
令和３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

武山光憲議員

１.自治体からの情報発信（Ｓ
ＮＳ）の在り方
　自治体のＳＮＳ交流サイトの
発信力が、地域経済の活性化を
促す時代になってきている。
①北島町のフェイスブックの
フォロアー数はどうか。

　フォロワー数は、９月１日現在
フェイスブックが９９人、インス
タグラムが１３３人である。

　左記により完結。

総務課

②令和元年から今年度のふるさ
と納税、きたじま移住情報への
アクセス件数はどうか。

　ホームページの「ふるさと納
税」記事のアクセス件数は令和元
年度が１，８５４件、令和２年度
が２，０３５件、令和３年度（９
月１日現在）は７９４件であり、
「きたじま移住情報」へのアクセ
ス件数は令和元年度が５１４件、
令和２年度が９５４件、令和３年
度（９月１日現在）は３８４件と
なっている。

　左記により完結。

総務課

③ふるさと納税や転入超過の点
から専門的に検証し工夫しては
どうか。具体的な対処を聞きた
い。

　全国へ北島町をアピールするた
めにも、ＳＮＳ等の活用方法につ
いて効果的に情報発信できるよう
取り組んでいく。

　今年度、町ＨＰのトップページ
をリニューアルし、ＳＮＳの活用
を高めた。

総務課

④テレワークしながら移住する
人への支援制度の創設を検討し
てはどうか。

　北島町わくわく移住支援事業の
補助金交付要綱を改正し、テレ
ワークで移住する場合に、世帯１
００万円、単身６０万円の補助金
を対象としている。

　左記により完結。

まちみらい課

⑤広報活動に特化した専門知識
を持った人材を全国から公募し
てはどうか。

  専門的知識を持つ人材や民間人
の協力を得ることは、大変有効で
あると考えるため、先進自治体の
取り組みを研究していく。

　行政のDX推進のため、民間企業
と連携し行政業務改善の取り組み
を進めている。こうした取り組み
を広報活動にも活かしていく。 総務課

⑥学生を対象にした返済補助金
付き奨学金制度の導入を検討で
きないか。

  徳島県では大学、高専、専修学
校生並びに既卒者で県内の事業所
に正規職員としての就職者を対象
に、奨学金の総額２分の１、上限
１００万円を助成する制度があ
る。制度の広報等を進め、利用状
況を調査しながら検討していく。

　今後も県の助成制度の利用状況
を調査し、検討する。

まちみらい課

２.職員対応マニュアルについ
て
　職員は人事異動があることか
ら、住民への適切な対応策をま
とめたマニュアルを作成してい
る自治体もある。本町での現状
と今後の対策を聞きたい。

　職員一人一人が職務の内容を十
分に理解し、分かりやすく丁寧な
対応ができるよう努め、職員対応
マニュアル策定に向け取り組みた
い。

　令和４年度ビジネスマナー・ア
ンガーマネジメント等の研修を計
画しており、研修を通して住民へ
の適切な対応に取り組む。

総務課

３.職員採用について
　他県では民間人から県外社会
人、Ｕターンで専門知識を持っ
た人材を、基本的に試験をしな
いで採用している。行政におけ
る各分野での課題に対する実践
対策が目的でもある。本町も検
討してはどうか。

　令和元年度から幼稚園教諭の試
験で、社会人特別枠では第１次試
験の免除、令和２年度から、全て
の試験区分で受験可能年齢を３９
歳まで引き上げている。
  今後も多様な人材確保に努めて
いく。

　左記により完結。

総務課

４.１課１職員１提案について
　組織の活性化からも「１課１
職員１提案」をしてはどうか。
勤務評価の１要因になるが、見
解を聞きたい。

　平成２４年度より「北島町業務
改善提案に関する規程」を定め、
事務事業等の改善や町民サービス
の向上を目的として、職員からの
提案を取り入れている。
  今後も、先進事例を調査研究
し、町政全般の業務の向上を推進
していく。

　左記により完結。

総務課

進捗状況及び今後の対応



　例年開催しているイベント
（チューリップフェア、きたじま
るしぇ、ひょうたん夏まつり）を
通じて郷土愛の醸成に取り組んで
いる。
今後もＳＮＳ等での情報発信など
を模索し、魅力あるイベントにす
ることで、移住やＵターンに繋げ
ていきたい。

　コロナによりイベント等は開催
を中止しているが、今後も引き続
きＳＮＳ等での情報発信をしてい
きたい。

まちみらい課

　昨年よりコロナ禍で実施は難し
い状況だが、中学２年生で、近隣
町を含む５０余の事業所にて職場
体験学習を行い、小学３・４年生
では、「わたしたちの北島町」と
いう授業で、歴史やくらしについ
て学び、災害・まちづくりについ
ても学習を深めている。

　来年度は新型コロナウイルス感
染拡大の状況を注視し、可能であ
れば職場体験学習を再開する。

教育委員会事務局

６.超高齢化を迎え、交通手段
について
　高齢化が進み、免許を返上し
ても買い物等には、徒歩・自転
車、家族の協力が必要である。
①ぐるぐるバスを大きくできな
いか。

　コロナ禍により、現在はできる
だけ空間を確保するため従来のワ
ゴン車を中型バスに変更し実施し
ている。今後も、乗車人数の状況
により中型バスを有効活用してい
く。

　左記により完結。

社会福祉課

②試験的に、移動スーパーへの
働きかけを推進できないか。

  県内では、民間の移動スーパー
が運営され、北島町内も巡回エリ
アに含まれている。宅配など競合
する業種もあることから移動スー
パーの事業展開を注視していきた
い。

　左記により完結。

社会福祉課

③年齢町内基準でタクシー券を
配布してはどうか。

  昨年度、７５歳以上の高齢者に
３０００円分のタクシー券を配布
した。またコロナ禍により使用期
限を１年延長している。
今後は事業内容を精査し、他の自
治体の取組も参考に、効果的な実
施方法を検討していく。

　効果的な実施方法を模索してい
る。

社会福祉課

７.消防団の災害出動時の報酬
改正について
①総務省消防庁が災害時の出動
に支払う報酬と、自治体が直接
団員に支払うことを盛り込んだ
待遇改善策を全国自治体に通知
した。本町の状況はどうか。

　団員への報酬は、作業内容の確
認など適正に行うべきであり、費
用弁償などと整合し導入の研究を
していきたい。

　左記により完結。

危機情報管理課

②女性の救急隊について、平日
昼間に特化した「日勤救命隊」
を創設している消防署がある。
検討してはどうか。

　今後も女性の活躍の場が広がる
と考えられ、職員の意見や県下の
状況を注視し検討したい。

　左記により完結。

危機情報管理課

８.災害時のアプリで分かりや
すく発信
①各避難所での自主防、町民対
応で、日頃から３番目までの担
当人命体制を決めておくべきで
はないか。

　避難所を開設する際は、災害対
策本部において、登庁できた職員
の中で、避難所の収容業務にあた
る人員を決定する。
  災害時に混乱のないよう災害対
策本部の運用や各部班の業務につ
いての訓練を進めていきたい。

　新型コロナウイルス感染症の影
響により、訓練などが行えない状
況にあるが、今後関係者との調整
など取り組んでいきたい。

危機情報管理課

②ＨＰのＱＲコードで、分かり
やすく、単純明快に発信できな
いか。
（１）地震が発生したらどうす
るか。
（２）避難勧告・指示が出たら
どうするか。単刀直入に表示で
きないか。
（３）スマートフォンに、町Ｈ
Ｐ、徳島県水防情報、ＮＨＫ
ニュース防災を推奨、気象庁キ
キクルのアプリ導入を推進でき
ないか。

　防災気象情報の発信機能のある
アプリは、身近に迫る危機をプッ
シュ型で通知する機能があり、導
入を進めていきたい。
気象庁より、キキクルや民間防災
関連アプリの利用を普及する通知
があり、これらのアプリのダウン
ロード先や、国土交通省・ＮＨＫ
のＨＰなどのリンク先を分かりや
すく発信したい。

　ご提案のあったことを参考に、
町報を利用してアプリダウンロー
ドの紹介を行った。今後も発信し
ていきたい。

危機情報管理課

５.移住、Ｕターンにおける郷
土愛（北島愛）について
　郷土愛の醸成を目指して少年
式や３０歳の成人式等が行われ
ている自治体が全国にある。
式典は、企業訪問、水辺環境、
自転車サイクル、特産品等の実
践見学等様々あり、北島町に
合った検討ができないか見解を
聞きたい。



９.防災メールの登録促進につ
いて（高齢者のネット格差解
消）
①「北島町防災・情報メー
ル」、「防災無線メッセージ
サービス」、「文字表示機能付
き個別受信機」登録の、平成３
０年度～令和２年度各年の全体
登録件数と登録高齢者数の推移
について聞きたい。

「北島町防災・情報メール」の件
数は、平成３０年から１，４９８
件、１，８２８件、１，９６７件
である。
「防災無線メッセージサービス」
件数は、平成３０年から、３４９
件、２０１件、１４５件である。
「文字表示機能付き個別受信機」
件数は、各年とも０件であった。
登録時に年齢記入は必要ないため
高齢者の内数は不明である。

　左記により完結。

危機情報管理課

②北島町も高齢者の防災・情報
メールの登録が少ないのではな
いか。様々な集いの場で講習で
きる工夫が必要ではないか。

　関係部署・機関と連携して、防
災・情報メールの登録を支援でき
るよう進めていきたい。

　集いの場となる会議などは中止
が多い状況だが、皆様がスムーズ
に登録しやすいものの導入を検討
し、町報等で発信してみることを
考えたい。

危機情報管理課

１０.ブラック校則の見直し
　文部科学省が、社会や時代の
変化に合わせて校則を見直す通
知を都道府県教育委員会に出し
ているが、見解を聞きたい。

　町内小中学校の校則について、
ただちに見直す内容はないと考え
るが、見直しを行う際には、児童
会や生徒会を通じて主体的に考え
る機会を設け、保護者の代表にも
議論してもらい、校則を自身のも
のとして守っていく態度を養って
いきたい。

　検討が必要になれば、生徒会保
護者等との話し合いの場を持つこ
とを検討する。

教育委員会事務局

板東泰史議員

１.北島町設置の掲示板につい
て
  町内各所にある掲示板につい
て聞きたい。
①この掲示板は町内何箇所に設
置しているか。
②掲示の更新にかかる年間費用
はいくらか。
③新高橋南の町道沿い等ほとん
ど歩行者がいないところは撤去
しても構わないのではないか。
④掲示の内容は全てＨＰに公開
されているか。
⑤掲示がモノトーンで目立たな
い。小中学生の啓発ポスターな
ども掲示してはどうか。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。

　北島町公告式条例により、町内
１４箇所に設置している。平成３
０年度から令和２年度の費用額は
年平均約38,000円である。掲示場
は、よりよい配置であるか改めて
検証したい。掲示物は基本的には
ＨＰでも公開されているが、個人
情報に関する事項は公開されてい
ない。現在、啓発ポスター等の掲
示は考えていない。

　事務の簡素化及び効率化の観点
から、公告式事務を見直し、各種
媒体による広報等のより充実化を
図り、公告式条例を改正して、掲
示場を役場前１箇所にする。

総務課

２.ぐるぐるバスの運用につい
て
　ぐるぐるバスは、利便性の割
には利用者が少ない。
①現在の利用者はどの程度いる
か。

　令和元年度の利用者数は延べ９
７６人、１日平均１１人で、令和
２年度はコロナ禍により延べ５１
２人、１日平均利用者数は６．４
人である。

　左記により完結。

社会福祉課

②無料のために利用をためらう
高齢者もいると聞いた。わずか
でも運賃を徴収して利用のハー
ドルを下げてはどうか。

　道路運送法により対価を徴収し
ない形態としている。身近な移動
手段として認知されるよう広報等
に努めたい。

　庁舎玄関前に、発着場所の看板
を設置した。団地などに利用しや
すいモデルコースのチラシなどを
配布し広報に努めた。 社会福祉課

３.各種行事再開について
　新型コロナで各種行事が軒並
み中止・延期されている。成人
式や修学旅行のように一生のイ
ベントも含まれている。
①再開する場合、町で統一の基
準があるのか、各担当課が個別
に判断するのか。

　開催場所や参加者数の規模に応
じて統一基準によらず県のとくし
まアラート等の状況を見ながら各
課において判断している。

　左記により完結。

危機情報管理課



②廃止を検討しているイベント
はないか。

　廃止を検討するものはない。 　左記により完結。

危機情報管理課

４.電子書籍の普及に伴う電子
図書館開設について
　コロナ禍による図書館の臨時
休館等で電子図書館の開設が進
んでいる。
①米国で１０年前に９割の公共
図書館で電子図書館を導入して
いるが、日本はまだ１割であ
る。町立図書館では導入を検討
したことはないか。

　導入については以前にも検討し
たことがある。導入費用や維持費
等のため断念したが、今後も電子
図書の出版業界の動向を見据えな
がら検討していく。

　業者から資料を取り寄せたり、
すでに導入している図書館に問い
合わせるなど動向を調査しながら
検討中である。

図書館・創世ホール

②ＧＩＧＡスクール構想では、
既に教科書はデジタル化されて
いる。中学校の図書館に導入で
きないか。

　電子書籍での外国語教材貸し出
しは、興味を持つ書籍に触れる機
会が増え、学力向上にも有効であ
ると考える。
各学校の情報通信環境整備を進め
るとともに、電子図書館化への研
究もしていきたい。

　継続して検討する。

教育委員会事務局

梶　哲也議員

１.西高房第二樋門について
　西高房第二樋門周辺の内水被
害対策は、未だに対策が進んで
いない。非常用設備か小規模排
水設備の導入を早急にお願いし
たい。

　災害時には運搬可能なエンジン
ポンプでの排水を行う予定だが、
安定した排水ができるような設備
の導入に向け取り組んでいく。

　10インチ程度の水中ポンプであ
れば既設水路内への常設が可能で
あるため、今後国交省等関係各所
と設置に向けた協議を進めてい
く。

建設課

　スマホ購入・機種変更に対する
助成金は、デジタル活用支援推進
事業の対象外となるため、先進導
入事例などを参考に研究してい
く。

　左記により完結。

危機情報管理課

　高齢者に向けた講習として、北
島町社会福祉協議会では毎年講師
によるスマホ教室を開催してい
る。今後も、社協等と連携し、ス
マホの利便性を理解してもらう機
会を提供していく。

　ｅ徳島推進財団と連携し、全６
回のスマホ教室を開催した。

社会福祉課

３.防災訓練について
　コロナ禍で２年連続、防災訓
練が中止された。防災意識の低
下が懸念される。来年度に向け
新しい防災訓練の計画などはあ
るのか。

　県防災センターや近隣市町など
で実施している事例を参考に、本
町で取り組めることを検討してい
きたい。

　令和３年度は町防災訓練のほ
か、東北の語りべの方による講演
会を計画していたが、新型コロナ
の影響で中止となった。実体験に
基づいた情報を得るために、今後
も計画してまいりたい。

危機情報管理課

４.図書館の運営について
①図書館・創世ホールも平成６
年に開館し約３０年が経過す
る。電子書籍の普及やコロナ禍
において図書館の在り方も変化
し、未来の図書館へと改修工事
の時期に差し掛かっていると考
えるが、見解を聞きたい。

　昨年度の外壁・屋上防水等改修
工事に続き、今年度も老朽化した
空調機や３階ホール等の天井の改
修工事などを行っている。次世代
に向けた大々的なリニューアルは
財政的にも厳しいため少しずつ計
画的に変えていけるよう検討して
いく。

　空調機も新しくなり３階ホール
の天井等も改修が済み３階ロビー
のジュータンや２階ギャラリーの
床も張り替えられ着々とリニュー
アルが進んでいる。現在トイレの
改修工事も計画が進んでいる。

図書館・創世ホール

②たくさんの本と触れ合える環
境を整えるため、宅配サービス
の導入を検討してはどうか。

　現在、盲人郵便を利用し、点字
図書を全国に郵送貸出している。
このような障がい者へのサービス
だけではなく、宅配サービスを行
うことができればよりよいサービ
スに繋がるが、宅配手段やその人
員、予算など十分検討していきた
い。

　他図書館を調査し、当館でも実
施できる方法はないか検討中。
(現在調査した中では職員が自宅
まで届ける宅配サービスを行って
いる図書館もあったが、あくまで
障がい者サービスの１つとして
行っており、障がいの等級により
対象が決められていた。)

図書館・創世ホール

２.高齢者のデジタル化推進に
ついて
　６５歳以上の高齢者にスマホ
購入・機種変更に対する助成金
の交付を提案したい。高齢者に
スマホ保持を促すことで、更な
るデジタル化推進になると考え
るが、見解を聞きたい。



５.北島町の舵取りについて
①古川町長になり１１年８カ月
が過ぎた。今日までの総括をし
ていただきたい。

町長

②来る１月に任期満了になる
が、再度挑戦するつもりはある
のか。

町長

③再選するとしたら、今後の四
年間で何を重点的に取り組まれ
るのか。

町長

伊勢政二議員

１.水道管のＡＩで劣化診断に
ついて
①北島町内には総延１１３．４
㎞の水道管が設置されている
が、漏水の点検はどのように
行っているのか。また、点検に
要する経費について聞きたい。

　県内の漏水調査専門の会社に業
務委託し、管路上を歩き漏水探知
機などで探知している。直近３年
間の委託費用は、年間５００万円
前後である。

　左記により完結。

水道課

②水道管の耐用年数は４０年以
上とされているが、北島町の平
均更新年数は何年か聞きたい。

　耐震継手を有するダクタイル鋳
鉄管の管路は８０年、それ以外の
管路は６０年、布設時期の古いＶ
Ｐ管の管路のみ４０年としてい
る。

　左記により完結。

水道課

③客観的なデータを基に低コス
トで現況を把握できるＡＩを導
入している自治体がある。北島
町の点検日数と人件費を聞きた
い。

　点検日数は作業計画・現場の下
見調査等、８０～１００日程度で
あり、直接人件費として500万円
程度を想定している。今後は、Ａ
Ｉ技術を導入した漏水調査も、費
用対効果なども含めて調査・研究
を進めていきたい。

　ＡＩ技術を導入した漏水調査及
び水道管の劣化診断については、
全国の水道事業体でも注目されて
おり、研修会のテーマにも取り上
げられている。今後は、他の市町
とも情報交換をしながら検証して
いく。

水道課

２.１１９番通報時映像中継を
　火災・救急要請で１１９番通
報をした人に映像を中継しても
らうシステム（ライブ１１９）
がある。被害状況を詳細に把握
でき、最適な出動態勢の検討や
救命処置に役立てられる。板野
東部消防も導入してはどうか。

　今後、スマホ関連の通信環境が
進展し、さらに効果的な活用が見
込まれるため、現場での有効性な
どの情報を参考に検討していきた
い。

　いただいた情報は消防本部にも
伝えたところ、全国でも同システ
ムを試行しているところがあるよ
うなので、それらの結果について
情報を得ながら検討していきた
い。

危機情報管理課

３.町内に自転車修理場設置を
　現在、町内には自転車店がな
いためにパンクや故障の場合
は、大変不便である。北島町が
自転車修理できる技術者を雇用
して、修理場所を庁舎周辺に設
けることを提案したい。

　企業誘致が進む中、自転車販売
店の出店も働きかけたが出店には
至っていない。現在は、町内オー
トバイ販売店にて、自転車修理を
行っていただいている。今後、自
転車修理可能店の情報を広く周知
し、他に自転車修理が可能な場所
が増えるような取り組みをしてい
きたい。

　町報１１月号により自転車修理
店の広報をした。

総務課

　平成２２年の就任より１１年半、「子育て支援」「高齢者・障がい
者支援」「安心・安全なまちづくり」「地域の活性化」「社会基盤整
備」を柱に、住みよく活気あるまちづくりを目指し、諸施策を推進し
てきた。今日まで順調に町政運営を行えたのは、議会議員各位や町民
の皆様・職員の理解と協力の賜と感謝している。今期は、本町独自の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業に取り組み、
中でもマイナポイント事業によりマイナンバーカードの取得率は県内
１位となった。また、ワクチン接種は、関係各位の協力を得て順調に
接種が進んでいる。新たな財源確保になるネーミングライツ事業によ
り、北島北公園総合体育館の愛称が「ＹＧＫドーム」に決定した。３
期を経て、一定の成果を示せたと考えるが、広域行政における鳴門市
との共同浄水場整備事業や、徳島市等とのごみ処理施設広域化・施設
建設についても現在協議進行中であり、まだ完結していない諸課題が
ある。

　「活気に満ち、誰もが安心して暮らせる住みよいまちづくり」を完
成させるため、今一度立候補し再選を目指して頑張りたい。

　「北島町シフトチェンジ計画」と位置づけスマートシティ実現に向
け、将来にわたり町民が安心して暮らすことができる環境を整え、ゼ
ロカーボンシティの実現に向けて取り組みを進めていきたい。



４.教員の時差勤務容認につい
て
 北島町立小中学校・幼稚園の
全ての教職員を対象に時差出勤
を認めることを提案したい。授
業や放課後の業務予定などを踏
まえ、早出・遅出を進めること
で長時間勤務の解消につなが
る。すぐに実施するのは難しい
と思うが、実情に応じた方策を
見つけてほしい。

 教職員数は、児童生徒数等によ
り県教育委員会が定め、学校の日
課に応じた勤務開始・終了時刻が
定められるため、現状の人員数で
は、時差出勤の実施は困難である
と考える。
配置人員数の配慮を県教育委員会
に申し入れるとともに、スクール
サポートスタッフ、特別支援教育
支援員、部活動指導員・外部コー
チの登用を継続し、教職員の負担
軽減を支援していきたい。

　来年度もスクールサポートス
タッフや特別支援学級支援員等を
登用し教職員の負担軽減に協力す
る。

教育委員会事務局

５.町内に無料Ｗｉ―Ｆｉ整備
について
　北島町内全域で無料Ｗｉ―Ｆ
ｉを使える環境整備を提案した
い。防災や農業・福祉・教育・
生活交通など多くの分野でＩＣ
Ｔ活用につなげられ町民の利便
性向上に大いに期待できる。

　本町では指定避難所四施設（北
島町北公園総合体育館、北島町立
図書館・創世ホール、北島町総合
庁舎（公民館）、サンライフ北島
にアクセスポイントを設置し、徳
島県立防災センター及び民間施設
五箇所で無料Ｗｉ―Ｆｉが利用で
きる。
　町内全域での整備については、
利便性向上がある一方、セキュリ
ティー面や整備費用など慎重に検
討していきたい。

　県主導で導入された無料Ｗｉ―
Ｆｉは、来年度に民間委託となり
機器類の更新が行われる。その運
用状況や費用対効果を見ながら検
討していきたい。

危機情報管理課

佐々木紀子議員

１.風疹の抗体検査について
　風疹の患者数が増加する要因
の１つとして、昭和５２年から
平成５年までは、中学生女子の
みが接種対象であった。厚生労
働省は２０１９年から３カ年計
画で段階的に抗体検査に取り組
んでいる。
①風疹の抗体検査及び第５期定
期接種の対象者数は何名か。

　対象者数は、昭和３７年４月２
日から昭和５４年４月１日生の男
性で、令和３年９月１日現在２，
７５２人である。

　左記により完結。

健康保険課

②令和元年度分として昭和４７
年４月２日から昭和５４年４月
１日生の男性に送付された受診
クーポン券の利用状況を聞きた
い。

　令和元年度分の送付対象者は
１，３１３人で、抗体検査受検者
が１６８人、うちワクチン接種者
は４７人である。

　左記により完結。

健康保険課

③令和２年度の受診クーポン券
を送付した対象者の利用状況は
どうか。

令和２年度分の送付対象者は１，
４２１人で、抗体検査受検者が２
０５人、うちワクチン接種者は４
４人である。なお、当該事業は今
年度も引き続き実施している。

　左記により完結。

健康保険課

２.子宮頸がん予防ワクチンの
情報提供について
　子宮頸がん予防ワクチンは接
種後に多様な副作用が生じた報
告により、国は自治体による積
極的勧奨の差し控えを行い、接
種は大幅に減少したと思われ
る。
①本町では積極的勧奨を差し控
えた後、対象者へどのような情
報提供をしてきたのか。

　接種について検討・判断ができ
るよう、毎年４月、中学１年生の
女子に国のリーフレットを添えて
案内している。

　左記により完結。

子育て支援課

②本町において接種による副反
応の報告数と、その中に重篤な
例の報告はあったか。

　接種による副反応等の報告は、
現在までない。

　左記により完結。

子育て支援課

３.特別な理由による任意予防
接種の再接種について
　骨髄移植や、抗がん剤を用い
ての化学療法や放射線治療を受
けた場合などで獲得した免疫が
低下・消失し、再度予防接種し
た場合、本町で取り扱いはどう
か。

  現行の予防接種法では、再接種
は、任意接種となり、接種費用は
自己負担となる。本町でも同様の
取り扱いである。

　再接種費用の助成を令和４年４
月から実施出来るよう進めてい
る。

子育て支援課



４.救急安心センター事業＃７
１１９について
　急な病気やけがで、特に夜
間、救急車を呼ぶかの判断に
迷った時、無料で電話相談に応
じてもらえるサービス「救急安
心センター事業＃７１１９」が
ある。
①子ども医療電話相談＃８００
０と併せて様々な媒体を通じて
周知啓発をしてはどうか。

　「救急安心センター事業＃７１
１９」は「子ども医療電話相談＃
８０００」とともに全ての町民が
知っておくべき大切な情報であ
る。板野東部消防とも協議し、町
報などでも周知啓発を進めてい
く。

　この相談窓口を板野東部消防に
伝えて町報等で広報を進めていた
だくと共に、町職員に対しても情
報提供・周知を行った。

危機情報管理課

②閉庁後や休日の際に、住民か
らの問合せに際し、＃７１１９
や＃８０００の案内もできるよ
う、職員・ガードマンへの周知
徹底が平時からできているか。

  職員にも周知を進めるととも
に、ガードマンへの情報提供も行
う。

　左記により完結。

危機情報管理課

５.県立夜間中学校「しらさぎ
中学校」について
①本町として、この県立夜間中
学校についてどのように捉えて
いるのか。

  本町においても、昨年度より開
校案内の掲示や入学案内書の設置
配布など周知に努めている。

　今後も継続して広報していく。

教育委員会事務局

②しらさぎ中学校への働きかけ
や啓発は、これまでどうであっ
たか。

  今年度から就学援助の規定を拡
充し、しらさぎ中学校生徒へ学用
品費の援助ができるよう制度改正
を行った。引き続き、当校の周知
及び在校生へのサポートに努めて
いく。

　サポートを継続していく予定。

教育委員会事務局

６.困難に直面する女性への衛
生用品設置について
　任意団体「＃みんなの生理」
が公表したオンラインアンケー
ト結果は、社会に大きな衝撃を
与えた。
①小中学校の災害備蓄用品の見
学をした際、在庫に生理用品が
備蓄されていなかったが、追加
するべきではないか。

　小中学校は災害時に避難所とし
て開設する順位が高いため、今年
度中に小中学校四校へ災害時の備
蓄用として生理用品を追加導入す
る。

　左記により完結。

危機情報管理課

②小中学校の女子トイレに衛生
用品を設置する必要があると考
えるが見解はどうか。また、現
時点の取り扱いはどうか。

　女子トイレ内での衛生用品設置
は、町内各小中学校と協議のう
え、トイレ内設置箇所や在庫管理
等を含め検討していく。

　北島中学校においてボックスを
設置した。

教育委員会事務局

橋本典幸議員

１.道路の安全対策について
　６月に千葉県で小学校の列に
トラックが衝突する悲惨な事故
が発生した。町の通学路危険箇
所の点検と対策から約９年が経
過し、横断歩道や停止線の薄れ
た箇所もある。北小学校周辺の
通学路をはじめ、劣化した路面
標示の再塗装など、安全確保の
対策に関する所思を聞きたい。

　通学路を含む生活道路の安全対
策工事を進めており、今年度は北
島北小学校校区において工事を予
定しているが、一部来年度での施
工となる。道路の安全安心の確保
のため早期完成に向け取り組んで
いく。

　令和3年度に引き続き、北小学
校周辺の交通安全対策に取り組ん
でいく。

建設課

２.ぐるぐるバスについて
　ぐるぐる福祉バスの各停留所
には標識や時刻表の設置がな
い。また起点の庁舎前には風雨
が避けられる停留所もない。各
停留所設置に関して所思を聞き
たい。

　以前にも検討したが、気候や安
全面の理由から、利用者には庁舎
ロビーで待機してもらい発車時に
補助員が声がけをしている。今
後、わかりやすい標示や時刻表の
掲示について検討をしていく。

　庁舎玄関前に、発着場所の看板
を設置した。

社会福祉課



３.福祉備品の整備について
①集中豪雨等の水害で、浸水想
定では多くの地域が１階床上浸
水区域であり、それ以上の区域
もある。避難要配慮者等に向け
た対応として、救命胴衣の支
給・貸与が必要と考えるが所思
を聞きたい。

　救命胴衣は、各分団に水防団員
の分として配備しているが、福祉
関連施設での常備は、施設管理者
と協議し検討してもらう。導入に
は補助制度なども調査し、サポー
トを行っていきたい。

　左記により完結。

危機情報管理課

②今後の新型コロナウイルスま
ん延や、高齢の方の健康維持の
ために町でもパルスオキシメー
タを準備し、使用方法の周知や
貸与方法を協議すべきと考える
が、所思を聞きたい。

　徳島県は陽性者の入所等の調整
期間などの一時自宅待機する間に
パルスオキシメータの貸出も行っ
ている。
  本町も、災害発災時の感染症対
策として準備を行っている。

　左記により完結。

健康保険課

４.新型コロナウイルス感染症
のワクチン接種について
　町のワクチン接種は、住民各
位のご理解と関係機関の方々の
ご尽力により、円滑に進んでい
る。仮に３回目の接種（ブース
ター接種）が開始されるなら、
どのように進めるのか、現段階
での意見を聞きたい。

　現在では３回目接種について具
体的な情報はない。仮に３回目接
種が行われることとなれば、国の
スケジュールに合わせ、スムーズ
な接種ができるよう改めて体制整
備を行っていく。

　左記により完結。

健康保険課

増谷禎通議員

１.コロナ対策問題について
　新型コロナウイルスは、デル
タ株により益々感染拡大して第
５波を迎えて止まるところが分
からない。
①北島町の８月末現在の高齢者
と６５歳以下のワクチン接種状
況について報告されたい。

　８月末現在の接種状況は、６５
歳以上は、対象者６，１５８人に
対して接種者合計５，６２３人
で、接種率９１．３１％である。
　６４歳以下１６歳までは、対象
者１３，６１４人に対して、接種
者合計８，９４６人で、接種率は
６５．７１％である。
１５歳以下１２歳までは、対象者
８０３人に対して、接種者合計は
２０６人で、接種率２５．６５％
である。
  全体として、対象者２０，５７
５人に対し、総接種者数は１４，
７７５人となり、接種率７１．８
１％である。

　左記により完結。

健康保険課

　小中学生の保護者も接種のメ
リットを理解しつつも、副反応等
の不安も懸念している。
  小児への感染の多くが保護者や
教職員等の周囲の大人からの感染
であることから、周囲のワクチン
接種を進め、小中学生が接種を希
望する際には、スムーズに接種で
きるよう取り組んでいく。

　左記により完結。

健康保険課

　小中学生の接種については、希
望する人は全員打つことが望まし
いと考える。

わかりやすい広報を続け希望者が
接種出来るよう案内を続ける。

教育委員会事務局

④モデルナのワクチンに異物混入
が発覚し、ワクチンの確保が困難
になっている。北島町のワクチン
の確保状況はどのようになってい
るのか。

　ワクチンの供給も少なくなって
おり、予約状況とワクチン残量を
見比べながら、その都度県へ配分
調整を依頼している。

　左記により完結。

健康保険課

②昨年から８月末までの北島町
の年代別陽性者数とその内、亡く
なった方がいれば報告されたい。

　昨年８月の１例目から、今年８
月末までに累計８１人であり、年
代別では１０代１８人、２０代２
１人、３０代８人、４０代１３
人、５０代９人、６０代５人、７
０代４人、８０代３人となってい
る。亡くなられた方の住居地等は
非公開で把握できていない。

　左記により完結。

危機情報管理課

③小中学生への感染も増えてい
るが、小中学生へのワクチン接
種はどのように考えているの
か。



⑤最近、デルタ株が若年層にも感
染拡大している。学校で集団感染
する前に、子どもたちへの集団接
種を考えるべきではないか。

　集団接種は文部科学省から、同
調圧力を生む懸念や、接種後の体
調不良に対するきめ細かな対応が
難しいことなど、現時点では推奨
しない旨の通知があった。保護者
にワクチン接種の有効性等に関す
る正しい情報提供と、接種への理
解が示されるようにしていく。

　保護者に向け情報提供を続けて
いく。

教育委員会事務局

２.防犯街灯問題について
①健康のために朝の散歩を始め
たが、街灯の蛍光灯の玉切れや
暗い所が何箇所もある。年１回
点検の日を設け、改修してはど
うか。

　町内には２,１００基余の街灯
が設置されている。球切れ等を発
見した際は、早急に対応している
が、更なる安全のため一度手分け
して点検を行っていく。

　引き続き球切れ等の交換を迅速
に行うとともに、町内巡視も行い
不調な街灯がないか確認してい
く。

建設課

②堤防道路を散歩する人がかな
りいる。国土交通省と協議して
簡易型の防犯灯、太陽光パネル
付きの人感センサーライトを設
置すれば安価で災害時避難に役
立つと思うが、見解を聞きた
い。

　堤防上の道路は国土交通省の管
理用道路であるため、照明の設置
について国土交通省と協議を行っ
ていく。

　堤防上の管理道路への照明設置
は難しく、国土交通省旧吉野川出
張所管内での事例は無いとのこと
であったが、他地域についても調
査をおこなっていく。

建設課

③企業の終了後はライトが消さ
れて真っ暗になる。企業の壁や
宣伝用のポールなどに、太陽光
パネル付きの人感センサーライ
トを設置するよう協力を得られ
ないか、検討いただきたい。

　新たな街灯の設置について企業
にもご協力をいただきながら、安
全で明るい町づくりに取り組んで
いきたい。

　暗い箇所への街灯設置を進めて
いくとともに、商工担当課を通じ
て企業に協力依頼を行っていく。

建設課

④町報に毎月２０日は「あいさ
つの日」とある。最近は、あい
さつをしても大抵の人は知らん
顔である。あいさつや声掛け
は、防犯や防災に大変大切であ
るため、あいさつ運動の推進に
力を入れていただきたい。

　まず隣近所との交流を深め、そ
れを広く推し進めるよう呼びかけ
ていく。町民憲章に「気持ちのよ
いあいさつで笑顔あふれる元気な
まちをつくります」とあるよう
我々大人が手本を示すべきと考え
る。

　町報のあいさつ運動欄を活用し
て、町民での交流推進の呼びかけ
を行っている。

危機情報管理課

３.防災問題について
　先日、広報委員会で町内小中
学校の避難場所の点検を行っ
た。
①南小学校の南裏門のフェンス
は、ワイヤーの鍵が掛かり、災
害時には南からの避難ができな
い。是非改善をしていただきた
い。

　南裏門のダイヤル式ワイヤー鍵
は、学校側としての防犯体制によ
るものでもあるため、学校と協議
していく。

　左記により学校へ連絡し、南裏
門の運用をご近所に協力を呼びか
けることを提案している。

危機情報管理課

②非常用発電機はあるが、ソー
ラーパネルによる蓄電装置を設
置し、非常灯や誘導灯、太陽光
パネル付の人感センサーライト
を入り口などに設置してはどう
か。

　安全な避難誘導にもつながるた
め、現地確認の上、導入を検討し
ていく。

　提案いただいた機種を購入し、
各小中学校へ配布し、実際の効果
や耐久性などを試行している。

危機情報管理課

③担任の先生のヘルメットは校
長室にあったが、教室に設置す
るよう検討してはどうか。

　担任教諭は教室での勤務時間が
多くを占めるため、災害時には安
全確保が迅速にできるよう、ヘル
メットは各教室に整備する。

　各教室の教卓に設置した。

教育委員会事務局

④生理用品は、近くの児童館に
備蓄しているが、児童館は避難
場所ではないので、早急に各避
難所へ備蓄すべきであると考え
るが、見解を求めたい。

　小中学校は災害時に避難所とし
て開設する順位が高いため、今年
度、生理用品を追加導入いく。

　左記により完結。

危機情報管理課

⑤広報モニターから、最近の水
害多発で、救命胴衣を備蓄して
はどうかとの質問があった。担
当課長の見解を求める。

　救命胴衣は各水防団に団員数配
布している。避難所への一定数の
配備について関係部署と協議し導
入の検討を進めていく。

　左記により完結。

危機情報管理課



⑥何度も質問してきたが、避難
所の責任体制について決めてお
かなければ、いざというときに
混乱を招く。早急に改善すべき
と思うが、見解を求めたい。

　庁内での災害対策本部の運用並
びに各部班の行う業務についての
訓練を進めていく。

　左記により完結。

危機情報管理課

４.消防士パワハラ問題につい
て
　最近、板野東部消防組合の消
防士の不祥事が続いている。二
度と不祥事が起きないよう今後
の対応について聞きたい。

　今後、早い段階で事実確認と対
処ができるよう、相談窓口も複数
設け、また定期的に職員を対象に
外部講師によるハラスメント研修
を実施していく。

　左記により完結。

危機情報管理課

５.教育問題について
①県内の子どもの肥満児は高水
準との報道だが、北島町はどう
か。

　北島町は県内の平均より幾分少
ない状況ではあるが、今後県から
の指導も受けながら、運動習慣の
定着や、家庭等での食育の啓発を
一層進め、肥満解消に努めていき
たい。

　今後も指導を継続していく。

教育委員会事務局

②４年生と中学２年生の血液検
査の実施結果を公表されたい。

　令和２年度は、対象学年の約８
割が受検し、その９割が異常な
し、残り１割に中性脂肪や血糖値
の超過が確認されている。
　この結果は保護者も共有し、学
校及び各家庭での食生活や運動な
どの保健指導・生活習慣病予防に
活用している。

　今後も希望者に対しては実施の
予定。

教育委員会事務局

③児童虐待やいじめ、セクハラ
事件など児童を取り巻く環境は
日増しにひどくなっている。北
島町の環境はどうか。

　令和２年度に起こったいじめは
全て教員の指導により短期で解消
が図られているが、引き続き見逃
しのないよう、慎重に経過を観察
している。
  コロナ禍により全国的にも虐待
数が増加している。直ちに児童相
談所、子育て支援課など関係機関
との連携を図り、早期発見・改善
できるよう取り組んでいく。

　関係各課との連絡調整を続けて
いく。

教育委員会事務局

④新型コロナウイルス感染対策
について、ＰＣＲ検査キットの
配布、休校などのマニュアルは
整備されているのか聞きたい。

　９月中旬に、文部科学省より教
職員用に抗原検査キットが配布さ
れる予定である。
休校等の実施について「新型コロ
ナウイルス感染症に対応した学校
運営に関する留意点」が県教育委
員会より示され、各学校にも配備
している。

　不測の事態に備え、検査キット
を補充備蓄している。

教育委員会事務局

６.コロナウイルス支援問題に
ついて
①新型コロナウイルス感染は、
長期戦になり、経済も疲弊し支
援が必要な方が増えている。社
会福祉協議会の一時貸付資金
は、どうなっているのか。

　県社協の事業である生活福祉資
金特例貸付（緊急小口資金、総合
支援資金）は、総合支援資金の貸
付延長や再貸付等の追加貸付の措
置が執られた。
総合支援資金の再貸付が終了した
世帯や再貸付を利用できない世帯
などに、支援金制度が創設されて
いる。

　左記により完結。

社会福祉課

②新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金（県から
1,729万円）が配分された。ど
のような事業に支出されるのか
聞きたい。

　新型コロナウイルス対応地方創
生臨時交付金（事業者支援分）の
追加交付により、本町には17,298
千円が交付される。
今回の交付金の趣旨を踏まえ、今
後の施策を検討していきたい。

　北島町事業者支援給付金（１事
業者15万円）、幹線系統バス事業
事業者給付金として支出した。

まちみらい課

７.北島町の観光問題について
①ひょうたん夏祭りも、きたじ
まるしぇも、中止になってし
まっているが、来年度は可能な
ら、創世ホールでの阿波踊り巡
回公演を開催してはどうか。

　来年度の当初予算は、きたじま
るしぇの補助金に阿波踊りに係る
経費を上乗せした予算計上を要望
し、実現できるように努めていき
たい。

　来年度、コロナの状況も見なが
らイベントの中で検討していく。

まちみらい課



②徳島市は新町川クルーズを行
い、最近は海上タクシーも始め
た。北島町も参加してはどう
か。

　ひょうたん島サマータクシー事
業でも徳島市以外の乗り場の調査
等も検討されており、事業が円滑
に進捗するよう協力していく。

　イーストとくしま観光推進機構
の事業の中で今年度実施していた
「水都とくしま」推進事業（サ
マータクジー）を拡大し、令和４
年度は北島町、松茂町を含め国に
補助金を申請している。

まちみらい課


