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   会議録 

      北島町議会 

 

令和３年第４回定例会は、１２月７日に開会され、１２月１７日に閉会い

たしました。  

町長提出議案として「北島町家庭的保育事業等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」など９議案、議員提出議案として「シ

ルバー人材センターに対し支援を求める意見書」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６６号  北島町家庭的保育事業等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  

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に

伴い、条例の一部を改正するものです。               原案可決  

 

議案第６７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  

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、条例の一部を改正

するものです。                          原案可決  

 

議案第６８号  北島町国民健康保険条例の一部改正について  

 健康保険法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものです。  

原案可決  

 

議案第６９号  令和３年度北島町一般会計補正予算（第４号）について  

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ子育て世帯への臨時特別給付金事業に

関する予算２億１，１１８万８千円を追加し、歳入歳出の総額を８６億８，０８６

万５千円とするものです。                     原案可決  
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議案第７０号  令和３年度北島町一般会計補正予算（第５号）について  

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４０５万６千円を追加し、歳入歳出

の総額を８８億８，４９２万１千円とするものです。  

主な歳入は、普通交付税７，０００万円、国庫支出金の新型コロナウイルスワク

チン接種対策費負担金４，２０５万９千円、新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業費補助金２，１１０万６千円、障害者自立支援給付費負担金３，０００万

円、県支出金の障害者自立支援給付費負担金１，５００万円を追加しています。  

次に歳出ですが、民生費の障害者自立支援給付費８，８２２万円、衛生費の新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費２，１１０万６千円、新型コロナウイル

スワクチン接種対策費４，２０５万９千円を追加しています。     原案可決  

 

議案第７１号  令和３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  

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０７２万５千円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ２１億４４０万６千円とするものです。  

 歳入は、国庫支出金３万１千円、繰入金１，０６９万４千円を追加しています。

歳出は、総務費３万１千円、諸支出金６万７千円、予備費１，０６２万７千円を追

加しています。                          原案可決  

 

議案第７２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４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、議会の議決を求めるものです。原案可決  

 

議案第７３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７４号  令和３年度北島町一般会計補正予算（第６号）について  

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ子育て世帯への臨時特別給付金事業に
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関する予算２億７３０万円を追加し、歳入歳出の総額を９０億９，２２２万１千円

とするものです。                         原案可決  

 

議案第７５号  シルバー人材センターに対し支援を求める意見書  

シルバー人材センターが、安定的な事業運営が行えるよう、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、武山光憲議員、佐々木紀子

議員、梶 哲也議員、伊勢政二議員、板東泰史議員、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）共同浄水場整備事業  

①鳴門市との共同化事業が進められているが、今後も現行の料金が維持され

るのか。  

（答弁）上野水道課長  

本事業は財源に国庫補助金が活用できるため、料金の値上げは考えていな

いが、今後、投資・財政計画を立てる中で料金改定の必要性なども検討して

いく。  

（質問１）  

②市町の工事前には周辺への丁寧な家屋調査が実施されるのか。  

（答弁）上野水道課長  

各家庭を訪問し、調査の趣旨と内容に同意をいただき、専門の調査員が現

状の実測と確実な現況調査を実施する。  

（質問１）  

③旧吉野川の地下に埋設される送水管の耐震能力はいかほどか。  

（答弁）上野水道課長  

想定される最大・最強規模のレベル２地震動に対応した耐震能力を有する。 
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（質問１）  

④断水が発生すれば、町内の貯水池や耐震性貯水槽で何時間程度を補うこと

ができるのか。またそれ以上続く場合の対策は。  

（答弁）上野水道課長  

浄水場内の２つの浄水池で、全町民の１日分、３箇所の防災公園等の耐震

性貯水槽では２万人分の約３日間飲料水を確保している。  

（質問１）  

⑤布設替用の部材・量水器等の管理場所など様々な課題への対応や周知方法

について、所思を聞きたい。  

（答弁）上野水道課長  

現在の部材用倉庫は、共同化後も本町の倉庫で保管・管理していく予定で

ある。  

 現場入口付近に週間工程表を掲示し、町ホームページや町報などで随時、

情報発信していく。  

（質問２）流域・公共下水道事業  

現在の国の指針では、し尿・汚泥を希釈後、枝線を介さずに施設への直接

投入が認められ、工事費の削減が期待できる。  

しかし、クリーンセンターの改修工事の必要性や、旧吉野川浄化センター

の増設、下水道利用者と浄化槽利用者の料金の公平性など課題が多い。今後

の事業展開について所思を聞きたい。  

（答弁）樫原下水道課長  

平成２７年度に汚水処理構想を策定し、５年が経過し、計画と実情の乖離

が見られることから、構想の見直しを行っている。  

公共下水道整備と合併処理浄化槽整備の経済比較を行い、今後の整備計画

を策定する。  

また、今年度より藍住町が段階的に、し尿投入を開始しており、その検証

結果をもとに、流域関連市町とし尿投入実施に向けた協議を行っていく。  

（質問３）クルーズ船利用の観光事業  

 町の観光事業の発足を目的に産業建設常任委員会の視察を実施した。  

 新町川を守る会のクルーズ船を体験後、クルーズ船を利用した町の観光事
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業について協議し、ひょうたん夏祭りの花火観覧や桟橋の製作など多様な提

案がなされた。関係機関との連携等、所思を聞きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

今年度、観光推進機構が旧吉野川とその支流を活用したまちづくりと観光

コンテンツの整備を推進するため、桟橋の設置可能性調査や河川周辺の観光

資源に関する調査等を実施しており、今後、ドローンや水中ドローンを活用

した河川環境の調査を実施していく。  

また、関係機関と連携、協力し、観光資源の発掘に努めつつ様々なイベン

ト等で活用できるようにしたい。  

 

武山光憲議員  

（質問１）当初予算書のわかりやすい情報開示について  

群馬県甘楽町は職員の手作りで、当初予算を住民向け説明資料として作成

し、役場で一般配布している。本町も少し工夫してはどうか。  

（答弁）藤髙総務課長  

先進事例の資料等を参考に、ホームページにて当初予算の事業内容を紹介

する記事の作成を検討していく。  

（質問２）遺族手続き窓口一本化について  

おくやみコーナーの窓口開設はしないのか。  

また、北島町暮らしの便利帳は発行から５年が経過し訂正変更する箇所も

あるが如何か。町窓口業務ワンストップ化との整合性はどうなのか。  

（答弁）飯坂住民課長  

おくやみコーナーの開設は、現在開設の自治体を参考に、よりよいものを

開設できるよう努める。  

（答弁）藤髙総務課長  

北島町暮らしの便利帳は来年度各部署より情報収集を行い、改めて発行に

取り組みたい。  

現在、総務課にてライフイベントに基づく各手続きのオンラインでのワン

ストップ化の実現に向けた取り組みを進めているが、制度上オンライン化で

きないものもあり、国の動向を注視していきたい。  
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（質問３）低体重児の育児不安解消について  

極低出生体重児は、発達や育児の面で不安を抱く母親が多いと言われてい

るが、北島町の現状はどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

本町の極低出生体重児の現状は、ここ数年 0.5％以内で推移している。医

療機関とも連携し、退院後自宅訪問し、母子の健康状態や育児に関する悩み

事相談、子育てに関する情報提供等を行っている。  

（質問４）乳児、妊婦専用避難所について  

北島町は乳幼児・妊婦と精神・知的障がい者の福祉避難所が確保できてい

ない。本来は事前に、福祉避難所の受け入れ対象を決め、住民に知らせる必

要があるが、今後どのように推進されるのか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

本町の妊産婦・乳幼児向けの福祉避難所は、運用では保健相談センターを

設定していたが、再度検討し、福祉・衛生班の関係各課や保健師とともに協

議を行っている。関係機関と意思統一を図り、改めて広報をしていきたい。 

（質問５）災害時のベストの統一について  

埼玉県が災害発生時担当職員の着用するベストを５色に分類して区別し、

県防災施設に配備し、市町村にも導入を依頼し統一しようとしている。本町

も県に提案してはどうか。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

本町も訓練時に着用しているが、その色や種類の統一化については県にも

提案していきたい。  

（質問６）豪雨災害における外水氾濫、内水氾濫、遊水地について  

①最近の想定外の雨量を鑑み、改めて雨量計算・対策を検討する時期にきて

いるが具体策はどうか。  

（答弁）片岡建設課長  

前回の内水氾濫による解析から約１０年が経過し、地球温暖化や気候変動、

町内では大型商業施設や企業の進出により土地利用が大きく変化したため、

再度内水氾濫の解析を行う必要がある。  

（質問６）  
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②倉敷市では、西日本豪雨級の想定で、用水路への排水量が５～６割抑えら

れた試験結果から、遊水地の田畑の用水路流出を抑制する田んぼダムを試験

的に進めている。見解を聞きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

災害対策の１つとして、必要に応じて検討していきたい。  

（質問６）  

③特定都市河川浸水被害対策法の一部改正により、  

(１ )公園等を含めた公共遊技場の改修  

(２ )企業の敷地内での湧水箇所を造れないか  

(３ )個人の庭でのコンクリートを避ける  

(４ )道路に浸水性のある素材の使用につき、協議が必要と考えるが見解を聞き

たい。  

（答弁）片岡建設課長  

排水機場や水路、道路や公園だけでなく学校や庁舎などの関係部署との連

携を図りながら公共施設における雨水対策を進めていきたい。  

（質問７）北島町でも起こり得る、東日本大震災よりの教訓を職員間での伝

承について  

宮城県仙台市は津波防災・避難所運営・宅地被害・生活再建・罹災証明に

ついての教材「仙台市職員間伝承ガイドブック」を作成し、震災の経験や教

訓を職員間で伝承し、公助力を高めている。本町も是非検討されるようお願

いする。  

（質問８）小学校教科担任制導入について  

文部科学省では、来年より小学５・６年生で教科担任制を導入する。本町

はどのような対処計画か。  

（答弁）天羽教育長  

 条件が整えば時機を失することなく実施していきたい。教科担任制の対象

となる４教科を専門とする教員の確実な配置等を県教育委員会に要求し、で

きれば３小学校同時に実施できるよう計画を立てていきたい。   

（質問９）小１問題について  

すべての５歳児に一定程度の学びの質を保障する狙いで、５歳児向けの教
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育プログラムを作ろうとしている。現在、町ではどのような対処計画か。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

 創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うよう幼稚園完全二年

保育を機会として年次計画的な幼児教育を幼稚園と保育所が連携していく。 

（質問１０）子供の孤独・孤立対策支援について  

 政府が、孤独感や悩み事を抱える児童や生徒を民間支援団体とつなぐ孤

独・孤立対策ウェブサイトを新設し、相談窓口を紹介している。全国に働き

かけ利用を促すとしているが、本町も検討してはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

児童生徒がタブレットを使用する際、この孤独・孤立対策ホームページを

紹介するよう各小中学校長に依頼をしている。  

（質問１１）小学四年生の血液検査後の受診について  

香川県の小学校では、血液検査で異常があり、医療機関の受診を勧められ

た児童の四割が受診をしていない。本町における令和二年度の状況と受診の

フォローはどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

令和２年度の検査では、対象児童の約８割が受検し、受検者９割が異常な

し、残りの１割において中性脂肪や血糖値が基準値を超えており、保護者と

も共有し保健指導・生活習慣病予防に活用している。  

 

佐々木紀子議員  

（質問１）ＧＩＧＡスクール構想で進んだ１人１台端末における必要な対策

について  

学校配布のタブレット端末を使った誹謗中傷によるいじめについて対策

をとっているか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

学校でＩＤとパスワードなど管理を徹底し、タブレットを学校や家庭で安

全に使用できるようウイルス対策を含めた、フィルタリングソフトの導入を

現在検討している。  

（質問２）お悔やみ手続きに関するワンストップ窓口の設置について  
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死亡後の手続きは煩雑であり、多岐にわたる各課への届出書を一括して作

成、補助して貰えるだけでも非常に助かるとの住民からの要望について、  

①ワンストップ窓口を設置し、住民サービスの向上が図れないものか。  

（答弁）藤髙総務課長  

令和３年度は、ライフイベント（転入・転出・死亡・結婚・離婚）におい

て利用者が必要な手続きを簡単に知ることができる手続きナビ（仮称）の構

築を行っている。  

現時点では制度上オンライン化できないものもあり、国の動向を注視して

いく。  

（質問２）  

②以前、質問した「お悔やみハンドブック」の作成について、その後の進捗

状況はどうか。  

（答弁）飯坂住民課長  

１１月に、官民協働で「おくやみハンドブック」の発行する協定書を締結

し、来年４月頃に配布ができるよう進めている。    

（質問３）３歳児健診における弱視の早期発見と屈折検査機器の導入につい

て  

３歳児健康診査において弱視の見逃しについて  

①本町では見逃しは起きていないか。また、家庭における１次視力検査で異

常との自己申告があった場合の対応はどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

過去５年間の就学前健診で、新たに弱視と診断された児童はいない。異常

を感じると保護者からの自己申告があった場合には、医療機関での精密検査

への受診勧奨を実施している。  

（質問３）  

３歳児健診で視力検査の重要性を認識してもらうため、ＬＩＮＥで情報配信

し周知啓発をしてはどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

現在、３歳児健診の案内通知とともに「３歳児健診での視力検査の重要性」

についての文書を同封して周知している。ＬＩＮＥでも情報配信し周知啓発
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を行っていく。  

（質問３）  

③厚生労働省が令和４年度に専用機器購入費用の２分の１を補助する。本町

も次年度予算を確保してはどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

国の補助制度に合わせて、次年度予算に計上しようと考えている。  

（質問４）マイナンバーカードの普及と高齢者のデジタル格差解消について  

国のデジタル化方針を背景にしたマイナンバーカードの普及について、  

①本町でのマイナンバーカードの普及率は現在何％か。  

（答弁）飯坂住民課長  

 本町の状況は、交付枚数１１，１８７件で、４８．１％である。  

（質問４）  

②本町では、１１月と１２月で６５歳以上の方を対象に無料でスマホ体験教

室を開催しているが、今後の開催予定はどうか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

 今年度は、北島町社会福祉協議会が、１月中に２日間のスマホ教室を２回

開催する予定となっている。来年度以降も、スマホを体験する機会を提供し

高齢者のデジタル活用を支援していきたい。  

（質問５）子宮頸がんワクチンの接種勧奨再開について  

厚生労働省は子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨を来年４月から再

開する。  

①準備が整った自治体は４月前でも予診票の送付が可能であるとしている

が、本町の対応はどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

中学１年生から高校１年生の女子に、ワクチンの有効性と副反応を説明し

たリーフレットと予診票の送付を予定しており、送付時期は、厚生労働省の

指針に従い、ワクチンの供給・接種体制等に配慮し、実施していきたい。  

（質問５）  

②国が積極的勧奨の差し控えを通達して以降、接種機会を逃した方への救済

措置について、本町の対応はどうか。  
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（答弁）朝野子育て支援課長  

県が公費負担による接種を本年度内に始める。費用助成のあり方や接種対

象、接種後の相談体制などは早急に検討がなされる。町は、県と連携をとり

対応したい。  

（質問６）児童生徒性暴力防止法の成立の伴い、教育現場の在り方を問う  

懲戒免職になった教員の教員免許の再取得は、改善更生などを踏まえ、免

許を授与する裁量が都道府県教育委員会に与えられた。本町の教育現場での

対応策の現状を聞きたい。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

県教育委員会では、教職員を委員とする｢不祥事根絶対策タスクフォース｣

の会議を本年度３回行い、不祥事の根絶に向けた研修及び啓発に取り組んで

いる。  

  

梶  哲也議員  

（質問１）子どもはぐくみ医療費助成制度について  

子どもはぐくみ医療費助成事業の給付対象年齢を１８歳までに拡充して

はどうか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

安心して子育てができる環境づくりの構築のために、来年度中に給付対象

年齢を１８歳に達する年度末までに引き上げるよう、準備を進めていく。  

（質問２）住宅リフォーム補助事業について  

①住宅リフォーム補助事業は２０件の募集に対し、毎年抽選になっている。

募集の件数を増やしてはどうか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

令和元年度は要望が多く、計２５件の補助を行ったが、平成３０年度と令

和２年度は１回の募集では予定件数に達しなかった。年度ごとに増減がある

ことから要望に応じて柔軟に対応していきたい。  

（質問２）  

②受付時期を４月・８月の２回にしてはどうか。  

（答弁）中西まちみらい課長  
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要望が多ければ、補正等により２次募集を行い、件数を調整していきたい。 

（質問２）  

③申込み方法が往復はがきであるが、メールなどインターネットを活用した

方法も検討してはどうか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

次年度からは、往復はがきのほか北島町電子申請サービスを利用したイン

ターネットでの申込も可能にしていく。  

（質問３）投票所（公共施設）のバリアフリー化について  

①町内６箇所の投票所について、南・北小学校体育館はスロープの設置がな

く、西高房老人憩の家は場所も分かりにくく、バリアフリー化されていない。

北島南老人憩の家は臨時のスロープがあったが、奥には既存のスロープもあ

るため、動線を検討し安全性を向上されたい。場所の選定も含め、検討して

はどうか。  

（答弁）飯坂住民課長  

公共施設で利便性や収容数を考えると、バリアフリー化が課題ではあるが、

現在の六箇所が適切と思われる。新たに公共施設が増える場合に検討したい。 

（質問３）  

②投票所の駐車場が分かりにくい場所があった。簡易的な看板の設置を検討

してはどうか。  

（答弁）飯坂住民課長  

ホームページの投票所案内に駐車場の表示を追加し、現場では三角コーン

などを利用した案内板等を検討する。  

（質問３）  

③南・北小学校体育館は、地震の際の避難所に指定されているため、バリア

フリー化を早急に進めるべきではないかと考えるが、見解を聞きたい。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

各小学校体育館のバリアフリー化は、町民にも優しい施設となるため、学

校・管轄部署などに提案していきたい。  

（質問３）  

④公共施設等管理計画または公共施設再配置計画に基づく、各公共施設の重
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要度の指針はあるのか。  

（答弁）藤髙総務課長  

北島町公共施設等総合管理計画では、施設の点検・診断等の評価項目と内

容を定め、安全性、機能性、環境性、社会性、経済性の大きく５つに区分し

た観点から点検や診断を実施し、施設の老朽化対策等を講じていく。  

（質問３）  

⑤各小学校体育館のバリアフリー化を含む改修工事の計画はあるのか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

学校施設は、校舎を先行してバリアフリー化を推進してきた。昨年、北島

中学校体育館の大規模改修工事に併せ、スロープ設置、多目的トイレを新設

した。３小学校も、長寿命化工事等に併せて、国庫補助を活用したバリアフ

リー化を計画している。  

（質問４）公共施設のＷｉ -Ｆｉについて  

徳島県無料公衆無線ＬＡＮサービスが、来年度より公設公営から民間委託

に変更される。費用対効果によれば切替の検討があるのか。更新に係る初期

費用、ランニングコスト、通信速度など聞きたい。  

（答弁）大西危機情報管理課長  

初期費用は、ルーターなど４箇所分の機器類に合計約３６万円（既存機器

の撤去および設置費用は除く）、運用費用は利用料金等が１箇所当たり年額

約８万円となる。機器の故障は、従来実費負担であったが無料となり、また

Ｗｉ -Ｆｉ状態は２４時間監視のため故障対応が早くなる。外国語対応は５

言語から１４言語に拡充する。通信速度は、使用が一気に集中すると遅くな

る。  

 

伊勢政二議員  

（質問１）ＩＯＴ電球で高齢者見守りについて  

通信機器を内蔵した電球を活用して１人暮らしの高齢者を見守る取り組

みを提案したい。長時間の点灯や点灯しないような異変を迅速に察知し、早

期の安否確認につなげる取り組みである。  

（答弁）粟田社会福祉課長  
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ＩＯＴ電球は、電球の点灯記録がスマホ等で確認でき、離れて暮らす家族

が見守るには大変有用なツールだと考える。  

 自治体レベルでのＩＯＴ電球の活用は、今後、情報収集に努め、研究して

いきたい。  

（質問２）通学路の横断歩道の改善について  

 信号機のない横断歩道で、車の一時停止を促すために、立体的に浮き上が

って見える「だまし絵の横断歩道」を中学校と３小学校の前の４箇所に採用

しては如何か。  

（答弁）片岡建設課長  

横断歩道の設置及び改良については徳島県公安委員会が行っているため、

横断歩道での事故を未然に防ぐためにも警察や公安委員会へ積極的に働き

かけていく。  

（質問３）コロナ差別条例制定について  

最近は全国的に、新型コロナウイルス感染者への誹謗中傷やデマが相次い

でおり、町民の中に対象者がでないように、対応策を講じることを提案した

い。  

（答弁）飯坂住民課長  

町民憲章に「１人ひとりの人権を大切にし優しいまちをつくります」とさ

れており、「人権を大切にし優しいまち」の理念を基に町民と共に町づくり

に務めたいと考える。  

（質問４）血中酸素測定器導入について  

新型コロナウイルス感染症拡大で、自宅療養患者の体調急変を察知できる

医療機器の「パルスオキシメータ」の需要が高まっている。  

このような機器を北島町でも保管し、要望があれば即座に貸出できる状態

にしていただきたい。  

（答弁）井住健康保険課長  

自宅で健康観察される方へは、徳島県がパルスオキシメータを無償で貸与

している。町でも９台確保しており、要請等があれば貸出できる体制となっ

ている。  

 



 15 

板東泰史議員  

（質問１）送水管の整備について  

１０月に和歌山市で水道管の一部が崩落して大規模な断水が発生した。  

①同様の事故が発生する可能性はないか。目視点検以外の点検方法と頻度に

ついて聞きたい。  

（答弁）上野水道課長  

町の水管橋は２箇所あり、浄水場水管橋は、令和８年４月に共同浄水場の

供用開始後、廃止して徹去する。鍋川橋水管橋は、令和元年度に目視・打音

検査を行い、令和２年度で布設替を終え、バイパス配管も組んでいる。和歌

山市の事故を受けて、周辺市町と勉強会を開催し、今後も情報共有しつつ、

事故を未然に防げるよう、適切な維持管理に努めていく。  

（質問１）  

②新浄水場に隣接する高房八丁野地区と新喜来地区は、将来送水時に上水が

３回渡河することになっている。低コストの工法の調査を含め再検討する余

地はないか。  

（答弁）上野水道課長  

平常時は、現在の計画ルートで送水し、災害等で新高橋側からの送水がで

きなくなる非常時のバックアップ機能として共同浄水場側から直接、送水す

る方法について、鳴門市と早期に協議を進めていく。  

（質問２）防災小説のすすめ  

土佐清水市では、中学校における防災教育として、自分を主人公として未

来で南海トラフ地震及び大津波に遭遇する小説を書く取り組みをしている。

北島中学校も取り組んではどうか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

児童生徒が自ら考え主体的な行動につながる想像力を養うことや、当事者

意識を持つことに効果的であるため、参考にしていきたい。  

（質問３）３回目のワクチン接種について  

今月から新型コロナワクチンの３回目接種が医療従事者を対象に開始さ

れる。高齢者は来年２月から、６４歳未満は５月からというが、前倒しでき

る見込みはないか。  
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（答弁）井住健康保険課長  

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施要領により、本町でも２回

目接種後８ヶ月を経過した方から順に追加接種を進めている。前倒しは、同

一保健所管内の複数の医療機関等でクラスターが発生した等の限られた条

件下でのみ例外的に可能としている。  

（質問４）ぐるぐるバスの信号無視  

三ツ合橋東詰の交差点でぐるぐるバスが信号無視をする情報提供があっ

た。  

①運転手の雇用形態はどうなっているか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

北島町社会福祉協議会の嘱託職員２名が、交代で運行している。  

（質問４）  

②当該運転手は現在でも運転しているか。その場合、何らかの処分は行われ

たのか。  

（答弁）粟田社会福祉課長  

今回の指摘を重く受け止め、北島町社会福祉協議会とともに、一層の交通

法規の遵守と安全運転の徹底について協議した。交通法規を遵守し、安全運

転に万全を期するよう徹底していく。  

 

増谷禎通議員  

（質問１）北島町の土地利用問題について  

第５次振興計画の骨子は「みどりあふれる住みよい町づくり」であり、平

成２８年に策定され今年が５年の中間点である。  

①この５年間に、農地が工場用地に転換された面積は何ヘクタールくらいか。 

（答弁）中西まちみらい課長  

平成２８年から令和２年の５年間で合計６．３ヘクタールとなっている。 

（質問１）  

②この５年間で緑地面積は、いくら増えたか。  

（答弁）片岡建設課長  

主に町北部を中心に開発した企業内に存在するもので、面積は４，１１２
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㎡となっている。  

（質問１）  

③土地利用計画構想には「無秩序な市街化の拡大を抑制すること」となって

いる。松茂インターの実現で、工場や運送、倉庫業が建設され、これに伴う

道路整備や公園整備が追いついていない。北島町土地開発公社による公園も

含めた開発をすべきであるが、見解を求めたい。  

（答弁）片岡建設課長  

緑地を確保するためには、既存の公園の再整備や新たな公園の設置なども

必要になってくる。  

（質問１）  

④中村字福神地区での用地開発は、食品の卸売業であり、周辺にも運送業者

があり、交通事情は逼迫している。この開発には、道路改良と緑地の確保及

び水路の整備を許可条件とすべきであると考えるがどうか。  

（答弁）片岡建設課長  

計画地内の道路・水路の整備、緑地の確保、また災害時の一時避難場所な

ど条件を定め、進出企業にも協力をいただき取り組んでいく。  

（質問１）  

⑤最近の工業開発による各事業所の従業員数と北島町内で雇用された労働

者数は何名か。  

（答弁）中西まちみらい課長  

ＹＧＫドーム周辺の進出企業は七社で、従業員は３６２人、うち町内在住

者が４８人となっている。  

（質問２）物品購入契約問題について  

①９月議会で提案された、ログハウス空調機の購入価格について再提出を求

めたが、その価格には疑問がある。町財政といえ町民の税金である。自分が

エアコンを購入する感覚で検討すべきではないのか。  

②私は、実際に自宅のエアコンを今回提案の１８畳用の中級機に交換する見

積をとった。見解を聞きたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

再度町内外の数社の販売店より、家庭用、業務用の見積もりをとり、また
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大手家電量販店からも見積をとった結果、その中で最も低い金額を設計価格

とし、進めている。  

（質問２）  

③経費削減のため、パソコンやコピー機等の購入は総務課での一括購入を進

めてきた。これは一重に経費削減のためである。見解を求めたい。  

（答弁）藤髙総務課長  

物品購入・業務委託等事前に調整を図り、取りまとめを行う部署で入札を

実施している。今後も引き続き取り組んでいきたい。  

（質問３）健康福祉問題について  

①後期高齢者の人間ドック、脳ドックの受診者が、平成３０年から激減して

いる。要因は何か。  

（答弁）井住健康保険課長  

後期高齢者は医療機関での受診による検査機会が多いことや県広域連合

が実施する無料の健康診査に移行したためと考えられる。  

（質問３）  

②以前から、人間ドック、脳ドックの補助金は、年度内に受診した診断書と

領収書を提出すれば補助申請できるように改善すべきであると質問してき

たが、改善されていない。見解を聞きたい。また職員の場合はどうなのか。 

（答弁）井住健康保険課長  

健康維持・増進からいつでも受診できる体制は重要であるが、実施可能な

医療機関との契約や費用など課題もあるため、実施方法など前向きに検討し

ていく。  

（答弁）藤髙総務課長  

町職員の人間ドック・脳ドックの本人負担・助成金は、検査費用額から共

済組合・町・互助会よりの負担金を差し引いた金額を受診当日に検査機関窓

口に支払いしている。  

（質問３）  

③新型コロナウイルス感染拡大で全国的にがん検診率が激減しているとき

く。検診率が減り、早期発見されず重症化するのではないか。町の状況はど

うか。  
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（答弁）井住健康保険課長  

国立がん研究センターによると２０２０年にがんと診断された方が、前年

より約６万件減少したと発表され、初期段階の患者が大幅に減少している。

北島町も子宮がん検診以外は減少している。  

がん検診は、感染症対策を徹底し実施しているため、安心して受診できる

ことを広報・啓発していく。  

（質問３）  

④新型コロナウイルスワクチンは第３回目の接種が始まろうとしているが、

２回目以降８ヶ月となっているが、６ヶ月との話もある。北島町はどうする

のか。  

（答弁）井住健康保険課長  

北島町も２回目接種から８ヶ月が経過した方から順に接種券を発送して

いる。  

（質問４）公選法問題について  

北村郵便局の金網に、自民党衆議院議員のポスターが貼られていた。民営

化されたとはいえ、公選法に抵触しないのか。  

（答弁）飯坂住民課長  

ポスターは隣の農地所有者が掲示しており、郵便局と関連する物ではなか

った。  

 今回の個人所有地に掲載される物の掲示・撤去に関して法的明記はない。 

（質問５）教育問題について  

①オミクロン株をめぐり、１１月末より全世界の外国人の入国が禁止され

た。来年度の中学生の国際交流事業はどのようにするのか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

入国制限措置がいつ解除されるか未定であり、変異株等で海外渡航が困難

でもあり、他国の感染者数の増加傾向などを鑑み、来年度も中止する決定を

した。  

（質問５）  

②寒い季節になればスラックスの方が良いと思うが、校則にはない。スラッ

クスを基準としスカートも選べるとした場合は、ＮＨＫの放送によると４
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０％がスラックスを着用するようになったとの結果が出ている。校則の規定

を変えるべきであると思うが、答弁を求める。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

町内小中学校の校則等は、いわゆるブラック校則ではなく、直ちに見直す

内容はないと考える。社会環境や児童生徒の状況の変化に応じて、児童生

徒・保護者との間に共通理解を持つようにしていきたい。  

（質問５）  

③校則問題では、髪型やＴシャツ・上履きの色など、他の学校のようになら

ないか。生徒会などとの話し合いはできないのか。  

（答弁）森本教育委員会事務局長  

児童会や生徒会の場で主体的に考えさせる機会を設けるよう、指導してい

きたい。  

（質問５）  

④政府は貧困、児童虐待防止の観点から情報を一元化するデータベースを構

築する。北島町もデータベース化に取り組むのか。メリットはあるのか。  

（答弁）朝野子育て支援課長  

今後国の動向を注視しながら情報収集し、関係各課と連携をとり有効に活

用できるよう検討していく。  

（質問６）北島町の観光事業問題について  

①先般、産業建設常任委員会でひょうたん島クルーズを開催した。今後もイ

ーストとくしまと定期的に検討会を実施し、事業計画を補助事業とする方法

や国県への働きかけを行うべきであると感じたが見解を求めたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

現在イーストとくしまが実施する旧吉野川とその支流における観光資源

調査事業を活用し、新たな観光資源の発掘を期待しており、今後も国、県な

ど関係機関と協議を進め、事業実施の方法を模索していきたい。  

（質問６）  

②来年度は、きたじまるしぇとひょうたん夏祭りを統一すると予算３５０万

円になる。高房商店街だけでなく、ひょうたん祭り実行委員会をつくり、商

工会・議会・きたじまるしぇの役員も含め検討すべきであると思うがどうか。 
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（答弁）中西まちみらい課長  

来年度の開催に関しては、ご指摘の内容も踏まえ、関係機関と協議を深め、

最善の方向性を探りたい。  

（質問６）  

③イーストとくしまの協力をいただき、堤防下の歩道に桜や紅葉などを植栽

して、観光名所づくりに観光庁などの補助金制度を利用すべきであると考え

るがどうか。  

（答弁）中西まちみらい課長  

北島町単独で観光庁や文化庁の補助金を受けるのは難しいため、板野郡内

５町が共同し、観光資源の開発に要する事業として申請するなど、事業を進

めたい。  

（質問６）  

④海上タクシーの定期航路化の実現のために、国土交通省と、桟橋設置など

協議されたい。  

（答弁）中西まちみらい課長  

町内に常設の桟橋を設置している箇所はないため国や関係機関と周辺施

設の整備も含めて協議していきたい。  

（質問７）ペーパーレス化問題について  

①勝浦町議会は一般質問でもタブレットを使用し、議場のモニターや各議員

のタブレットにも映し出し、一般傍聴席にもよく分かった。北島町も早急に

ペーパーレス化に取り組んでいただきたい。  

（答弁）藤髙総務課長  

ペーパーレス化は町議会とともに検討し、本町のデジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）の一環として、ペーパーレス化が住民にも、よりわかり

やすく、また利便性を高めていくよう取り組んでいく。  

 

 

 

 

 


