
 1 

   会議録 

      北島町議会 

 

令和元年第４回定例会は、１２月１０日に開会され、１２月１９日に閉会

いたしました。  

町長提出議案として「北島町印鑑条例の一部改正について」など１０議案、

議員提出議案として「マクロ経済スライドを廃止し、最低保障年金制度の創

設を求める意見書」１議案上程され、慎重審議の結果、いずれも原案のとお

り可決されました。また任期満了に伴う北島町選挙管理委員及び補充員の選挙

が行われました。 

 

議案第７５号 北島町印鑑条例の一部改正について  

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律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７６号 北島町水道条例の一部改正について  

「水道法の一部を改正する法律」及び「水道法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法令の整備及び経過措置に関する政令」の公布に伴い、当該条

例の一部を改正するものです。                原案可決  

 

議案第７７号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついて  

地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、企業職員

についてもこれに準じた改正を行う必要が生じたため、当該条例の一部を改

正するものです。                      原案可決  

 

議案第７８号 北島町と松茂町との間における適応指導教室事務の一部事

務の委託の廃止について  
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本町が松茂町に委託している適応指導教室事務の規約を廃止する協議を

行うため議会の議決を求めるものです。            原案可決  

 

議案第７９号 板野東部青少年育成センター組合規約の一部変更について  

板野東部青少年育成センターの組合事務所の位置を変更することについ

て、地方自治法第２９０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８０号 モーターボート競走の施行について  

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、引き続き令和２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、議会の議決を

求めるものです。                      原案可決  

 

議案第８１号 令和元年度北島町一般会計補正予算（第５号）について  

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億 7,314万 5 千円を追加

し、歳入歳出の総額を 76 億 1,820 万 5 千円とするものです。  

主な歳入について、普通交付税 1 億 7,314 万 4 千円を追加しております。 

主な歳出について、民生費の子どもはぐくみ医療助成費 700 万円、教育費

の北島小学校多目的室改修工事費 236 万円、財政調整基金積立金 1 億 5,300

万 5 千円を追加しております。                原案可決  

 

議案第８２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２号）について  

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 206 万 7 千円を減額し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ 22 億 8,003 万円とするものです。  

 歳入については、国庫補助金 16 万 3 千円を追加し、一般会計繰入金 223

万円を減額しております。歳出については、総務管理費 16 万 3 千円を追加

し、予備費 223 万円を減額しております。           原案可決  

議案第８３号 北島町道路線の認定について  
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 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あります。  

原案可決  

議案第８４号 北島町道路線の変更について  

 中村地区地区計画内の開発に伴い既存道路を変更する２路線について、路

線の変更を受けようとするものであります。          原案可決  

 

議案第８５号 「マクロ経済スライド」を廃止し、最低保障年金制度の創設

を求める意見書  

「マクロ経済スライド」制度を廃止して、「減らない年金」にするととも

に、若い人も高齢者も安心できる「最低保障年金制度の創設」など、抜本的

な年金制度の改革を強く求めるものであります。        原案可決  

 

一般質問 

町政全般にわたる一般質問は、佐々木紀子議員、板東泰史議員、伊勢政二

議員、武山光憲議員、中野真由美議員、梶哲也議員、増谷禎通議員で大要は

次のとおりです。  

 

佐々木紀子議員 

（質問１）災害危機管理について  

①町のホームページや防災メールにマイタイムライン（災害時個人避難行動

計画）の有効性と作成方法を掲載し、啓発周知してはどうか。  

②北島町防災会議条例では、委員は定数 30 名以内で構成するとある。この

防災会議を開く際には必ず女性を加えてほしいと要望するがどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

 マイタイムラインの有効性や作成方法を、広く住民に周知し、「逃げ遅れ

ゼロ」を目指していきたい。  

防災会議を含め様々な機会に、女性の意見を反映できるよう、積極的に働

きかけていきたい。  
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（質問２）乳がん検診について  

乳がんは自己検診で見つけられ、早期発見できれば９割が治るとされてい

る。乳がんを自己検診するための「乳がんグローブ」を検診のお知らせに同

封し、配布をしてはどうか。  

（答弁）飯坂保健相談センター所長  

町としても受診率向上のために、来年度に職場等で健康診断やがん検診を

受けている人の調査を考えている。町全体の実施状況を把握し、それを基に

アプローチの方法を検討したい。  

（質問３）子育て世代包括支援センターについて  

厚生労働省は、 2017 年 4 月から、「子育て世代包括支援センター (日本版

ネウボラ)」の設置を努力義務とし、2020 年度末までに全国展開を目指すと

している。本町の現時点での整備の状況はどうか。  

（答弁）飯坂保健相談センター所長  

妊婦及び乳幼児等の実情を把握するため、支援台帳の作成・整備を行い、

子育て等の相談窓口として、必要な情報提供・助言・保健指導を行うことや

関係機関へ連絡・引継ができる体制の整備を計画している。  

 

板東泰史議員 

（質問１）｢選挙割キャンペーン｣の導入について  

全国的に投票率が低下傾向する中で、投票済み証明書もしくは投票所での

写真を提示すれば、協賛する事業所において商品やサービスの割引が受けら

れる選挙割（せんきょ割）が各地で行われている。北島町でも導入してはど

うか。  

（答弁）田島住民課長  

先進地の事例等について、効果や課題等の調査を行い、北島町選挙管理委

員会において有効な啓発内容の協議をしていきたい。  

（質問２）家計相談支援事業について  

2015 年から政府は家計相談支援事業として自治体から依頼を受けたＦＰ

（ファイナンシャルプランナー）や社会福祉士が無料で家計診断をしてくれ

るサービスを導入している。北島町の現状はどうか。  
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（答弁）粟田民生児童課長  

この事業の実施主体は福祉事務所とされ、県から業務を委託された徳島県

社会福祉協議会が、町の社会福祉協議会と連携して実施している。生活保護

に至る前の第 2 のセーフティーネットとしての機能を強化できるよう、各関

係機関との情報共有や連携を密にしていきたい。  

（質問３）北島町ホームページのサーチエンジンの仕様について  

前回の一般質問において、掲載文書のＰＤＦ化を進めるとの答弁があった

が、以前私がいただいた答弁では、ＰＤＦでは文書内の単語に検索が引っ掛

からないのでなるべく控えたほうがよいとする見解であった。  

最近になって、キーワード検索では見つからず、サイト内検索では見つか  

る事例があった。現状認識と対応を伺いたい。  

（答弁）水野総務課長  

9 月議会で指摘されて形式を変換したＰＤＦ形式ファイルでは、文書内の

単語にサイト内検索がかかることが確認できている。  

 「キーワード検索」は、「よくあるお問い合わせ」に関する回答記事のみ

を検索する機能で、すべての記事を検索するには、「サイト内検索」で検索

していただきたい。  

 

伊勢政二議員 

（質問１）会計年度任用職員について  

自治体で働く臨時職員の多くが 2020 年 4 月から「会計年度任用職員」に

移行する。新制度の導入には、様々な軋轢が生じたり、民間委託等の検討が

必要になると思われるが見解を聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

この新制度は、臨時職員等の勤務条件確保を図るため創設された。  

円滑な制度移行を進めるとともに、委託が可能な事業については、費用等

の調査を行い、民間委託に向けた検討を進めていきたい。  

（質問２）高齢者ドライバー支援について  

アクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故が急増している。高齢に

なり免許証を自主返納する方も増加しているが、北島町は交通のアクセスが
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ネックになっている。自動ブレーキ搭載車の購入費・後付け装置の購入費に

ついて補助金制度を導入することを提案したい。  

（答弁）尼寺保険福祉課長  

徳島県では 11 月より、70 歳以上を対象に、 5 万円を限度として、後付け

の安全運転支援装置補助制度を創設した。  

踏み違い防止装置等安全装置への補助は、県の補助制度の活用を啓発して

いきたい。  

今後、県補助制度との併用等、国の補助制度の動向に注視し、町の補助制

度について関係課と協議していきたい。  

（質問３）ＬＩＮＥで本の検索について  

ＬＩＮＥを利用して図書館が所蔵する書籍の検索や貸し出し予約などが

できる図書サービス「図書チャットボット」の実験が行われている。本町の

図書館でも将来的には活用することを提案したい。  

（答弁）向井図書館創世ホール館長  

「図書チャットボット」は、現在開発会社が実験データを検証中で、採用

に必要なもの、費用等は、まだわかっていない。  

ＬＩＮＥ上で、図書館の本を検索したり、予約ができると図書館の利用促

進にもつながるため、今後の動向を見守りつつ、検討をしていきたい。  

（質問４）会議でのペットボトル飲料廃止  

①徳島市の有志の婦人グループが家庭から出るプラスチックゴミの排出量

を独自で調査した結果によると、一週間で約 400 グラムの排出量であった。 

今後は、町民との会議も含め、ペットボトル飲料の配布を中止することを

提案したい。  

②会議の際には、必要な人が自由に使えるように、お茶の入ったポットを会

議場の後ろに置いておくようにしてほしい。  

③現在、北島町で開催されている町民との会議は、年間何回くらいあるのか

聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

町民や各種委員等が参加した会議は、平成 30 年度においては 236 回で、

そのうち 148 回ペットボトル等の飲料を配布している。  
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今後は、ペットボトル飲料等の配布は原則行わず、必要に応じて、提案の

ような方法等を取り入れていきたい。  

（質問５）新教育委員会制度について  

新教育委員会制度が施行されて 3年が経過したが、総合教育会議や教育大

綱等に関する運用実態の調査は、ほとんど行われていないようである。北島

町の教育委員会として「運用実態の調査」を実施することを提案したい。  

（答弁）天羽教育長  

 総合教育会議は毎年開催し、初年度には教育大綱の策定について議論し、

平成 28 年度から令和 2 年度までの 5 年間を計画期間とする教育大綱を定め

た。  

 幼稚園における完全 2 年保育の実施は、「首長と教育委員会の両者が教育

施策の方向性を共有し、一致して執行にあたる」という総合教育会議の成果

である。さらに教育行政を充実させるよう取り組んでいきたい。  

 

武山光憲議員 

（質問１）障がい者と暮らす家族支援について  

北島町社会福祉協議会において、家族の支援（おしゃべり会）を年 3 回開

催しており、今年で 3 年目になるが、参加者が少ないため、町全体としてチ

ラシを配布したり、電話をかけるなど、参加への周知を工夫してはどうか。 

（答弁）粟田民生児童課長  

個別通知へのチラシの同封や電話などは、家庭ごとに送付時期や都合のよ

い時間帯などが異なっている。また、障がいの捉え方も様々である。町とし

ては、手続き等の窓口応対の際に、できる限り声がけしていく等、効果的な

広報の仕方を工夫していく。  

（質問２）特定健診とがん検診率促進について  

①先日視察した日置市では、平成 24～26 年の 3 年間で特定健診勧奨特別プ

ロジェクトを組み、受診率向上に繋げている。  

本町の 40 歳から 74 歳までの間で、特定健診受診者数の男女数値はどうか。

また現時点での受診向上に向けた具体的な取組はどうか。  

本町も各種団体に健康推進委員を委嘱してはどうか。  
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（答弁）尼寺保険福祉課長  

本町の当該年齢の男女数値は、男性 453 人、女性 642 人の計 1,095 人であ

る。  

 本町で実施している取組は、  

・今年度 40 歳になる新規国保加入の方及び昨年度健診受診歴がなく生活習

慣病の病院受診がない方への受診勧奨通知または戸別訪問  

・若年層の受診機会を確保し、 40 歳以降の受診に繋げるヤング健診の実施  

・無料クーポン券の配布による自己負担の軽減  

・各種総会等への出前受診勧奨   

・糖尿病で町内医療機関に受診し健診未受診者へのみなし健診の勧奨等  

この 5 点を行っている。  

（質問２）  

②徳島市では、がん検診受診促進協議会を立ち上げたが、本町も新たな取組

を考えてはどうか。  

またヤング健診を時限立法で無料にしてはどうか。その場合の予算はどうか。 

（答弁）飯坂保健相談センター所長  

新たな取組として、来年度に職場等で、健康診断やがん検診を受けている

人を調査し、検診の種類など実施状況を把握し、それを基に年齢層や検診の

種類などアプローチの方法を考えたい。  

その時に委員や協議会なども含め検討していきたい。  

ヤング健診の無料化については、全員を無料とすると、 490 万円で、 30

代に絞ると、290 万円の負担となる。無料の案は、調査の結果を踏まえ検討

していきたい。  

（質問３）食品ロス削減について  

10 月 1 日から食品ロス削減推進法が施行され、本年度中に自治体が削減

推進計画を作成するとされている。本町には多くの大型販売店や飲食店があ

るが、現在、違反に対する罰金はない。どのように対処し、推進していくの

か。  

（答弁）大西まちみらい課長  

市町村食品ロス削減推進計画は、国の基本方針を踏まえて定める努力義務
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とされている。罰則を科すより、調査や啓発活動、学校教育に対応していく。

国の基本方針が示され次第、本町も検討していきたい。  

（質問４）民間保育所、小学校での非常通報装置設置について  

現在、町立保育所・児童館・幼稚園に非常通報装置を設置しているが、民

間保育所や各小学校にも、設置してはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

小学校 3 校についても来年度設置ができるよう検討している。  

（答弁）粟田民生児童課長  

安全対策の強化のため非常通報装置を設置される園に対して必要な支援

していく。  

（質問５）死後手続きの簡素化について  

配偶者や親が亡くなった後に、遺族が行う手続きの負担を軽くするため、

必要な手続きと、その窓口の名称について一覧を示し、部署や階を移動せず

に済むよう検討できないか。  

（答弁）田島住民課長  

住民課では、死亡届を受理した際には必ず「死亡に伴う主な手続きについ

て」という資料をお渡しし、案内している。状況に応じて柔軟に対応ができ

るように関係課と連携をとり、情報を共有しながら取り組んでいる。  

（質問６）幼児の歯科検診について  

①幼児の歯科検診は 1 歳 6 か月、2 歳児、3 歳児を対象に実施されているが、

歯科検診時に、乳歯の生え替わりに関するチェック項目を加えることを検討

してはどうか。  

（答弁）飯坂保健相談センター所長  

北島町の歯科検診は、主に、歯みがきや噛み合わせ、歯並び、虫歯や歯の

欠如について確認している。歯が欠如している場合は、かみ合わせなど歯科

指導や、かかりつけの歯科への相談も促している。  

（質問６）  

②3 歳児健診の眼科検査で、「手持ち自動判定機能付きフォトスクリーナー

装置」の導入を検討してはどうか。  

（答弁）飯坂保健相談センター所長  
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現在の 3 歳児健診では、長時間におよぶ健診の負担を軽減するため、家庭

で視力検査を行っているが、今後、先進地などを参考にしながら、導入方法

等検討していく。  

（質問７）消防団における技能別消防団について  

大工・建築士、重機を扱う建設業者、ドローンを扱う技能を持った団員等

が、分団を超えて活動できる「技能別消防団」に登録し、活動する組織がで

きてきている。検討する余地はないか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

建設業や水道業、電気業の技術を有した方も消防団に加入いただいており、

必要に応じて対応できる体制づくりを図っている。ＵＡＶ（いわゆるドロー

ン）については、民間事業者と協定を締結し、災害時等に活用できることと

なっている。  

（質問８）福祉避難所での簡易スロープの設置  

 停電により福祉施設でエレベーターが使用できなくなった場合について、

階段へ 2 本の板による簡易スロープを設置し、利用することを検討してはど

うか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

本町では、町内の高齢者福祉施設等四カ所を福祉避難所として指定してい

る。簡易スロープなどの導入も 1 つの手段として、情報共有に努めていく。 

（質問９）豪雨発生時の下水道、トイレの逆流について  

 豪雨災害による急激な水量増加で、汚水管にも雨水が流入し、汚水が路上

に溢れるトラブルが相次いでいる。国土交通省は、今年度中に対策ガイドラ

インを自治体に向け通知するとのことであるが、本町も、わかりやすく周知

徹底できないか見解を聞きたい。  

（答弁）上野下水道課長  

本町の下水道は汚水と雨水を分けて処理をする分流式を採用しており、豪

雨時でも構造上、汚水管に雨水が流入することはない。雨水の逆流を防止す

る家庭での対策としては、ビニール袋に水を入れて使用する『水のう』をト

イレの便器内や排水口の上に置くだけで雨水の逆流を簡単に防止すること

ができる。  



 11 

（質問１０）想定外の豪雨への見直し、検証をすべき  

今回の台風 19 号が四国を通過したと仮定した場合、当該地方でも同様の

被害が発生していたと考えられる。  

この度の災害を教訓として、様々な課題が考えられるが、これらの課題に

沿ってシミュレーションをしておくべきと思うが見解を聞きたい。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

住民 1 人 1 人が命を守る行動を取れるよう、迅速な情報発信と正確な情報

伝達が最も重要と考える。今後も防災・減災意識を高めるとともに、しっか

りとした受援体制が構築できるよう取り組みたい。  

 

中野真由美議員 

（質問１）公共施設の除草剤の安全性について  

①海外では使用を規制する動きがあるラウンドアップなどに含まれるグリ

ホサートという除草剤成分を保育園・幼小中学校や公園等に使われていない

か聞きたい。  

②グリホサートについての見解を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

保育所・幼小中学校・公園に町が直接散布する事例はなかったが、公園使

用者が散布した事例があり、その際町はバリケードを設置し、立ち入り禁止

にした。  

グリホサートは、現状で日本を含め多くの国で安全性が厳正に審査され、

登録が許可されている。薬剤の使用については、注意事項を遵守し飛散防止

対策等を図っていく。  

（質問２）中学校外部コーチについて  

①中学校の外部コーチに係わる任用、報酬、勤務時間、その他外部コーチの

実態の確認と責任の所在を聞きたい。  

②外部コーチを任用する部の選定を中学校長の判断としているが、どのよう

な判断基準なのか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

｢部活動外部コーチ配置に係る任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件等
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に関する要領｣第 2 条の任用により定めた条件に合う人物を中学校長が面談

し、教育委員会に申請の後、教育委員会が委嘱する。勤務内容については、

部活動の顧問と外部コーチが調整しており、勤務表にて出勤日を確認し、顧

問が校長に報告している。  

（質問３）洪水時の予測・防災について  

①1000 年に 1 度の雨量想定でのマップについて、本町はすでに配布済みだ

が、吉野川が氾濫し、決壊した場合どのくらいの時間で水がくるのか、また

50 ㎝くらい（歩ける高さ）まで水が引く時間は、阿波市の宮川内ダムが放

流した場合の洪水予想も立てているのか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

国土交通省の浸水シミュレーションによると、早ければ 15 分ほどで浸水

が始まり、2 時間程度で町全域が浸水する結果となっている。浸水深が 50

㎝になってから 50 ㎝を下回るまでの時間は、地域によるが、12～72 時間と

なっている。  

洪水ハザードマップは、各河川流域内での降雨量により作成しており、宮

川内ダムの放流を想定したものではない。  

（質問３）  

②今回の豪雨でゴミが堰となり決壊したり、排水ポンプの電気系統が水に浸

かり、作動できなかったりした河川等の情報があった。北島町の主要ポンプ

場で浸水予測位置より低い位置に電気系統があるポンプ場はないか聞きた

い。  

（答弁）藤高建設課長  

町内の主要排水機場 4 カ所のうち、北島排水機場と鍋川排水機場の 2 カ所

について発電設備が 1 階にあるため浸水する。今後は、各排水機場の電気設

備等の浸水対策のあり方や具体的な事例について調査研究したい。  

 

梶哲也議員 

（質問１）町民運動会について  

町民運動会ときたじまるしぇを同時開催することで相乗効果がえられる

と考えるが、見解を聞きたい。  
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（答弁）森本教育委員会事務局長  

 町民運動会ときたじまるしぇの事業内容の趣旨や共催に係る運営上の問

題点等を、関係部署に確認のうえ検討したい。  

（質問２）公共施設のＦｒｅｅＷｉ -Ｆｉについて  

徳島Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉを来庁者の 1 番多い庁舎 1 階、2 階にも設置す

ることを検討していただきたい。  

（答弁）水野総務課長  

 現在、避難所の一部や日常的に人が集まる場所に設置しているが、庁舎 1

階、2 階への設置については費用や補助制度などを調査し、検討していきた

い。  

（質問３）避難訓練について  

避難訓練の開催が各地域で 4 年に 1 度行われているが、防災意識を上げる

観点からも各地域年 1 回の避難訓練の開催の検討をしてはどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

 町主催の防災訓練をすべての地域で毎年実施する予定はないが、各地域の

自主防災会が、自主的に訓練等を実施しているところも多数あり、引き続き

地域での防災活動を推進していく。  

（質問４）スポーツ施設について  

中村地区には体育館・温水プール・スポーツ広場などスポーツ施設が隣接

し、テニスコートの新設もあると聞く。将来的にはアマチュアスポーツの合

宿を受け入れられる施設群としての発展をお願いしたい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

テニスコート新設時には、温水プール等を含め、ホームページ等で広報を

行い、他市町村のスポーツ団体にも短期練習場や交流の場として有効利用が

できるよう、努めていきたい。  

 

増谷禎通議員 

（質問１）交通対策問題について  

①老門交差点は、大変混雑して危険なため、南向き右折の矢印信号を設置で

きないか。  
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（答弁）藤高建設課長  

信号機の改良は、徳島板野警察署が担当窓口になるため、交差点での混雑

解消に向けて協議や要望を行っていく。  

（質問１）  

②栄老人憩の家の塀が道路に突き出している。早急に対応を検討いただきた

い。  

（答弁）粟田民生児童課長  

この老人憩の家は、来年度以降に老朽化に伴う改築を計画しており、改築

工事の際に改善する。それまでの間は、安全対策のため敷地フェンスに反射

板等を設置する。  

（質問１）  

③松茂インターを降りた清掃センター前の交差点、入口、出口が非常に分か

りにくく危険である。改良できないか県に交渉してほしい。  

（答弁）藤高建設課長  

上り線と下り線が近接しており、複雑な交差点であるため、カラー舗装等

の道路標示があるが、なお一層の誘導表示が可能か県と協議していきたい。 

（質問１）  

④北岡生コン前の交差点もカーブになっているが、点滅信号をつけるなどの

改善を図るよう県に交渉してほしい。  

（答弁）藤高建設課長  

現在、主要地方道徳島空港線の西延伸事業について、県が調査測量を行っ

ているため、当該交差点の改良についても併せて協議を行いたい。  

（質問２）防災問題について  

①台風 19 号による阿武隈川の氾濫で、市内のメッキ工場から、排水基準の

150 倍超の猛毒シアン化ナトリウム（青酸カリ）が流出した。本町にもメッ

キ工場がある。どのように管理されているか。流出の危険はないか、調査し

たことがあるか、聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

工場に立ち入ったところ、薬剤容器から万一溢れても、更に外側を囲うプ

ールで薬剤を受け取れるような 2 重構造等になっている。また基礎部分の位
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置を周囲より高くしている。これまでのところ浸水被害に遭っていない。  

（質問２）  

②南小学校での防災訓練で、簡易トイレの組立が行われた。使用後の水洗に

ついて、小中学校にはプールがあるので、その水を利用できるよう水桶と柄

杓を用意すべきではないか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

避難所生活が、常に清潔に保てるよう、トイレの洗浄道具等を準備してい

く。  

（質問２）  

③目に障がいがある人のために、音声で避難するための浸水避難マップを設

置している町があるが、本町の対策はどうか。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

現在、音声版防災マップ・洪水ハザードマップは作成できておらず、先進

地等調査していきたい。  

（質問２）  

④体育館などの避難場所に、エアーマットや段ボールベッドなどの備蓄を検

討していただきたい。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

現在、備蓄はできていないが、県が西日本段ボール工業組合と調達協定を

結んでおり、県に要請することで調達は可能となっているが、早急に必要な

場合も考えられるため、順次備蓄を行っていく。  

（質問２）  

⑤庁舎の変電設備や配電盤が地下に設置されていると浸水により漏電し管

理不能になる。庁舎も地下に電気設備が設定されている。浸水対策はできて

いるのか聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

地下にあったキュービクル式高圧受電設備を庁舎北側高架に移設したた

め、地下部の浸水時にも使用可能となっている。  

（質問２）  

⑥庁舎 1 階の書類が浸水被害に遭うと、窓口業務ができなくなる。企業は入
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口に浸水扉を設置している。最近は国も浸水対策に補助を検討していると聞

く。見解を聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

本庁舎の玄関は利便性を考慮して段差を設けておらず、浸水対策は喫緊の

課題である。可能な対策について、費用や課題を研究し、国の補助制度など

についても調査していく。  

（質問３）大規模災害について  

①大規模災害が発生し、1 番困るのが、浸水被害や台風の家屋倒壊などで出

た粗大ゴミの仮置き場である。国土交通省などと協議を行い、臨時的に河川

敷などを活用できるような協定を結んでおくべきではないか。 

（答弁）大西まちみらい課長  

都市計画として占用している河川区域内の公園などに、一時的な災害廃棄

物の仮置き場として利用できるよう国土交通省や関係機関と協議を行いた

い。  

（質問３）  

②仮設トイレなどのし尿処理などは、クリーンセンターが使えない場合には、

県の流域下水道処理場に臨時の投入施設を設置するよう協議してはどうか。 

（答弁）上野下水道課長  

流域下水道の連絡協議会で議題として取り上げ、同様の課題を抱える管内

の自治体と連携し、県と協議を進めていきたい。  

（質問３）  

③災害時の板野郡内での協力体制は組まれているか、聞きたい。  

（答弁）井住危機情報管理課長  

徳島県及び県内市町村で「災害時相互応援協定」を締結している。  

（質問４）土地開発問題について  

①北村地区はたくさんの企業が進出し、土地開発が行われているが、将来の

ビジョンを持って開発しているか。道路整備、排水対策はどのように考えて

いるか。  

（答弁）藤高建設課長  

各地区計画では、地区計画の目標や土地利用・地区施設の整備の方針等を
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定めている。これを基に適切な道路整備や排水対策を進めていく。  

（質問４）  

②南部地区も住宅開発がどんどん行われ、環境が変わり浸水する危険があ

る。ポンプの整備はできても排水路の対策は遅れているように思うが、見解

を聞きたい。  

（答弁）藤高建設課長  

今年度実施した老門水路の拡幅工事・水神社ポンプ更新工事のしゅん工に

伴う排水能力の向上を考慮し、以前実施した本町の内水氾濫解析業務の再計

算を行っている。その解析結果に基づき、既存排水路の改修や新たなポンプ

設備の必要性等の検討を行っていきたい。  

（質問５）水道・清掃事業広域化問題について  

①徳島市を含む 2 市 4 町で広域清掃センターの建設が進められているが、進

め方が不明瞭である。選定理由を隠す必要がないと思うが、各市町村への対

応はどうか。  

②清掃センター建設においては公開の原則を貫くよう徳島市に強く要望す

るべきであると思うがどうか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

候補地は、安全・安心の確保、環境への配慮、計画的な財政運営といっ

た視点に基づき、最有力候補地として選定し、他の候補地は、誤解や混乱

などが生じる恐れから公表されていない。今後も関係市町と連携を図り、

できるだけスムーズに運べるよう協議しながら進めていきたい。  

（質問５）  

③水道事業は、鳴門市と広域化が進められているが、公開の原則が貫かれて

いるか。また民営化などの検討は行われていないか聞きたい。  

（答弁）樫原水道課長  

鳴門市北島町浄水場共同化協議会は公開とされ、当日の傍聴とホームペー

ジで議事要旨の閲覧が可能である。現時点で民営化は考えていない。  

（質問６）観光企画課創設問題について  

①ふるさと納税について、担当人数を減らし、少数精鋭主義でいくべきだ。

人件費だけで赤字になる。検討すべきだと思う。  
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②ふるさと納税検討会に初めて町民代表者が参加されたが、やはり人数を減

らして検討会の回数を増やすべきではないかとの意見があったが、検討すべ

きだと思う。  

（答弁）水野総務課長  

主担当者を中心に総務課とまちみらい課で業務を分担し、定期的な協議を

行いながら返礼品の拡充やサイトの追加などに努めている。新年度において

は、システムによる返礼品の発注管理を検討しており、併せて担当人数につ

いても検討したい。  

（質問６）  

③きたじまるしぇや、ひょうたん夏祭り、アクアプラザの運用を総合的に検

討し、住民代表も入れたプロジェクト観光企画課の新設が必要であると考え

るが見解を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

従来から企画・実施運営している団体との調整を行い新たなプロジェクト

の組織化について研究をしていきたい。  

（質問６）  

④アクアプラザの管理指定選考が始まっている。地域住民から反対のあるお

菓子工場はやめ、ふるさと納税や企画開発の拠点にして、常にイベントがで

きる、人の集まる場所にするよう検討してはどうか。  

（答弁）大西まちみらい課長  

アクアプラザのピロティーは、管理者との協議により、貸し出しのタイプ

は、柔軟に対応可能となっている。  

（質問６）  

⑤きたじまるしぇは、イベントもマンネリ化している。再検討すべきである

と考えるが見解を聞きたい。  

（答弁）大西まちみらい課長  

毎年テーマを定め、今年は「体験型」としてＪＡＬやインディゴソックス

との協賛が実現できた。実行委員会では従来のノウハウを生かしつつ、新た

な意見を取り入れながら、他のまるしぇとはひと味違った楽しみを提供して

いきたい。  


