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   会議録 

      北島町議会 

 

令和元年第回定例会は、９月１０日に開会され、９月２６日に閉会いたし

ました。  

町長提出議案として「北島町都市計画税条例の廃止について」など２５議

案が上程され、慎重審議の結果、いずれも原案のとおり可決されました。  

   

議案第４７号 北島町都市計画税条例の廃止について  

都市計画税は、都市計画事業として街路事業・公園事業・下水道事業等に

要する費用として町が課す目的税ですが、以前より税の負担と事業実施の面

で課題が指摘されていました。今回はこれを是正するため都市計画税条例を

廃止するものです。                     原案可決  

 

議案第４８号 北島町税条例の一部改正について  

北島町都市計画税条例の廃止案に伴い北島町税条例の一部を改正するも

のです。また、県内市町村や全国的にも前納報奨金の廃止が進んでいるため、

固定資産税に係る前納報奨金制度を廃止するものです。  

                         原案可決  

 

議案第４９号 北島町印鑑条例の一部改正について  

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政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５０号 北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  

の制定について  

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、一般職

の非常勤職員である会計年度任用職員の給与及び費用弁償について条例の
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制定を行うものです。                   原案可決  

 

議案第５１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行  

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  

地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本町の関係

条例の整備を一括して行うものです。             原案可決  

 

議案第５２号 北島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営  

に関する基準を定める条例の一部改正について  

議案第５３号 北島町子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する  

条例の一部改正について併せて  

子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う

ものです。                         原案可決  

 

議案第５４号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正の施行に伴い、当該条例の一

部改正を行うものです。                   原案可決  

 

議案第５５号 北島町企業立地奨励条例の一部改正について  

 北 島 町 都 市 計 画 税 条 例 の 廃 止 案 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で す 。                            

原案可決  

 

議案第５６号 北島町幼稚園保育料条例の廃止について  

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行により幼児教育無償化  

が実施されることに伴い、北島町幼稚園保育料条例を廃止するものです。  

                             原案可決  

 

議案第５７号 平成３０年度北島町一般会計歳入歳出決算の認定について  
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歳入総額  75億9,283万1,960円  

歳出総額  72億1,697万2,908円  

歳入歳出差引額は、3 億 7,585 万 9,052 円となり、これから翌年度へ繰り

越すべき財源を控除した実質収支額は、1 億 9,664 万 8,052 円となっていま

す。                             認定  

 

議案第５８号 平成３０年度北島町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入  

歳出決算の認定について  

歳入総額  22 億 8,789 万 9,940 円  

歳出総額  21 億   243 万 6,745 円 

歳入歳出差引額、実質収支額とも 1 億 8,546 万 3,195 円となっています。 

認定  

 

議案第５９号 平成３０年度北島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の  

認定について  

歳入総額  2 億 9,141 万 2,352 円  

歳出総額  2 億 7,976 万 6,594 円  

歳入歳出差引額、実質収支額とも 1,164 万 5,758 円となっています。  

認定  

 

議案第６０号 平成３０年度北島町介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入  

歳出決算の認定について  

歳入総額  18 億 9,986 万 260 円  

歳出総額  16 億 8,458 万 751 円  

歳入歳出差引額、実質収支額とも 2 億 1,527 万 9,509 円となっています。                        

認定  

 

議案第６１号 平成３０年度北島町介護保険（サービス事業勘定 ）特別会計  
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歳入歳出決算の認定について  

歳入総額   1,637 万 9,956 円 

歳出総額   1,491 万 1,873 円 

歳入歳出差引額、実質収支額とも 146 万 8,083 円となっています。認定  

 

議案第６２号 平成３０年度北島町特別会計公共下水道事業歳入歳出決算  

の認定について  

歳入総額 5 億 8,435 万 5,421 円 

歳出総額 3 億  175 万 9,954 円 

歳入歳出差引額は、2 億 8,259 万 5,467 円となり、これから翌年度へ繰り

越すべき財源を控除した実質収支額は、2 億 4,679 万 5,467 円となっていま

す。                             認定  

 

議案第６３号 平成３０年度北島町水道事業会計利益の処分及び収支決算の  

認定について  

 地方公営企業法第３２条第２項に基づき、平成３０年度北島町水道事業会  

計利益の処分を行うと共に、平成３０年度北島町水道事業会計決算につき地  

方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、監査委員の意見を付け議会の  

認定に付するものです。  

 平成３０年度水道事業の収益的収支は、 4,932 万 6,888 円の純利益を計上  

しています。  

これにより前年度繰越利益剰余金、処分済利益剰余金、その他未処分利益剰余

変動額と合わせ、未処分剰余利益は、6,023 万 3,289 円となり、うち 5,953 万 4,232

円を自己資本金と建設改良費に積み立て、残余を繰り越すものとしています。  

 また、資本的収支においては、収支不足分 1 億 8,994 万 2,916 円を損益勘定留

保資金、消費税等資本的収支調整額及び建設改良積立金で補填しています。  

                                認定  
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議案第６４号 令和元年度北島町一般会計補正予算（第２号）  

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億 4,303 万 6 千円を追加  

し、歳入歳出の総額を 74 億 4,506 万円としています。  

主な歳入については、前年度繰越金 1 億 2,664 万 8 千円、諸収入のプレミ  

アム付商品券売上金 5,000 万円、臨時財政対策債 2,656 万 4 千円を追加し  

ています。  

歳出については、民生費のプレミアム付商品券事業費 6,250 万円、幼児教  

育・保育無償化等に係る児童措置費 1,474 万 7 千円、財政調整基金積立金  

１億 2,488 万 9 千円を追加しています。           原案可決  

 

議案第６５号 令和元年度北島町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算 

（第１号） 

 既定の入歳出予算の総額にそれぞれ 1 億 8,045 万 1 千円を追加し、予算  

の総額を歳入歳出それぞれ 22 億 8,209 万 7 千円としています。  

 歳入については、県負担金 98 万 8 千円、繰越金 1 億 7,946 万 3 千円を追加  

し歳出については、総務費 98 万 8 千円、国民健康保険財政調整基金積立金１  

億円、国庫負担金償還金 26 万 1 千円、予備費 7,920 万 2 千円を追加しています。                         

原案可決  

 

議案第６６号 令和元年度北島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 164 万 5 千円を追加し、予算の総額  

を歳入歳出それぞれ 2 億 9,833 万 6 千円としています。  

歳入については、繰越金 164 万 5 千円を追加し、歳出については、国庫支

出金償還金 23 万 9 千円、一般会計繰出金 140 万 6 千円を追加しています。  

  原案可決  

 

議案第６７号 令和元年度北島町介護保険（保険事業勘定）特別会計補正  

予算（第１号）  
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 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1 億 6,555 万 9 千円を追加し、予算  

の総額を歳入歳出それぞれ 19 億 3,152 万 5 千円としています。  

 歳入については、一般会計繰入金を 71 万 3 千円減額し、国庫支出金  

99 万 3 千円、繰越金 1 億 6,527 万９千円を追加しています。  

歳出については、総務管理費 28 万 1 千円、介護給付費準備基金積立金

5,000 万円、諸支出金 4,982 万 1 千円、予備費 6,545 万 7 千円を追加してい

ます。                           原案可決  

 

議案第６８号 令和元年度北島町公共下水道事業会計補正予算（第１号）  

第４条予算におきまして、既定の他会計出資金の内、一般会計出資金を  

2,300 万円減額し、資本的収入予算の総額を 3億 1,756 万 1千円としています。  

また、既定の建設改良費の内、職員給与費を 416 万 7 千円減額、企業債償

還金を 12 万 4 千円追加し、資本的支出予算の総額を 4 億 353 万 8 千円とし

ています。                         原案可決  

 

議案第６９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３路線につい

て、公共施設として町道認定を受けるものです。        原案可決  

 

議案第７０号 損害賠償の和解について  

平成２７年４月９日北島町太郎八須字長岸開３３番地先におけるごみ収

集作業中での事故について、損害の賠償に関し和解するにつき、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び同項第１３号の規定により議決を求めるもの

です。                           原案可決  

議案第７１号 令和元年度北島町一般会計補正予算（第３号）  

議案第７０号損害賠償の和解に伴い、総務費の賠償金を 330 万円追加し、

予備費を 330 万円減額するものです。             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、武山光憲議員、梶哲也議員、佐々木紀子議

員、板東泰史議員、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）教育無償化の現状について  

①今年 10 月から、国の幼児教育無償化について、0～2 歳児の住民税課税世

帯では、利用料、主食費、副食費の負担は変わらないのか。  

3～5 歳児までの幼稚園の利用料や、副食費の 2 分の 1 の個人負担は継続

されるのか。  

本町では独自で幼保の「副食費」の支援を検討できないか。    

また基準を満たしていない認可外保育所について条例で無償対象外にす

る自治体もあるが、本町はどうか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

住民税課税世帯の負担は、 10 月以降も変わらなく、本町独自の負担軽減

策として、18 歳未満の子どものいる世帯について、第 2 子以降の副食費を

無償にしたいと考えている。  

今般、認可外保育所も保育料無償化の対象となり、5 年間の経過措置を設

け、この間は基準を満たせていない施設も、無償化の対象となっている。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

幼稚園保育料は 10 月の保育料完全無償化に向け、北島町幼稚園保育料条

例を廃止する条例を本議会議案に提出している。  

また、幼稚園給食費は、現行の 2 分の 1 補助を継続する予定であるが、他

町の動向にも注視しつつ検討を続けていきたい。  

（質問１）  

②来年 4 月より、高等教育も住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が、教育

無償化の対象になる。年収で制限され不公平感があるため、今後、県や国に
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要望していただきたい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

機会をみて本町より県等にも要望をあげていきたい。  

（質問１）  

③幼保無償化を図示化できないか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

本制度について案内する文書等の作成を検討していきたい。  

（質問２）プログラミング教育の現状  

2020 年度から新学習指導要領が実施され、プログラミング教育が必修化

されるが、全国で本町を含め 52％が前倒しで実施している。本町の現状は

どうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

 総合的な学習の時間に、生活に利便性のあるプログラミングの活用例を学

習するなど、来年度にむけて準備を進めている。  

また、5 年生の算数や 6 年生の理科など、来年度から単元で授業実施する

教科もあり、教員の研修も予定している。  

（質問３）小学高学年における教科担任制の導入について  

小学校では「学級担任制」であるが、文部科学省は、小学校 5･6 年の特定

教科や科目について、「教科担任制」を推進する方針である。また全国では、

中学校の一部の学年で、学級担任制を見直し、「全員担任制」を導入したと

ころもある。どのような指針をお持ちか。  

（答弁）天羽教育長  

すべての児童に必要な学力を小学校で付けさせるには各児童の状況を十

分に把握している学級担任による授業がいいと考える。  

 中学校では、「学級担任制」と｢全員担任制｣のそれぞれの良い部分を取り

入れた学校運営に努めるよう指導をしていきたい。  

（質問４）小中学生へのキャリア・パスポートについて  

文部科学省が、 2020年4月から小中高校生が学習や学校生活の目標を設定

し、達成度を自己評価する教材「キャリア・パスポート」を全国で導入する

方針を決めたが、本町の教育委員会の対応はどうか。  



 9 

（答弁）森本教育委員会事務局長  

キャリア・パスポートは、自らの学習状況やキャリア形成を見通し、自己

評価を行い、将来を考えることの指針となる。  

教員は、対話的に関わり、児童生徒の成長を促し、系統的な指導の基礎と

する事ができる。  

実践に関する国からの詳しい情報の入手に努めていきたい。  

（質問５）人口動態の表現として「生涯未婚率」を「５０歳時未婚率」に変

更することについて  

雇用の不安定さや結婚観の変化などの背景により、「生涯未婚率」を「 50

歳時未婚率」への表現変更を共有していくのか。  

（答弁）水野総務課長  

今後、改定等を行っていく際、国の方針にならい、「 50 歳時未婚率」を使

用していく。  

（質問６）犬猫チップ装着義務化について  

「改正動物愛護法」が成立し、マイクロチップの装着義務化は公布から 3

年以内となっている。今後、補助金も含めどのように対応されるのか。  

（答弁）大西まちみらい課長   

マイクロチップの装着手術の補助金については、状況を見ながら検討し、

まずは鑑札や迷子札を常時装着することの周知徹底と、これから始まるマイ

クロチップの装着制度についての広報も併せて行っていく。  

（質問７）通学路の縁石について  

スクールゾーン、通学路、商業施設の周辺、歩行者が多い町道を新規に整

備する場合は、縁石の高さを 20 ㎝に検討してはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

 「道路構造令」に基づき、通学路の指定や歩行者等の沿道状況を鑑みなが

ら、縁石の設置高を含め、道路構造を検討していく。  

 

梶哲也議員 

（質問１）災害危機管理について  

内閣府による警戒レベルの追加に伴い、住民への情報がありすぎて混乱し
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ているように思われる。今後、防災意識、知識の向上に啓発活動はどのよう

に進めていくのか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

防災に関する情報提供や訓練の実施状況など、ホームページや町報を通じ

て広報を行っているが、より住民意識を高めていくために創意工夫しながら、

住民参加の研修や訓練に取り組んでいきたい。  

（質問２）老人憩の家について  

現在、老人憩の家が 25 カ所あるが、老朽化したり、バリアフリー未対応

の施設もある。防災施設としての活用も含め、改修、建て替えをどのように

考えているのか。  

（答弁）粟田民生児童課長  

改修について、耐震対策は、一巡したが、老朽化も進んでおり、今後は、

個別施設ごとの計画を立て、町全体の公共施設ともバランスをとりながら、

長寿命化を図っていきたい。改築などを要する場合は、地域のご意見等を伺

い、統廃合や複合化も含め検討していきたい。  

（質問３）ホームページについて  

①ホームページをスマートフォンで閲覧すると文字化けをする箇所がある

が、書式の統一化など検討できないのか。  

（答弁）水野総務課長  

ワード形式のファイルをスマートフォンで開くとレイアウトが崩れる事

例が確認されており、申請書等様式関係を除き、基本的に掲載するファイル

形式はＰＤＦ形式に変更していく。  

（質問３）  

②ホームページの閲覧数が増えると広報活動の活性化につながると考える

が、どのような取組を行っているのか。また今後の取組の予定は。  

（答弁）水野総務課長  

各部署所管の情報は、随時ホームページにて、最新の情報が閲覧できるよ

う努めている。また、町報表紙や町内各施設にホームページのＱＲコードを

掲示し、ホームページの周知に努めている。今後も他自治体の事例を参考に、

有効な広報活動について検討していきたい。  
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佐々木紀子議員 

（質問１）投票所入場券に宣誓書をセットしてはどうか  

近年の統一地方選挙や国政選挙では、ここ数年投票率が低下傾向にある。

この歯止めの一つとして、投票入場券と宣誓書をセットにしてはどうか。  

自宅にネット環境が整ってない高齢者の方への配慮も必要なのではない

か。  

（答弁）田島住民課長  

選挙の際、ホームページでも宣誓書を公開しているが、ネット環境が整っ

ていないと利用は難しい。期日前投票の利便性の向上にもつながるため、入

場券を活用できるか検討したい。  

（質問２）公用車のドライブレコーダー搭載で町の見守り作りを  

現在、町所有の公用車が何台で、そのうちの何台にドライブレコーダーの

搭載済か現状を聞きたい。  

また公務中の走行が、見守り活動も兼ねる体制作りは可能であるか。  

（答弁）水野総務課長  

現在、公用車は 45 台で、うち 35 台が設置を完了している。未設置車は、

今年度内にすべて設置を完了する予定である。  

見守り活動への活用については、映像処理や運用方法等課題も含めて検討

し、異変に気づいた場合は、速やかに情報提供を行うなど、日常の業務を活

用した見守り体制整備を図っていく。  

（質問３）緊急通報体制整備事業について  

近年、独居老人の増加に伴い在宅で、特に急病等の緊急時に利用できる本

事業体制は、現在、 12 名ほどが登録しているが、最近では、どのような啓

発を行なっているのか。  

（答弁）尼寺保険福祉課長  

地域包括支援センターの職員が独り暮らしや高齢者世帯、要援護者等に訪

問調査の際に、事業について説明を行っており、町ホームページにも掲載し

ている。  

今後も、高齢者が安心して暮らせるよう、関係機関や住民と連携した生活
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支援に努めていきたい。  

 

板東泰史議員 

（質問１）＃ｋｕＴｏｏ  

近年オフィスにおいて、女性の履き物がヒールの高いパンプスなどに限ら

れているものを見直す動きがある。北島町役場において、何らかの規定はあ

るか。  

（答弁）水野総務課長  

職員は、業務に応じた服装及び靴を着用しており、今後も機能性と職務に

対応した服装を心掛けていく。  

（質問２）捕鯨再開に伴う鯨食文化の普及について  

最近日本がＩＷＣから脱退し、捕鯨が再開された。  

①町内の二次、三次産業において、鯨肉活用の動きはあるか。また啓発など

は考えているか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

現在、県内の漁業組合で捕鯨を行うところはないが、鯨肉の流通量は次第

に増え、産業も展開していくものと思われる。  

（質問２）  

②鯨料理を学校給食に取り入れてはどうか。  

（答弁）藤田給食センター所長  

学校給食の目標の一つに、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化への理

解を深めるという目標があり、鯨料理もその一つと思われるので、給食で提

供できる献立か調査、研究し検討していきたい。  

（質問３）スプレー缶廃棄時の穿孔作業について  

10 年前から環境省は、スプレー缶は穴を開けずに出すことを各自治体に

周知しているが、現在北島町では穴を開けて出すことになっている。  

①清掃センターで事故になりそうになったことはないか。  

②北島町でも穴を開けずに出したほうがよいのではないか。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

現在までにスプレー缶の廃棄に伴う大きな事故は起きていないが、今後も
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『中身の使い切り』や『粗大ゴミとしての持込』の周知とともに『穴開け不

要』についても検討していく。  

 

伊勢政二議員 

（質問１）三歳児健診に屈折検査を  

子どもの目の機能は 3歳までに急速に発達する。この時期に異常を発見す

るために、3歳児健診に目の屈折検査を導入してはどうか。  

（答弁）飯坂保健相談センター所長  

 現在の 3 歳児健診では、家庭で視力検査を行っているが、異常の見逃しを

なくすためにも、今後、先進地などを参考にし、検査の導入方法等検討して

いきたい。  

（質問２）７５歳以上口腔の無料検査について  

歯の検診を通して健康寿命の実現を目指すために、75歳以上を対象に口腔

検診を無料で実施することを提案したい。  

（答弁）尼寺保険福祉課長  

 現在、徳島県後期高齢者医療広域連合では、 75 歳以上の 5 歳刻みの節目

に、歯科健康診査を実施している。しかし受診率は、14％と低い状況である

ため、今後、保健相談センターとも連携し、歯科検診の広報に取り組み、高

齢者への受診啓発をしていく。  

（質問３）監査委員の議員枠廃止について  

2017年から地方自治法の改正で、議員監査委員の選任が義務ではなくなっ

たことに加え、監査の公平性をより一層保つ観点から監査委員の議員枠の廃

止を提案したい。  

（答弁）水野総務課長  

今後の議員選出の選任については、議会で協議した結果を尊重していきた

い。  

（質問４）幼保無償化対象外の負担軽減について  

政府が10月に実施する幼児教育無償化に伴い、対象外の子どもでも補助を

受けられるよう北島町独自の制度を創設することを提案したい。  

  制度対象外となる世帯の0～2歳児に対し、北島町は 3割負担してはどうか。
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また0～5歳児の実費負担となる家庭に、副食費に対して 2～3千円程度の補助

をすることを提案する。  

（答弁）粟田民生児童課長  

 すでに国の制度で未就学児の多子世帯等については、無償や半額など軽減

措置が実施されている。本町では、さらに軽減対象を拡充し、 18 歳未満の

子どものいる世帯の第 3 子以降の保育料を無償とし、保育料も、国の基準額

より低く設定している。  

 また、保育所等を利用する 3 歳児以上の副食費は、町独自に 18 歳未満の

子どものいる世帯の第 2 子以降の副食費を無償としたいと考えている。  

（質問５）シルバー人材センター補助金について  

北島町から年間 200 万円の補助金を支出しているが、契約件数・契約金

額・会員数も近年は減少傾向である。このような現状を鑑みて、今後は町か

らの補助金について削減することを提案する。  

（答弁）尼寺保険福祉課長  

 シルバー人材センター補助金は、高齢者の就業機会の拡大と福祉の増進を

図ることを目的に、人件費・管理費・事業費を対象に補助している。今後も、

事業の継続と拡充に努め、機能強化や働きやすい環境整備が推進できるよう、

適切な支援を行っていきたい。  

 

橋本典幸議員 

（質問１）堤防の強化工事について  

8 月末の九州北部の豪雨被害のように近年は経験値にない降雨量によっ

て多数の河川が氾濫、洪水被害が発生している。  

今一度、水害に備えて、旧吉野川･今切川の堤防強化工事を進めるよう、

河川国道事務所に働きかけるべきと考えるが、いかがか。  

（答弁）藤高建設課長  

一級河川の旧吉野川・今切川は、毎年、所管の国土交通省徳島河川国道事

務所と、消防、町関係部署の職員で、合同巡視を行い、危険箇所の見回り・

点検・意見交換・要望等を行っている。  

今後も、引き続き堤防の強化を要望していきたい。  
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（質問２）企業の安全対策について  

東日本大震災時には「巨大な燃料容器や漂流物による被害」の報道。佐賀

県の豪雨では、工場から大量の油が住宅地へ流出する被害が発生している。 

企業と共存する町として、「化学品の気化や流出」等も含め、板野東部消

防による各企業の安全な管理･運営状況を住民に広報し、安心を伝えるべき

と考えるが、いかがか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

本町では、油の流出を未然に防ぐために、危険物取扱い施設の点検を 3

年に 1 度消防署員が立ち会いのもと行っている。  

板野東部消防組合と情報や対応を共有し、今後の各施設の維持管理向上に

向けて周知と啓発を行っていきたい。  

（質問３）中学校のクラブ活動について  

中学校の部活動は、新競技や希望する生徒が少数な場合、発足が認められ

ていない。クラブ活動として認定されるための条件は定められているのか。 

そのほか新クラブ発足のための指導者の雇用、部室や練習場所等の確保。

また隣市町の練習に参加する際の移動方法等、行政の支援態勢を伺う。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

現在、少人数のためチーム編成ができない競技活動を、クラブや同好会と

して認める基準等は設けていない。  

生徒一人一人の希望に添った支援が理想であるが、中学校部活動の現状を

ご理解いただき、今後もご提案があればお聞かせいただければと考える。  

 

中野真由美議員 

（質問１）保育所・認定子ども園の給食費について  

今年 10 月から施行の 3 歳～5 歳児の幼児教育無償化に伴い、給食費につ

いて、北島町は、幼稚園は半額負担、保育所は全額負担となり、食への不公

平感が出る。保育所の給食費も第 1 子から半額負担するべきではないか。見

解を聞きたい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

国の制度では、一定の所得以下の世帯の子どもと、小学校就学前の子ども
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から数えて第 3 子以降の副食費は無償となる。  

本町では、18 歳未満の子どもから数えて、第 2 子以降について副食費を

無償としたいと考えている。試算では、全体の園児の 6 割を超える子どもが

副食費無償の対象となる。幼稚園と補助の方法は異なるが、保護者の負担軽

減を図っている。  

 

増谷禎通議員 

（質問１）墓地移転問題について  

高房の共同墓地は北島町の所有地になっている。徳島市墓地等の経営許可

等に関する条例の許可の基準第 1項に地方公共団体となっている。この条件

が適合するのではないか。国交省とも協議し徳島市に許可申請をしていただ

きたい。  

（答弁）藤高建設課長  

徳島県内において前例がない等、徳島市に墓地を移転するのはかなり難し

い課題がある。  

今後も地元の方や国土交通省との協議も進めつつ、徳島市との行政区変更

も含め取り組んでいきたい。  

（質問２）防災問題について  

①今年の九州北部や、昨年の岡山県、愛媛県など豪雨による災害が多発して

いる。旧吉野川や今切川の堤防状況は心配ないか、聞きたい。  

（答弁）藤高建設課長  

毎年、国土交通省と板野東部消防、町関係部署の職員で、重要水防箇所の

合同巡視を行い、危険箇所の見回り・点検・意見交換・要望等を行っている。  

その中でも無堤地区や橋梁道路部分の開口部、堤防の嵩不足等の問題もあ

り、整備が必要な箇所には引き続き堤防の整備を要望していきたい。  

（質問２）  

②堤防が損壊すると、冠水が予想される。救助用のゴムボートなどの配備は

されているか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

現在北島町では、手こぎゴムボートを 1 艘所有している。また、板野東部
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消防組合にエンジン付きゴムボート 1 艘、エンジン付き組立てボート 1 艘を

所有している。  

（質問２）  

③冠水した場合地下貯水タンクは使用できなくなる。飲料水の確保は心配な

いか、聞きたい。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

冠水した場合には、飲料水の不足や配布等が困難になるため、各家庭で日

ごろからの備蓄等に協力いただけるよう啓発・広報に努めていきたい。  

（質問２）  

④先般、保育所に隣接するブロック塀について相談を受けた。かなり古く亀

裂も入っているため地震災害時には倒壊する危険性がある。県にも調査を依

頼しているが、その後の経過を聞きたい。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

民地間にある個人所有のブロック塀で、保育所の園庭に面しており、早急

な防護対策が必要と思われる。  

先日、県の担当者も現場確認し、所有者に連絡をとっているところである。 

（質問２）  

⑤ブロック塀倒壊防止のフェンスを設置する場合には設置費などに補助金

制度があるのか、聞きたい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

現在の補助金制度では該当するものがないが、園での対策とし、民間の助

成金を活用しフェンスを整備する予定であると聞いている。整備の進捗状況

を確認し、今後の対策を園と協議していきたい。  

（質問３）水道問題について   

①松茂町の浄水場は、コンパクトにまとまっていると思い視察させていただ

いた。沈殿池などは参考にすべきであると思うが、検討してはどうか。  

②松茂町浄水場のようにステンレス製の沈殿方式の方が耐久性もあり、濾過

も短時間で行うことができる。鳴門市に提案してはどうか、検討願いたい。 

（答弁）樫原水道課長  

共同浄水場建設には、ＤＢ方式による発注を予定しており、凝集沈殿につ
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いて、高速凝集、横流式等沈殿方式及び材質の指定はしておらず、業者から

の提案の中で最も効率的かつ経済的なものを採用する予定である。  

（質問３）  

③松茂町は移動式給水タンクの設置を今年中に完了する。以前に給水車の設

置を要望したが、その後の経過を聞きたい。  

（答弁）樫原水道課長  

鳴門市との共有資産として給水車配備を進めているが、導入時期について

は協議中で未定のため、今年度、軽トラックで搬送可能な 300ℓのタンクを 2

基購入した。  

（質問３）  

④タンク式消防車で耐用年数の過ぎた消防車を有効利用すればいいと思う

が、耐用年数の過ぎた消防車がないか調査されたい。  

（答弁）樫原水道課長  

板野東部消防に今年度更新予定のポンプ車があり、廃棄するポンプ車が譲

渡可能か現在問合せしている。  

（質問４）ゴミ問題について  

①粗大ゴミ集積所に他市町の車が来て、粗大ゴミを捨てていく状況がある。

同乗者が北島町民であれば許可している。他町は有料であるため頻繁に持ち

込まれるが、改善できないか、聞きたい。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

9 月 1 日より運転手の免許証を確認させていただくこととし、同乗者が免

許証を提示した場合は、ごみカレンダー巻末のハガキで引き取りを依頼して

いただくか、また高齢などご自身で持ち込むことが難しい方で町外の家族な

どに依頼する場合は、『持込許可証』を発行するようにした。  

（質問４）  

②不燃ゴミの処理について、 2010 年にプレゼンテーションを行い、業者選

定を実施してから、契約年数 7 年を過ぎていると思う。その後の契約条件な

ど変更をしたのか、聞きたい。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

当初の契約期間は終わり、次の業者の選定に向けて準備を進めている。契
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約条件については、以前プレゼンテーションを行った時と同様に『日本容器

包装リサイクル協会』を通じて再資源化を行うという形での提案を募集する

方式である。  

（質問４）  

③プラスチックのゴミは中国が受入を中止しているが、北島町には影響はな

いのか、聞きたい。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

『日本容器包装リサイクル協会』を通じて国内で再商品化されているため

影響ない。  

（質問５）ふるさと納税問題について  

①ふるさと納税の意見交換会が開催され、たくさんの要望を出したが、どの

ようになっているのか。  

（答弁）水野総務課長  

提案いただいた工芸品等については、返礼品への登録を依頼している。ま

た、新たに体験型の返礼品なども検討しているほか、県の名産品を県と連携

した市町村が共通返礼品にできるよう、働きかけている。  

募集方法としては、「ふるさとチョイス」に加え、「楽天ふるさと納税」と

新たに契約し、現在募集開始に向けて準備を行っている。  

（質問５）  

②北島町内の企業視察が行われた際、ふるさと納税の協力を約束していただ

いた企業が、かなりあった。具体的な商品開発は、進んでいるか。  

（答弁）水野総務課長  

順次返礼品への依頼を行い、既に 1 社登録をいただき、返礼品掲載の作業

を進めている。  

（質問５）  

③他町のカタログなど資料収集はどの程度進んでいるのか、聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

今年 6 月の法改正に伴い、返礼品を強調し寄付者を誘引する宣伝広告が禁

止となった。県内のほとんどの市町村が新しいものを準備中と聞いている。 

（質問６）会計年度任用職員制度導入について  
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①「一会計年度内を超えない範囲」この制度は任用期間を明確にしたことで

更新しないことの根拠となり、派遣制度化・民営化につながる。見解を求め

る。  

（答弁）水野総務課長  

「一会計年度内を超えない範囲」とは 1 回の任用時に定めることのできる期

間の上限であり、新たな年度に再度選考を経て任用を行うことは可能となる。 

（質問６）  

②ほとんどの業務を「会計年度職員」に変える事になるのではないか、見解

を求める。  

（答弁）水野総務課長  

今回の地方公務員法等の改正により、大半の補助的な業務を担っている現

在の臨時職員等については会計年度任用職員となる。  

（質問６）  

③前歴加算の上限は 3～5 年となっているが、北島町はどちらを採用するの

か、聞きたい。  

④前歴加算を 3 年とした場合、経験年数×4 号で 12 号給加算されることに

なるが、北島町はどうするのか。  

⑤期末手当は 2.6 か月になるのか、聞きたい。  

⑥この制度の裁量は、各自治体にまかされているのか、聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

前歴加算や昇給及びその上限、初任給設定などは各自治体の裁量によるた

め、町ごとの条件の違いにより応募の偏りが生じないよう、郡内で調整を図

っている。その中で、前歴加算は 5 年を上限として検討を進めている。  

 期末手当は、6 月と 12 月に各 1 ケ月に期間率を計算して支給する。  

（質問６）  

⑦新規採用職員を少なくしてでも、嘱託職員を正規職員に採用すべきではな

いか、聞きたい  

（答弁）水野総務課長  

公平性を保つためにも採用決定は採用試験により行っている。  

 


