
令和２年第３回定例会一般質問進捗状況

質問者 質問内容 答弁内容

伊勢政二議員

１.マナーアップ条例制定につ
いて
　近隣から迷惑を強いられてい
る、犬のフン害や騒音・悪臭・
空き家の雑草・ゴミ屋敷・迷惑
駐車等に対して、迷惑行為防止
を基本とした「北島町マナー
アップ条例」を制定することを
提案したい。

　現在、本町には｢北島町ポイ捨
て及び犬のフン害の防止に関する
条例｣が制定されているが、依然
として迷惑行為が見受けられる。
現行の条例を見直し、他市町村の
事例を参考にしながら、制定に向
けて検討していきたい。

町民に対する迷惑防止への
対応と基準等が多岐にわた
り、また慎重に進めなくて
はならないので、制定まで
はまだ検討中。

まちみらい課

２.創世ホール使用料の半額助
成について
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、大勢の人が集ま
る行事が開催できていない。今
後、一般向けの貸出し使用料の
２分の１を助成し、「創世ホー
ル等における新型コロナウイル
ス感染症拡大予防ガイドライ
ン」を制定し、広報を行い、公
演の開催を支援したいと考える
が、どうか。

　現在、ホールを利用する場合、
マスク着用と手指のアルコール消
毒に加え、客席の半分程度の使用
をお願いし、密接を防ぐため、出
入り口・ロビーの窓をすべて開放
している。そのため、利用は激減
し、収入はほとんどない。この状
況を打開し、利用を増やすために
も半額助成は大変有効だと思わ
れ、ぜひ検討したい。
　ガイドラインについては、町の
｢北島町新型インフルエンザ等対
策行動計画｣に基づき、図書館・
創世ホール独自のものを策定でき
るよう検討していきたい。

　ホール利用者に聞き取り
調査をしたところ、使用料
の問題よりもコロナウイル
ス感染予防のための席数の
半減により利用できない状
況がホールを借りられない
一番の理由となっているこ
とがわかったため半額助成
については見合わせてい
る。
　ガイドラインについては
検討中。

図書館・創世ホール

３.固定資産税ゼロについて
　本町の永住人口対策として、
新築住宅の固定資産税の負担を
入居開始から３年間、実質ゼロ
にする補助金の導入を提案した
い。また、町内業者に建築を依
頼した場合は、さらに２年間の
負担を実質ゼロにする追加措置
も提案したい。

　本町は、人口規模の維持と、地
域の活力を持続するため｢北島町
総合戦略｣を策定し、様々な施策
に取り組んでいる。ご提案の補助
金は、定住促進に有効と考えら
れ、同様の制度に組む自治体の状
況や費用対効果等を研究し、検討
していきたい。

現在のところでは、各市町
村の先進導入事例と共に、
その後の効果の検証など検
討を続けたい。

まちみらい課

４.水道基本料金免除について
　新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う緊急の経済支援の一環
として、全ての水道加入者対象
に、水道基本料金免除を提案し
たい。

　水道基本料金免除は公平かつ有
効な経済支援策の１つであると考
えるが、本町は鳴門市との浄水場
共同事業や大規模災害に備えた管
路の耐震化を計画的に進めてお
り、今後、多額の事業費が見込ま
れ、また使用料収入は減少傾向で
あるため、免除に踏み切れない難
しい面がある。
　今後も個々の家庭の事情に十分
配慮し、支払い猶予や分割納付な
どの相談に応じていきたい。

「左記により完結」

水道課

５.学校に消毒担当職員配置に
ついて
　新型コロナウイルス感染症防
止対策として、町内の各幼稚
園、小中学校に、校内の消毒作
業を行う専門の職員を１人ずつ
配置し、教職員の負担を軽減す
る提案である。雇用期間は、今
年度末までとしたいが、どう
か。

　消毒作業職員の雇用について
は、ただちに学校現場と協議し採
用を検討したい。

消毒作業の業務委託を実
施。令和３年度も継続の予
定。

教育委員会

６.同性カップルに傷病手当を
　新型コロナウイルス感染症対
策の特例として設けられた国民
健康保険の傷病手当金につい
て、パートナーが同性の場合も
異性の夫婦同様に請求できるよ
うに、本町独自の制度を導入し
てはどうか。

　現在、本町では同性パートナー
シップ制度を導入してないが、今
後、この制度が導入され、町とし
ての基本的な姿勢が確立されて、
各種手続き等の取り扱いの見直し
を行う際に検討していきたい。

全庁において検討を行って
いく

保険福祉課

進捗状況及び今後の対応



中野真由美議員

１.養育費確保の取組みについ
て
　養育費は子どもの学びや生活
の維持に大変重要であり、海外
では様々な養育費の補助や立替
の制度化が整ってきている。
①婚姻の段階で、法務省作成の
子どもの養育に関する合意書作
成手引きを配布することを提案
したい。

　パンフレットの配布は、離婚届
の用紙を取りに来られた方へ配布
するようにし、また窓口でもわか
りやすく広報するように努める。

「左記により完結」

住民課

②養育費の未払いについて、自
治体が関与することに対する見
解を聞きたい。

　養育費未払いの解消には、様々
な法律問題や手続きがあり専門知
識が必要とされる。また、債務者
の財産情報を取得するためのプラ
イバシーの問題やＤＶ被害への配
慮などの問題もある。国の状況を
見ながら検討していきたい。

「左記により完結」

住民課

２.町内中学校の携帯電話持ち
込みについて
　文科省の有識者会議では、中
学校は一定の条件のもと、校内
への持ち込みを認める素案が示
された。現在の本町としての見
解を聞きたい。

　学校への携帯電話の持ち込み
は、原則禁止とする考えである
が、緊急の場合、またやむを得な
い事情がある場合は、持ち込みが
許可されるべきものと考える。文
科省の通知の趣旨を踏まえ、これ
までのガイドラインの検証・見直
しを行い、実情に応じた取組みの
充実を図っていきたい。

携帯電話の持ちこみに関し
ては、使用に対してのルー
ルを定めたうえで学校へ申
請し、校内持ち込みをでき
るようにした。

教育委員会

３.災害時のペット避難につい
て
　自治体の役割として災害時の
同行避難・飼育管理ができるよ
うに、平常時から飼い主に対し
て飼育・管理方法を普及啓発す
ることが挙げられている。
①同行避難時の知識等について
の資料を飼い主や動物病院に配
布することを提案したい。

　県獣医師会発行の啓発チラシ
を、防災訓練時・春秋の狂犬病予
防の集合注射実施時に配布してい
る。本課で作成のペット防災対策
ガイドブックは、窓口設置やホー
ムページにも掲載している。今後
は、犬の登録時に配布し、また、
引き続き町内の動物病院への設置
と配布をお願いしていく。

「左記により完結」

まちみらい課

②飼い主向けに同行避難や、避
難時のマナーについて、町主催
でオンライン講習会を行っては
どうか。

　町主催のオンライン講習会の開
催は、個人のネット環境を広く整
えることが難しいため、キューテ
レビ等で、飼養や同行避難に関す
る内容を放送していきたい。また
勉強会の開催についても取り組ん
でいきたい。

「左記により完結」

まちみらい課

４.インフルエンザワクチン接
種補助について
　現在、高齢者に対するインフ
ルエンザワクチンの接種は本町
から補助が出ているが、補助対
象を全住民へと拡充することを
提案したい。

　今冬は新型コロナウイルス感染
症とインフルエンザの同時流行が
懸念されている。
　日頃から住民の方１人１人がで
きるインフルエンザ予防方法を町
報やホームページにより啓発して
いきたい。補助対象を全住民へと
拡充することは、国の動向を注視
しながら慎重に検討していきた
い。

10月町報やホームページに
より、インフルエンザを予
防する有効な方法について
の広報しました。また今年
度は、重症化のリスクの高
い高齢者等を対象とした徳
島県の定期予防接種に係る
自己負担分の補助が行われ
ました。

保健相談センター

板東泰史議員

１.パンデミック下での避難所
運営について
　地震で長期避難となった場
合、新型コロナウイルス感染症
の症状を訴える避難者が出たら
どうするのか。
①避難所での検査が可能になる
見込みはあるか。
②指定医療機関に搬送が不可能
な場合、陽性疑いで隔離するの
か。

　避難所にて検査を行うことは困
難で、検査可能な機関に搬送する
必要がある。また、避難所での感
染症拡大防止を図るため｢感染者｣
｢感染の疑いのある方｣など一般の
避難者との完全な分離を行うこと
が重要で、それぞれ別の避難場所
等を確保する。

避難所運営マニュアル（新
型コロナウイルス感染症対
策編）を作成し、対応準備
を図っています。

危機情報管理課



２.給食センターへの超大型扇
風機導入について
　作業所用の超大型天井用扇風
機は、体感温度を下げ、消費電
力もエアコンの１割程度で済
む。導入の余地はないか。

　調理場での設置は、空気の流れ
による空気中の菌や浮遊物の懸
念、また衛生管理基準、建物の構
造や吸気と排気のバランスなど総
合的に検討する必要がある。今後
も夏季の給食提供に備えて、衛生
管理の徹底、調理員の体調管理な
どソフト、ハードの両面から最善
な方法を検討していきたい。

　スポットクーラーやアイ
スベスト等を導入し、調理
員の体調管理を図った。今
後も衛生管理基準に沿った
施設改善を検討していく。

給食センター

３.図書館・創世ホールの運営
について
①この夏、子ども向けスタンプ
ラリーが実施されたが、パンデ
ミックが収まらない期間におい
て、次回から対象を家族貸し出
し分まで拡大してはどうか。

　今年度のスタンプラリーは夏休
みに実施し、例年よりも多くの参
加者があった。１０月の読書週間
に合わせて、大人を含めたイベン
トをぜひ企画したい。

　読書週間に合わせて１０
月２７日～１２月１３日に
大人も含めたスタンプラ
リーを行った。参加者は
１，２４２人、１５ポイン
ト到達者は６９６人、３０
ポイント到達者は２５６人
でした。

図書館・創世ホール

②次回のパンデミックに備え
て、１００年後にも利用できる
資料を収集してはどうか。新
聞・雑誌や学校の案内などを、
一般の利用者がアクセスしやす
い状態にしておく等と、ぜひ検
討をすべきだと思われるが、ど
うか。

　新聞・雑誌等の記事を当館が
データ化し一般公開することは著
作権等の問題もあり難しいが、関
係図書の収集は、現在必要な図
書、また１００年後も役に立つ図
書を精査し、提供していきたい。

　関係図書は現在も収集
中。また、コロナウイルス
関係及び感染病対策に役立
つ図書を集めて展示コー
ナーを作り、注意喚起を
行った。 図書館・創世ホール

武山光憲議員

１.九州豪雨から排水機場管理
の検証
　昨年の東日本台風に続き、今
年も九州で水害があり、内水氾
濫で排水機場が浸水し、ポンプ
が機能しなくなった事例が出て
いる。
町内の５箇所の排水機場の一時
間の排出機能はどうか。電源
は、電気か自家発電か。またそ
れぞれの個数及び何ｍで浸水す
るのか。その場合は稼働できる
のか。現状はどうか。

　降雨時には主に｢鍋川・北島・
中央・江尻｣の四カ所の排水機場
で排水を行い、能力合計は約１２
万２千ｔ／時間である。各排水機
場では、エンジン駆動及び電動の
ポンプを「鍋川４基・北島３基・
中央３基・江尻６基」備えてい
る。「中央・江尻」は、機器類等
が高所にあるが「鍋川・北島」
は、万一場内へ浸水した場合、ポ
ンプが停止する可能性がある。
　排水施設の現況を把握し、土地
の利用状況を考慮した内水氾濫の
解析を行い、費用対効果を踏まえ
た効率的な排水対策を検証してい
きたい。

　令和３年度当初予算にお
いて、老門(江尻)排水機場
耐水化計画』を予算計上
し、内水氾濫に向けて耐水
化を図る予定である。ま
た、町北部地域にある鍋川
および北島排水機場におい
て、徳島県が事業主体とな
り『機能保全計画(長寿命
化)策定』を進めている。
なお『北島排水機場』は現
在施行中で『鍋川排水機
場』は令和3年度発注予定
となっている。

建設課

２.災害時の避難と感染症の対
応マニュアル
　新型コロナウイルス感染症の
影響で、従来の指定避難所以外
への避難が増える予想がされ
る。本町はサブ避難所を確保し
ているというが、避難所運営マ
ニュアルを作成し、情報開示し
ていくべきと考えるが、どう
か。

　感染症対応の避難行動について
は、ホームページ等で広報し、平
時から「避難行動判定フロー」の
確認をお願いしている。
　その時の避難所の開設と運営に
ついては、感染症対応避難所検討
会を実施し、感染症対策の課題や
関係部署の意見を反映した避難所
運営マニュアルの作成に取り組ん
でいる。
　今後も先進地の事例を収集し、
情報提供していきたい。

避難所運営マニュアル（新
型コロナウイルス感染症対
策編）を作成し、対応準備
を図っています。

危機情報管理課

３.避難切迫度を５段階で示す
「大雨・洪水警戒レベル」の
運用について
　レベル４において避難指示と
避難勧告の２つの表示があり、
わかりにくい。四月以降再検討
され、一本化されているか。ま
た、その情報提供をわかりやす
く発信しているか。

　警戒レベル４の中に避難勧告と
避難指示の２つの情報があるた
め、内閣府で一本化する案を取り
まとめ、来年度にも運用開始予定
である。
　現在は、警戒レベル４で全員避
難という形で広報している。

「左記により完結」

危機情報管理課



４.ふるさと散歩道キャラク
ター動画での配信
　本町の３体のキャラクターに
よる、動画で「残したい風景」
を発信してはどうか。

　本町を未来に残していくため
キャラクターを利活用した動画配
信を関係機関とも協議し、親しみ
やすく、わかりやすい魅力ある情
報発信ができるよう検討していき
たい。

　令和３年度ＨＰのトップ
ページの再構築を考えてお
り、わかりやすい情報発信
に取り組む。 総務課

５.避難所要支援者名簿を（明
確に拒否される方を除く）作
成し、名簿提供を原則とする
条例
　災害時における「避難行動要
支援者名簿」は住民の共助を促
す、また地域住民の安全のため
の基本情報である。提供を明確
に拒否する方を除き、名簿提供
を原則とする条例を制定しては
どうか。

　人命第一の観点から、名簿のあ
り方や課題の検証等を行い、平時
から避難支援関係者に名簿情報の
事前提供ができる条例制定につい
て、先進事例を参考に進めていき
たい。

要支援者名簿について、関
係課で連携したシステム導
入を計画している。事前提
供についても、並行して検
討していく。

保険福祉課

６.介護認定の二次審査での変
更
　要介護度の認定について、全
国共通の判定を全国９９％の自
治体が２次審査で変更してい
る。
　本町の介護認定審査会で独自
の基準があれば、明文化してい
るか。また、今年度要介護度を
引き下げた件数、引き上げた件
数とその比率（申請件数）はど
うか。

　要介護認定は、コンピュータに
よる１次判定と、それを原案とし
て介護認定審査会が行う２次判定
の２段階で行う。本町独自の基準
はないが、現状に見合った介護区
分になるよう、明確な根拠をも
ち、決定している。
７月までの審査件数は、４８５件
で、１次判定から引き上げた件数
は４件の０．８２％で、引き下げ
たケースはない。

「左記により完結」

保険福祉課

７.こども基金創設について
　県では徳島県安心こども基金
条例に基づき、「はぐくみ基
金」が創設されている。
　本町も地方自治法第２４１条
に基づき強く発信してはどう
か。

　将来を担う子どもたちのため
に、また住みやすいまちづくりを
目指し、関係課と協議のうえ基金
創設に取り組みたい。

　基金創設については、今
後の課題。

総務課

８.学習遅れの夏休み短縮以外
の対策について
　本町も小中学校は夏休みを短
縮して学習対応しているが、文
部科学省は年度内に予定の学習
を終えることが難しい場合、来
年・再来年度に繰り越し、遅れ
を解消することを特例と認める
通知を全国教育委員会に出して
いる。本町の認識はどうか。

　時間割の組替や指導内容の精査
等により学習の遅れを回復してい
る。児童生徒の学習内容の理解度
は、確認テスト等を実施し検証す
るよう指示をしている。今後、再
度の休業も想定し、年度内に学習
指導要領の内容を完了できるよう
指導計画を編成し直す必要もある
と考える。

指導内容の精査等により学
習の遅れを回復。現在は計
画どおり進められている
が、感染拡大の場合に備え
柔軟に対応する。

教育委員会

９.自転車あおり運転について
①他の車両を妨害する目的で執
拗にベルを鳴らすなど自転車の
あおり運転を「危険行為」と
し、３年以内に２回違反した１
４歳以上に安全講習を義務化さ
れたが、小中学生を対象にどの
ような指導しているか。

　例年、小学校では全児童に、中
学校では新１年生に交通安全教室
を実施している。自転車も危険行
為により加害者にもなるというこ
とについて、徳島板野警察署及び
交通安全協会とともに、引き続き
講習を行っていきたい。

　交通安全教室を実施。危
険な行為については、交通
安全講習等を実施し教育し
ていく。

教育委員会

②全国公安員会で、県道交法施
行細則｢６歳以上から保育園・
幼稚園の送迎時に自転車に乗せ
られない｣を「小学校就学前」
に改正するところがある。本町
の検討状況はどうか。

　徳島県警より、６歳未満を小学
校就学時前までに改正するよう進
めているとの回答があり、法改正
の際には保護者等に周知したい。

法改正の際には保護者等に
周知する。

教育委員会



１０.新たな感染症対策として
　新型コロナウイルス感染症対
策は長期戦になると考えられ、
次の対策を検討してはどうか。
㋑ＡＩ温度検知ソリューション
（タブレットで体表温度を測る
非接触型体温計）の設置を検討
してはどうか。

　現在、役場庁舎２階、サンライ
フ北島・北公園総合体育館に各１
台とサンビレッジ北島に２台設置
をしている。さらに必要な施設へ
の設置も検討したい。

　庁舎正面及び北側入口と
保健相談センターに非接触
型体温検知器を設置。ま
た、７階大ホール（確定申
告会場）にも設置。

総務課

㋺移動式冷風機を給食センター
へ導入してはどうか。

　現在、給食センターでは、備え
付けスポットクーラー２台と移動
式スポットクーラー５台と扇風機
等も使用し、調理している。今後
も衛生管理を徹底し、感染症・熱
中症対策等も十分に検討していき
たい。

 ８月新規に移動式スポッ
トクーラーを２台導入し
た。

給食センター

㋩小学校の玄関にミスト設備が
あるが、庁舎玄関、図書館、保
健相談センター等にも設置を考
えてはどうか。

　屋外の公共施設など、より効果
的な箇所への設置を研究していき
たい。ただし図書館は、本の湿気
が懸念されるため、設置には課題
がある。

「左記により完結」

総務課

㊁ＰＣＲ検査を希望する妊婦に
全額補助金を導入してはどう
か。

　県において、９月より妊婦への
分娩前ウイルス検査を実施してい
る。県内に住民票があり、検査を
希望する無症状の妊婦に対して、
検査費用が補助される。現在妊娠
中の方や母子手帳交付時に、広報
周知していく。

母子健康手帳交付時に、徳
島県の分娩前新型コロナウ
イルス感染症検査の実施に
かかる費用補助について等
周知しています。 保健相談センター

㋭町内の３密対策に取組む事業
者に新たな支援補助金を導入し
てはどうか。

　県がＷＩＴＨ・コロナ「新生活
様式」導入応援助成金制度を創設
し、申請の事業者に助成金を交付
している。他にも国の実施する小
規模事業者持続化補助金・ＩＴ導
入支援事業費補助金・働き方改革
推進支援助成金等の制度と重複し
ないように、本町は違う角度から
の事業者支援を模索していきた
い。

「左記により完結」

総務課

㋬県医師会と県が、ＰＣＲ検査
を、場所を非公開で実施すると
のことだが、本町内ではどう
か。

　県は県医師会の協力により、ド
ライブスルー方式によるＰＣＲ検
査外来を運営している。検査場所
については、非公表とされてい
る。

「左記により完結」

保健相談センター

１１.災害時の文字とマークで
避難誘導について
　岡山市消防局が発案した「災
害ピクトグラム」（避難誘導の
際に、文字とマークで行動を促
す案内板）がある。災害時の安
全な誘導と耳の不自由な人との
意思疎通にも有効である。本町
の商業施設への設置や、町内避
難訓練でも活用できないか。

　災害対応ピクトグラムの先進的
な事例等の情報収集に努め、調
査・検証し、取り入れるべき手法
等は、積極的に取り組んでいきた
い。

防災訓練実施時等での活用
を検討しています。

危機情報管理課

佐々木紀子議員

１.子ども・子育て環境の総合
的な充実について
　子どもの成長記録や予防接種
の予定などを一括管理できる電
子母子手帳アプリ「母子モ」を
導入し、本町の子育て支援情報
配信のラインアカウントとリン
クしてはどうか。また、本町の
新生児の届出数は年間約何人
か。

　令和元年度の出生数は１９５人
である。
　本町からは、対象者に郵送での
案内やラインアカウントを利用し
て周知している。今後もラインア
カウントの登録を啓発するととも
に、情報発信の方法について模索
していきたい。

「左記により完結」

保健相談センター



２.語学力向上のための英語検
定料の助成について
　新学習指導要領で、小学５年
生から英語が必修化され、英語
教育の重要性は益々高まってく
ると考える。
①現在、本町在住の中学生で英
検３級以上の受検者数は何人
か。
②また取得率はどれくらいか。

　令和元年度の英検３級以上の受
検者数は、昨年度の３年生２１７
人のうち９０人が受検し、７０人
が取得しており、取得率は３２．
２％となっている。

取得率向上を目指し学校内
でも推進していく。

教育委員会

③本町教育委員会が目標とする
取得率はどれくらいか。

　県では、英検３級取得レベルの
中学３年生が６０％以上となるこ
とを目標としている。本町におい
ても、県に準じた数値を目標とし
ている。

目標値は継続の予定。

教育委員会

　今後、本町在住の中学生が英
検３級以上を受検する場合、年
３回のうち１回の受検料を助成
してはどうか。

　中学生の英語力向上のため、金
額、回数等を考慮し、英語検定料
助成を前向きに検討したい。

令和３年度英語検定料助成
を予算化の予定。

教育委員会

３.乳がん検診後の情報提供に
ついて
　マンモグラフィ検査で乳がん
を発見しにくい乳腺密度が特に
高い人について、高濃度乳房の
告知をして、エコー検査を積極
的に勧めている自治体もある。
本町の見解はどうか。

　国の「がん検診実施のための指
針」に基づき、自己触診の重要性
や、早期受診勧奨を実施してい
く。また今年度より、４０歳にな
る方に乳がんの自己検診のための
手袋を送付し、啓発していく。

「左記により完結」

保健相談センター

４.本町内の認可保育園で働く
保育士への支援について
　新型コロナウイルスの感染リ
スクを背負いながら保育に携わ
る保育士への支援策として、医
療従事者や介護職員と同様に慰
労金の支給を検討してはどう
か。

　新型コロナウイルス感染症対策
が長期化する中、保育従事者につ
いて少しでもモチベーションの維
持に繋がるよう商品券の給付を検
討している。

　10月に認可保育園・認定
こども園従事者に1万円相
当の商品券を配布した。

民生児童課

５.新型コロナウイルス感染症
とインフルエンザの同時流行
を見据えて
　コロナ禍であるため、今期の
冬を期間限定として、インフル
エンザの予防接種希望者に助成
金制度を設けてはどうか。ま
た、現時点での助成金制度の状
況も聞きたい。

　現在、本町では予防接種法に定
められている６５歳以上の高齢者
や２歳までの在宅の幼児を対象と
した｢とくしま在宅育児応援クー
ポン事業｣の利用できるサービス
の１つとしてインフルエンザ予防
接種費用の助成がある。助成金制
度については、国の動向を注視し
ながら慎重に検討していきたい。

今年度は、重症化のリスク
の高い高齢者等を対象とし
た徳島県の定期予防接種に
係る自己負担分の補助が行
われました。

保健相談センター

橋本典幸議員

１.暮らしに関わる要望対応
　近年、通学路の安全確保に向
けた路面舗装・下水道事業が進
められているが、傷んだアス
ファルトの補修や、豪雨対策と
して、側溝清掃による浚渫作業
も重要である。次年度予算の道
路補修工事費・側溝清掃委託料
の更なる増額を提案したい。

　道路の安全な通行を確保し、良
好な生活環境維持のため、十分な
予算を財政担当課と協議し、迅速
かつ効率的な維持管理に取り組み
たい。

　令和３年度当初予算では
例年並の予算計上となる
が、限られた予算内での発
注方法および施行方法を工
夫するとともに、補正予算
での事業費確保にも取り組
んでいく。

建設課

２.老人憩の家の修繕計画
　平成２６年より、老人憩の家
の各所で耐震改修が進み、改築
されたが、未実施の老人憩の家
の次年計画を立て、予算化され
るべきだと考えるが、どうか。

　旧耐震基準による老人憩の家対
策は一巡したが、新耐震基準によ
る施設も順次改修等に取り掛かっ
ている。施設の定期的な点検・修
繕は必須であり、優先度の高い順
に計画的に着手し、安全性の確保
と延命化を図っていく。

「左記により完結」

民生児童課



３.緊急避難場所の備蓄資機材
　消防本部は松茂・藍住・北島
の３町合同組織であるが、町の
緊急避難場所・避難所にも指定
されておらず、感染症対応の備
蓄資機材が準備されていない。
　今後、感染症の拡大時に災害
が発生した場合、３町の住民が
避難する可能性があるため、備
蓄資機材配備を３町合同で予算
化すべきではないか。

　板野東部消防組合は、津波災害
の場合のみ利用できる緊急避難場
所であるが、感染症拡大時に災害
が発生した際の救助・救護活動に
不足する資機材等も考えられる。
板野東部消防組合からの要望も調
査し、必要があれば予算化につい
ても関係町で協議したい。

板野東部消防組合からの要
望等について調査中

危機情報管理課

増谷禎通議員

１.新型コロナウイルス感染対
策問題について
　新型コロナウイルス感染で、
徳島県は感染者数が四国一に
なった。ＰＣＲ検査等の体制整
備強化を要請したが、県の体制
待ちとなり、無症状者からの感
染により毎日感染者が発生して
いる。
①早急にＰＣＲ検査や抗体検査
体制の充実を県や医師会に要請
していただきたい。
③ＰＣＲ検査や抗体検査を希望
しても検査費用が高い。費用は
全額公費でできるよう要請して
いただきたい。
④陽性になった場合の一時隔離
する施設の確保を、板野郡自治
体で検討いただきたい。

　検査体制及び検査対象者の拡充
を図っていただけるよう県に要望
していきたい。また、陽性になっ
た場合、県が確保した施設となっ
ているが、さらなる療養施設の確
保についても要望していきたい。

ＰＣＲ検査を必要な方が迅
速に受けられ、感染拡大防
止が必要なときなどは、多
数の方が検査を受けられる
ような検査体制の強化や検
査対象者の柔軟な判断、ま
た無症状・軽症の陽性者等
の療養施設のさらなる確保
に努めていただくよう、徳
島県及び国に要望しまし
た。

保健相談センター

②消防職員、特に救急隊員や本
町の保健師・窓口職員など感染
リスクの高い職員から順位付
け、ＰＣＲ検査や抗体検査を実
施できるよう検討すべきではな
いか。

　抗原検査キットや唾液検体での
ＰＣＲ検査、抗原定量検査等の新
技術も導入されている。検査が必
要な方が迅速に、また多数の方が
検査を受けられる体制の強化を県
等にも要望し、役場内における感
染予防対策も継続して取り組みた
い。

「左記により完結」

総務課

２.新型コロナウイルス感染の
影響による対策問題について
①新型コロナウイルスの影響に
伴う緊急経済対策による国民健
康保険税減免申請について、本
町は減免申請における｢同意書｣
を撤廃しないのか。

　本町の様式では｢減免の決定ま
たは実施に必要があるとき｣とし
ているが、これまでの減免の決定
に影響がなかったことや国の判断
を踏まえ、調査に関する同意項目
を削除する。

答弁によりご了解。

税務課

②現在、減免申請は何世帯出さ
れているか。
③減免申請の周知徹底を図って
いただきたい。

　減免申請件数は八月末現在で２
０件あった。減免申請の周知につ
いては、６月中旬には町のホーム
ページに掲載し、国民健康保険加
入者全てに減免制度のパンフレッ
トを納税通知書に同封し広報に努
めている。

特段のご指摘なし。

税務課

④新型コロナウイルス対策によ
る、緊急小口資金は、住民税非
課税世帯の返済免除措置がある
と聞くが、本町も申請すれば、
免除になるのか。

　住民税非課税世帯の償還の免除
は、国から具体的な減免要件等は
示されていない。今後も国の動向
に注視し、減免要件について県社
協とも情報共有しながら進めてい
きたい。

国の支援対策に沿って、県
社協と連携し継続実施して
いる。

保険福祉課



３.建設事業問題について
①最近、豪雨災害が多発してい
るが、本町における旧吉野川の
堤防補強も完成していない。国
土交通省に早急な補強工事計画
を進めるよう要請すべきである
と思うがどうか。
②老門築堤工事は以前から計画
に上がりながら、進んでいな
い。鍋川河口堰計画についても
聞きたい。
③鯛浜旧吉野川河口堰に続く堤
防建設も進んでいない。建設計
画を報告していただきたい。

　国が見直しを行った「吉野川水
系河川整備計画」には、老門地区
を始め無堤部地区への対策や、今
切川及び旧吉野川の鍋川河口にお
ける水門設置についても記載があ
る。
　洪水による被害が大きいと想定
される区間を優先的に実施されて
いるが、引き続き国への要望と、
関係機関との連携を図りながら事
業の早期完成に向けて進めていき
たい。

　来る3月10日に、国土交
通省から事業説明を行って
もらう予定である。また、
自治会や自主防災会が国へ
の要望書作成時には協力を
行い、無堤地区解消に向け
て進めていく。

建設課

④個人の住宅でも、耐震診断し
て合格すれば適合マークと浸水
基準などを表示して、基準以上
であれば個人の緊急避難場所と
して登録してはどうか。

　早めの避難を促すとともに、移
動が困難な場合は、自宅又は頑丈
な建物などの２階以上へ垂直避難
することが重要である。
　個人の住宅を緊急避難場所に登
録することは難しいが、高齢者や
障がい者等には平時から福祉関係
部局と連携を図り、個々に応じた
避難方法の検討と、地域での支援
体制を構築していきたい。

要配慮者個別避難計画の作
成に向け、準備を進めてい
ます。

危機情報管理課

４.太陽光発電と蓄電システム
について
①本町は太陽光発電補助金が創
設されているが、現在何戸の家
庭に設置されているのか。
②他県では防災対策を兼ねた蓄
電システムの補助金制度が実施
されている。本町も同様の補助
金制度を創設してはどうか。

　令和元年度までの累計は３３２
件である。
　蓄電システムの設置は、太陽光
発電システムと含めて国による補
助メニューがある。本町単独での
補助制度は、その機能性や導入事
例などを研究のうえ、制度の整備
について検討していきたい。

「左記により完結」

まちみらい課

　役場西側駐車場倉庫の太陽光発
電設備は設置当初より自家消費型
システムのため売電の実績はな
い。時期により変動があるが、発
電量は約１６ｋＷｈ・使用量は閉
庁時が約３０ｋＷｈ、平日多い時
間帯で約１６０ｋＷｈを超える。

「左記により完結」

総務課

　サンライフ北島では令和元年度
に117,600円の売電実績がある。
北島中学校・北島北総合体育館
は、設置当初より自家消費型シス
テムのため売電の実績はない。
時期により変動があるが、北島中
学校の電気使用量は３００～１５
００ｋＷｈ・発電量は約２００ｋ
Ｗｈ、北島北総合体育館の電気使
用量は３９０～６７０ｋＷｈ・発
電量は約４０ｋＷｈ程度、サンラ
イフ北島の電気使用量は平均約１
９０ｋＷｈ・発電量は約９０ｋＷ
ｈ程度である。

「左記により完結」

教育委員会

⑤太陽光発電にも災害対策とし
て、非常灯などに蓄電システム
導入を検討してはどうか。

　現在庁舎の非常灯等は自家発電
機により対応し、７２時間の連続
使用が可能である。ご提案の蓄電
システムは、非常時に電力を蓄え
て備えるという観点からは有効で
あり、調査研究していきたい。

　現在、庁舎等の施設で順
次配備している。

総務課

５.職員採用問題について
①近年の職員採用数の大半が女
性である。男性の担う役割もあ
り、技術職や現場経験者・ス
ポーツ枠などを考慮する等方法
を講じるべきではないのか。

　本町は職員採用において性別に
より異なる扱いがないよう公正公
平な選考をしている。経験者枠
は、今年度受験年齢を引き上げて
おり、多様な人材を登用するよう
試験区分についても、検討を重ね
たい。

　今後の採用試験において
は、多様な人材を登用する
よう試験区分について考え
る。

総務課

③本町に設置されている太陽光
発電設備の過去の売電状況はど
うか。
④各施設の発電量と昼間各施設
が使用する電力量はいくらか。



②過去には、色々な経験を持っ
た職員が在籍していた。災害が
多い現在、災害救助などに男性
職員や地域活動に活躍する職員
が必要になってくる。将来の長
いスパンで検討願いたい。

　近年想定外の災害も多く、町民
の生活を守るために町職員として
従事する職務内容も多岐にわたっ
ている。職員の年齢構成・男女比
率・定数管理等の状況も把握し、
今後も公正公平な採用に取り組ん
でいきたい。

「左記により完結」

総務課


