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中野真由美議員

１．共同浄水場について
　鳴門市・北島町共同浄水場に
ついて聞きたい。
①なぜ１事業体のみの応募に
なったのか。

　プロポーザル募集公告には、３
事業体から応募表明があったが、
提案書の提出締切前に、２事業体
から辞退届が提出された。

　左記により完結。

水道課

②ＤＢ方式に対する財源計画
で、水道広域に関する補助制度
を使うと国庫補助金が増え、出
資債・企業債ともに減額になる
とされていたが、現時点で補助
制度が使えるのか。

　従来、この補助制度は３事業体
以上での実施が採択要件だった
が、国・県と協議を進め、本事業
が広域化のモデルケースとされ、
新たに補助対象となった。対象事
業費の約３分の１が補助金で賄
え、出資債・企業債ともに減額で
きた。

　左記により完結。

水道課

③最低限の被害に留められる、
想定外自然災害の目安となって
いるものは何か。また早期復旧
できる期間について聞きたい。

　想定外の目安は、最大規模のレ
ベル２地震動（震度７相当）を超
えるもので、１カ月後には応急復
旧完了を想定している。レベル２
地震動までなら浄水場機能を停止
せず、供給を継続できる。

　左記により完結。

水道課

④ＤＢ方式の場合、設計施工は
民間だが、運営は鳴門市・北島
町なのか。

　本事業はＤＢ方式で実施し、事
業者は設計・施工までとし、運営
は引き続き鳴門市と本町が責任を
もって行う。

　左記により完結。

水道課

⑤協議会は傍聴のみなので、協
議会の決定事項は常任委員会で
随時説明するか、聞きたい。

　今後、決定事項は、常任委員会
等で速やかに説明する。

　左記により完結。

水道課

２．学校給食センターについて
　昨年、学校給食センターの建
替え予定はないと聞いたが、事
業計画の見直しもあるため再度
聞きたい。
①現施設では、米飯施設・アレ
ルギー食対応調理室・防災機能
はないが、これらの機能の追加
は考えているのか。
②調理員の環境・事情を考えた
施設になるのか。
③新設時には内閣府の進めるＰ
ＦＩ方式も視野に入れた発注方
法を考えているのか。

　給食センターの建替えは、これ
から事業計画を進めていく段階で
あり、今後は学校給食法・学校給
食衛生管理基準に基づき、施設及
び施設整備の検討をしていく。ま
た、建設等の発注方法や、米飯施
設・アレルギー食対応調理室、防
災機能等も併せて検討課題として
いく。

　数年後を見据え、事業を検討し
ていく。

給食センター

④幼稚園・小学校では、給食代
金を現金で集金しているが、中
学校と同様に自動引落しか集金
かを選べるようにできないの
か。

　現在、文部科学省から教員の業
務負担の軽減等に向け、給食費の
公会計化を促進している。今後、
学校教育の質・保護者の利便性の
向上等の効果があるので実施でき
るよう計画していく。

　来年度中に公会計化を予定。

教育委員会事務局

３．ごみ処理施設について
①現在、中断しているごみ処理
施設の進捗状況について、広域
整備計画の進捗状況を聞きた
い。また計画が中止になった場
合、焼却場をどのようにするの
か、現在の見解を聞きたい。

　予定の現候補地については土砂
災害の危険性が判明し、別の適地
についての調査を進めている。
　一般廃棄物の広域処理に係る連
絡会議で、早期稼働に向けて要望
していきたい。

　マリンピア沖洲の徳島市北部浄
化センター未利用地を新たな建設
予定地として事業を進めている。
引き続き、一般廃棄物の広域処理
に係る連絡会議で、早期稼働に向
けて要望していく。 清掃センター
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②昨年、一人暮らしの方が亡く
なった際、住居から出た大量の
一般ごみを、一時町でごみを引
き取れないとの返答があった。
今後、このような事例にどう対
処するのか。

　町内での一時大量ごみの取扱
は、処理に時間を要し、他の住民
の方の持ち込み等に影響があるた
め、北島町一般廃棄物処理業許可
業者での処理をお願いしている。
今回のような事例には、事前に清
掃センターへ相談いただき、対応
していきたい。

　関係各課に事前に相談していた
だいた後、清掃センターへ申請し
ていただいた場合対応させていた
だいている。

清掃センター

４．部活動顧問の指導について
①部活動の顧問に対し、部活動
中の怪我の応急処置などの研修
をしているのか。
②練習風景を生徒や保護者に許
可なく、撮影している教員がい
ると聞いた。このような事実に
ついて、学校の対処や、教育委
員会が把握をしていたのか、聞
きたい。

　部活動顧問には、応急処置につ
いて学べる機会を提供するととも
に、状況に応じて保護者への連絡
や病院への緊急搬送を行う等、平
時より準備してもらう。
　また、児童生徒・保護者との信
頼関係を問われる職務であること
を自覚するように教育委員会から
指導していく。

　保護者との信頼関係を問われる
職務であることを自覚するよう指
導を継続していく。

教育委員会事務局

５．学校でのクラスター発生時
の対処について
　コロナワクチンは１６歳未満
には接種できないが、接種でき
ない年代の子どもも感染してい
る。
町内の学校で感染者が出た場合
の学校の対応や、ＰＣＲ検査を
する範囲、休校または学級閉鎖
等の期間など対処方法を聞きた
い。

　万一感染者が発生した場合に
は、保護者に緊急メール等により
学校休業の連絡をする。また保健
所が感染者の行動履歴から接触
者・濃厚接触者を特定し、ＰＣＲ
検査を実施する。
学校休業中に校内消毒等を行い、
学校再開の準備を進めるが、安全
が確認できるまで学校休業延長
し、部活動等の活動も中止とな
る。

　県教育委員会の方針に基づき休
業等を決定している。

教育委員会事務局

橋本典幸議員

１．コロナワクチン①
　国が示すコロナワクチン接種
順位の他、教職員等エッセン
シャルワーカーの接種も優先さ
れるべきと考える。また、接種
券に関してどのような計画なの
か所思を聞きたい。

　優先順位は、国が示す接種順位
とし、それ以外の方はワクチンの
供給量等を踏まえ順次接種してい
く。
　接種券は、国が定めた様式にて
作成し、高齢者への接種券は４月
以降、高齢者以外の方は国からの
具体的時期が示され、順次発送し
ていく。

　左記により完結。

健康保険課

２．コロナワクチン②
　ワクチンの接種施設・会場設
定は自治体に委ねられている。
ワクチンを無駄なく接種できる
よう、施設入所の方への接種方
法や個別予約の管理について、
所思を聞きたい。

　ワクチンは、国から県への供給
数をもとに、県から市町村への配
分となる。
高齢者の接種は、きたじま田岡病
院で集団接種を、町内医療機関で
個別接種を行う。介護施設入所者
は、入所施設での接種が可能であ
る。
また、板野郡５町で合同コールセ
ンターを立ち上げ、電話・ＦＡ
Ｘ・インターネットＱＲコードか
ら町ごとに予約を町ごとに受付
け、管理を行っていく。

　左記により完結。

健康保険課

３．コロナワクチン③
　ワクチン接種は、自治体に
とっても初の施策であり、課制
を超えた仮称：ワクチン接種対
策チームの設置が有効ではない
か。
　また、接種に係る様々な費用
や副反応が発生した場合の費用
負担について聞きたい。

　本町は、全庁的な責任体制のも
と、医療関係団体と連携し接種体
制の構築を行っている。
　職員の配置等には限りがあるた
め、外部委託できる業務は委託し
て負担軽減を図っていく。
　必要な予算は、ワクチン接種体
制確保事業費国庫補助金要綱に
従って執行し、副反応による健康
被害は、予防接種健康被害救済制
度に基づき、厚生労働省の認定を
受け、市町村が給付を行うことと
なる。

　左記により完結。

健康保険課

武山光憲議員

１．災害時の文書管理と管理場
所について
　東日本大震災等で大被害を受
けた４２市町村の内、２１市町
村で被災に関した公文書を破
棄・廃棄した可能性があるとさ
れている。本町での文書管理は
どうか。
　また、本町は地下１階に文書
を保存しているが、屋上に移転
すべきではないか。

　文書管理は、北島町文書事務取
扱規程に基づき管理している。
今後、浸水被害に備えた配置先を
検討しつつ、ＩＣＴを活用した公
文書管理や保管量のスリム化・
ペーパーレス化等を併せて検討し
ていく。

　庁舎将来計画を策定している
が、既存庁舎での浸水深を考慮し
た上部層での配置転換は構造上難
しい。ペーパーレス化について
は、令和４年度より可能な業務よ
り取り組んでいく。 総務課



２．コロナ禍での８０５０問題
に対する支援について
　８０５０問題に対し、財政面
で支援する改正社会福祉法が令
和３年４月より施行される。自
治体の相談窓口の一本化には、
厚生労働省の支援があり、実態
把握の必要性から今後の本町の
姿勢を聞きたい。

　本町は改正の趣旨を踏まえ、新
体制のもと、制度・分野にこだわ
らない一体的な相談支援の実施に
向けて、事業の構築を検討してい
く。

　支援体制の課題など情報収集に
努めている。

社会福祉課

３．コロナ禍でのヤングケア
ラー問題について
　ヤングケアラーとは、通学・
仕事をしながら家族を介護する
子どものことである。これによ
り学業や心身の不調などへの悪
影響が指摘されている。本町も
実態調査をしてはどうか。

　教職員は、児童生徒の様子を注
視するとともに、スクールカウン
セラー等の利用や問題解決の支援
をする環境づくりを行政と学校現
場で構築していきたい。

　今後も継続して、行政と学校現
場で問題解決の支援を続けてい
く。

教育委員会事務局

　ヤングケアラーを把握した場合
は、児童相談所や介護・福祉など
の関係機関とも連携し、包括的な
支援体制づくりに努めていく。

　学校等・介護・福祉などの関係
機関とも連携をとり、支援体制づ
くりに務めていく。 子育て支援課

４．障がい者福祉サービス・介
護施設での処遇改善について
　障がい者福祉サービス・介護
施設の人材確保のために、事業
者が経験や資格に応じた昇給制
度の導入を支援する自治体もあ
る。本町も検証してはどうか。

　徳島県では、障がい福祉サービ
スにおける加算の申請受付や算定
要件の確認は、県が実施してい
る。毎年申請が必要なため、全事
業所に制度内容の周知と申請案
内、職員研修への支援を行ってい
る。

　左記により完結。

社会福祉課

５．聴覚障がい者・言語機能障
がい者への行政支援について
　全国の先進事例で、指さしで
意思表示するコミュニケーショ
ンボードがあるが、本町も作成
してはどうか。また公共施設の
窓口の他、コンビニ等にも置い
てもらい活用できないか。

　様々な場所でより円滑なコミュ
ニケーションが図れるよう、先進
事例や当事者の意見等を参考に、
まず公共施設の窓口や避難所での
ボードの設置を検討していく。

　内容等を検討中である。

社会福祉課

６．保育所での呼吸監視モニ
ター機器導入について
　以前、保育施設に無呼吸ア
ラームの導入を提案したが、そ
の後の状況はどうか。
　また、０歳児から受け入れす
る保育施設では、昼寝の際に呼
吸を監視するモニター機器を導
入し、職員の目視確認等と併用
する施設もある。協議してはど
うか。

　モニター機器について国の補助
を活用し、導入費用の一部を助成
して一施設が導入している。目視
確認と併用することで保育士の負
担軽減にもなるため、他の保育施
設とも運用の状況や効果について
情報共有していく。

　保育園と運用の状況や効果につ
いての情報共有を継続して行って
いく。

子育て支援課

７．コロナ禍での７５歳以上商
品券支給について
　隣町が、長寿の節目に支給す
る祝い金を廃止して、今年度か
ら７５歳以上の高齢者に町内で
使える商品券を毎年配布する。
本町も検討してはどうか。

　高齢者の負担軽減と町内の経済
活性化の観点から、令和３年度か
らは商品券の配布に変更するよう
進めている。

　商品券に変更し支給した。

社会福祉課

８．町民に対する情報開示方法
について
　町の情報は、町報・ホーム
ページ・議会だより等で発信し
ているが、子育て環境の計画的
大綱の公表、進捗状況の公表を
分かりやすく年１回できない
か。

　子育て環境の計画として、子ど
も・子育て支援事業計画の第２期
計画を昨年度に策定し、町ホーム
ページで公表している。今後、進
捗状況についても町ホームページ
で報告をしていく。

　令和２年度にホームページで公
表を行った。今年度についても、
ホームページで進捗状況を報告予
定。今後も引き続き、ホームペー
ジで報告を行う。 子育て支援課



９．消防局からの映像付き１１
９番通報システムについて
　板野東部消防署では言語機能
に障がいのある人が、スマート
フォンにネット１１９のアプリ
を登録し通報できるシステムを
導入している。町内対象者に説
明し、登録を図っているのか。

　運用開始の際は、使用方法や登
録説明会について町報等で周知し
たほか、該当者に個別に案内文書
を送付している。引き続き周知を
図っていく。

学校等・介護・福祉などの関係機
関とも連携をとり、支援体制づく
りに務めていく。

社会福祉課

１０．クルミアレルギー発症の
急増について
　消費者庁は、食品の原材料で
表示の義務があるアレルギー物
質にクルミを追加する方向で進
めている。本町も慎重に検討し
てはどうか。

　幼・小中学校での学校生活管理
指導表に基づき、現在５０名程度
に給食の食物アレルギー対応を
行っている。今後も保護者、学
校、給食センターで情報の共有を
図っていく。

　引き続き、保護者、学校、給食
センターで連携し、アレルギー対
応を行っている。

給食センター

　多目的トイレは、来年度工事で
各校の校舎すべて整備完了し、体
育館については、中学校に新設済
で、残る小学校も計画的に進めて
いく。
　スロープも各校舎に設置済で、
エレベーターは、小中学校とも車
椅子対応に改修済である。残る事
業は、補助金を活用しながら令和
７年度末を目標に推進していく。

　町内各学校を年次的に改修計画
している。

教育委員会事務局

　庁舎の多目的トイレは１階と６
階に設置され、バリアフリーと
なっている。また、グリーンタウ
ン防災施設にはスロープと多目的
トイレを、江尻防災施設にスロー
プを設置している。
　令和３年度に公共施設等総合管
理計画の更新をし、人にやさしい
町づくりに取り組んでいきたい。

　今年度、施設の改修・更新等は
町民の安心・安全な行政サービス
を提供するうえで重要なこととし
て公共施設等総合管理計画の更新
に取り組んでいる。

総務課

１２．街角ピアノの導入につい
て
　コロナ禍が終息した時の経済
活動への支援を考慮し、商工会
等と街角ピアノの導入を検討し
てはどうか。

　人のつながりや町の賑わいを創
出する目的として実施に向け、ピ
アノの確保、設置場所、維持管
理、コロナ対策も含めた諸条件を
クリアし、多くの方々に親しまれ
る方策等を検討していく。

　今年度はコロナの蔓延もあり導
入できていない。今後も商工会等
と協議していく。

まちみらい課

伊勢政二議員

１．ケーブルテレビでの英語授
業について
　本町が、小学生の英語学習を
サポートするために、民間の
ケーブルテレビを活用した英語
授業を放映することを提案した
い。町内３小学校の教員が、手
作りで番組を制作し、自主制作
番組として放映してはどうか。

　各小学校とも連携をはかり、効
果的な英語の授業の進め方につい
て研究し、また、ケーブルテレビ
局を使っての英語学習支援も関係
会社と協議し、検討していく。

　学校と協議のうえ検討をしてい
く。

教育委員会事務局

２．小中学校に自動水栓装置設
置について
　新型コロナウイルス感染症対
策として、小中学校の水道に自
動水栓装置の設置を提案した
い。自動水栓設置により感染率
が低下することは判明してい
る。ぜひ導入することを提案す
る。

　本議会で各学校自動水栓設置の
補正予算を計上し、アルコール消
毒・清掃に加え、供用箇所からの
感染防止対策の一環として自動水
栓装置の設備を実施していく。

　小中学校への設置を完了した。

教育委員会事務局

３．学校での水分補給について
　新型コロナウイルス感染症の
影響で、夏休みを短縮して授業
を受ける場合、熱中症対策とし
て町内小中学校の全生徒に、毎
日５００㎖のペットボトルの冷
水を配布することを提案した
い。手動開閉による水道水での
水分補給は新型コロナウイルス
感染拡大も懸念される。

　令和３年度は夏季休業日の変更
を予定していないが、不測の事態
により夏季休業日を授業に充てる
際には、水分補給も含め、熱中症
に対する対策をしていきたい。

　教職員には細心の注意により、
必要な対策を実施するよう指示し
た。

教育委員会事務局

１１．幼小中学校（避難所対策
から体育館も含む）、公共施設
の多目的トイレについて
　改正バリアフリー法により、
令和３年４月以降に校舎等を新
築する際は、多目的トイレ・ス
ロープ・エレベーターなどの設
備が義務となる。本町の幼小中
学校・公共施設・避難所におけ
る既設箇所、また今後の進捗状
況はどうか。



４．コロナ差別禁止条例制定に
ついて
　新型コロナウイルス感染者や
医療従事者を、差別や誹謗中傷
から守るために、差別禁止を盛
り込んだ条例を本町も制定する
ことを提案したい。全国各地で
条例を制定する自治体が増えて
いる。

　国や県では、新型コロナウイル
ス感染症に関する偏見や差別を防
止するための規程が設けられてい
る。
　本町は、町民憲章にも「一人ひ
とりの人権を大切にし優しいまち
をつくります」としており、町民
の皆さまに再度ご理解していただ
くよう、広報に努め、優しいまち
の実現に向け取り組んでいく。

　左記により完結。

住民課

坂東泰史議員

１．小型電気自動車導入の検討
について
　昨年１２月に、２人乗りの小
型電気自動車Ｃ＋ｐｏｄ（シー
ポッド）が発売された。本体価
格１７０万円前後であるが、補
助金が３０万円程度適用され
る。小回りが利いて便利である
が、次回以降の購入で検討する
余地はないか。

　訪問等に使用する公用車は小型
のものが使用しやすく、また電気
自動車は、走行時に二酸化炭素を
排出しないといった環境への配
慮、補助金の活用で購入費用を一
部軽減できるメリットがある。
　今後、公用車購入の際には、小
型電気自動車の検討も含め、また
充電環境の整備や災害時の非常用
電源としての活用方法なども検討
し、次世代自動車への更新を進め
ていきたい。

　令和４年度ゼロカーボン・ドラ
イブの推進として公用車への燃料
電池車の導入に取り組む。また、
電気自動車への更新にも取り組ん
でいく。

総務課

２．ふるさと納税について
　大手通販サイトの創業者が８
億円のふるさと納税の寄附先を
募集し、事業計画を提示して応
募した自治体に５００万円を寄
附してくれた。県内では４市１
町が応募したようであり、全国
で１５６あった。
①２月末時点の本町のふるさと
納税の今年度実績はいくらか。
②今後もこのようなケースが
あった場合どのように対応すべ
きと考えるか。

　２月までの本町へのふるさと納
税は、1,519件で19,291,100円で
ある。昨年の同時期と比べ、約
2.5倍の金額であった。
今後はふるさと納税について情報
収集に努め、寄附に繋がる機会を
逃がさないよう、インターネット
やＳＮＳの情報にも注視してい
く。

　今年度、ご提案のふるさと納税
に応募をしたが、残念ながら選ば
れなかった。今後もインターネッ
トやＳＮＳの情報に注視してい
く。

総務課

佐々木紀子議員

１．行政手続きのデジタル化と
押印廃止について
　政府はマイナンバーの利用拡
大や押印手続きの削減を進め、
デジタル社会への改革を推進し
ている。本町の現状を聞きた
い。また、マイナンバーカード
を利用した「コンビニ交付サー
ビス」を開始してはどうか。
②デジタル化が加速する中、重
要なマイナンバーカードの現在
の普及率はいくらか。

　現在、本町のマイナンバーカー
ド普及率は34.2％で7,947枚交付
している。
マイナンバーカードの普及が進む
につれて、証明書の必要性がなく
なると考えられ、コンビニ交付
サービスの導入には、システムの
構築や5年間の維持管理費に4,700
万円程度かかるため、今後の状況
も見ながら十分に検討していきた
い。

　左記により完結。

住民課

①本町の行政手続きの全体数と
既にオンライン化されているも
の、今後オンライン化できるも
のはいくつあるのか。
③今後、押印廃止された場合、
廃止対象リストの精査をするべ
きと思うが見解を聞きたい。ま
た、本町では、いくつ押印廃止
できるのか。

　内閣府の押印廃止マニュアルに
則り、現在、各部署より各手続き
の検討リストを集約したところ
498件あり、既にオンライン化し
ているものは14件ある。３月中を
目途に押印廃止の方向性を決定
し、十分精査した上で順次押印廃
止を実施し、可能な事務はオンラ
イン化を進めていく。

　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く。 総務課

２．北島町課設置条例の改正・
施行に伴い、出生届・婚姻届の
記念品刷新について
　北島町課設置条例を改正し、
令和３年４月からの業務の配置
換えを機会に新たな記念品を追
加し、住民に選んで頂くようリ
ニューアルしてはどうか。
　また、現況で出生届と婚姻届
の届出件数及び年平均件数と、
記念品の現況や反響を聞きた
い。

　新たな記念品は、新体制が整っ
たときに協議をしていきたい。
　現在、出生届が１７６件、婚姻
届が８３件あり、年平均出生届が
１８５件程度、婚姻届が９３件程
度ある。
　現在、記念品の命名札は１７６
件、婚姻の記念台紙は３３件発行
しており、各記念品とも喜びの声
をいただいている。

　左記により完結。

住民課



３．投票所等の感染症防止対策
と期日前投票の簡素化について
①感染症拡大の収束の兆しが見
えないなか、全国では様々な選
挙が行われている。今後、投票
日当日や期日前投票における各
投票所・開票所の感染症対策に
ついて聞きたい。

　期日前投票は、入場制限等をか
けながら対処していく。
　投票日当日の投票所は、入口で
検温・消毒をお願いし、所内の密
を避けるため入場規制を行い、記
載台などは定期的に消毒する。入
場券と投票用紙の受け渡し職員以
外は、接触のないよう考慮する。
　開票所では、立会人・職員・参
観人をそれぞれの作業空間で仕切
り、参観人には座席間隔をあける
等の協力を求める。

　左記のとおり実施し、滞りなく
完了した。

住民課

②期日前投票における宣誓書の
提出について、今後の感染症対
策と投票事務の簡素化に向け
て、投票所入場券を活用し、宣
誓書を共に印刷してはどうか。
③投票所入場券に性別欄を設け
ない自治体が全国的にも増えて
きている。性的少数者に配慮
し、本町も性別欄の印字を削除
してはどうか。

　検討を重ねて、令和３年度の選
挙から、宣誓書の印刷と性別欄の
削除を行うように進めている。

　令和３年１０月の衆議院選挙の
入場券より実施した。

住民課

４．不育症患者への支援・助成
制度について
　昨年１１月に不育症患者への
治療・支援として、厚生労働省
は保険適用外の検査費用を助成
する自治体に対し、国が補助す
る仕組みを新たに設けた。
①不育症について、どのような
認識をお持ちなのか。
②厚生労働省のこの制度につい
て、本町の捉え方と、具体的な
働きかけを聞きたい。
③不育症治療は検査を伴うが、
保険適用と適用外検査がある。
本町も、まずは保険適用検査か
ら助成制度を検討してどうか。

　妊娠は成立するものの不育症で
悩む方は、全国で年間3.1万人以
上と推定されている。
　県内では、徳島大学病院内の不
妊・不育相談室にて、専門のス
タッフが相談を受付けており、本
町ではリーフレットでの相談室を
案内している。
　県では、令和３年度から不育症
検査費用の一部助成の予算要求を
しており、本町も国や県の動向を
見ながら、検査費用の助成等を検
討していく。

　流産・死産やお子さんを亡くさ
れた方への、心のケアを行ってい
る。不育症患者への助成について
は、県が令和３年度から不育症検
査費用の一部助成を開始してい
る。本町も国や県の制度を参考に
し、検査費用の助成等を検討して
いく。

子育て支援課

増谷禎通議員

１．コロナワクチン接種問題に
ついて
　先日、医療従事者などにワク
チン接種が始まったが、十分な
量の確保ができていない。
①本町の医療従事者へのワクチ
ン接種は、何時、何人分配分さ
れるのか。

　医療従事者等への接種体制は、
県が調整しており、国からのワク
チンの配分が十分でないため板野
郡内への配分量も調整中とのこと
である。

　左記により完結。

健康保険課

②板野郡の医師会では、医療従
事者へのワクチン接種の方法、
集団接種・医療機関ごとの個別
接種など、どのように検討され
ているのか。
④ワクチン接種の方法は、各自
治体に任されているようだが、
本町の体制は決まっているか。

　本町では高齢者の接種方法の協
議の結果、集団接種をきたじま田
岡病院で、個別接種を１８医療機
関で行うと決定している。

　左記により完結。

健康保険課

③６５歳以上の高齢者の接種は
４月からと聞いていたが、その
後どのようになっているのか。

　高齢者接種のワクチンは４月２
６日の週から全市町村に配送され
ることから、国の示す接種順位に
従い、本町でも準備を進めてい
る。ワクチンの供給が安定するま
での間は、十分な広報を行い、混
乱を最小限にしていきたい。

　左記により完結。

健康保険課

⑤早い自治体では、シミュレー
ションを実施しているが、本町
はどのようにするのか。
⑥ワクチン接種において、人手
不足が考えられるが、看護師や
医療従事者で退職者や休職者を
会計年度任用職員として雇用す
るべきであると思うが、本町
は、募集計画はないのか。

　本町では、きたじま田岡病院で
集団接種を行うため、救急対応を
含め医師、看護師等の確保に不安
はない。集団接種に向け、病院ス
タッフと体制を整えていく。

　左記により完結。

健康保険課



２．ＰＣＲ検査問題について
①島津製作所は全自動で検査で
きるＰＣＲ検査機を190万円で
販売した。本町もＰＣＲ検査機
を購入し、町民が健康チェック
体制を検討すべきだが、見解を
聞きたい。

　ＰＣＲ検査の結果は、検査装置
の結果をみて医師が総合的に判断
することと、試薬が医薬品扱いで
あるため、町で取り扱うことは難
しいと考える。

　左記により完結。

健康保険課

②厚生労働省によると、１０都
府県等でも、高齢者施設等で集
中的にＰＣＲ検査を実施すると
している。本町でもいつでも安
価でＰＣＲ検査が受けられるよ
うにすべきであると考えるが、
見解を聞きたい。

　県でのＰＣＲ検査は国の定義に
基づき、保健所を窓口とした行政
検査により実施している。町内で
は検査医療機関がなく、行政検査
体制への影響や、検査体制整備計
画との整合性から、本町での実施
は難しい。今後、検査の状況を考
慮し、補助事業の導入について検
討したい。

　左記により完結。

健康保険課

３．脱炭素社会実現取組の問題
について
①政府は２０５０年までに温室
効果ガス実質０を公約してい
る。本町も多面的に取り組むべ
きであると考えるが、どうか。

　現在、北島町地球温暖化対策実
行計画（第４次計画）を策定し、
毎年各課へエネルギー使用量の調
査を実施し、ガスの排出抑制を
図っている。各部署との連携によ
り、更に取り組みを進めていく。

　令和４年度実施予定の北島町地
球温暖化対策実行計画（第５次計
画）並びに北島町再生可能エネル
ギー導入目標計画の中で検討して
いく。 まちみらい課

②ソーラーパネル設置補助金と
蓄電方式に対する補助金を併設
して、２４時間自然エネルギー
で生活するシステムに取組むべ
きであると考えるが、見解を求
めたい。

　太陽光と蓄電池を併設する場合
は、国の補助金制度があるので、
まず自治体の先進事例から研究し
ていきたい。

　令和４年度より太陽光発電シス
テム等普及促進補助金として実施
する予定。
太陽光発電（上限20万円　20件）
蓄電池（上限20万円　10件）
両方同時（上限40万円　30件）

まちみらい課

③京都市は市内を走るバスに電
気自動車を導入し、ゆくゆくは
全て電気自動車にする計画であ
る。本町も公用車購入について
検討すべきと考えるが、見解を
聞きたい。

　今後、公用車購入の際は、充電
環境の整備や災害時の非常用電源
としての活用方法なども検討しつ
つ、次世代自動車への更新を進め
ていく。

　令和４年度ゼロカーボン・ドラ
イブの推進として公用車への燃料
電池車の導入に取り組む。また、
電気自動車への更新にも取り組ん
でいく。

総務課

④横浜市はＩＳＯを取得して、
市全体で脱炭素社会に向けた取
組をしている。本町も取得して
はどうか。

　ＩＳＯ取得には認証機関による
審査があり、準備期間と費用が必
要で、認証後も毎年審査がある。
本町は、環境対策のＰＤＣＡを図
りながら、職員等の創意工夫によ
り進めていきたい。

　左記により完結。

まちみらい課

⑤教育現場で脱炭素社会に向け
て具体的な取組をしているか。

　町内小中学校では、平成１７年
度に「学校版ＩＳＯ」を取得し、
「新学校版環境ＩＳＯ」制度に変
わった現在も、認定を受け活動し
ている。
　今後も、環境保全活動等への教
育を推進していきたい。

　今後も引き続き学校版ＩＳＯを
実施していく。

教育委員会事務局

　徳島市を中心とした一般廃棄物
の広域処理を行うことで、温室効
果ガス排出抑制に繋がると考えて
いる。広域処理に係る連絡会議で
は、早期稼働等を要望していきた
い。

　広域処理にかかる連絡会議で早
期稼働を要望していく。

清掃センター

　汚泥の堆肥化、エネルギー化、
また下水道への投入などが考えら
れる。いずれの方法も、現施設を
改修する必要があるが、下水道の
投入が維持管理の点から良策と考
える。

　下水道課が技術検討会の分析等
から、し尿投入に向けて進める予
定としており、クリーンセンター
としても維持管理の費用面から良
策であると考えているため、し尿
投入開始まで経費を抑えた管理に
努める。

クリーンセンター

　現在、県及び関連市町で公共下
水道にし尿を投入する際の諸条件
について、協議を重ねているた
め、諸条件が整った後に整備して
いく。

　学識経験者、有識者、専門家を
委員とした技術検討会を開催し
て、処理場に与える影響を分析・
評価、必要に応じた対応策の検討
を行っており、今後北島町におい
ても技術検討会の指導を仰ぎ、し
尿投入実施に向けて進める予定と
している。

下水道課

⑥クリーンセンターや清掃セン
ターにおける脱炭素社会への取
組をしてはどうか。また、し尿
処理を下水道に直接投入する計
画はどのようになっているか。



４．ふるさと納税問題について
①ふるさと納税の四国における
実績が報告されている。高知県
が120億円、愛媛県は42.7億
円、徳島県は12.8億円である。
高知県の須崎市は12億円となっ
ている。北島町の実績を報告さ
れたい。
②地方財政を豊かにするために
も、ふるさと納税には職員一丸
となって取り組むべきである。
見解を求める。

　令和３年２月現在で本町へのふ
るさと納税は、1,519件で
19,291,100円となる。
　総務課とまちみらい課で、新し
い返礼品の発掘や掲載写真を工夫
するなどし、昨年度比の2.5倍の
増額に繋がった。今後も多くの意
見を取り入れ、よりご寄附いただ
けるよう努力していく。

　左記により完結。

総務課

③商品券事業を年間通して町内
事業者に恩恵のある制度にし、
町外から買い物に来てもポイン
トが貯まる方式はないか、検討
されたい。

　プレミアム付き商品券事業は、
資金決済法適用除外とするため有
効期間を６カ月未満と限定されて
いる。
　ポイント制度の導入は、その活
用範囲や費用対効果など先進事例
を参考に、商工会等関係機関と研
究していく。

　ポイント制度の導入は商工会等
関係機関と研究する。

まちみらい課

５．財政問題及び施設管財課設
置問題について
①徳島東部地区ＤＭＯ負担金は
廃止すべきだ。一般財団法人
イーストとくしま観光推進機構
の決算書では、ほとんどが役員
報酬である。説明を求めたい。

　ＤＭＯは、行政と民間企業が一
体で、観光関連産業の振興と、地
域活性化を戦略的に促進する活動
をしている。また、外部評価委員
会を設置し、毎年度事業の評価や
効果等を検証している。今後も東
部圏域市町村連携の強みを生かし
た観光地づくり等を行っていく。

　北島町を含めた広域の事業を推
進してくれており、町のイベント
等にもアドバイスをくれ、今後も
連携していきたい。

まちみらい課

②臨時会の図書館・創世ホール
の改築予算について、専門的知
識に乏しい担当者が、予算・施
行管理に当たっている。専門的
部署を設置すべきではないか。
③事務処理は、ますますデジタ
ル化していく。業務の効率化の
ために、専門的知識のある人材
雇用し、対処できる組織の構築
が必要でないか。

　職員は、専門的知識の取得とと
もに工事現場等の実務経験を積む
必要がある。現在は工事全般とし
て建設管理監を配置している。引
き続き人材育成の研修等にも取り
組み、スキルアップに繋げてい
く。
　また、高度な知識・技術・経験
を持つ人材の雇用についても検討
していく。

　令和３年度職員採用試験におい
て、一般事務以外に保育士・幼稚
園教諭、保健師、土木、公認心理
師・臨床心理士の試験を実施し
た。

総務課

④庁舎１階の書類が、床に積み
上げられ、津波等で大変なこと
になる。日常業務はパソコンで
できるのではないか。必要のな
い書類は２階以上の倉庫を設置
し、保管すべきであると思う
が、見解を聞きたい。

　今後、浸水被害に備えた配置先
を検討しつつ、ＩＣＴを活用した
公文書管理や保管量のスリム化・
ペーパーレス化等を検討してい
く。

　庁舎将来計画を策定している
が、既存庁舎での浸水深を考慮し
た上部層での配置転換は構造上難
しい。ペーパーレス化について
は、令和４年度より可能な業務よ
り取り組んでいく。

総務課

６．防災問題について
①京都府は、災害時の避難所で
要配慮者の心身状況の悪化など
の二次被害を防ぐため京都府災
害派遣福祉チーム（京都ＤＷＡ
Ｔ）を結成している。本町もＤ
ＷＡＴ設置を考えてはどうか。

　県において、令和２年３月に徳
島県災害派遣福祉チームが設立さ
れ、被災市町村からの要請によ
り、福祉専門職等が派遣される体
制となっている。

　左記により完結。

危機情報管理課




