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佐々木紀子議員

１.町立保育所周辺での交通安
全対策について
　町立保育所東側の保護者専用
駐車場へ向かう道路について、
車の往来速度に危険を感じる。
減速を意識・啓発される表示を
してはどうか。

　現況確認や関係機関等との協議
を実施し、効果的な交通安全対策
の施行ができるよう取り組みた
い。

　町立保育所東側の道路におい
て、通過車両の減速を促す指導線
および路面標示を発注済みであ
る。

建設課

２.液体ミルクを災害備蓄に
　液体ミルクを備蓄する自治体
が急増している。本町でも「流
通備蓄」を優先して再検討して
はどうか。

　液体ミルクの備蓄については
「流通備蓄」が効果的と考えてい
る。また、内閣府が「物資調達・
輸送調整等支援システム」の強化
を進め、液体ミルクも支援物資に
含まれている。今後も避難所での
ニーズに応じた物資が、安定的に
供給できる体制づくりに取り組ん
でいきたい。

「物資調達・輸送調整等支援シス
テム」運用訓練等を実施し、災害
時の物資調達体制づくりに取り組
んでいます。

危機情報管理課

３.子どもはぐくみ医療費助成
における町の支援について
　子どもはぐくみ医療費助成事
業の給付対象年齢を、１８歳の
高校生終了までに拡大してはど
うか。
①現在、町内在住の０歳から１
５歳までの人数と１８歳までの
人数を聞きたい。

　令和２年１月末現在、０歳児か
ら１５歳までの人数は３，７７４
人、０歳から１８歳までの人数は
４，４５３人である。
　平成３０年度の実績は、年間１
７，０６３千円である。

「左記により完結」

民生児童課

②高校生と同じくらいの人数と
思われる中学生の昨年の１年間
の本町での医療費助成額を聞き
たい。

　現在の制度である中学修了まで
の助成費は、県の補助対象となっ
ており、助成額の２分の１は県費
が充当されている。様々な機会を
捉え、財政支援の拡充を県に要望
してきたい。

今年度は、まだ要望の機会を得て
いないが、今後も要望していく。

民生児童課

４．骨髄バンクドナー登録の推
進と助成について
　骨髄バンクへのドナー登録の
推進・啓発に対して本町は、ど
のような取組がなされているの
か。
①本町の造血管細胞移植数、ド
ナー登録数は何人か。

　本町の移植数や登録数について
は、個人が特定される恐れがある
ため、非公開としている。
　一般社団法人日本造血細胞移植
データセンターの統計情報では、
徳島県の造血管細胞移植数は、１
９９１年から２０１７年までで６
６５件、２０１７年の１年間では
２８件となっている。
　ドナー登録数は徳島県で２，５
０８件である。

「左記により完結」

保健相談センター

②ドナー助成制度を創設しては
どうか。

　県内では、阿南市が平成３０年
４月より始めている。本町では、
町報やホームページで広報し、骨
髄バンクの役割や支援の必要性を
周知しつつ、ドナーの募集に努め
たい。

令和３年度より、骨髄・末梢血管
細胞を提供するドナー及びその雇
用事業主に対して助成事業を開始
します。（県1/2、市町村1/2）
【ドナー】１日につき２万円
※ただし１人１回の提供に対し７
日間を上限とする。
【事業所】骨髄等を提供した者１
人につき５万円

保健相談センター

５．認知症サポーターの養成と
推進・啓発及びサポーターの活
動の活性化について
　県内の多くの自治体が、認知
症の方やその家族を支援する
「認知症サポーター」の養成に
力を入れている。
①サポーターの増加に向けて、
どのような推進・啓発をしてい
るか。
②サポーターの活動の活性化に
対し、どのような取組をしてい
るか。

　今年度は若年性認知症への理解
を深めるため、その当事者の方の
講演会を医療と介護の連携事業に
おいて板野郡５町で開催した。夏
休みに、中高生を対象にしたサ
ポーター養成講座を実施し、ま
た、事業所などへの出張サポー
ター養成講座も行った。
　今後も認知症への理解を深めて
いく研修会などへの取り組みを進
めていきたい。

コロナの関係で、県外からの講師
を招いての研修会などが開催でき
ず、今までにサポーター養成講座
受講された方を集めての開催も実
施出来ませんでした。今後は,リ
モートでの開催なども含めての研
修会のあり方も検討しつつ取組を
すすめていきます。

地域包括支援セン
ター

令和２年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応



中野真由美議員

１．LGBTに関する取組について
　本町において、性的少数者で
あるLGBTのカップルを公的に認
めるパートナーシップ制度を導
入してはどうか。

　町民憲章にもあるとおり、本町
は１人ひとりの人権を大切にして
いきたいと考えており、制度の導
入について、先進地の事例等を調
査し検討を行っていく。

現在準備中
（要綱 ３月施行　４月１日適
用）

住民課

２．子どもはぐくみ医療助成制
度について
　子どもはぐくみ医療の助成を
１８歳まで拡充している市町村
は、県内で令和元年度には１６
市町村に増えている。県下の３
分の２の自治体が引き上げてい
るので、本町でも助成を１８歳
までに拡充してはどうか。

　対象年齢拡充に伴う財源を町単
独で負担するには、大変厳しい状
況である。中学修了までの助成費
の２分の１は県費が充当されてお
り、財源確保に向け、県の補助金
交付の対象年齢を１８歳までに拡
充されるよう、引き続き要望して
いきたい。

今年度は、要望の機会を得ていな
いが、今後も要望していく。

民生児童課

３．移動式トイレについて
　防災時またはイベント時に使
用できるトイレトレーラーの購
入について、総務省消防庁の緊
急減災・防災事業債の仕組みを
活用し、購入してはどうか。

　トイレトレーナーは、保管場所
の問題や、その後の維持管理費等
の課題があり本町において単独で
導入・運用することは難しいもの
と考えており、簡易トイレ等の備
蓄物資の充実を引き続き進めてい
きたい。

簡易トイレの備蓄など、順次進め
ています。

危機情報管理課

板東泰史議員

１．カーブミラー注意板につい
て
　カーブミラー注意板は鉄板等
でつくられている。古いものは
錆びついて完全に赤錆色にな
り、字が読めないものが多い。
①設置基準として注意板は必要
なのか。また、字が読めない状
態でも構わないのか。
②現状のカーブミラーの本数
と、注意板の状態は把握してい
るか。

　カーブミラーの注意板は、「道
路反射鏡設置指針」において、原
則、その支柱に設置するよう定め
られている。著しい劣化が確認さ
れたものは、順次補修を行ってい
る。
　維持管理として、約１，０００
本のカーブミラーを地図台帳に位
置及び構造等を付記したもので管
理している。注意板の詳細な状態
は把握しておらず、維持管理方法
の先進事例等を調査研究していき
たい。

　今後とも、カーブミラーの劣化
や破損の対応と共に、劣化した注
意板の更新を行っていく。

建設課

２．災害時のトイレについて
　東日本大震災から９年になる
が、避難所で一番困ったのは、
トイレ問題であったと認識され
つつある。
①日中の発災時に車中にいるこ
とは十分予想できるため、公用
車に車載用防災バッグを啓発も
兼ね、備え付けてはどうか。

　公用車への防災用品の備え付け
は効果が高いと思われる。必要な
防災用品の内容等、検討していき
たい。

　公用車に救助工具セットとヘル
メット等の配備を図っていく。

総務課

②平時は防災倉庫として使用す
る屋外トイレについて、町施設
の整備の折などに導入を検討し
てはどうか。

　災害時の避難所運営対策とし
て、マンホールトイレの整備や簡
易トイレ等の備蓄を行っている。
今後も、備蓄品の充実等を進めて
いきたい。なお、新たに施設等の
整備をする際には参考にしていき
たい。

簡易トイレの備蓄など、順次進め
ています。

危機情報管理課

３．北島町東部における町施設
の必要性について
　松茂町と隣接する３団地付近
には、小規模の老人憩の家しか
ない。東部の南北にできれば１
つずつ、駐車場を備えた投票所
として利用できる施設を設置で
きないか。

　町有施設の多くが竣工から相当
年数経過し、改修を必要としてい
るため、まずは既存施設の整備を
優先し、新規施設の必要性につい
ては、施設の統廃合などにあわせ
て検討していきたい。

「左記により完結」

総務課

橋本典幸議員

１．新型ウイルスの対策につい
て
　新型コロナウィルス感染症へ
の対策として、発症が疑われる
場合、｢まず保健所に連絡・相
談すべき｣と報じられている。
この対応方法や予防方法を新
聞・ケーブルテレビ等と連携を
図り、住民に周知すべきと考え
るが、いかがか。

　現在、国を挙げて取り組んでお
り、町としては、予防方法をケー
ブルテレビや町報３月号により周
知し、ご自身の症状に不安な場合
は、気兼ねなく徳島保健所へ相談
されるようお願いしている。各課
と連携を図り、情報収集に努めて
対処したい。

ケーブルテレビや町報R2.3月号に
より、新型コロナウイルス感染症
の予防や問合先等について、周知
を行っています。各課とも連携を
図り、情報収集に努め対応してい
ます。 保健相談センター



（質問２）新型ウイルスの影響
について
　国では、密集・密接・密閉状
況を避けることや企業・事業所
に対し、時差出勤を推奨してい
る。各種報道からは、スポー
ツ・催し物等の中止･延期の対
応も伝えられている。
　今後の公共施設（庁舎・図書
館・体育館など）の運営方法や
利用について協議されている
か。更に学校行事への影響につ
いても伺う。

　県内で感染者が確認されたとの
報道等を受け、町主催イベントの
中止や延期とともに町以外のイベ
ント主催者に対し、中止・延期の
要請を行っている。その内容につ
いては、町ホームページ・町報・
ケーブルテレビ等で広報を行って
いる。

　感染症拡大防止対策等において
は、各種媒体により広報に努めて
いる。

総務課

　政府からの全国の小中学校、高
等学校及び特別支援学校における
一斉臨時休業要請を受け、本町も
３月２日から３月２４日までの
間、町内小中学校の休業を決定し
た。
　今後の入学式や入園式等の行事
などは、日々変わる状況を迅速に
捉え、判断し、教育委員会、各小
中学校、幼稚園で検討のうえ開催
決定するとともに、開催に際し、
それが感染拡大の機会とならない
よう充分に配慮し、保護者含む関
係者各位にもご理解とご協力をお
願いしていきたい。

以後の学校行事については、状況を
確認のうえ、開催・中止を決定してい
る。２年度卒業式・３年度入学式につ
いては参加者を最小限にとどめ開催
の予定。

教育委員会

増谷禎通議員

１．行政区変更問題について
　福島県市町村振興協会が発行
する「市町村境界変更の手引
き」によると、「住民生活上の
理由による境界変更」として、
日常生活の利便性や、行政サー
ビス等を隣接の他町村より享受
している区域を境界変更により
他団体に編入するというものが
ある
　北島町の行政区変更は、まさ
にこれに該当するため、是非こ
の境界手続きを参考に徳島市と
交渉を進めていただきたいが、
見解を聞きたい。

　現在、徳島市に本町の要望事項
や現状と課題等について協議を
行っている。今後は「市町村境界
変更の手引き」を参考に進めてい
きたい。

　新型コロナウイルスの感染症拡
大防止対策に各自治体での対応が
重点課題となり調整に時間を要し
ているので、今後調整に努める。

総務課

２．振興協会活用問題について
　宝くじの助成事業には、ス
ポーツや文化活動に対する助成
が行われている。北島町も積極
的に活用すべきであると考える
が見解を求める。

　徳島県市町村振興協会による助
成金事業については、令和元年度
は、とくしま創生推進事業助成金
事業で備蓄食料及び防災備品の購
入費として３００万円、ハロウィ
ンジャンボ宝くじ市町村交付金と
して国際交流事業及び図書の購入
費に３，４５６千円助成される予
定である。
今後も地域活性化のため、積極的
に活用していきたい。

　令和２年度は、ハロウィンジャ
ンボ宝くじ交付金として3,224千
円交付があり図書購入費（図書
館・創世ホール）とした。また、
とくしま地域づくり推進事業助成
金は、制度改正があり助成額の見
直しにより2,000千円の交付予定
となっている。本事業について
は、備蓄物資の購入費としてい
る。

総務課

３．児童館問題について
　南児童館・中央児童館・北児
童館は建設されて２０数年にな
る。東や西は建設以来改修され
ていない。児童数が増加してお
り、防災施設も兼ねて建替えを
し、収容数を増やす検討をすべ
きであるが、見解を求める。

　東児童館と西児童館は、平成２
５年度に、耐震補強工事に併せ大
規模改修工事を行っている。建替
えの際には、防災機能も兼ね備え
た施設を検討していきたい。

「左記により完結」

民生児童課

４．保育行政問題について
　新保育園建設や、幼稚園の２
年保育により、既存の保育園の
経営が厳しくなってきている。
経営の成り立つ児童配分はでき
ないか。

　令和２年度の保育園の入園につ
いて、０歳児以外は、各園とも満
員で、待機児童が生じている。利
用調整としては、できるかぎり保
護者の希望に沿えるよう努めてい
る。
　運営については、施設型給付費
として公費を給付しているが、制
度上の課題がある場合は、国や県
に制度の見直しを要望していきた
い。

「左記により完結」

民生児童課



５．ふるさと納税問題について
①北島町のふるさと納税の税収
の現状を聞きたい。
②ふるさと納税返礼品について
は、せっかく有識者を交えて体
制強化したのにそれが生かされ
ていないのではないか。

　令和元年度の状況は、令和２年
２月末現在、４８０件７，５３
４，０００円で、平成３０年度実
績の約８倍となった。検討会での
意見を参考に返礼品の強化や寄附
サイトの拡充を図った成果と考え
るが、今後も努力は必要であり、
新たな返礼品開拓等を進めていき
たい。

　令和２年度中に、新たな返礼品
として１３品追加した。また、
「かんしょ」と「れんこん」につ
いて掲載写真を工夫して情報提供
を行っている。

総務課

③ふるさと納税の使い道につい
て写真入りで紹介するなど工夫
が必要であると思うが、どう
か。

　町ホームページとリンクしてい
る寄附サイト「ふるさとチョイ
ス」において写真を掲載し寄附の
使い道を紹介しているが、今後、
使い道の内容や情報提供について
も工夫を行っていきたい。

　現在、町ホームページとリンク
している寄附サイト「ふるさと
チョイス」の写真のうち「かん
しょ」と「れんこん」について掲
載写真を工夫して情報提供を行っ
ている。 総務課

④少数精鋭で、会合の回数を重
ねて、経営経験のある有識者の
知恵を借りるべきではないの
か。

　ふるさと納税の業務は多岐にわ
たり、新年度には、システムによ
る発注管理や担当人数の検討を行
うとともに、有識者を交え、適宜
検討委員会の開催を行っていきた
い。

　本年度、新システム導入によ
り、返礼品の発注・発送・寄附情
報の管理が一括して行えるように
なり、業務の効率化が図れた。今
後も新しい返礼品の選定や取り組
みについて検討会を開催する。

総務課

６．国際交流事業について
①国際交流事業地をオーストラ
リアに変更すると聞いたが、１
０数年間お世話になったカナダ
のサレー市の教育委員会や仲介
業者に相談しているのか
②現在のアールマリオット校と
の姉妹校締結は、解消するの
か。

　サレー市教育委員会や仲介業者
には、これまでのご協力とご尽力
について、旅行会社を通してお礼
を申し上げた。
　昨年１１月カナダでの研修時
に、現地にて仲介業者から、研修
先を変更する場合の課題等もご意
見をいただき、参考にした。
　今後も姉妹校締結を続け、北島
中学校生徒会を中心とし、ＳＮＳ
を通じた学校間交流ができないか
引き続き模索していきたい。
　

アールマリオット校への手紙を送付。
年度末にも再度手紙を送付予定。

教育委員会

③国際交流事業の故坂井徳子氏
の寄附について聞きたい。
（土地・家屋）

　ご寄附いただいた鯛浜住宅は、
今年度に耐震改修工事を終了し、
８月より新たに招致する外国語指
導助手の住居として活用させてい
ただいている。

「左記により完結」

総務課

７．町道にある墓地移転問題に
ついて
　不動産業者による不法な登記
によって、毎日通行する町道に
墓地が存在する。到底許されな
い。是非、早急に移転していた
だきたいが、どうか。

　ご指摘の箇所の公図上に墓地は
あるが、道路の表面上には墓地の
形跡は見当たらず、通行等に支障
はない。しかし、墓地となる土地
の地権者及び相続人等について調
査を要する案件である。当時の開
発で墓地の処理が適正であったか
についても調査する必要がある。

　当該墓地について調査を行った
結果、20余名の地権者が存在する
ことが分かり、地権者の一名と交
渉を行い、相続登記の準備に向け
て進めている。 建設課

②町内に同様の事例はないか調
査されたい。

　現在の開発許可の基準では、土
地の地権者の同意等が必要なため
同様の事例は発生しない。町道等
における墓地の調査も行いつつ、
随時対応していきたい。

　今後とも、開発許可に際して
は、土地の現況や地目等に注意を
払っていく。

建設課

８．清掃事業について
　現在は、収集時にメロディー
を流していない。収集車が来る
のが分からないため、是非流し
てもらいたいと、高齢者より相
談があったが、どうか。

　現在、町内を４台で収集してお
り、午前中の早い時間のみメロ
ディーを流している。日中は、小
さい子どもさんの昼寝や、夜勤の
方に配慮し、メロディーを止めて
いる。今後も住民の意見を取り入
れながら、収集作業を行いたい。

住民の意見を取り入れながら、収
集作業を行っている。

清掃センター



９．８０周年事業について
①８０周年表彰の際、歴代の町
長や老人会の表彰や紹介もな
かったが、表彰の基準を聞きた
い。
②イベントについて、フラワー
ドームなど５００人以上収容で
きる広い会場をなぜ使わなかっ
たのか、事前に検討しなかった
のか聞きたい。

　表彰者の基準は、法令又は条例
等の規定による委員及び委員会の
構成員又は団体代表者で、５０周
年式典以降在職１２年以上の功績
顕著な方とし、感謝状は、ボラン
ティア事業等で活躍された方や団
体、町にご寄附いただいた団体等
を対象とした。
　会場は、舞台があって、音響設
備が整っており、町民憲章の式典
開催や午後の講演会へとスムーズ
な進行が図れることから図書館・
創世ホールとした。

「左記により完結」

総務課

③８０周年記念事業の一貫とし
て、フラワードームを改修し、
簡易な音楽会や、演劇などもで
きる移動式のステージにするこ
とと、音響効果を高めるため
ドームにカーテンを設置する検
討をしてはどうか。

　北公園総合体育館は、建設から
１８年が経過し、経年劣化によ
り、数年後には比較的大規模な改
修が考えられる。その際の設計に
は、音響への配慮も考慮し、財務
担当と協議のうえ、年次計画をた
て、改修・改築の検討していきた
い。

改修・改築の時期や規模を建物の
状態を確認しながら検討してい
る。

教育委員会

武山光憲議員

１．チュ―リップ公園沿いの道
路拡張について
　チューリップ公園南側の広い
町道へ繋がる道路について、対
向できない道幅の狭い町道があ
る。今後、町内で土地の造成さ
れる場合にも、先を見越した継
続的な町づくりが必要ではない
かと考えるが、どうか。

　ご指摘の道路は、車が対向する
には難しく、テニスコート改修計
画を進める際には、周辺の交通状
況も考慮し、必要に応じて土地の
買収等も視野に入れ検討したい。
　今後は「北島町都市計画マス
タープラン」に基づく基本的な方
向性を踏まえて、都市機能が適正
に配置されるような進めていきた
い。

　現在、該当路線沿いの地権者に
おいては、納税猶予の関係がある
ため寄付及び売買に応じていただ
くことは困難であるが、今後の状
況に応じて交渉を行っていく。

建設課

２．西高房地区の樋門工事につ
いて
　２０１０年３月以降、旧吉野
川からの越水と内水氾濫対策に
ついての住民説明会や、議員が
現地視察を行ったが、内水氾濫
対策の樋門工事については、対
策が進んでいない。今後の進捗
状況はどうか。

用地交渉や、西高房第二樋門にお
いてポンプ設備の設置要望を国土
交通省に行ってきたが、現状前向
きな進展はなく、今後は非常設設
備の導入により、当該地区の内水
被害対策を図ることができないか
等の検討を行っていきたい。

　国土交通省では、ポンプ施設の
設置および樋門の改修も行う予定
は無いうえ、町による施設設置も
困難であるが引き続き協議を行っ
ていく。また、豪雨時にはエンジ
ンポンプの設置も検討していく。 建設課

３．終活ノートの活用と家族間
での共有について
　終活ノートには、蘇生だけで
なく、延命措置の有無について
の項目もあるが、記載があって
も、家族間で共有していなけれ
ば、本人の意思が尊重されな
い。これらの課題に、本町はど
のような取組をしているのか。

　医療行為について記載する「事
前指定書」や終活ノートなどを利
用し、ご自身の考えをご家族と相
談し、話し合うためのものとして
「人生会議」というものがある。
「人生会議」についての研修会を
住民の方を対象に実施した。ま
た、終活について、希望される老
人クラブの各支部において普及・
啓発に努めている。

終活や、今後のことについては、
引き続き相談対応を行い、検討す
る機会を持てるように広報に努め
ていきます。

地域包括支援セン
ター

４．７５歳以上対象のフレイル
健診（衰えチェック）
　厚生労働省が健康寿命の延伸
や、要介護になる手前の人を把
握するために、７５歳以上を対
象に２０２０年度に新たな健診
を導入するとしているが、本町
の予算と態勢はとれているの
か。

　高齢者の健康診査は、後期高齢
者医療広域連合が実施主体であ
り、予算は広域連合で計上されて
いる。健康事業については、次年
度より広域連合からの委託事業と
して、保健事業・介護予防担当者
等が連携して高齢者の生活改善や
重症化予防に取組むよう進めてい
る。

継続して高齢者の健康保持に努め
る

保険福祉課

５．介護予防交付金の自治体競
争について
　保険者機能強化推進交付金に
ついて、本町では評価が上が
り、増額しているのか。また、
２０２０年度の新たな取組はど
うか。

　評価については、各年度におけ
る評価項目数及び配点が異なって
おり、点数の比較は難しいところ
であるが、交付金額は増額となっ
ている。
　また、２０２０年度から高齢者
の心身の多様な課題に対応した、
きめ細かな支援を行うため、保険
事業と介護予防の一体的な実施に
取組んでいきたい。

高齢者の保健事業と介護予防の一
体的事業に継続して取組み、地域
課題の分析と対策について、多職
種が連携して実態に即した介護予
防事業に取り組んでいく。

保険福祉課

６．公共施設における非常電源
確保について
　庁舎等に設けた非常用電源に
ついて、７２時間以上の稼働が
できるのか。また、浸水対策の
状況はどうか。

　庁舎における非常用発電設備の
稼働時間は、７２時間の仕様と
なっている。また、浸水対策とし
て、庁舎増築時に非常用発電設備
を高所に設置している。

「左記により完結」

総務課



　幼稚園・小学校を含む公共施設
については、基本的には土日・祭
日等は閉館しているが、平日は使
用可能であるので、掲示箇所を考
え、検討していきたい。

掲示箇所を決め、設置をしてい
く。

教育委員会

　サンフラワードームやサンビ
レッジ北島といった公共施設や、
町内商業施設にＡＥＤが設置され
ている。
　また、町内コンビニエンススト
アについて、問い合わせした範囲
では、ＡＥＤは設置されていない
ようである。なお、過去５年間で
の利用実績は、把握できていな
い。職員の普通救命講習を、毎年
実施している。

「左記により完結」

危機情報管理課

８．小中学校の廊下に設置して
いる消火栓の訓練について
　教職員による消火栓の訓練
は、継続的にされているか。ま
た備蓄倉庫の入り口には、備蓄
一覧表の表示がされているか。

　現在、小中学校において、消火
栓を使用しての放水は火災訓練の
メニューには組み込んでいない。
　今後、各校の新任を含む職員に
は、万が一の事態に備え、研修を
行いたい。
　なお、備蓄一覧表や備蓄品在庫
については危機情報管理課と連携
し、可能な限り最新の状態を掲示
できるよう努める。

小中学校に訓練内容を再考するよ
う通達をしている

教育委員会

９.小中学校でパソコンかタブ
レット１人１台配備について
　国は、小中学生にパソコンか
タブレットを１人１台、２０２
４年度までに無償で配備する方
針を固めている。また、小中学
校の有線・無線の校内ＬＡＮ整
備費も補助する方向である。
　今後の財政状況や児童・生徒
数、補助率等を考えると、本町
の予算はどれぐらい必要か。
学校授業におけるＩＣＴ支援員
活用について、本町の現況はど
うか。

　校内ＬＡＮ整備については、国
の今年度補正予算のみの補助メ
ニューとなり、事業費２分の１の
補助金を活用し、ＬＡＮケーブル
等の規格を標準仕様にする等、本
議会へ約３，８００万円を補正予
算で計上している。
　学習用端末整備については、２
０２３年度までに１人１台の端末
整備を行うもので、１台につき４
５千円の補助金が交付される。
　授業等に必要なソフト等は補助
対象外となり、予算の概算は、１
億５千万円程度と考えている。

校内通信環境を改修、個別タブ
レット購入契約済。学習用ソフト
等については現在調整中であり予
算化の予定。

教育委員会

②学校授業におけるＩＣＴ支援
員活用について、本町の現況は
どうか。

　プログラミング教育の本格始動
に向け、今年度下半期より小学校
３校においてＩＣＴ支援員を活用
し、各校月２回ほど授業にサポー
トしていただいている。

本年度は継続の予定。

教育委員会

伊勢政二議員

１.学校経営支援事業について
　小中学校を退職した校長が自
らの経験を踏まえて現職の校長
らの管理職にアドバイスを行い
支援する「学校経営支援事業」
を導入することを提案したい。
教育委員会としては校長ら管理
職を支援し、学校全体の充実に
取り組んでもらいたいと考え
る。

　現在、小中学校の校長は複数校
での校長職を経験しているが、今
後の異動で経験の浅い校長が赴任
することも考えらる。ご提案の趣
旨を十分に理解し、今後の検討課
題としていきたい。

県教育委員会の動向を注視し検討
していく。

教育委員会

２.個人賠償責任保険について
　「認知症になっても安心して
暮らせる町」を目指して、「個
人賠償責任保険」という民間の
保険を使った自己救済制度を北
島町が独自に導入することを提
案したい。本人に代わり、町が
保険料全額（年間１人当たり
１，０００円～２，０００円）
を負担するものであるが、見解
を聞きたい。

認知症の方に優しい地域づくりと
して、まずは、認知症高齢者のＳ
ＯＳネットワークの構築に向けて
取り組み、情報を十分把握できる
ようにし、個人賠償保険の導入に
ついても介護保険制度との整合性
を図り、検討していきたい。

2月に認知症高齢者ネットワーク
を設置し、地域における見守り体
制の構築に向けて取り組んでい
る。
今後、関係者と認知症対応につい
て協議を行い、検討していきた
い。

保険福祉課

３.公契約条例制定について
　公共事業を受注した全事業者
に対し、最低賃金など労働者の
適正な労働条件の確保を求める
「公契約の基本を定める条例」
を制定することを提案したい。
公共事業・サービスの品質向上
を目指すと共に、適正な労働環
境を確保して地域経済の発展に
つなげるのが目的であるが、見
解が聞きたい。

　公契約条例を制定すると、請負
業者からの報告の求めや立入検査
を行うことができ、適正な労働条
件の確保や、地域経済の発展にも
つながるというメリットもある
が、一方で契約額の増加により町
財政への負担増も考えらる。今
後、先進事例なども参考に、研究
していきたい。

　引き続き県内の動向を注視しつ
つ検討していく。

総務課

７．ＡＥＤのわかりやすい設置
表示
　ＡＥＤは、ほとんどの公共施
設で設置されているが、外部へ
は無表示であったり、玄関で表
示する場合が多い。表示方法を
工夫してはどうか。日曜・祭日
に利用可能な施設や、コンビニ
での設置状況はどうか。また、
ＡＥＤの過去５年間の利用件数
は何件か。職員の救命講習・図
上訓練の実施状況について聞き
たい。



４.スマホ蓄電池設置について
　災害時の大規模停電に備え
て、スマートホンの充電用に蓄
電池を町内の数箇所に設置する
ことを提案したい。蓄電池は
スーツケース型で一度にスマホ
４０台が充電でき、太陽光発電
の機能が備わっているものであ
る。

　災害時の電力確保のため各避難
所等に発電機を設置しており、ガ
ソリンを燃料とする発電機は燃料
を確保する必要もあるため、令和
２年度にソーラーパネル付き蓄電
池２台の購入を当初予算に計上し
ている。

ソーラーパネル付き蓄電池等の導
入を進めています。

危機情報管理課

５.消防署員にパワースーツ導
入について
　消防本部の救急隊員の身体的
負担を軽減するために、作業支
援用のパワースーツを導入する
ことを提案したい。
下半身への負荷を最大４割軽減
でき、２～３０秒で装着可能で
ある。緊急出勤や女性隊員にも
負担なく救急活動に望むことが
できるようである。

　現在、板野東部消防組合にはパ
ワースーツは導入されていない。
救急隊員の身体的負担を軽減で
き、導入実績のある消防署もある
ため、導入について勧奨していき
たい。

板野東部消防組合に対して、パ
ワースーツ導入について、勧奨し
ています。

危機情報管理課


