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   議会だより 

      北島町議会  

 

令和元年第２回定例会は、６月１１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「北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に

関する条例の一部改正について」など９議案と報告が４件上程されたことに

加え、「日本政府に核兵器禁止条約の調印・批准を求める意見書採択を求め

る請願」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２号  専決処分の報告について  

 平成 30 年 6 月 25 日契約の水神社ポンプ更新工事請負契約について、部材

の仕様変更等により契約金額の増額が生じたため地方自治法第 180 条第１

項の規定により専決処分をしたので、同条第 2 項の規定によりこれを報告す

るものです。                          報告  

 

報告第３号 平成３０年度北島町繰越明許費繰越計算書の報告について 

 地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定により、プレミアム付商品券事業費

ほか 4 事業について、平成 30 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４号   平成３０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  

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

費工事請負費について、平成 30 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を報告するものです。              報告  

 

報告第５号  平成３１年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成３０年
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度北島町土地開発公社決算について  

 平成 31年度北島町土地開発公社事業計画並びに平成 30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３７号  北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する

条例の一部改正について  

所得税法等の一部を改正する等の法律（平成 29 年法律第 4 号）等の施行

に伴い、所要の改正を行うものです。             原案可決  

 

議案第３８号  北島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について  

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。   原案可決  

 

議案第３９号 北島町介護保険条例の一部改正について  

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の施

行に伴い、北島町介護保険条例の一部を改正するものです。   原案可決  

 

議案第４０号  徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更について  

徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体が１団体減少したた

め、組合規約の変更について地方自治法第 290 条の規定により議決を求める

ものです。                         原案可決  

 

議案第４１号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて  

 教育委員会委員の巻島恵子氏が令和元年 6 月 30 日付けで任期満了を迎え

るにあたり、引き続き巻島恵子氏を教育委員に任命いたしたく、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 4 条第 2 項の規定によって、議会の同意を



 3 

求めるものです。                      原案可決  

 

議案第４２号 令和元年度北島町一般会計補正予算（第１号）  

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,602 万 4 千円を追加し、

歳入歳出の総額を 72 億 202 万 4 千円とするものです。  

主な歳入は、国庫支出金のプレミアム付商品券事務費 829 万 4 千円、地方

道路等整備事業債 2,600 万円、学校教育施設等整備事業債 1,810 万円を追加

しております。  

主な歳出は、民生費のプレミアム付商品券事業費 900 万 4 千円、土木費の

緑の基本計画策定及び都市計画公園区域変更業務委託料 1,300 万円、教育費

の北島幼稚園、北島南幼稚園の増築工事設計委託料 2,247 万円を追加してお

ります。                          原案可決  

 

議案第４３号 北島町道路線の認定について  

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 2 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４４号 北島町道路線の変更について  

 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４５号 ノートパソコン等購入契約について  

令和元年 6 月 6 日指名競争入札の結果、テック情報株式会社と請負額 1，

684 万 8 千円で契約締結するにあたり、地方自治法第 96 条第１項第 8 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 3 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４６号 日本政府に核兵器禁止条約の調印・批准を求める意見書  

 核兵器完全廃絶の実現に向けて、日本政府に対し、核兵器禁止条約に署名、

批准することを強く求めるよう、地方自治法第 99 条の規定により意見書を
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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、板東泰史議員、佐々木紀子

議員、伊勢政二議員、橋本典幸議員、中野真由美議員、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）北島町通学路（交差点）での安全対策  

 昨今、全国的に交差点での子どもを巻き込む人身事故が多発している。  

老門交差点のような棚状のガードパイプの設置や、横断歩道に１ｍ間隔の

鉄製蛍光ポールを設置し、交通事故の未然防止に繋げてはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

 防護柵の設置は、歩行者の安全確保を向上させる有効な手段であり、今後

も国道や県道で実施される交通安全対策を注視し積極的に取り組んでいき

たい。  

（質問２）鍋川歩道橋の改修について  

鍋川歩道橋の両サイドの擁壁面に亀裂が入っている。傷が小さいうちに対

応してはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

県の管理河川の占用の橋梁であるため、補修等は、東部県土整備局と連携

し適切に対処していきたい。  

（質問３）６市町で進めている広域ごみ処理施設整備  

 焼却場の延命の点から、紙おむつをペレットにする協議をしているのか。 

（答弁）大西まちみらい課長  

現在策定中の施設整備基本計画では、ペレット化する処理ラインは含まれ

ていないが、分別収集面の負担等含め慎重に検討していきたい。  

（質問４）南海地震に関する臨時情報発表時の自治体の対応について  

南海トラフの①半割れ②一部割れ③ゆっくりすべりの臨時情報は、地域に

より対応が異なる。住民行動モデルの策定をどのようにするのか。  
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（答弁）井住危機情報管理課長  

内閣府から公表されたガイドラインを参考に今年度「地域防災計画」の見

直しを行う予定である。  

（質問５）分かりやすい避難計画について  

 本町には、南海地震、洪水の避難計画書が多くある。避難行動パターンが

多すぎて、困惑するため分かりやすく整理できないか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

災害の種類・規模で避難等の初動は変わるが、日ごろから備えを再確認し

てもらうとともに、できるだけわかりやすい広報に努めていきたい。  

（質問６）避難所開設への補助金  

 避難所を開設の際、被災前でも災害救助費を最大で９割を国費で賄う計画

があるが、具体的にどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

「半割れ」発生時の防災対応として開設する避難所経費について、災害救

助法の適用対象となり、最大で９割が負担となる。  

（質問７）大雨時の防災気象情報の五段階警戒レベル周知徹底  

 大雨防災情報の警戒レベル５段階について、どのような避難を促すのか。 

（答弁）井住危機情報管理課長  

大雨時防災の警戒レベルの広報に努めるとともに、高齢者には、より丁寧

に伝える必要があるため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所など

と協力し、「防災」と「福祉」の連携を進めていきたい。  

（質問８）液体ミルクを災害備蓄に  

液体ミルクの備蓄を促す自治体もあるが、本町も検討してはどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

液体ミルク備蓄について、今後、保存の温度管理の制限や賞味期限の開発

が進めば、備蓄品として検討していきたい。  

（質問９）投票所の床のシート貼り  

町内の投票所の中で、スリッパに履き替える投票所があったが、直接上が

れるように検討してはどうか。  

（答弁）朝野住民課長  
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 過去にシートを敷いたことがあったが、雨天時に滑り危険であったため、

取りやめた経緯がある。このことから、安全な方法を慎重に調べ、シートを

敷くよう進めていく。 

（質問１０）特別支援学級での教室環境について  

文部科学省が推進する、障がいの有無にかかわらず、生徒が一緒に学ぶ「イ

ンクルーシブ教育」があるが、保護者とともに検討してはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

 生徒・児童の状況に応じた学習環境の整備を図るため、色覚チョークの使

用、タブレット・補聴援助システムの整備、校舎のバリアフリー化への改修

などを進めている。インクルーシブ教育についても、先進地の事例を研究し

推進に努めたい。  

（質問１１）教室での冷暖房を稼働する基準について  

保育所、町内各幼中学校で、冷暖房を入れる基準があるのか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

保育所でのガイドラインでは、保育室の目安で、夏は２６℃から２８℃、

冬は２０℃から２３℃、湿度６０％としている。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

文部科学省からは、教室内での望ましい温度の基準を１７℃以上、２８℃

以下としているが、室温だけでなく、教員が児童生徒の様子を注視し調整し

ていく。  

 

板東泰史議員  

（質問１）障がい者福祉について  

 重度心身障がい者の、はり・きゅう・マッサージ施術について、現在の償

還払いを受領委任払いにできないか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 はり、きゅう、マッサージの施術費を受領委任払いにすると、それ以外の

一部負担金は償還払いのままとなり、取扱いに差が生じる。今後、近隣市町

の状況も調査研究し円滑な運用ができるよう検討をしていきたい。  

（質問２）外国人の受け入れ拡大について  
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①４月より改正出入国管理法が施行され、外国人労働者の増加が予想される

が、町として何らかの対応は考えているのか。  

②第三国定住制度の拡充で、難民の受入れが拡大する。政府は地方自治体が

主体的に対応すべきとしているが、何らか準備を考えているか。  

（答弁）水野総務課長  

 現時点では町独自で法改正等に伴う対応は行っていないが、国の動向を注

視し、対応を検討していきたい。  

（質問３）超高額医療の影響について  

白血病治療薬「キムリア」やがんゲノム医療遺伝子検査システムの認可な

どで高額の支出が複数出てきた場合、町の国保会計に影響はないか。  

（答弁）尼寺保健福祉課長  

複数名が高額治療を受けられた場合、県の基盤安定化基金や交付金等で調

整され、急激な保険料の上昇に対応するが、次年度以降の負担増も予測され

る。  

（質問４）マイクロプラスチックによる環境汚染対策  

マイクロプラスチックによる海洋汚染が世界中で深刻化している。  

①プラスチック製ストローは焼却対象としてはどうか。  

②他にも焼却可能な低位のプラスチックはないか。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

プラスチック製ストローは、容器包装リサイクルの対象外で『燃やせるご

み』として出せる。  

またプラマークの付いてない小さいプラスチック製品も『燃やせるごみ』

として出せる。今後も、町報やホームページで周知に努めたい。  

（質問５）下水道料金と接続率について  

下水道料金は上水道の使用量に基づき計算されるが、戸建住宅と集合住宅

では上水道の用途に明らかな違いがあり、戸建住宅の下水道料金は割高感が

ある。  

①戸建住宅への割引料金は考えられないか。  

（答弁）上野下水道課長  

公平性の観点から戸建て住宅の料金だけを一律に割引くことは難しいが、
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屋外散水栓等に私設の子メーターを設置して使用水量を申告し水道の使用

水量から差し引く方法もある。  

（質問５）  

②他の市町村と比べて料金体系は適切であるか。  

（答弁）上野下水道課長  

本町の料金体系は、有識者による審議会で決定された、全国的に多い「累

進使用料制」で、流域下水道管内の１市４町間でも平均的な料金設定である。 

（質問５）  

③接続率向上のための取組は。  

（答弁）上野下水道課長  

公共マスの設置世帯すべてに職員が戸別訪問し工事の案内、事業の目的、

助成金制度や受益者負担金免除制度等を説明し、早期接続をお願いしている。

今後は事業所や店舗、集合住宅など大口使用者の加入促進も進めていきたい。 

（質問６）水道事業広域化に伴う送水路新設提案  

鳴門市との共同浄水場は、旧吉野川北岸に予定されているが、新喜来の大部

分と高房八丁野には、対岸の現浄水場へ送水され、新高橋の送水管で再度、

旧吉野川を渡り供給される。直結した陸上水路だけで供給することはできな

いか。  

（答弁）樫原水道課長  

 新来喜と八丁野地区への直接送水には、新たに配水池、ポンプ施設、本管

の増径等が必要になる。耐震性のある既存施設は継続使用する計画であり経

済面・維持管理とも有利な現行案で進めていきたい。  

 

佐々木紀子議員  

（質問１）体育館にエアコン設置  

①災害に対応できるよう避難所指定の体育館にエアコンを導入するべきで

はないか。  

②導入機種として、ガスヒートポンプエアコンを検討してはどうか。ガス熱

源の稼働で節電なり、空調＋発電できるタイプもあり、停電時には避難所と

しての機能が発揮できるのでは。  
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（答弁）森本教育委員会事務局長  

学校施設も建築から約４０年程度経過し、大規模な改修工事の時期を迎え

ている。事業の優先順位をつけ安心で安全な施設維持に取り組んでいきたい。 

 またＧＨＰ方式の空調は、過去に設置実績があり、今後も情報収集に努め、

補助金等の活用も検討し、危機情報管理課とも連携していきたい。  

（質問２）災害時の備蓄品に液体ミルクを  

 災害により、母乳を飲ませられない状況も想定し、液体ミルクを備蓄品に

加えてはどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

液体ミルクは、今のところ備蓄品として考えていないが、今後、商品開発

が進めば備蓄品としても検討していきたい。  

またライフラインの停止も想定し、現状では粉ミルクで対応できるよう十

分配慮していく。  

 

伊勢政二議員  

（質問１）職員の副業許可について  

 町職員の副業許可基準を明確化し、勤務時間外にスポーツ少年団のコーチ

や、試合の審判員に参加できるよう、内規の運用を提案したい。  

（答弁）水野総務課長  

 地域に貢献できるよう基準を明確化することは非常に有意義であり先進

事例などを参考に検討していく。  

（質問２）こども医療費助成について  

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、はぐくみ医療費助成給付事業の

対象年齢を１５歳から１８歳まで拡充してはどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 はぐくみ医療助成費は、県の補助対象であり、対象経費の２分の１は県費

が充当されている。まず補助対象年齢を１８歳まで拡充されるよう、県に要

望していきたい。また現行でも、ひとり親世帯などは、１８歳までの助成を

実施している。  

（質問３）小中のスマホ持ち込みについて  
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災害時や緊急時の連絡手段として、小中学校で児童生徒のスマートフォン

や携帯電話の持ち込みを認めるガイドラインの制定を提案したい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

現在小中学校では、保護者から緊急時の連絡として「校内では携帯電話は

使用しない」「授業中は電源を切って担任が預かる」等の各校一定のガイド

ラインを定め許可をしている。  

今後、国から新たな基準が示された際に、各校ガイドラインの見直しを行い

たい。  

（質問４）熱中症指数モニター導入について  

①「熱中症指数モニター」を幼稚園・小中学校に導入することを提案したい。  

②指数が３１以上で「運動は中止」２８～３１は「厳重警戒、激しい運動は

禁止」また気温が３５度以上で屋外活動を禁止・臨時休校等の対応が必要と

思われるがどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

熱中症指数モニターの使用は、個人の感覚に頼らず危険を回避できるとし

有効と考える。今月より各校で熱中症指数チェッカーを積極的に利用し安全

確保に努める。  

（質問５）役場窓口に翻訳機常備について  

本町には現在１５２人の外国人が生活し、様々な手続きに窓口に訪れる頻

度も多い。どの国の言葉でも通訳ができる通訳機（ポケトーク）を導入する

ことを提案したい。  

（答弁）朝野住民課長  

お互いに自国語のまま対話できれば、スムーズに手続きが進むため、まず

は住民課で１台購入できるよう進めていく。  

（質問６）テニスコート新設について 

①これまでに提案してきたテニスコートを新設するゲートボール場周辺は、

大規模な宅地開発が急速に進み、保育所の進出も決まっているため、別な場

所での新設を提案したい。  

（答弁）藤高建設課長  

現状の都市公園としての機能や財政面等も考慮しつつ代替え案の検討も
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している。早期に判断をし、１日も早い完成に向け取り組んでいきたい。  

（質問６） 

②本町にある１面のテニスコートはコンクリート製であるが、コンクリート

以外のコートに改修することはできないか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

ご質問のテニスコートは平成２８年に改修したところで、新設予定のテニ

スコートの進捗状況等も含め、今後の在り方を考えていきたい。  

 

橋本典幸議員  

（質問１）浄水場の共同化について  

鳴門市との共同化計画について平成２９年８月より５回ほど協議会が開

催され、事業計画の策定、基本計画案や概略工程案など話し合われた。料金

の見通しや災害対策などの情報はホームページにだけでなく、パンフレット

等で公表すべきではないか。  

（答弁）樫原水道課長  

 住民への情報開示として、パブリックコメントの募集をしており、募集案

内は、ホームページと町報６月号に掲載している。共同浄水場基本計画（案）

は、ホームページ及び水道課窓口で閲覧でき、また共同化協議会は公開とし

ている。  

（質問２）広域のゴミ処理について  

２市４町で進んでいる広域ゴミ処理の今後の課題として、用地の取得費を

含む町の負担割合や可燃物・不燃物等、処理費用の算定。収集形態やプラ製

品・缶や瓶などの分別回収等の協議について、どの程度まで進んでいるか。 

（答弁）片岡清掃センター所長  

施設整備基本計画の概算事業費で、用地購入費は徳島市が全額負担する協

定書を定めている。今後ＰＦＩ導入可能性調査も含めた事業方式や、新施設

から出る有価物や残渣等の処理方法及び費用負担等を検討していく。  

維持管理の費用負担は、ごみ量割としており、今後もごみ減量化を積極的

に推進していきたい。  

（質問３）公共下水道事業について  
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現在、認可区域内で下水道管の総延長約３０㎞のうち７７％程が施工完了

しているが、公共マスへの接続率は約５３％で５２０件程度と伸び悩んでい

る。国の方針や国庫補助金額の推移を含め、今後の事業展開をききたい。  

（答弁）上野下水道課長  

今後、下水道での整備が有利な区域と合併浄化槽で整備する区域を費用対

効果なども含めて精査し、県や流域下水道管内の市町とも連携、情報を共有

しながら事業計画の見直しを進めていきたい。  

国土交通省による国庫補助金の見通しでは令和７年度まで現在の補助制

度（補助率５０％）を継続する見込みであるが、町の財政も念頭におき整備

を進めたい。  

（質問４）介護通所施設について  

新聞紙面に「デイサービス事業所における介護報酬の不正受給」が報じら

れた。不正受給に対する返還請求の調査は行っているか。  

（答弁）尼寺保険福祉課長  

介護保険法の人員基準違反等で、行政処分を受けたのは、２事業者である。

本町の利用者の利用実績等は、５名で１５件であった。県及び関係市町と協

議し返還請求を行い、１事業者は既に返還され、残りの１事業者は現在返還

請求中となっている。  

 

中野真由美議員  

（質問１）保育所の入所手順について  

保育所の入所について、平成３１年３月までは勤務時間優先で、平成３１

年４月からは兄弟優先となっている。兄弟が別々の園に通う世帯数の実数の

割合をききたい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 兄弟が同一の保育所であるのは８５世帯、別々の保育所は４世帯となって

いる。来年度の入所調整では、兄弟児のいる世帯の負担を軽減しながら、か

つ公平性を保てるよう、入所選考の基準を点数化し調整したい。また今年度

に限り別の園に通っている世帯については、在園のまま、転園の申請ができ

るよう配慮したい。  
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（質問２）水路の清掃について  

 水路清掃はグレーチング等やフェンス設置の関係で町が清掃するように

なっている。水路清掃について計画性を持って取り組んでいるかききたい。 

（答弁）藤高建設課長  

 水路等の清掃は、規模の大きい住宅団地については、区画割をして年次的

に清掃を行っている箇所がある。また農業用水として利用する水路は毎年実

施する箇所もある。その他、現地の状況を確認し、清掃の実施時期等を判断

している。今後は町全体を区画割し、漏れる箇所のないよう点検実施してい

く。  

（質問３）学校のプールについて  

小・中学校の水泳用プールの老朽化に伴い、プールの統廃合が広まりつつ

あるが、現在のプールの老朽状況と今後の統廃合についての見解をききたい。 

（答弁）森本教育委員会事務局長  

 本町の学校プールは、整備より４０年近くが経過し、プール本体の劣化や

循環濾過器の老朽化が確認されている。近年の状況は、小規模な修繕を行い

つつ、安全に利用できるよう施設を維持している。  

 全国的にもプールの統廃合や民間施設を活用する事例があり、近隣自治体

の情報収集を図り、今後の活用方法を検討していきたい  

 

増谷禎通議員  

（質問１）行政区変更問題について  

①行政区変更について、水道や通学の観点から、今切川の中心を境界にでき

ないのか、徳島市と協議すべきではないか。  

②高房地区の墓地移転でも行政区が違うため難航しているが、  

協議で解決できないか。  

（答弁）水野総務課長  

面積、人口、選挙区の変更等も伴うため、関係者の入念な協議が必要とな

る。調査、検討を進めながら、徳島市とも協議を行っていきたい。  

（質問１）  

③全国で行政区変更した事例を調査し、議会としても視察研修を行えるよう、
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担当課にお願いしたい。  

（答弁）水野総務課長  

境界変更の事由は、地理的条件の変動か、住民生活上の理由があるが、本

町の事例と似た変更の市町村を調査していきたい。  

（質問１）  

④川向の川内町内にある面積は約 42,000 ㎡と聞くが、百石須、鯛浜地区は

どれくらいの面積になるのか。  

（答弁）水野総務課長  

機械上での算定で概算であるが、百石須地区が約 50,000 ㎡、鯛浜地区が

約 46,000 ㎡である。  

（質問２）商工会問題について  

①北島町商工会の補助金は減額すべきではないか。以前の商工会と雲泥の差

がある。会員も減り、９年間続いたひょうたん阿波踊りも中止している。  

（答弁）大西まちみらい課長  

ひょうたん阿波踊りは、県補助を受けられなくなったほか、運営関係者の

お盆時期の負担軽減など検討し中止となった。  

（質問２）  

②総会後の会長発言は非常識極まりない。町からの補助金交付団体である事

を忘れているようなものであった。どのように対処されたのか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

本町の事業者の支えである重要な機関として、常に情報交換や協議を行い

疑問がある場合は、修正や調整を図り進めている。  

（質問３）教育問題について  

①野球クラブ活動にも機械化が進み、最近では、ピッチャーの投球速度や球

種の測定、それによる体の使い方なども分かると聞く。専門知識を持つ指導

者を郡単位で招聘するような改善が必要なのではないか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

 新しい機器等を使いこなす技術的な指導に加え、成長期にある児童生徒の

心身ともにケアをできる総合的能力を持った指導者について板野郡内での

共同招聘も検討し、人材を広く求めていきたい。  
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（質問３）  

②今切川などの静かな河川を利用したスポーツ（カヌーなどのボート競技）

を北島中学校でも力を入れてはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

地理的条件に恵まれ、生徒は親しみやすい環境にあると思われる。運動部

の部員数の増減や活動状況を見ながら、今後の部活動の在り方等も含め検討

していきたい。  

（質問３）  

③学校給食の食材で、ガンマ線処理をした食材が使われていた経緯があるが

経過をききたい。  

（答弁）藤田給食センター所長  

食品衛生調査会で安全性が確認された食品衛生法でも認められている食

品であるため、問題がないと認識して使用していたが、代替商品があるため、

現在は使用していない。  

（質問４）保育行政問題について  

①町から各施設への通達は、メールでなく文書で行うようにしてもらいたい。 

②県の通達文書も、各施設へ文書で送付できないか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 近年、国や県からの通知文も、メールのＰＤＦファイルが多くなっている。

文書通知が相当なものは公文書を発出するなど通知方法に留意していく。  

（質問４）  

③保育児童の措置人数の決定を公開で行えないか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

個人情報の観点から公開で調整することは困難だが、調整後の措置人数の

公表は、各園の了承を得た後に可能であると考える。  

（質問４）  

④保育料無償化になると、標準・短時間保育などはどのようになるのか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 保育の必要量（保護者の就労時間等）で、保育時間は標準と短時間に区別

されており、無償化の実施後も、変更はない。  
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（質問４）  

⑤学校給食費の半額を町が負担しているが、保育所の給食費は２分の１にな

るのか。またその徴収は。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 幼児保育・保育の無償化に伴い、３歳児以上の給食費は、原則、各施設で

徴収する。２分の１補助は、今のところ考えていない。  

（質問４）  

⑥町の５年間の人口動態は、保育児童の年齢では差がない。保育所の急増で、

保育園の定員割れが起きているが、どのように考えているのか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 就学前の児童数は横ばい傾向だが、保育所の申込率は、過去５年間で８ポ

イント上昇している。定員に満たない園がある一方で、待機児童が生じてい

る。この状況は、一概に保育施設の増加によるものとは言えないと考える。 

（質問４）  

⑦幼稚園の２年保育が実施され４・５歳児が幼稚園に行くと、保育園はどの

ようになるのか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 ２年保育実施後も、保育園利用の継続を想定しており、就学前の教育・保

育における選択肢が広がるものと捉えている。  

（質問５）ふるさと納税問題について  

①本町の３０年度ふるさと納税額は 95 万 5 千円、北島町民が町外に寄付し

た額が、5,648 万 2 千円である。5,500 万あまりの赤字となるが、どのよう

に考えるのか。  

②ふるさと納税について、今後どのような体制で行くのか。  

（答弁）水野総務課長  

北島町民が他市町村に寄附したふるさと納税額に対する町民税の寄附金

控除額は約 2,500 万円で、このうち７５％の交付税補填があり、形式収支は

約 530 万円のマイナスとなる。  

現在、まちみらい課とともに各業種への返礼品の協力依頼にまわっており、

ふるさと納税寄附額の増加に努めていきたい。  


