
質問者 質問内容 答弁内容

武山光憲議員

１.転入への取り組み
　転入届時に、子育て支援・教
育・福祉関係の資料等をわかり
やすく提示し、転入者に配布し
ているか。
　また、ホームページの移住
コーナー等での中で「ふるさと
会員」登録の募集を検討しては
どうか。

　転入時には、福祉・教育・児童
など主な手続きをまとめた資料を
住民課より配布している。
　また、「ふるさと会員」につい
ては先進事例を検証し、登録や事
業内容を考えていきたい。

　北島町にふるさと納税をしたこ
とがある方に対して、再度してい
ただけるような取り組みを考えて
いきたい。

総務課

２.「歩行者横断禁止」を示す
道路標識について
　小さなこどもが読めるように
「わたるな」とひらがな表記の
「歩行者横断禁止」を示す道路
標識の施行について、本町の今
後の進捗状況はどうか。

　歩行者横断禁止の標識は、徳島
県公安委員会が設置・管理してお
り、今後の標識の更新時の際に、
ひらがな表記に変更する予定との
ことである。
　本町では、昨年度より実施して
いる通学路を含む生活道路安全対
策工事を順次進めていく。

　生活道路における安全対策工事
は、現在年度内完成に向けて工事
を進めており、令和3年度は、北
小学校校区において同様の工事を
進めていく予定である。 建設課

３.立体的に見える横断歩道
　通学路・交差点の横断歩道に
おけるカラー塗装等により立体
的に見せ、安全確保に努める自
治体がある。本町も検討・導入
してはどうか。

　交通安全対策として、立体的に
見える路面表示の効果等を見なが
ら、関係機関と協議を行い更なる
対策を図っていきたい。

　上記の交通安全対策工事の中
で、立体的に見える路面標示など
を施工しているが、横断歩道につ
いては公安委員会の管轄であるこ
とから要望や協議を行う必要があ
る。なお、現在温水プール前の横
断歩道について協議準備中であ
る。

建設課

４.災害避難時の企業・商業施
設における駐車場確保について
　熊本地震の事例などから、車
中泊の増加が想定され、企業・
商業施設での駐車場確保の連携
も必要になると考えるが、どう
か。

　車中泊は、避難者の健康管理や
備蓄物資の配布を考慮し、避難所
に隣接するグラウンドや駐車場の
活用が有効的と考える。また、自
主防災組織と情報共有を図り、地
域ごとの取組を推進していきた
い。

「左記により完結」

危機情報管理課

５.千曲川堤防決壊から１年の
検証（徳島大学報告会）
　昨年の千曲川決壊についての
再検証の報告会で、堤防決壊場
所の砂層による浸透・越水の危
険性が指摘されている。石積み
や堤防の地質調査がなされた資
料があるのか。

　国土交通省によると町内の堤防
整備済区間では、現在、浸透対策
が必要な区間はなく、堤防の土質
調査では、砂層の存在は確認され
ていない。
　今後も旧吉野川及び今切川堤防
の早期完成に向けて国土交通省や
県と協力を図っていきたい。

　引き続き、国や県への協力を行
うと共に、自治会および自主防災
災会が要望書等を作成する際には
協力を行っていく。なお、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。

建設課

　蛇口の自動水栓は感染リスク低
減に繋がるが、停電時の使用も考
慮する必要がある。現在、取り組
んでいる町有施設の個別施設計画
にこのご提案も含め、より効果的
な改修を進めていきたい。
 

　北島町総合庁舎のトイレ手洗い
場においては、年度内に自動水栓
に改修する。

総務課

　本町は、学校施設のトイレ洋式
化や多目的トイレ設置等のバリア
フリー化を予定している。今後、
蛇口の自動水栓は、校舎等の大規
模改修計画に含め、推進していき
たい。

補正予算にて各学校施設に導入予
定。

教育委員会

橋本典幸議員

１.地震対策の支援事業につい
て
　地震対策の事業として、危険
ブロック塀等安全対策支援事業
があり、その撤去・転換に工事
費の約２分の３が補助される。
しかし、４ｍ未満の道路に設置
されたブロック塀は補助対象外
である。今後は私道・里道等
も、補助対象とすべきではない
か。

　交付金対象のブロック塀は、緊
急輸送路や避難路に面したものと
されており、本町では避難路を町
道まで拡大し運用している。
　今後、避難路の定義拡大などの
見直しの際には、対応していきた
い。

「左記により完結」

危機情報管理課

２.無堤地区の早期改良につい
て
　関係機関に対し、無堤地区の
解消・護岸改良等の要求が続け
られている。町も堤防拡幅・橋
梁新設の用地買収等、独自の取
組みが必要と考えるが如何か。

　国が見直した『吉野川水系河川
整備計画』には、老門地区等の無
堤地区対策や、鍋川河口への水門
設置が位置づけられている。
　早期着手に向けて、国・県に要
望するとともに、事業の協力を
行っていきたい。

　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
が国への要望書を作成する際には
協力を行い、無堤地区解消に向け
て進めていく。

建設課

令和２年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

６.学校・公共施設での手洗い
場の蛇口の自動化について
　徳島県は全国的に見ると公立
小中学校のトイレ洋式化が遅れ
ている。本町のトイレ洋式化に
加えて、感染症予防や高齢者・
障がい者への配慮などから、手
洗い場蛇口の自動化も提案した
い。２～３年計画で取組んでは
どうか。



３.北公園総合体育館について
　施設は、令和４年の全国高等
学校総合体育大会・女子バレー
ボールの会場として利用される
予定である。今後も全国規模の
大会に数多く利用されるように
○放送が反響する音響設備
○車いすの利用が困難な２階エ
レベーター周辺の段差
○観覧席前の低い手すり等、改
良すべき課題に取組むべきと考
えるが如何か。

　全国高等学校総合体育大会の開
催に向け、県実行委員会等と改修
箇所の詳細について協議し、必要
な経費を令和３年度に予算計上し
ていく。

徳島県との協議を継続している。
大会開催に不可欠な改修について
は予算化の予定。

教育委員会

佐々木紀子議員

１.死亡後の手続き案内につい
て
①親族が亡くなった後の各種手
続きが一目で分かるよう、項目
ごとに詳細を記載した「おくや
みハンドブック」を作成し、配
布してはどうか。
②併せて、町のホームページか
らもダウンロードできるように
してはどうか。

　県内外で作成している自治体の
冊子を参考にして、わかりやすく
案内ができるように手続の必要と
する関係課と協議を重ねていきた
い。また、広報としてホームペー
ジも利用していく。

現在調整中。

住民課

２.介護保険サービスによる住
宅改修費と福祉用具購入費用を
受領委任払いに
　介護保険を利用した住宅改修
や福祉用具購入は、現在の補助
制度では利用者が一度全額を支
払った後に、自己負担分を差し
引いた金額が返還される「償還
払い」を採用しているが、一時
的な全額自己負担がない「受領
委任払い」を検討してはどう
か。

　被保険者の経済的軽減と安定し
たサービス利用に繋がる受領委任
払い制度の導入に向けて、先進事
例を参考に、運営に係る事務処理
基準等の整備を行い、早期実施に
努めていく。

実施に向けて、取り組んでいる。

保険福祉課

３.町立図書館へ書籍消毒器の
導入と利用促進を図る読書活動
について
①コロナ禍の下、利用者への
サービスと衛生面に配慮した書
籍消毒機の導入を検討してはど
うか。

　書籍消毒機は、紫外線を使用し
てウイルス等を除菌できるが、資
料保存の観点からは、紫外線が紙
を劣化させるため、導入を見合わ
せる図書館もある。今後も「利用
者の安心・安全」と「資料の保
存」の両方の面を考慮し、検討し
ていく。

　令和２年度中にコロナ臨時交付
金を利用して、１度に６冊消毒で
きる書籍消毒機を購入する。

図書館・創世ホール

②本町の図書館利用促進対策と
成果を聞きたい。

　利用促進対策として、利用者が
興味を持つようなテーマを考えた
本の展示や、おはなし会を開催し
ている。例年では、子ども向け行
事のビデオ上映会等や、また大人
向け行事のなつかしのへや等も
行っている。行事に参加すること
で図書館に興味を持つ方も増えて
いると感じている。

「左記により完結」

図書館・創世ホール

③住民の読書意欲を高める新
サービスとして、借りた本の履
歴が残せる読書通帳機を導入し
てはどうか。

　読書通帳のシステムを導入する
には、機械の購入とその保守、ま
た通帳の製作に費用を要するた
め、費用対効果を検証し、検討し
ていきたい。

　検討の結果導入は難しいと思わ
れる。

図書館・創世ホール

梶哲也議員

１.チューリップフェアについ
て
　チューリップフェアは、テニ
スコート新設により駐車場が変
更され、会場から遠くなる。こ
の機会に、中央公園の風車周辺
にもチューリップを植えて、よ
り一体感のあるイベントへ発展
させてはどうか。

　チューリップフェアの来場者
が、会場までの動線の途中でも楽
しめるよう関係部署と調整の上、
チューリップを植える区画を増や
すなど検討していきたい。

「左記により完結」

まちみらい課

２.ホームページについて
①町のホームページを、より見
やすく・使いやすくするため、
トップページを含むリニューア
ルを検討してはどうか。
②トップページに、役場一階に
設置している意見箱機能をもた
せてはどうか。

　町のホームページはリニューア
ルより６年が経過している。現
在、トップページの改修を検討し
ているので、意見箱機能の追加に
ついても併せて検討していきた
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



３.公式ＬＩＮＥアカウントに
ついて
　公式ＬＩＮＥアカウントの運
用について、子育て関係以外に
も、防災などの各分野への拡充
を考えるがどうか。

　子育て以外の情報もＬＩＮＥに
て発信できると、より充実した行
政サービスになる。専用のシステ
ムの導入を含めて情報発信の拡充
を進めていく。

　令和３年度にＬＩＮＥシステム
の拡充を考えている。

総務課

４.三ツ合公園について
　三ツ合公園は憩の場である
が、中央にある水路は深さが約
８０㎝もあり、散歩をするにも
非常に危険なため埋めてはどう
か。

　公園内の人工の川であった部分
が危険な箇所とならないように、
遊歩道や植樹帯、また他の新たな
活用方法があるか検討し、国土交
通省とも協議を行い、公園づくり
を進めていく。

　令和3年度では予算計上出来な
かったが、安全な公園づくりに向
けて進めていく。

建設課

５.公園運営について
　町内企業を中心に各公園の
ネーミングライツを募集し、公
園管理の依頼をしてはどうか。

　一般的なネーミングライツとは
若干異なった形態での募集及び契
約が可能かどうか、また実際に導
入している自治体の有無などの調
査を行い、効率的な公園の維持管
理を進めていきたい。

　ネーミングライツにおいて命名
権料を金銭に限定せず、施設の清
掃や点検といった役務での提供を
行っている自治体は存在している
(大阪市・横浜市)。令和3年度は
通常通りの委託業務契約での予算
計上としているが、引き続き検討
を行っていく。

建設課

６.庁舎内のＷｉ-Ｆｉ設備につ
いて
　以前も庁舎にＷｉ-Ｆｉ設備
の導入について要望したが、そ
の時以降に緊急事態宣言も発令
され、インターネットは、当然
のインフラとして認知されてい
る。是非、導入を検討していた
だきたい。

　現在、町内施設の避難所となる
公民館など４カ所に、県の事業を
活用してＷｉ-Ｆｉ環境を整備し
ている。今後、老朽化に伴う施設
改修の費用が見込まれる際には、
Ｗｉ-Ｆｉ環境等の配備先につい
て優先度を考慮し、設置について
考えていく。

「左記により完結」

総務課

伊勢政二議員

１.行政手続きオンライン化に
ついて
　役場に出向いて行う行政続き
を、今後は順次ウエブ申請でき
るようにすることを提案した
い。住民票の写しの他、要介
護・要支援認定、子ども医療費
助成資格認定の申請等であり、
利用を促し、満足度を高めるも
のである。役場での滞在時間が
短縮でき、３密対策にもなる
が、どうか。

　各種手続きのオンライン化は、
住民の利便性の向上に加え、来庁
者の抑制により感染症対策に繋が
る。関係課所と連携を図り、手続
きの拡充を進めていきたい。

「左記により完結」

総務課

２.登園記録のデジタル化につ
いて
　町立保育所の園児の出欠や健
康状態の記録などを電子データ
で管理するシステムの導入を提
案したい。保育士の事務作業を
減らし、保育業務の時間を増や
せる。健康状態や成長過程など
のデータを一括管理でき、保護
者との情報共有もしやすくな
る。

　町内認可保育所６園がシステム
導入している。今後、ソフト等も
調査研究し、また導入している園
へ訪問する等、より効果的なシス
テム導入に向けて進めていきた
い。

「左記により完結」

保育所

３.自宅療養者への弁当配食に
ついて
　新型コロナウイルスに感染し
て、自宅療養する人を支援する
ため、弁当と飲み物を毎日配食
する住民サービスを提案する。
給食センターで作り、保健相談
センターの職員が配達する。そ
の都度、体調の確認をすること
で見守りと療養指導も兼ねるこ
とができると考えるが、どう
か。

　県では現在、陽性者は無症状で
も入院となり、自宅療養には至っ
ていない。陽性者の公表はされ
ず、県が主体となり入院調整等を
行い、配食についても今後の状況
に応じて対応していくようであ
る。

「左記により完結」

保健相談センター



４.母子家庭に手厚い支援を
　コロナ禍で困窮状態にあるひ
とり親世帯、とりわけ、母子家
庭は、パート・派遣社員など非
正規で働く母親が多く、解雇や
雇い止め・休業などで収入が減
り、いっそう苦しい生活を強い
られている。町として、母子家
庭に手厚い支援を講じることを
提案したい。

　本町では、商工会と連携し、小
学生までの子ども１人につき１万
円の商品券を、さらに、ひとり親
世帯へ２万円の商品券を送付し
た。国からは、ひとり親世帯に臨
時特別給付金が給付されている。
本町も引き続き、子育てと仕事を
１人で担う、ひとり親世帯の負担
軽減に取組んでいきたい。

「左記により完結」

民生児童課

板東泰史議員

１.新高橋北詰駐車場の線引き
について
　新高橋北詰に町が管理する駐
車場があるが、ライン引きがほ
とんど見えないため、入口を塞
いで駐車している車も時折見か
ける。
①ラインを引き直す予定はない
か。
②同様に管理している駐車場は
幾つあるか。また定期的に管理
目的で巡回などは行っている
か。

　新高橋北詰駐車場は、国土交通
省より占用許可を受けて維持管理
を行っている。国土交通省と修繕
について協議し、今後の利活用を
図っていく。
　また、同様の駐車場は他に２箇
所あり、定期的に巡回を行ってい
る。

　令和3年度当初予算にて、舗装
工事の予算を計上しており、国土
交通省と協議を進めながら施工を
行っていく。

建設課

２.首里城火災からの教訓につ
いて
　１年前に発生した首里城火災
の被害拡大の原因は、防火設備
がなく、消火作業に水栓の確保
ができてなかったことと、夜間
のため人がいなかったことが挙
げられている。
　災害が夜間に発生する場合の
課題を検証するため、次回の防
災訓練は、日没後の実行も検討
できないか。

　町主催の防災訓練は、参加者の
安全確保等の課題があり、日没後
の実施は難しい。なお、自主防災
組織の中には、すでに夜間訓練を
実施しているところもあるので、
情報共有を図り、広く訓練が実施
できる体制づくりに取り組んでい
く。

「左記により完結」

危機情報管理課

３.おひとりさま終活支援事業
について
　一人暮らし世帯の増加と高齢
化に伴い、遺体の引き取りを拒
否する遺族が増加している。
　例えば人口４０万人規模の横
須賀市では、将来の試算として
年間１億5,600万円が引き取り
を拒否された遺体の火葬・埋葬
に必要であると考えている。
①現在、本町でこのようなケー
スは発生しているか。

　過去数年間では、昨年度に６５
歳未満の方の事例が１件あった。

「左記により完結」

民生児童課

②生前契約「エンディングプラ
ンサポート事業」と情報提供協
定「わたしの終活登録」で、あ
らかじめ発生を抑制しようとし
ている自治体もある。本町でも
考えておく必要があるのではな
いか。

　６５歳以上の単身世帯や、高齢
者世帯に訪問し、緊急時の連絡先
などの把握に努め、将来の不安に
ついての相談対応を行っている。
また、高齢者の集まりや、介護保
険関係の支援者を対象に、終活に
ついての情報提供や法的に任せら
れる制度の周知などに取り組んで
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

増谷禎通議員

１.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の第３波
は、全国で急激に拡大してい
る。
①施設の入口に、体温を自動的
に測定して記録するカメラを設
置すべきではないか。
②サークル活動等で使用する会
場に体温測定器を常備し、記録
するようにすべきではないか。
③体温が３７.５度超えている
場合は、庁舎や会場への入場を
禁止すべきではないか。

　公共施設（サンライフ北島・温
水プール・町民体育センター・北
島北公園総合体育館）の入口と庁
舎２階に顔認証付非接触型体温検
知器を設置している。
　今後、庁舎の入口にも設置し、
一定の体温以上の来庁者へ感染防
止のご理解・ご協力をお願いして
いきたい。また、発熱時の外出は
控えてもらうよう感染防止の広報
にも努めていきたい。

　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。庁舎７階大ホール（確定
申告会場）にも設置。
　また、感染リスクが高まる「５
つの場面」や非接触型体温検知器
を設置について広報をした。

総務課



④個人の希望により、ＰＣＲ検
査を公費負担で受けられるよう
にすべきであると思うが、どう
か。

　発熱等の症状がある場合、かか
りつけ医に最寄りの指定医療機関
を紹介してもらうか、その他各保
健所に設置の「受診・相談セン
ター」に連絡して受診していただ
く。ほとんどの指定医療機関は、
診療と検査ができ、医師の判断で
感染が疑われる場合は、公費負担
となる。

「左記により完結」

保健相談センター

⑤第３波となった今、介護施設
や高齢者施設等で働く職員への
公費負担による定期的ＰＣＲ検
査実施を県に強く要請していた
だきたいが、どうか。

　県による「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業」とし
て、高齢者施設等の職員への必要
な検査は、交付対象として補助さ
れる。また、同事業では職員に対
する慰労金も支給されるため、町
内高齢者施設に再度周知を行って
いく。

必要な検査の実施を周知してい
る。

保険福祉課

⑥インフルエンザの流行時期を
迎え、予防ワクチンが不足して
いると聞く。いつでも接種が可
能となるよう関係機関へ働きか
けをされたい。

　ワクチンの供給量には限りがあ
り、増産は難しいが、１人でも多
くの方が接種できるよう関係機関
に働きかけを行う。

県にワクチンの供給量の要望、ま
た医療機関、卸には在庫確認、入
荷予定等を確認し、住民の方から
の問合せ等があった時は情報提供
を行いました。 保健相談センター

２.コロナ危機対策問題につい
て
①さいたま市では、学童保育職
員へ「慰労金」が支給されてい
る。検討してはどうか。
②コロナ感染拡大による第２次
補正予算で、児童福祉施設等の
１施設50万円の予算がある。職
員の慰労金等として検討しては
どうか。
③さいたま市では、正規指導員
手当やパート指導員手当も支給
されている。検討されたい。

　児童館の職員は、町の補助金を
原資とした公費負担の職員である
ため、町単独の慰労金について十
分検討していきたい。
新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金では、児童福祉施設
の慰労金は対象外とされている
が、ご質問の50万円の補助金は、
衛生用品・備品の購入費として計
上している。また、職員の消毒等
に係る時間外及び休日手当等の割
増賃金や、消毒等に従事する新た
な非常勤職員雇用の経費は補助対
象とされている。

「左記により完結」

民生児童課

３.電気自由化に伴う新電力採
用問題について
①美馬市では、４０施設中２９
施設で新電力を採用し、年間
1,600万円の節電効果が出てい
る。本町も検討してはどうか。
②北島町は２２施設で年間1億
2,700万円余りを四国電力に支
払っている。特に清掃セン
ター・浄水場・クリーンセン
ター・サンビレッジ北島での使
用量で町全体の約５５％にな
る。この四施設を新電力にする
とかなりの予算削減になると思
うが、どうか。
④２２施設以外の児童館や老人
憩の家についても、検討の余地
があるのではないか。

　庁舎他２３施設で基本料金が割
引される電力需給契約を令和５年
３月まで締結している。今後、新
電力を採用する自治体の状況を参
考にし、調査研究していきたい。

　現在の電力契約状況を見直し、
経済性かつ良質で安定供給できる
契約内容で年度内契約を行う。

総務課

③３幼稚園は低圧契約だが、
キュービクルが設置されている
各小学校から供給し、高圧にす
べきではないか。

　３幼稚園は、契約電力が５０ｋ
ｗ未満となり、低圧受電である
が、来年度以降の増築工事で北島
幼稚園及び北島南幼稚園は高圧受
電に変更する。
　電力受給対象は施設単位となっ
ており、他施設への電力供給は困
難であると考える。

増築の際に電力使用量が増えるた
め北島幼稚園及び北島南幼稚園は
高圧受電に変える予定。

教育委員会

　自動水栓は感染リスク低減には
最適だが、停電時の使用を考慮す
るとレバー式のものが有効である
ため、施行箇所によっては早期に
対応していきたい。
　今年度取り組んでいる町有施設
の個別施設計画を策定し、計画的
な改修の際には、より効果的とな
るよう進めていきたい。

　北島町総合庁舎のトイレ手洗い
場においては、年度内に自動水栓
に改修する。

総務課

４.教育問題ついて
①鳴門市は学校の手洗い場を自
動水栓にして感染予防を図って
いる。本町も学校施設だけでな
く、町施設に１箇所自動水栓、
または長いハンドルの水栓に交
換してはどうか。



　学校施設の一部に特別支援学級
の児童生徒に配慮したレバー水栓
を導入している。今後の手洗い場
を含む大規模改修には順次導入の
検討を進めていきたい。

補正予算にて各学校施設に導入予
定。

教育委員会

②中学生に基本的指導できる専
門の外部コーチの招聘が、緊急
課題となっているが、すべきで
はないか。

　基本的な技術指導及び教育現場
の指導者として教員とともに生徒
を指導できる人材を、町内からも
推薦いただきたい。
　また、県が募集する運動部外部
コーチの人材バンクへ協力を求め
ていきたい。

1名指導員を増員配置。今後も人
事、町内経験者等も含め広く人材
を求めていきたい

教育委員会

③朝食をいつも食べない子ども
が4.3％、食べない日がある子
どもが16.8％もいる。子ども食
堂を造る必要があると思うがど
うか。

　子どもの食への課題は本来、家
庭が中心に担うものと考えるが、
学校でも成長期にある子どもの食
に関する指導を充実し、望ましい
食習慣の形成を促していきたい。
なお、子どもの食の提供に積極的
な活動をする団体等から、必要な
情報提供の依頼等については要望
に応じていく。

学校でも成長期にある子どもの食
の重要性を指導を充実させてい
く。

教育委員会

④子ども食堂を開催する場合
に、町施設の使用を許可してい
ただけるか。例えば、保健相談
センターの調理室とホールなど
はどうか。

　県食品衛生法施行条例の基準を
満たす場合は、貸出が可能と考え
るが、平日はセンターの業務等も
あり、施設を専用することは難し
い。運営方法等により基準も異な
るため、使用目的等に応じて判断
していきたい。

「左記により完結」

保健相談センター

⑤高知県などは、子ども食堂開
設の資金や運営サポートがされ
るが、本町としても考えてはど
うか。

　子ども食堂を開設される場合
は、県や関係団体とも情報共有
し、町もできる限り支援をしてい
きたい。

県や関係団体との情報共有に努め
ている。

民生児童課

５.防災問題について
①防災無線が聞こえない世帯の
ために、ドローンによる放送を
行う自治体がある。本町は防災
無線の聞こえない地域はないの
か。災害時のドローン放送を活
用してはどうか。

　防災無線のテスト放送等では、
限定された聞こえない地域はな
い。しかし、気象状況や建築物に
よる音の遮断等により、聞きづら
い場合もあるため「北島町防災・
情報メール」の登録や「防災無線
メッセージサービス」を紹介して
いる。

「北島町防災・情報メール」の登
録や「防災無線メッセージサービ
ス」の利用について、引き続き広
報等実施しています。

危機情報管理課

②災害時の河川水位等の状況把
握のために、ドローン購入を検
討してはどうか。

　ドローンを所有・運用する町内
２事業者と災害時等におけるド
ローンの運用に関する協定を締結
しており、町での購入は考えてい
ない。

「左記により完結」

危機情報管理課

③水害防止のため、新高橋や応
神大橋に危険水位の表示をして
はどうか。

　現在、町内河川において橋脚な
どに水位の表示は行っていない
が、スマホやパソコン等で水位を
閲覧できる『川の防災情報(国土
交通省)』や『徳島県河川防災情
報(徳島県)』といったサイトがあ
る。
　今後、河川の水位などの防災情
報の入手についても周知していき
たい。

　現在、国交省では橋脚への水位
表示を行っておらず、降雨時に戸
外へ出なくともスマホやパソコン
などで水位情報を入手できるよう
な環境整備を進めているとのこと
である。また、町としては、防災
訓練時などにこのような情報を周
知していく。

建設課

４.教育問題ついて
①鳴門市は学校の手洗い場を自
動水栓にして感染予防を図って
いる。本町も学校施設だけでな
く、町施設に１箇所自動水栓、
または長いハンドルの水栓に交
換してはどうか。


