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   議会だより 

      北島町議会  

 

令和３年第２回定例会は、６月８日に開会され、６月１８日に閉会いたし

ました。  

町長提出議案として「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」など１１議案と報告が３件、議員提出議案として「北島

町議会会議規則の一部改正について」など２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。  

 

報告第２号  令和２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、社会保障・税番号制度

改正に伴うシステム改修事業ほか１０事業の明許繰越について報告するも

のです。                           報告  

 

報告第３号  令和２年度北島町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告

について  

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、建設改良費の繰り越しにつ

いて報告するものです。                     報告  

 

報告第４号  令和３年度北島町土地開発公社事業計画並びに令和２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事業計画及び決算について報告がありま

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 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  

同委員会委員の玉岡  哲也（たまおか  てつや）氏が令和３年６月３０日
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で任期満了となりますので、引き続き玉岡  哲也（たまおか  てつや）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３５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  

同委員会委員の南  利治（みなみ  としはる）氏が、令和３年６月３０日

をもって退任されることに伴い、本年７月１日より、新たに三木  弘文（み

き ひろふみ）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３６号 北島町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について  

行政手続きにおける押印の見直しを行い、住民の利便性の向上等を図り、

効果的かつ効率的な行政サービスの提供をするため、当該条例の一部を改正

するものです。                       原案可決  

 

議案第３７号 北島町子育て支援施設の設置及び管理に関する条例の制定

について  

子どもと家庭に関する相談等の総合的な支援を行うことにより、子どもの

健やかな成長を図るため子育て支援施設を設置し活用するために、当該条例

を制定するものです。                    原案可決  

 

議案第３８号 北島町介護保険条例の一部改正について  

介護保険法第１２９条に規定する保険料率の適用期間及び新型コロナウ

イルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料

の減免規定について、当該条例の一部を改正するものです。   原案可決  

 

議案第３９号 令和３年度北島町一般会計補正予算（第１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４，３２４万８千円を追加

し、歳入歳出の総額を８３億１，２２４万８千円とするものです。  
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主な歳入は、子育て世帯生活支援特別給付金事業に係る国庫補助金２，５

０９万円、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金１，０００万円を追加

しております。  

歳出は、民生費の子育て世帯生活支援特別給付金事業費２，５０９万円、

農林水産業費の中央排水機場長寿命化修繕計画策定業務委託料１，０００万

円を追加し、教育費の国際交流事業費７８２万２千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  

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 北島町手数料条例の一部改正について  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）の一部改正が令和３年５月１９日に公布され

たことにより、個人番号カードの再交付手数料の徴収に関する規定が新設さ

れました。このため、北島町手数料条例（平成１２年条例第１３号）の一部

を改正するものです。                    原案可決  

 

議案第４２号 ノートパソコン等購入契約について  

令和３年５月２７日指名競争入札の結果、テック情報株式会社と購入額９

０７万５千円で契約を締結いたしたく、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４３号 北島町クリーンテニスコート改修工事請負契約について  

令和３年５月２８日指名競争入札の結果、吉成建設株式会社と請負額１億

１，１１０万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  
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議案第４４号 北島幼稚園増築工事請負契約について  

令和３年６月１５日指名競争入札の結果、株式会社八千代組と請負額９，

３２８万円で契約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  

 

議案第４５号 北島町議会会議規則の一部改正について  

「標準」町村議会会議規則の改正に伴い、欠席等の届出及び請願書の記載

事項等に関して所要の改正を行うものです。          原案可決  

 

議案第４６号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな法整備を求める

意見書  

政府が、女性差別撤廃条約選択議定書について、国際的・包括的に批准す

るための早急な協議を推進し、法整備する必要性を求め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  

 

 

一般質問  

町政全般にわたる一般質問は、橋本典幸議員、梶哲也議員、板東泰史議員、

伊勢政二議員、武山光憲議員、佐々木紀子議員、増谷禎通議員で大要は次の

とおりです。  

 

橋本典幸議員  

（質問１）学習用の通信機器について  

コロナ禍で町内学校でもオンライン授業が実施されると家庭内のインタ

ーネット整備や通信機器が必要となる。家庭用の学習用通信機器の購入に係

る補助金を予算化すべきだが、如何か。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

臨時休業が長期化した場合の通信環境の整備については、基準を設け補助

の検討をしている。なお、端末機器購入への補助は行う予定はない。  
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（質問２）農業環境と家庭菜園について  

以前、一般質問で米の買取り価格・農機具の維持費等、農家の厳しい経営

状況と共に集落営農を提案した。  

①農地減少や、農家の世代交代、災害による影響等を把握しているか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

農業支援センターや農業協同組合と連携し、情報収集や現状把握に努め、

利用できる国や県の施策について情報提供を行うなど農業の支援に取り組

んでいく。  

（質問２）  

②コロナ禍により新たに家庭菜園を始める方へ耕作地を町報・ホームページ

で広報すべきではないか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

現在、消費者協会管理の休耕田は空き区画がほとんどなく、消費者協会の

会員限定での貸し出しのため、従来どおり窓口での対応を行いたい。  

（質問３）コロナワクチン接種計画について  

６５歳以上のワクチン予約で通話が殺到し、急遽予約支援作業が実施され

た。  

①次の対象年齢にも予約の支援作業を準備しておくべきと考えるが、どうか。 

②予約の取消等で、教職員の繰上げ接種が報道された。結果、１６歳～６４

歳の接種も早まるのか、現在の計画・予定を伺う。  

（答弁）井住健康保険課長  

 現在、１６歳から６４歳の方へは、６月中旬から接種券を順次発送し、７

月から接種開始できるよう準備を進めている。  

また、スマートフォンやインターネットによる予約支援も、予約開始時期

に合わせて対応できるよう準備していく。  

 

梶  哲也議員  

（質問１）適正な職員数管理について  

現在の職員数は１０７人だが、人口増加やコロナ禍での業務を考えると定

数条例の改正等も視野に入れた検討をしてはどうか。  
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（答弁）藤髙総務課長  

災害時の対応、コロナ禍での業務体制の確保も必要であり、よりよい住民

サービスを提供するためにも職員数の増員を検討していきたい。  

（質問２）機構改革について  

行政組織の検討として、総務課内に企画室を設け、広報全般と、ふるさと

納税などの財源確保について担当してはどうか。  

（答弁）藤髙総務課長  

各業務の強化には有効であると考えるが、現状における職員数の制約もあ

るため適正な職員数管理とあわせて検討していく。  

（質問３）地域おこし協力隊の導入について  

地域おこし協力隊導入は、財政措置もあり、ふるさと納税の拡充・ＰＲの

足がかりとなると考えるが、見解を聞きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

地域おこし協力隊の導入は、受け入れ体制の整備などの事前準備が必要と

なるため、導入している市町村を参考に前向きに検討していきたい。  

（質問４）先進英語教育について  

英語教育は時代を生き抜く重要事項と考え、幼稚園、小学校低学年からの

導入を検討してはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

早期に外国語に触れることは、学ぶ意欲を高めるきっかけにもなると考え

るため、まずは県内の先進事例も参考に、調査研究を進めていく。  

 

板東泰史議員  

（質問１）コロナにまつわる諸問題  

①高齢者向けワクチン接種の予約電話が繋がらないという苦情が各地であ

った。北島町はどのような想定で回線数を設定したのか。  

（答弁）井住健康保険課長  

板野郡５町で共同設置した回線は、人口１万人に対し１回線の想定で、計

１０回線で運用したが、本町でも繋がらないといったトラブルが発生した。 

（質問１）  
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②コロナ対策で庁舎内トイレの手洗い温風器が使用禁止されていたが、４月

に「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が改正され、使用禁止

が削除された。使用を再開し、町内の個人や企業に周知してはどうか。  

（答弁）藤髙総務課長  

県内の感染状況等を鑑み、使用を見合わせていたが、徳島県では５月末よ

り一部緩和の運用もあり、６月より利用を再開している。また、今後も感染

症拡大防止対策等について各種媒体により周知を図っていく。  

（質問２）ごみの収集について  

①ごみ出しについて決められた場所や日時を守らない住民がいる。指導を行

うべきではないか。  

（答弁）藤田清掃センター所長  

ごみ出しのルールを守っていただくよう、町報やホームページ等でより一

層の啓発を行っていく。また、決められた場所以外に捨てられている場合は

不法投棄に該当する場合もあるため、関係各課と協議し対応していきたい。 

（質問２）  

②ごみ出しは午前８時半までだが、缶びんの収集日、８時３３分で５カ所が

すでに回収済みであった。どうしてこのようなことが起こるのか。  

（答弁）藤田清掃センター所長  

ご指摘の時間に収集することはないため、ごみの持ち去り等の可能性もあ

る。パトロール等を行い、持ち去り等の防止に努めたい。  

（質問３）７０歳定年制の導入について  

四月に高年齢者雇用安定法が改正され、六五歳までの雇用義務と七○歳ま

での就業確保が課される。職員の採用抑制など、現状での対応予定を伺いた

い。  

（答弁）藤髙総務課長  

２０２３年度から定年延長に伴い、２年に１歳ずつ段階的に引き上げられ

る。定年退職の該当者がいない年度に新規採用を抑制すると、将来的に職員

の年齢構成のゆがみが生じる懸念がある。安定した新規採用の継続が必要で

あると考えている。  

（質問４）大規模災害時の仮設住宅の準備について  
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東日本大震災以降の災害対策での仮設住宅について、建設型仮設とみなし

仮設を併用し、バランスをとることが重要だと判明している。  

①建設型仮設について、何世帯分の敷地があるか。また建設資材の備蓄状況

はどうなっているか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

町所有の敷地における建設型仮設は、約４１０世帯分となる。町単独での

建設資材の備蓄は現在行っていない。  

（質問４）  

②みなし仮設は何世帯分確保が可能と見込んでいるか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

本町は、全域が洪水及び津波の浸水区域と想定され、被害状況で大きく左

右される。本町は面積が狭く、建設型仮設とみなし仮設の併用は非常に重要

かつ有効な手段であると考える。  

（質問４）  

③不動産業者、建築家などの専門家を含む協議会をつくり事前から検討して

はどうか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

現在、徳島県の都市計画課を総括事務局として、応急仮設住宅確保を目的

とした組織が設置されている。用地の選定・住宅供給・配置計画・地域間連

携などの役割を分担し県下一体で取り組んでいる。  

（質問５）野生鳥獣害について  

ムクドリの糞害は、車、洗濯物、歩行者にまで及ぶ。巣の駆除は有効な対

策と思われるが、町としての対策を打ち出せないか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

 被害の実態把握に努め、地域の方々と情報を共有し、県や他市町村の対策

を参考にしながら、町も有効な対策を模索していく。  

（質問６）ネットワークシステムの管理について  

デジタル庁発足に伴い、ガバメントクラウドの構築とそれにアクセスする

ソフトウェアの開発を行い、自治体の費用削減と省力化を行おうとしている

が、２０００個問題（各団体間の条例等の不整合）が危惧されている。自治
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体をまたいだ医療機関の連携や、災害避難所間での情報共有に不都合な事例

が報告されている。北島町も、該当する条例などの洗い出しはできているか。 

（答弁）大西危機情報管理課長  

 北島町個人情報保護条例がこれに当たり、各部局が規程により、本条例に

準拠している。  

国の有識者会議など検討され、その答申を元に適切に条例の改正を行って

いく。  

 

伊勢政二議員  

（質問１）マイナンバーカード申請について  

北島町は５月１日から１２月３１日までにマイナンバーカードの取得申

請をした住民に、５千円分の町応援商品券を交付する。普及対策とするなら、

平成２７年の発行開始時から取得している住民にも同様の取り組みが必要

と考えるが見解を聞きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

国のマイナポイント事業の終了により、今年５月以降の申請者にはポイン

トが付与されないため、町応援商品券を交付する。今年４月末までの取得者

には、国のマイナポイント事業の対象となるため、広報等で周知していく。 

（質問２）スマホで住民票申請について  

マイナンバーカードで本人確認し、スマートフォンのアプリを使い、住民

票の写しや各種証明書を申請し、郵送で自宅に届けるサービスを導入しては

どうか。  

（答弁）飯坂住民課長  

 ご提案のアプリは、自治体の基幹系システムと連携できるよう開発が進め

られており、町の基幹システムの開発会社でもあるため定期的に情報収集し、

町民の利便性を図れるよう検討していく。  

（質問３）窓口に対話支援機器設置について  

コロナ対策で窓口にスクリーンが設置され会話が聞き取りにくい。耳の遠

い高齢者や、軽度の聴覚障がい者とのコミュニケーションを円滑にするため、

窓口に「対話支援機」を導入することを提案したい。  
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（答弁）藤髙総務課長  

ご提案の卓上型会話支援機器や、音声認識による文字化や翻訳装置の導入、

指さし会話シートの利用など、他団体での活用事例等を参考に、窓口でのサ

ービス向上と感染症対策の両立に努めていく。  

 

武山光憲議員  

（質問１）どのような町づくりをするのか  

緑の町づくりにおいて、一層の緑化促進をしてはどうか。植樹の際、寄付

を集い「・・ロード」と命名する方法もあるが見解を聞きたい。  

（答弁）片岡建設課長  

公園や道路以外の町施設における緑化、住民の緑化活動への支援、企業へ

の緑化協力依頼など、みどり豊かな町へ向けて取り組んでいく。  

（質問２）災害時の住宅半壊への支援金の見直しについて  

阪神大震災により被災者生活再建支援法が成立し、政府は半壊世帯も対象

に含める検討をしているが、具体的な方策はどうか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

中規模半壊世帯（損害割合３０％台）は、令和２年の法改正に伴い、支給

対象に追加されている。  

（質問３）大雨警戒レベル４の周知徹底について  

５月に大雨・洪水警戒レベルが改正され避難勧告と避難指示を一本化し、

レベル４までに必ず避難する注意喚起を追加している。如何に周知徹底し、

実践・継続するのか見解を聞きたい。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

タイムラインなど各取組みに浸透させて、実効性ある対応が取れるよう考

えていく。  

（質問４）災害時の家族の集合場所の共有について  

東日本大震災では、携帯電話が不通になり、家族間の避難場所の共有が重

要とされている。  

備え意識のためアンケート調査をしてはどうか。  

また課題である避難先順位・死者公表・災害意識の薄れ・トイレ問題・仮
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設移動式木造住宅について取り組む必要があるが、見解を聞きたい。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

町民の認識確認にはアンケート作業も有効と考えられる。またチェック方

式で確認するほか、ワンポイントのヒントなどを提供し、災害への様々な課

題への解決策を探りＰＤＣＡを繰り返しながら対応していきたい。  

（質問５）災害時弱者個別計画について  

国は、自分での避難が難しい災害弱者の「個別計画」の作成を市町村の努

力義務としているが、状況の見解を聞きたい。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

避難行動要援護者台帳の情報管理の一元化と関係機関との情報共有の強

化に向けてシステムの導入を進めている。整備後は、個別支援計画の連動が

可能となる。計画内容や作成方法も含め、関係機関と協議しながら取り組ん

でいく。  

（質問６）妊婦のＰＣＲ検査について  

妊婦が出産前にＰⅭＲ検査を希望した場合、検査費用の補助について本町

の状況を聞きたい。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

県の事業で、かかりつけ産婦人科医と相談の上、希望する妊婦に、分娩前

に１人１回新型コロナウイルス感染症検査費用を補助しており、事業のリー

フレットを母子健康手帳交付時に配布し案内している。また、全町民対象の

ＰＣＲ検査費用を補助する予算を本定例会に提案している。  

（質問７）犯罪被害者支援について  

２００４年成立の犯罪被害者等基本法では、被害者支援を国や自治体の責

務と定義し、犯罪被害者支援条例の制定に言及している。本町の現状はどう

か。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

県が犯罪被害により親等を亡くした遺児に応援金を支給する制度を設け

ている。その制度を参考にしつつ、他市町村の動きも注視していく。  

（質問８）認知症対策推進と損害賠償責任保険加入について  

①認知症対策では、今後、先を見た対策が欠かせない。本町の現状と、推進
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策を聞きたい。  

（答弁）中谷地域包括支援センター所長  

現在の支援と予防への取組みとして、認知症高齢者見守り事業機器設置助

成事業・北島町見守りシール交付事業・北島町認知症等高齢者ＳＯＳネット

ワークなどがある。  

見守り協定を締結する民間事業所等とも連携し、行方不明者を早期に発見

するための制度や、認知症サポーター養成講座も引き続き開催していく。  

（質問８）  

②認知症等の損害賠償責任保険の掛け金を一部負担する制度を導入してい

る自治体もある。検討してはどうか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

認知症高齢者等ＳＯＳネットワークなどを活用した見守りを強化し、事故

の未然防止を図りつつ、先進自治体の情報収集にも努めていきたい。  

（質問９）子育て、困窮、介護相談の一本化  

子育て、困窮、介護相談を一本化して対応する地域共生社会関連法が昨年

成立し、交付金が新たに創設された。今の態勢と、今後の検証について聞き

たい。  

（答弁）藤髙総務課長  

改正の趣旨を踏まえ、関係機関と更に連携を密にして、支援できる体制の

構築に努めたい。  

（質問１０）給食費の公会計化について  

給食費を学校で管理させている教育委員会は全国で７割を超えている。本

町の教育委員会の見解を聞きたい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

公会計化システム導入、改修については他町から情報を調査し準備を進め

ている。公会計化への移行は、事務の効率化等も同時に準備していく。  

 

佐々木紀子議員  

（質問１）新型コロナワクチンの円滑な接種体制に向けて  

ワクチン接種事業の準備や情報発信について  
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①高齢者以降の接種計画と、接種医療機関を増やす予定があるのか聞きたい。 

（答弁）井住健康保険課長  

基礎疾患を有する方が優先的に接種できるよう、予約開始日を設定する。 

医療機関が増える予定はないが、各医療機関での接種可能件数を増やせる

よう調整している。  

（質問１）  

②接種に不安を抱える住民に、ある程度のスケジュールを開示できないか。 

（答弁）井住健康保険課長  

６月中旬から接種券を順次発送し、７月から開始できるよう、準備を進め

ている。  

（質問１）  

③自力で医療機関まで行くのが困難な場合の移動手段はどうするのか。  

（答弁）井住健康保険課長  

介護サービスや障がいサービスを利用しての移動手段や訪問診療を行う

ことができる医療機関を紹介している。  

（質問１）  

④高校生も対象となると家族予約システムの導入を検討してはどうか。  

（答弁）井住健康保険課長  

現在の予約システムは、接種券番号ごとに予約する仕様であるため、同時

に複数人の予約はできない。  

（質問２）コロナ禍におけるＳＤＧｓの施策、学び、周知の積極的推進につ

いて  

北島町第５次振興計画後期基本計画土台にはＳＤＧｓがあると考える。  

①本町のＳＤＧｓの趣旨や目標達成の周知啓発や取組を聞きたい。  

（答弁）藤髙総務課長  

町民や町内企業に対するＳＤＧｓの周知啓発は、現在取り組めていない。

今後、町報その他の媒体等で広報していく。  

また、北島町第５次振興計画の基本計画において、施策について検討し推

進していきたい。  

（質問２）  
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②教育現場では「環境」「福祉」「平和」などをテーマに理解を深める機会は

設けられているか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

ご提案の総合的な学習の時間を始め、委員会活動でも取り上げている。今

後もＳＤＧｓへの学習の充実を目指し学校を支援していく。  

（質問２）  

③本町の温室効果ガス削減に対する目標数値や取組みについて具体策を聞

きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

第４次計画では温室効果ガスの総排出量の削減率を５％、電気使用量を６．

６％、燃料使用量を１．５％削減することを目標としている。目標達成に向

け、クールビズ・ウォームビズの推進、公用車の使用の合理化、４Ｒ運動の

周知徹底や緑化推進などを行っている。  

（質問３）「マイ・タイムライン」の作成促進に向けた取り組みについて  

町ホームページではマイ・タイムライン等の検討ツールが掲載されている。 

①自主防災組織でマイ・タイムラインの作成や避難情報取得方法のワークシ

ョップなどは、できているか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

昨年度に自主防災組織で徳島河川国道事務所を講師に迎えて、マイ・タイ

ムライン作成体験を開催予定だったが、コロナ禍で中止した。近々、女性防

災会で作成を体験する計画を準備している。  

（質問３）  

②各小中学校で、防災教育の時間にマイ・タイムラインを作成する機会を設

けてはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

学校教育でも大変有用と考え、学期毎の避難訓練時等で活用し防災教育の

場を設けるよう指導していきたい。  

（質問４）ヘルプマーク、ヘルプカードの普及促進について  

長引くコロナ禍でのマスク生活で聴覚障がいのある方は意思疎通が難し

いと聞く。  
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①ヘルプマークの取組や普及について見解を聞きたい。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

本町の窓口では、６月１日現在４２個のヘルプマークを配布している。今

後もヘルプマークの認知度を高めるため、さまざまな媒体を活用し継続的に

周知していきたい。  

（質問４）  

②避難所でのヘルプマークデザインの有効活用をしてはどうか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

避難所では、聴覚障がいのある方に向けたバンダナなどを導入し支援体制

づくりに取組んでいる。ヘルプマークの効果的な活用も検討していきたい。 

（質問４）  

③ヘルプカードとヘルプマークを併用して配布する自治体も増えてきた。本

町において導入予定はないか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

ヘルプカードは、運転免許証サイズで、普段は財布などに入れ提示できる

ため、取り入れる自治体も増えており、本町も導入を検討していく。  

 

増谷禎通議員  

（質問１）コロナウイルス感染対策問題について  

政府は６月２０日まで緊急事態宣言を延長し、予断を許せない。  

①北島町の医療従事者や高齢者への５月末のワクチン接種状況を聞きたい。 

（答弁）井住健康保険課長  

五月末現在、医療従事者１，２５５人、高齢者２，５５６人となっている。  

（質問１）  

②高齢者接種希望者には、７月末までに打ち終える予定なのか。  

（答弁）井住健康保険課長  

７月中旬には、予約高齢者のほとんどが２回目を完了できる。  

（質問１）  

③町民と常に接する役場職員の希望者には接種できるようにしてはどうか。 

（答弁）井住健康保険課長  
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急なキャンセル等による余剰ワクチンの廃棄を防ぐため、町職員で接種協

力者を登録し、順次接種できる体制にしている。  

（質問１）  

④一般町民への接種予定とスケジュールを聞きたい。  

（答弁）井住健康保険課長  

６月中旬から接種券を順次発送し、７月から接種開始できるよう準備を進

めている。  

（質問２）コロナウイルス感染に対する経済対策について  

①営業自粛などで、経済的に困窮している家庭への補助金等の対策措置はな

いのか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

市町村は、ひとり親世帯以外子育て世帯で、今年度の住民税が非課税等の

世帯を対象に児童１人当たり５万円を支給する。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

６５歳以上に町内で利用できる３千円相当の商品券の配布を予定してい

る。  

（答弁）中西まちみらい課長  

商工会を通して申請する小規模事業者経営改善資金等利子補給金の要綱

を改正し、利子補給期間を最長７年間とし支援を行っている。  

（質問２）  

②シングルマザーや障がい児童の保護者が感染し入院した場合、児童への生

活支援体制は整っているか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

県の支援体制により、児童については家庭環境等に応じて、生活場所の相

談が受けられ、児童だけで在宅することのないよう対処される。  

（質問２）  

③理容業界４団体が知事に実情を訴え、県がクーポンを発行して、業界を支

援している。労働者福祉協会も県に現状を訴え、支援を求めるべきだと思う

がどうか。理事長の答弁を求めたい。  

（答弁）藤本副町長  
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ぜひ県への要望を行い、同じような委託契約を行う市町村と連携し、支援

について交渉していきたい。  

（質問３）ヤングケアラー問題について  

①最近、社会問題のヤングケアラーについて町内各学校の現状はどうか。  

③北島中学校では、生徒が家族の生活支援をしていると聞く。学校や町の支

援体制はどのようになっているか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

町内にもヤングケアラーと思われる児童生徒が数名在籍している。保護者

の代わりに親族の手伝い、きょうだいの世話等をしている。担任は状況を把

握しており、すぐ相談できるよう指導をしている。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

今後、学校生活に支障をきたす等の場合は、家庭の事情を詳しく聞き、関

係機関と連携し、子どもの理解・納得を得ながら支援につなげていく。  

（質問３）  

②ヤングケアラーについて各学校はどのように取り組んでいるか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

児童相談所等の関係諸機関と連携をとり、総合的な福祉支援が必要な場合

は、要保護児童対策地域協議会に情報提供を行い、支援調整を行う。  

（質問４）清掃センター広域化問題について  

①広域ごみ処理には、三豊市のバイオマスを取り入れ、乾燥した状態でセン

ターに搬送すれば、脱炭素と燃料費の節減につながると考えるが、見解を求

めたい。  

②各自治体から搬入した固形燃料で発電すれば、各自治体の負担軽減になる

のではないか。  

（答弁）藤田清掃センター所長  

各自治体の分別方法や処理施設建設の用地、周辺環境への影響等の問題で、

各自治体が取り入れることは難しいが、広域処理の連絡会議で提案していき

たい。  

また効率よく発電すれば各自治体の負担軽減につながる点も連絡会議で

提案していきたい。  
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（質問５）教育問題について  

①町内の学校でクラスターが発生した場合、ＰＣＲ検査の検体採取を教職員

にさせないよう、県に申し入れをすべきであると思うが、見解を求めたい。 

（答弁）森本教育委員会事務局長  

唾液採取は、保健所が主体となり行い、教職員は接触のない作業において

協力し、保護者、児童生徒の負担を軽減できるよう考えていく。  

（質問５）  

②徳島市で小中学生が使用する、中国メーカーのタブレットバッテリーが膨

張してキーボードが破損する不具合が出ている。北島町も同じメーカーのた

めすべて交換をさせるべきであると考えるが、見解を求めたい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

現在、本町導入の端末には不具合は確認されていない。学校現場の安全・

安心の確保のため、徳島県共同購入分の全台のタブレットを納入業者に点

検・性能試験の実施を調整している。  

（質問５）  

③最近教師による、わいせつな事件が多すぎる。以前からある悪書追放ポス

トの設置を検討すべきではないか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

悪書追放ポストは近隣の店舗・駅前に計３箇所設置され、昨年度実績は計

２６１件あった。各機関等と連携し人権尊重の醸成を図っていく。  

（質問５）  

④ブラック校則が問題になっている。厳しい校則で縛るのではなく生徒の自

主性を重んじる方向で考えるべきであると思うが、教育長の見解を求めたい。 

（答弁）天羽教育長  

児童生徒自身が校則を必要なものとして捉え、自主的に守ろうとする工夫

をすることが大事であると考えている。  

（質問６）防災問題について  

①通学路や生活主要道路のブロック塀で、倒壊の危険性のある箇所は、現在

何箇所か具体的に聞きたい。  

（答弁）大西危機情報管理課長  
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県の住宅課が県下主要地区で調査した結果では、昨年１１月現在で本町に

は１９箇所が未改修・未撤去となっている。  

（質問６）  

②通学道路や生活道路のブロック塀が傾いている。リフォーム助成を受けて

も最大３２万円である。所有者が県外の場合、解決は非常に難しい。県に専

門の組織を作るよう依頼してはどうか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

代執行のような手法は難しく、撤去・建替の補助金を活用し、所有者自ら

に安全対策を進めていただいている。県と連携し安全対策を進め、県住宅・

建築物耐震化促進協議会にも提案していきたい。  

（質問６）  

③防災訓練は北、中央、南地区別に役場職員を配置して、実践形式で実施す

べきであると思うが、見解を聞きたい  

（答弁）大西危機情報管理課長  

より実践的な形式で、感染症対策も盛り込んだ訓練を実施したい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


