内の公園については、自治会及びボランティア活動団体の

方々のご協力によりいつも清潔にしていただき、厚く御礼申しあげる。公園

の除草については、町内の都市公園及び緑地公園の除草を年３回委託してい

る。 

増谷禎通議員 

（質問１）庁舎内禁煙問題 

①職員の喫煙場所が設置されておらず、庁舎裏の入り口などで喫煙している。

どこかに喫煙場所を設置すべきではないか。  

（答弁）水野総務課長 

来訪者への受動喫煙に配慮し、適切な喫煙場所を検討するとともに、国の

動向も注視しながら、屋内禁煙も視野に入れ検討する。 

（質問１）②  

出先機関では、どのようにしているのか。今後の方針は。 

（答弁）水野総務課長 

清掃センターは建物内の一部において喫煙場所を指定、町立保育所は敷地

内禁煙としている。その他の出先機関については、建物内禁煙とし、屋外に

喫煙場所を設けている。 

（質問１）③  

小学校や中学校ではどのようにしているのか 

（答弁）水野総務課長 

 町内小中学校に関しては、すべて敷地内禁煙としている。 

（質問２）ＰＣＢ問題 

①環境省はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理期限を平成３１年３

月３１日まで（低濃度の場合は平成３９年３月３１日）とすることを閣議決

定した。本町では、古いコンデンサー等を保管していないか。 

（答弁）水野総務課長 

高濃度ＰＣＢ廃棄物については保管していないが、低濃度ＰＣＢについて

は、北島北小学校・北島小学校・中央排水機場に確認されており、平成３０

年度までに処分予定である。 

（質問２）②  
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低濃度ＰＣＢの蛍光灯や水銀灯の安定器などは保管されていないか。 

（答弁）水野総務課長 

保管されていない。 

（質問３）教育問題 

①貧困家庭が急増しているとの統計がある。入学準備金や就学援助支給基準

の引き上げを検討すべきである。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

 就学援助費は、毎年見直しを行っている。本年度は、新入学学用品費につ

いて、昨年より２万円以上の増額改定を行った。支給基準についての引上げ

は行っていない。 

（質問３）②  

 本町の小学生の血液検査結果はどうか。今後、中学生の検査もすべきでは

ないか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

小学生の血液検査は毎年六月に実施しており、昨年度は高血糖の児童はい

なかった。今後の小学生の検査結果の状況や、個人情報の観点から、中学校

での実施が適切かどうかを関係課と協議していきたい。 

（質問３）③  

 給食に青汁やヨーグルトを取り入れてはどうか。 

（答弁）藤田給食センター所長 

ヨーグルトは、食中毒等を考え、時季をみて提供している。青汁は、不足

している栄養を補足する食品のひとつである。給食では学校栄養士等が一日

に必要な摂取量を計算し、地元の食材を取り入れた献立を作成し、提供して

いる。 

（質問３）④  

 本町のいじめ問題の現状はどうなっているのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

 児童生徒の生命・心身等に重大な被害が生じるような事案はないと認識し

ているが、冷やかしや悪口、メールでの嫌がらせ等がわずかながらある。い

じめられている子どもの立場に立って、継続的な指導を行っている。 
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（質問３）⑤  

 子どもの平衡感覚を養うために一輪車が良いと思うが、授業には取り入れ

ているのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

現在授業では活用していないが、各小学校に１０台程度一輪車を保有して

おり、休み時間に子どもたちが利用している。 

（質問３）⑥  

 集団による縄跳びや二人三脚の全国大会が、テレビ番組で放送されている。

本町の学校ではチャレンジしないのか。 

（答弁）尼寺教育委員会局長 

これまでに、町内の学校からの出場については把握していないが、競技に

参加したいという希望があれば、学校生活に支障がないことを確認した上で

支援していきたいと考えている。 

（質問３）⑦  

 東南アジアの小学校などでは、英語授業の時間は一切母国語を使わないと

聞く。本町では、そのような授業ができる先生は確保できているのか。 

（答弁）天羽教育長 

 授業中終始英語で授業ができる教員はいないと推測する。今後、すべての

授業の始めや終わりに英語で挨拶したり、英語以外の授業でも英語で質問し、

英語で答えさせるなど、学校生活の至る所に英語が登場する環境作りが必要

であると考えている。 

（質問４）空き地等の緑化、花一杯運動 

①すべての休耕田や空き地を町が借り受けて、花づくりボランティア会を結

成し、花一杯運動を推進してはどうか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

 現在８箇所の休耕田において、所有者との協働による花づくりに取り組ん

でいる。今年度は新規協力者（約８千㎡）が加わった。既存の花づくり団体

からも意見を聞き、花いっぱいのまちづくりの推進を考えていく。 

（質問４）②  

 本町での空き家の活用はどれくらい進んでいるか。 
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（答弁）大西まちみらい課長 

町内全域の空き家等の調査を実施し、外観目視等による不良度判定を行っ

た。今後、利活用が可能な空き家について所有者の意向調査を実施する。 

（質問４）③  

 期間民泊制度について、本町では検討したことはないのか。 

（答弁）大西まちみらい課長 

現在までのところ、自治体要請や問い合わせはなく、当方の内部検討も行

われていない。 

（質問５）国保問題 

 来年度から国保事業が広域化される。その取組状況はどうか。 

（答弁）中谷保険福祉課長 

被保険者の皆さんの手続きは、従来通り保険福祉課窓口で行う。国保財政

安定のための協議を県や県内の市町村で重ねており、この制度改革がスムー

ズに行くように努めている。 

（質問６）最終処分場の公園化問題 

①高房地区の周辺対策として、地区住民に公園の図面などの対策案を提示し

た経緯がある。それは今も生きているのか。 

②地域住民に配付した図面等を議会に公表されたい。 

（答弁）藤高建設課長 

 過去には国の堤防改修にともなう高房地区の墓地移転も視野に入れた親

水公園の計画案もあったが、町の財政状況や河川改修事業の進捗状況により、

進んでいない。計画案の図面については、議会へ提出する。 

（質問７）障がい者雇用 

①自治体では、障がい者雇用が義務づけられていると思うが、本町の場合の

基準人数は何名か。 

②現在、本町では何名雇用しているのか。 

（答弁）水野総務課長 

本町全体で３名雇用しており、法定雇用率は達成している、 

（質問７）③  

在職中に、不幸にして病気や事故等で身体障がい者となった場合、どのよ
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うに対応するのか。 

（答弁）水野総務課長 

本人の意思を尊重しながら、職場復帰が可能かどうか、必要な具体的配慮

等を相談しながら決めていく。 


