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   会議録 

      北島町議会 

平成３０年第２回定例会は、６月１１日に開会され、６月２２日に閉会い

たしました。  

町長提出議案として「専決処分の承認を求めることについて」など９議案

と報告が２件上程され、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２９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、一般廃棄物

の広域処理に係る負担金ほか５事業について、平成２９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３０年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成２９年

度北島町土地開発公社決算について  

本報告は、平成３０年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成２９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  

                            

議案第３４号から議案第３６号の専決処分の承認を求めることについて、  

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）等が

平成３０年３月３１日に公布されたことに伴い、北島町税条例、北島町都市

計画税条例及び北島町国民健康保険税条例の一部改正を同日付で行ったの

で、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求めるもので

す。                           原案可決  

 

議案第３７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、同委員会委員の藤井治氏が平成３０年６月３０日をもって任期満
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了となることに伴い、平成３０年７月１日より、新たに玉岡哲也氏を選任いた

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。                            原案可決  

                        

議案第３８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、同委員会委員の天羽日出夫氏が平成３０年６月３０日をもって任期

満了となることに伴い、平成３０年７月１日より、新たに久次米孝祥氏を選任

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。                          原案可決  

 

議案第３９号  平成３０年度北島町一般会計補正予算（第１号）  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９９万２千円を

減額し、歳入歳出の総額を７６億３,４００万８千円とするものです。  

主な歳入は、国庫支出金３６３万６千円、学校教育施設等整備事業債５６０

万円を減額しております。  

歳出は、土木費の町道２号線他舗装補修工事費１,４００万円を追加し、教育

費の北島小学校講堂改修工事費等１,６１７万４千円、予備費９０７万６千円を

減額しております。                      原案可決  

 

議案第４０号  北島町道路線の認定について  

 本案は、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１

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す。 

                              原案可決  

議案第４１号  北島町道路線の変更について  

 本案は、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１

路線について、路線の変更を受けようとするものです。      原案可決  

 

議案第４２号 水神社ポンプ更新工事請負契約について  

本案は、平成３０年６月１８日指名競争入札の結果、 (株)石垣四国支店と請
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負額１億８ ,４６８万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  

 

一般質問  

 町政全般にわたる一般質問は、中野真由美議員、板東泰史議員、中勝議員、

武山光憲議員、伊勢政二議員、増谷禎通議員で大要は次のとおりです。  

 

中野真由美議員  

（質問１）中学校部活動指導員について  

昨年、年度途中採用の部活動指導員に報酬が支払われていない事があった。

予算的配慮が足りない。また、教員の時間外労働が問題視されるが、教員が余

裕を持って指導するために、また生徒の技術取得・精神力の向上のためにも、

部活動指導員の存在は欠かせない。また平成３０年３月のスポーツ庁の「運動

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に沿い本町独自のガイドライ

ンを作成してはどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

運動部活動指導員の配置は、県教育委員会の指導で、本年４月１日付で中学

校運動部活動指導員配置要綱を策定した。また、国や県の方針等を参考に「北

島中学校の運動部活動の在り方に関する方針」・「運動部活動に係る活動方針」

も策定した。  

 部活動指導員については、６月１日付で１名を任命し、教員の負担軽減に努

めている。  

（質問２）小学校の遊具等の設備について  

北島北・南小学校には運動場にバスケットゴールの設置があるが、北島小学

校にはない。設置予定なしとのことであったが、早急に設置してはどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

北島小学校では、鉄棒以外の遊具を正門東側のわくわく広場に設置している。

同広場は民家や駐車場等に隣接し、ボールを使用した遊具の設置は困難として

いた。運動場内での設置案は、少年野球の使用等、児童の安全対策を十分検討
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し協議していく。  

（質問３）児童館について  

児童館は現在、小学校３年生までの預かりだが、６年生まで引き上げてはど

うか。全学年を通して同じ場所で過ごせることは、異学年交流にも良い。  

 また、運営時間延長を現在の１８時４５分から１９時までにしてはどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

現状では、広さの問題等で定員増は困難であり、６年生まで拡大すると、待

機児童が生じるため、低学年を優先したい。しかし長期休暇は利用状況に少し

余裕が見込めるため、今年度、４年生の夏季休暇の預かりを試行する。  

運営時間については、迎えが遅れる等の連絡がある場合には柔軟に対応をし

ている。  

（質問４）雑草について  

夏に向けて公園や沿道の雑草が伸び、自転車や歩行の登下校時の安全面が懸

念される。また、虫刺されや、伸びた草による衝突の危険性がある。本町の雑

草の処理の時期や施工団体、その周知について知りたい。  

また、ボランティアでの除草協力について表彰してはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

町内の沿道や公園の除草は、シルバー人材センター、障害者支援センター、

造園業者、地元自治会や各種団体に委託し、年に２～３回除草を行っている。    

除草時期は、天候や雑草の状態等により施工日程が前後するため、事前周知

が困難であるが、施工業者（団体）や大体の時期を町報等周知可能な方法で検

討する。  

ボランティアによる除草等には心より感謝申し上げたい。表彰は、永年の様々

な活動の取り組み事例があるため検討する。  

（答弁）大西まちみらい課長  

私有地の雑草は、まちみらい課がパトロール調査し、管理できていない物件

はその土地所有者に除草を促す。所有者の作業が困難な時は、町への作業委託

を促す。その広報も拡充する。  

（質問５）学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）について  

コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民の代表が一定の法的権限を持
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って学校運営に参画できる制度である。県内では５町が導入しており中学校生

活を落ち着いて過ごせるようになったなど成果が出ている。  

本町での学校運営協議会の取り組みと委員構成を聞きたい。  

（答弁）天羽教育長  

本校運営協議会制度 (コミュニティ・スクール )は、保護者や地域の声を学校

運営に直接反映させ、学校と地域が一体となるよう、現在、町内全学校に導入

している。委員としては、当該校長や教頭、地域自治体や保護者の代表等で構

成している。  

議論を通じ、子どもたちの抱える課題や地域での子育てへの連携・協働した

取り組みが可能と考える。  

昨年度、先進地視察も行い、地域と学校が共に運営する姿勢が、成果につな

がっていると認識している。  

これからは運営委員の方々に学校運営の当事者として、発言いただき協議内

容についても発信方法を工夫し、お知らせできるように取り組んでいきたい。  

 

板東泰史議員  

（質問１）消費税増税について  

①来年１０月より消費税率が１０％へ増税される。多くの支出において支出増

が避けられない。単純計算で１％程度の支出増となるが、実際の影響は。  

（答弁）水野総務課長  

支出のうち、消費税の影響を受けない経費もあり、消費税が関係する物件費、

維持補修費、普通建設事業費等で平成２８年度決算額を基に試算すると、約４

千万円増額の見込みとなる。  

（質問１）②  

何らかの増収や支出削減の予定は。  

（答弁）水野総務課長  

歳入では地方消費税交付金が増加する見込みである。また事業費増に伴う

国・県補助額の増加や、基準財政需要額への影響により交付税が増加する可能

性もある。しかし本町の財政状況は依然厳しい状況であり経費の削減に取り組

んでいく。  
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（質問２）徳島バスグリーンタウン線の経路変更について  

①徳島バス大麻線がグリーンタウン線と変更され、吉野川病院前が終点となり

半年が経過した。半年間のグリーンタウン線の利用者数は把握できているか。  

（答弁）水野総務課長  

徳島バスによると路線短縮の影響は、まだ確認できていないが、大型ショッ

ピングモール開業後、フジグランを経由する路線全般の乗車率は減少している

と聞いている。  

（質問２）②  

グリーンタウン線は、年末年始を除き、徳島駅前から市立体育館前を通り、

吉野川病院前まで走行する。鍛冶屋原線と同じく助任経由にすると、市民病院、

徳島大学、城東高校などが沿線に入るため、利用者の増加も見込める。本町の

支出する補助金が多少減るのではと考えるが働きかけてはどうか。  

（答弁）水野総務課長  

町が実施した「生活バス路線に関するアンケート」の調査結果を徳島バスに

提供し、路線等に関する要望等について、他路線との影響や費用対効果を含め

ての検討を要望した。  

（質問３）フェイスブックについて  

本町のフェイスブックアカウントは、個人用のもので、殆ど更新がない。  

更新すると通知が来るので情報発信には非常に有効である。  

 ビジネス・ブランド用アカウントを取り直して運用マニュアルを整備しては

どうか。  

（答弁）水野総務課長  

早期にビジネス用に移行したいと考えており、運用マニュアルも他市町村の

状況を参考に検討していく。  

（質問４）教育投資について  

４月２２日の町民会議で、子育て支援では、幼稚園の完全２年保育の実施が

求められたが、箱が足らない、予算不足ですぐの対応は困難という結論で終わ

った。８年前の町長の公約は、２年保育と給食費無償化であったと記憶するが、

現状はどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  
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平成２３年度より保護者のいずれかが未就労の家庭の４歳児を対象に、２年

保育を実施している。現有施設では、全ての４歳児の受け入れは難しく、時間

と費用を要するが、幼小連携の教育活動のため園舎は小学校との隣接地が望ま

しい。  

（質問５）グリーンタウン北西から堤防までの歩道橋建設  

①同じく町民会議で、グリーンタウン北西部より鳴門の堤防道路まで、津波避

難用の歩道橋を架けてほしい旨の要望があった。検討の余地はあるのか。  

（答弁）藤高建設課長  

最短距離の箇所での避難道路（歩道橋）は、設置箇所が鳴門市になるため施

工実施は非常に困難である。  

（質問５）②  

グリーンタウンから西側への土地のアクセス可能箇所を増やしてはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

西側へのアクセス可能箇所の一案とし、町道１１７号線、３２号線等を介し

て堤防へ避難する経路の整備を検討する。  

（質問６）公園の活用について  

①一定の規模の都市公園では道路沿いの部分に駐車場を設けてはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

駐車場のない都市公園は、基本的には徒歩圏域内の居住者の利用を想定して

いる。駐車場設置により利便性の向上等が図れる一方、設置することによる問

題点等も併せて検討する。  

（質問６）②  

都市公園の駐車場に加えて不足が指摘されているテニスコートやバスケット

コートなどを整備できないか。  

（答弁）藤高建設課長  

公園の規模、性格、利用目的等を踏まえ、公園の機能の増進に必要であるか

検討する。  

（質問７）北島わくわくキッズスクールについて  

①現在、放課後と土曜日に、児童館で「北島わくわくキッズスクール」が開講

され、受講希望者は４００人にのぼる人気ぶりである。  
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教育委員会と社会福祉協議会の共催運営が、来年度から運営の見直しで現状

維持は難しいと聞いた。現状維持できないか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

昨年末に、社会福祉協議会から児童館利用者の増加と職員の負担などの理由

から、今後の運営について協議の申し出があった。両者間で協議し、本年度は、

できる限り現状維持に努め、次年度以降は在り方を検討する。  

（質問７）②  

ボランティアの報酬は年額５千円と聞いた。増額や経費負担の余地はないか。 

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

経費は、教材等は公費負担である。講師は基本的にボランティアとし、報酬

として各講座に年間１万２千円支払う。限られた予算のため増額は難しい。  

（質問８）骨髄バンクドナー助成制度  

骨髄ドナー登録推進制度について聞きたい。一部の自治体ではドナーに対し

て費用の補助があり、県内では４月より阿南市が単独で助成制度を開始した。

本町でも検討してはどうか。  

（答弁）藤田保健相談センター所長  

骨髄バンク事業は、国主導のもと、骨髄移植推進団体が主体となり、日本赤

十字社及び地方自治体の協力による公共事業で、ドナー登録の拡大と移植医療

の推進を目指している。  

本町でも町報・ホームページ等により広報の拡充に努め、助成制度について

は、先進的に導入している自治体を参考に検討していく。  

 

中勝議員  

（質問１）橋梁長寿命化について 

全国で橋梁の耐震化や老朽化が問題視される中、本町は、橋梁の長寿命化に

取り組んでいる。昨年度までの目標達成率と今後の取り組みを聞きたい。  

（答弁）藤高建設課長  

平成２９年度までの橋梁点検の執行率は、３８．９％である。今後予定は平成

３０年度に全部の橋梁点検が完了すること、平成３１年度以降も５年に一度の

サイクルで点検を行う。  
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（質問２）幼児教育無償化について  

①先日の町民会議で保育料無料化について多くの要望があった。２０１９年  

１０月から国が保育料や幼稚園教育の無償化が計画されているが、昨年守口市

で保育料無償化の視察を行った際、入所希望者が想定より増加し、待機児童が

増加したと聞いた。本町ではどのような予想か。保育士や幼稚園教諭の人員確

保はどうするのか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

教諭の人員確保は近年計画的に採用を行うも、人員確保に大変苦慮している。 

（質問２）②  

受入場所の確保はどうするのか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

本年度は、対象年齢児の約８４％が町立３幼稚園に入園している。  

 これまでも、子ども子育て支援新制度により保育料の第２子半額、第３子無

償等、段階的に無償化が進み、完全無償化が施行の際は、私立認定こども園及

び施設給付型幼稚園等も同様に、無償化されるので、幼稚園の大幅な入園希望

者の増加は無いと考える。  

（質問２）③  

現在の待機児童の状況は。  

（答弁）粟田民生児童課長  

４月１日現在では、待機児童は解消したが、６月１日現在では、０歳児８人、

１歳児７人、３歳児１人、計１６人が待機児童となっている。  

（質問２）④  

待機児童解消はできるか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

今年度、アンケート調査を実施し、今後の保育のニーズ量を把握する予定で

ある。この結果を基に、各保育園と協力し受入人数や保育士の確保について協

議をして進めたい。  

（質問３）通学路安全について  

①町民会議では通学路の安全についても多くの要望があった。ゾーン３０を設

定してはどうか。ゾーン３０とは、生活道路における歩行者や自転車の安全な
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通行の確保を目的とし区域を定めて時速３０キロメートルの速度制限を実施す

るもので、実施や対策内容は警察の管轄だが、本町として申請してはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

ゾーン３０を整備申請する際、地域住民の要望や現場の交通状況を考慮し、

通学路や多数歩行者等の通行が想定される区域などを関係部署とともに慎重に

協議していきたい。  

（質問３）②  

不審者情報が多数見られるようになった。特に新潟県の痛ましい事件のよう

に下校時の安全対策が重要となるが、教育委員会としての対策は。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

新潟市の事件を受け、県教育委員会から依頼があり学校安全推進体制の強化

に取り組むよう通知を行っている。教育委員会としても、本年２月に「通学路

安全推進連絡協議会」を開催し、道路管理者、徳島板野警察署及び各学校の関

係者に危険箇所の対策や取締り強化を協議した。    

また、地域コーディネーターによる定期的な下校時見守り活動や、青少年健

全育成町民会議におけるサンセットパトロール活動等地域の方のご協力のもと

児童生徒の安全対策に努める。  

 

武山光憲議員  

（質問１）ごみの分別の周知徹底と住民サービスの神髄について  

①「ごみ分別ガイドブック」だが、新しい製品について問い合わせもある。過

去の問い合わせ分も精査し、町報・ホームページで発信してはどうか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

必要な情報を吟味し、情報が一定数蓄積されるごとに町報やホームページな

どで周知を図りたい。  

（質問１）②  

出先機関での対応の悪さを指摘する声を聞く。本庁も同様で、恒常的にサー

ビスの神髄を欠いてはないか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

ご指摘を真摯に受け止め、職員の指導教育を行い、住民サービスの向上に取
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り組んでいく。  

（質問２）企業のＢＣＰ（事業継続計画）と充電スタンドについて  

①町内企業でも災害時の事業継続計画は策定済だと思うが、町との連携を協議

しておく必要がある。場合により企業施設の一部を緊急避難所として開放を願

い出ることもあり得るし、逆の場合もある。相互共助について協議を図っては

どうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

業務継続計画は、企業数社に確認し、既に策定済みとの回答を頂いている。  

指定緊急津波避難場所や救援物資提供協定など必要に応じて各企業と協定を

締結した。災害時に強い町づくりを目指し、今後とも協力体制を整えていく。  

（質問２）②  

指定避難所（２７ヶ所）、指定緊急避難所（４７ヶ所）、避難ビルがある。そ

の災害時停電での電源について提案する。     

庁舎は自家発電があるが、各避難所に何ヶ所設置があるか。これに加え「移

動式充電器  ソーラー充電スタンド」を主なところに設置してはどうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

発電機は町内３小学校、避難施設に１１箇所、携帯充電器ボックスは１０箇

所に備蓄している。避難所の発電機の容量及び必要数など再検討を行い、未設

置の施設を優先に進めていく。ソーラー式発電機も併せて設置を検討する。  

（質問２）③  

避難ビルは現在何か所か。ＱＲコードで災害時の対応を見ることが可能なの

で、ホームページ、町報で公表しないのか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

津波避難ビルなど指定緊急津避難場所は現在２６箇所である。  

一般社団法人  全国防災共助協会と協定を締結し平成２７年度にＱＲコード

の読み込みで避難所等をスマートフォンで確認できるシステムを導入した。  

 防災意識の高揚も兼ねて、ホームページや町報などで再掲したい。  

（質問３）西高房の排水機場の樋門改修について  

住民協力のもと堤防の築堤は完成したが、災害時や台風時の集中豪雨には、

排水が機能していない。対応状況はどうか。  
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（答弁）藤高建設課長  

西高房第二樋門周辺の土地は、周辺より低く台風や大雨時に水路内の水が溢

れてくる。現在、ポンプ場施設の設置計画により排水能力が向上すると考える

が、用地の確保や周辺住民のご理解やご協力が必要となる。今後も施設設置の

ため協議を重ね努力していく。  

（質問４）保育所での無呼吸アラームの導入について  

最近の報道で無認可保育所の乳児の事故があり、保育所の環境整備が懸念さ

れる。  

そこで無呼吸アラームの配備を提案する。無呼吸アラームとは、息の上げ下

げを時の圧力差で呼吸の有無を感知し、動きが一定時間停止する・一定回数以

下になる場合に警報音とランプで異常を知らせるものを指す。税源は、厚生労

働省が１台につき３万円の助成を設けている。  

（答弁）粟田民生児童課長  

国から保育所などの事故防止推進事業の実施要綱が示され、重大事故は、睡

眠中等に起こりやすいことから、必要な費用とし一部を補助するものである。  

各園では、昼寝時には目視による５分ごとのチェック行っている。安全確保

の補助と考え、導入を検討する施設には、町として支援をしたい。  

（質問５）保育所の防犯カメラの設置  

①現在、町立保育所にあるが、私立保育所を対象に３０年度で国の助成の要綱

ができたと聞いた。予算は１箇所当たり１８０万円だが、協議してはどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

保育所や関係機関と情報を共有しながら協議していく。  

（質問５）②  

町立、私立保育所での乳幼児用ＡＥＤ設置の設置状況と、救急救命講習等の

受講について聞きたい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

ＡＥＤは、設置済が７箇所、未設置が１箇所である。ＡＥＤには乳幼児用と

の差異はなく使用ガイダンスに従い調整し全年齢への対応が可能である。  

救急救命講習は大半の園で実施している。各園に対し定期的な受講を指導す

る。  
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（質問５）③  

 町内の通学路を中心とした、防犯カメラの設置も検討してはどうか。全国に

は自治体と地域住民・自治会との連携で実施しているところもある。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

通学路の安全面で、有効で効果的な手段と考える一方、プライバシーの問題

や設置費用の課題がある。今後は近隣の市町村の動向や、補助金等の活用を調

査し検討していく。  

（質問６）障がい者支援の充実について  

①本町では、高齢者を対象とした、２名の生活支援コーディネーターを設けて

いる。  

 第２期北島町障がい者計画にもあるが、何でも相談でき、窓口の充実を図れ

る「コーディネーター」を置いてはどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

板野郡自立支援協議会において相談支援事業を行い、障がい者の様々な相談

に対応できる専門員が、鳴門・板野郡の８事業所で対応している。  

今後コーディネーター設置も、必要課題とし取り組んでいく。  

（質問６）②  

障がい者で「Ｂ２」場合、教育現場で受け入れは可能か。また、Ａ１、Ａ２、

Ｂ１、Ｂ２の別に、教育委員会の受け入れ基準を聞きたい。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

平成２５年９月の学校教育法施行令の改正で、障がいのある児童生徒の就学

は、個々状態等を踏まえ十分な検討を行い、市町村の教育委員会が就学先を判

断・決定する。本町は、受け入れ基準はなく、子ども・保護者に対し十分情報

提供をしつつ、意見を最大限尊重し、専門家の意見等も踏まえて就学先を決定

している。  

（質問７）外国語教育の実施推進について  

①２０２０年に全面的に実施される次期学習指導要領は、外国語教育で３、４

年生が新たに３５コマ、５、６年生は７０コマを２年前倒しで、段階的にでき

るが、鳴門市、北島町は段階を踏まず実施すると聞く。運営態勢は十分か。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  
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夏休みを短縮し、時数を確保し、再来年度からの本格実施と同時数の英語科

授業を実施する。  

（質問７）②  

全国教育委員会では、教育課程特例校の申請を受けているところあるが本町

ではどうか。   

また特例校では、国の指導枠からある程度自由に教育課程の編成ができると

聞く。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

教育課程特例校の申請はないが、一昨年より教育課程研究指定事業や外国語

活動を中心とした県の委託事業を受けている。  

（質問７）③  

ＩＣＴ教育において、先進的な鳴門市の教育委員会に早崎小学校でＩＣＴ教

育に携わる先生がおり、講師として招くことも可能だと聞く。検討してはどう

か。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

本年度、英語専科の教員を加配し３小学校の６年生すべての英語の授業に同

一の教員を配し、ＩＣＴを活用した授業を行っている。  

また鳴門市などの先進地の例を参考に、外国語教育の推進にについて研究し

ていく。  

（質問７）④  

本町教育大綱は総花的にまとめられているが、小中学を通して外国語教育の

持続的・具体的な改正、追加の考えはないか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

教育大綱は、町長と教育委員会が協議し、町長が定め５年間を対象に策定し

ている。  

具体的な取り組みや計画は、学校の指導計画等で作成している。今後の総合

教育会議の場で加筆修正を協議していく。  

（質問７）⑤  

 教育現場では、外国語教育、部活動負担問題、ＩＣＴ教育、道徳教科化等の

実現において、現場に負担が増しているが、県から支援はないか。  
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（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

県教育委員会からは、次期学習指導要領の本格実施に向けた取り組みや教員

の業務改善等に、職員の加配や法的整備、教員の研修等、事業の推進に様々な

支援がある。  

（質問７）⑥  

県内では、鳴門市が「文部科学省研究開発学校（外国語教育）」の指定を受け

ている。また鳴門市、東かかがわ市では、小学１、２年生を含め「放課後英語

クラブ」を実施している。本町でも計画してはどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

低学年の生活時間も考慮し、人員の確保も含め、先進事例を参考に、今後研

究していく。  

（質問８）ネット依存防止マニュアルについて  

教育現場でのＩＣＴ教育・プログラミング教育が進む上で、子どもたちのネ

ット依存の状態が懸念される。  

２０１６年１２月の岡山県教育委員会の調べに、ネット依存のこどもは、小

学４～６年生０．７％、中学生２４％高校生３．５％に上ることがわかった。  

同教育委員会では、質問２０項目による「チェックシート」マニュアルを作

成し、配布している。本教育委員会でもマニュアル作成してはどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 小中学校では、毎年１回から数回、ネット依存・ネットモラル・ネットリテ

ラシー等の内容について児童生徒対象の講習会を実施し啓発に努め、情報ルー

ムでの授業にて学習している。  

学力調査の結果では１日のゲームやスマホ利用時間は、小中学校共に全国平

均を下回っている。岡山の事例も参考にするよう、各校に通知する。  

 

伊勢政二議員  

（質問１）待機児童をゼロにする  

北島町は、希望する保育園に入れない待機児童は３０人前後であり県内でワ

ースト２位である。４月に定員８０人の民間保育園が開園し町立保育園を合せ

６４２人の定員となり待機児童問題は大幅に改善された。しかし、昨年度に誕
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生した０歳児が２３０人である。募集される０歳児の定員は毎年６０人のため

待機児童ゼロは期待できない。この救済につき、小規模の保育所を開園するこ

とを提案したい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

入所調整の結果、年度当初の待機児童は解消したが、ご指摘のとおり年度途

中の待機児童は生じている。  

今年度、保育ニーズのアンケート調査を実施し、保育量の確保の方策などの

計画を策定したい。この中で、受け皿対策とし、既存の認可保育所での定員の

確保や、ご提案の保育所についても検討していく。  

（質問２）臨時保育士の待遇改善について  

全国的に保育士不足が問題化している。北島町立保育所は正規職員が１０

人・臨時職員が１４人・嘱託職員３人・パート１人である。安定的な人材確保

と臨時職員の給与条件の改善を目的として臨時職員を「任期３年の短時間勤務

の正規職員」として採用する新制度を提案したい。  

（答弁）水野総務課長  

町立保育所の保育士の人員は、現在のところ充足しているが、年度当初には

応募者の不足が生じている。  

臨時職員等は、平成３２年度から会計年度任用職員への制度移行が予定され

ており、現在、賃金、任用形態等につき検討を進めている。会計年度任用職員

制度導入にあたり、任期付職員制度の活用も含め、条例等の整備を図っていく。  

（質問３）電子図書館開設について  

新たな図書館のサービスとして、パソコンやスマートフォンなどから電子図

書を閲覧できる、２４時間利用可能で多様なライフスタイルに対応した「電子

図書館開設」を提案したい。時代の趨勢と捉え、図書館に来る機会の少ない人

にも読書に興味を持ってもらえる。読書の普及効果も期待できると考える。  

（答弁）向井図書館・創世ホール館長  

電子図書館は議員ご指摘のとおり、図書館に直接行く必要がなく、パソコン

やスマートフォン、タブレットなどのネット環境により、２４時間いつでもど

こでも利用できるのがメリットである。  

 デメリットは、初期導入費やシステム運用費が必要なほか、電子書籍が紙媒
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体の書籍の１．５倍から２倍と価格が高いことや、買い取りのものは少なく、

２年間もしくは貸出し回数５２回までという「使用権」の購入なので契約期間

が終了すると図書館には何も残らない。  

２００７年に全国初の電子図書館が千代田区立図書館で開設されて、１０年

以上になるが、今年１月の時点で、全国の公共図書館でまだ６７館しか普及し

ていない。  

 県内では、徳島市立図書館が全国で８番目に電子図書館のサービスを開始し、

今年４月より県立図書館、阿南市立図書館がサービスを開始した。県立図書館

はもちろん徳島市立図書館は北島町立図書館と広域利用の提携をしているので、

市立図書館の貸出しカードを作り電子図書館の登録さえすれば利用することが

できる。  

（質問４）庁舎内にＢＧＭ導入について  

庁舎内で、有線を利用したクラシックやヒーリング音楽などのＢＧＭを流す

サービスを導入することを提案したい。７館全館に設置しても初期費用が３

万円、使用料は月額４千円から６千円程度の経費である。  

（答弁）水野総務課長  

庁舎内のＢＧＭについては、来庁者の方々の待ち時間におけるリラックス効

果が期待でき、以前にも館内でＢＧＭを流したことがあると記憶している。放

送設備や費用、方法等とともに前回の経緯等も含め研究していきたい。  

（質問５）効果的な小学校ＩＣＴ授業について  

公益財団法人“あい”ランド推進協議会が小学校・児童館支援活動を推奨し

ている。ＩＣＴ  授業は教員一人では効果が発揮できない。鴨島小学校・川田西

小学校・西麻植小学校・上浦小学校ではＩＣＴ授業での支援員を受け入れた教

育を取り入れて効果を上げている。支援員はすべてボランティアで必要人数を

派遣してもらえため各小学校で導入を提案する。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 ＩＣＴボランティア活用制度については、県教育委員会学校教育課より照会

があり、現在各小学校に希望調査をしている。  

 次年度以降は、ＩＣＴを活用した授業へのきめ細かい指導と、有効な時間活

用のため、支援員の活用について、学校と協議しながら進めていく。  
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増谷禎通議員  

（質問１）防災洪水ハザードマップ問題について  

①４月２２日の町民会議で出された防災問題について質問したい。  

地域住民がどこに避難するか、その避難場所の収容人員は何人かなど心配し

ていた。現在のハザードマップは非常に見にくい。１点目は道路が同じ色に塗

られている。道路や高速道路は色分けし、避難経路を明確にして頂きたい。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

自主防災会連絡協議会の役員会や単位自主防災会の避難訓練時でハザードマ

ップの見方や利用の仕方の説明している。今後も機会を活用し説明を続けたい。 

（質問１）②  

１００年や１５０年のマップではなく、地域別のマップで、お年寄りでも避

難場所が明確になるよう改善すること。その避難場所の収容人数と緊急食料や

水等の備蓄数を明確に記載すること。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

次回の作成時に改善点を精査し、見やすいマップの作成に努める。また、備

蓄数の記載は、長期に保存するハザードマップへの掲載には向かないと考え、

ホームページに毎年度末の備蓄数量を掲載している。再度周知を図りたい。  

（質問１）③  

冠水しやすい道路を避けて避難ルートを明確にすること。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

次回の作成で、ご意見を参考に見やすいものにしていく。  

（質問１）④  

グリーンタウンには高い建物が少ない。避難時に１箇所に偏る危険性がある。

住民の意見を取り入れ、地域別の避難場所を決めておいてはどうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

グリーンタウンは近隣に国際交流会館や吉野川荘などあるが、避難場所とな

る高い建物はない。    

平成２５年１月の「板野郡５町並びに鳴門市相互間の災害時応援協定」によ

り、近隣市町にも避難ができる。たとえば、グリーンタウンの北部地域は鳴門

市の堀江南小学校に避難できる。  
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（質問２）自主防災組織問題について  

自主防災組織として産土神社のお祭りの組織を活用すべきとの意見があっ

た。以前からの区が単位だと思うが、新住民にとって明確ではない。マップに

自主防災の組織図（囲み）が分かるよう改善してはどうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

自主防災会は自治会を母体に組織化する地区が多いが、中には開発された団

地での組織もある。組織をマップへ掲載するには、新規の設立や改編等もあり、

町のホームページ等により周知を行いたい。  

（質問２）②  

自主防災組織による避難訓練を実施し、避難場所の確認と連絡網や役員名簿

連絡先の徹底をすべきである。また自主防災の組織率は町民の何％位なのか。 

（答弁）村上危機情報管理課長  

避難場所の確認は重要であり、自主防災組織ごと・ご近所ごとに避難場所を

決め、共助の精神で助け合いし避難してほしい。役員名簿や連絡先については、

本年度の補助金申請時に確認している。  

また、現在の自主防災組織率は７８．０％である。  

（質問３）教育問題について  

①一人親家庭の急増により朝、食事をしないで登校する子どもが増えていると

新聞紙上で見聞する。教育委員会で、現状把握しているか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

平成２９年度の調査の結果では、どちらかといえば食べていない又は全く食

べていない児童は、各小学校とも４～５％程度、中学校は７％程度という結果

である。  

（質問３）②  

子ども食堂は全国的にＮＰＯ法人などの組織で運営しているが、徳島県は全

国で二番目に少なく板野郡では１箇所のみである。本町でも実現をさせたいが、

状況はどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

子ども食堂とは、子どもに食事を無料や低額で提供する取り組みで、主にＮ

ＰＯ法人やボランティア団体により運営されている。食事の提供だけでなく、
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子どもの居場所も担う大切な活動である。現在、本町での取り組みの把握はな

いが、開設する動きがあれば、できる限り支援をしたい。  

（質問３）③  

成人式は、町主催で行われているが、そろそろ、自分たちで開催する訓練を

すべきではないのか。１８歳選挙権の行使や成人年齢の引き下げなど、これか

ら社会に責任をもつ立場になる。  

私たちの成人式は、地域の青年団が主体で取り組んでいた。教育長の見解を

聞きたい。  

（答弁）天羽教育長  

残念ながら自分のことは自分でできていない場面を多く見かける。  

一方、成人式を成人となる若者自らが企画運営することだが、青年団のよう

な組織がなくなって久しく、地域住民の連携意識も希薄化し、新成人の中には

県外で生活しているため同級生と疎遠になった者もいるかと思う。その縁を結

び直す機会という期待も込め、成人式を町が企画し、成人としての自覚の必要

性等を説いていただき、今後の在り方を見つめる機会としたい。  

（質問３）④  

町民会議の中で子ども会の充実があげられた。共働き家庭が多くなり、参加

出来ない家庭もあるが、いじめや、子どもの連れ去り被害などをなくすために

も、日頃の近所づきあいが、事件防止に繋がると考える。  

（答弁）天羽教育長  

子ども会の活動には、子どもの活動を側面から援助する保護者等の育成者が

必要である。地域で人と人とのつながりを作るには、まず互いの存在を認め合

う必要があるが、子ども会はその副次的な役割を果たすものと考える。  

（質問４）アクアプラザ問題及びチューリップ公園について  

①現在のアクアプラザは民間のお菓子工場になっていると地域住民の批判があ

る。以前は産直市も開かれ、近隣の農家からの季節の野菜を買うこともできた。

公共の施設を私物化しているとの意見もあるが課長の見解を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

現在のアクアプラザでは、管理者によるお菓子製造・販売だけでなく、町の

恒例行事である「きたじまるしぇ」の出展者をはじめ地域の事業者やクリエイ
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ターの商品を展示・販売している。また２階や屋外スペースは気軽にワークシ

ョップや教室などに活用できるよう貸し出しており、地域住民の交流の場とし

て機能を果たしている。  

（質問４）②  

アクアプラザは地域交流の拠点づくり・憩いの場の提供を目的とするとある。

現在は、以前のように笑いヨガや地域のバーベキューパーティーなどへの貸し

出しも行われていないと聞く。見解を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

現在もアクアプラザでは各種団体と連携し、スペースを貸し出し、イベント

を開催している。昨年度の実績例では、ヨガ教室、犬猫の里親会、ミニクリエ

イターズマーケット、英会話教室主催ハロウィーンパーティーなどが開催され

た。今後も住民の地域交流・憩いの場として提供できるよう、検討していく。 

（質問４）③  

協定書によると毎年度事業概要と事業報告書を提出するとあるが、その概要

の資料を提出いただきたい。またその報告書に基づく指示を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

事業概要と報告書は別途提出する。町は管理者が行った事業を確認したが、

利用者への対応も丁寧で、新たな催しを実施するなど適切な運用であると判断

している。これらの実績を踏まえ、水辺交流プラザも含めたイベントの提案と

試行を行い、今後も様々な可能性を模索する。  

（質問４）④  

チューリップ公園は規模が小さくなり経費の割に年々見学者が減少している。

ある介護施設関係者によると毎年利用してきたが今年は見送ったと言っている。

場所を変えるか、開催方法等再検討すべき時期ではないか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

駐車場の入り具合から減少傾向だと考える。これは各市町村で観光地整備が

進み人の流れが分散したほか、今年は急な気温の上昇で開花期間が短かったこ

となども原因と考える。新たな場所への移設は、土壌と共に駐車場やトイレな

ど、諸条件が揃う場所の特定には至っていない。来場者からも色々意見がある

ため次回以降の検討を続ける。  
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（質問５）職員の公務上による自動車事故の取扱規程問題について  

最近ひき逃げや、飲酒事故が多発している。ひき逃げや飲酒運転、無免許運

転は交通三悪である。本町は無免許やひき逃げで相手方に重傷を負わせても停

職になる状況である。民間なら当然免職である。改正するつもりはないのか。  

（答弁）水野総務課長  

本町職員の公務上による自動車等の事故の取扱規程では、無免許運転及び、

ひき逃げあて逃げで相手に重傷を与えた場合は、国の懲戒処分の指針に準じて

免職又は停職とし、飲酒運転では国の基準より重く、事故の程度によらずすべ

て免職としている。今後、民間や他市町村の規程を参考に検討を行う。  

（質問６）文書事務取扱規程問題について  

①今国会では、森友学園や加計学園の契約文書の改ざんや、契約文書の廃棄な

どで紛糾しているが、本町の文書事務取扱規程によると第１種、議会の議決書

や議事録、条例、規則、工事関係書類特に重要なものなどは永久保存である。

これらの保管について聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

文書作成時に大分類、中分類、小分類に分類分けし、規程に沿って簿冊ごと

に保存年限を記載し各課で保管している。  

（質問６）②  

３月議会でフラワードーム体育館の亀裂問題の資料は保管されていないと教

育委員会事務局長は答弁したが、このような工事関係書類は特に重要とし永久

保存に属するのではないのか。  

（答弁）水野総務課長  

工事又は物品に関する書類は五年保存、契約に関するものは１０年保存、工

事関係書類で特に重要なものは永久保存と規定している。建築物に係る図面は

永久保存として保管しているが、工事関係の大半が５年保存とし、契約書や検

査に係る書類も支出証憑書類とともに１０年保存としている。  

（質問６）③  

戸籍や住民票、税務資料などは、電子化され保存すると同時に、災害時の協

定を結んだ他県で管理されている。重要な文書は電子化し、保管すべきである。 

（質問６）④  
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永久保存である議会の決議や議事録は電子化され、ホームページ上で公開さ

れている。各種書類もコンピューターでの作成のため、電子化は比較的簡単で

はないのか。保管場所ないし検索も簡単というメリットがある。検討して頂き

たい。  

（答弁）水野総務課長  

電子化による文書の保管は非常に有効な手段と考え、今後検討していきたい。 

年数を重ねれば永久保存の文書も増え、書庫での保管は限りがある。今後、電

子化での保存・管理も検討したい。  

（質問６）⑤  

議会に於ける資料のペーパーレス化も併せて検討頂きたい。  

（答弁）水野総務課長  

ペーパーレス化については、議会とともに費用対効果も含めて検討していき

たい。  

 

 

 

 

 

 

 


