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指 摘 事 項 措 置 状 況 

＜全体共通＞ 

備品台帳の管理に関し、原本のペーパ

ーによる管理から自営作成でシステム化

を行い、運営されていることを大いに評

価します。ただ現時点ではシステム化へ

の移行段階であり、過渡期ではあるが、

次の点については検討を願いたい。 

①令和２年度末に整理された備品台帳

（固定資産）の更新をできる限り早期に実

施されて、５０万円以上の全ての有形固定

資産には番号を割り当てること。 

 

②監査時における備品台帳資料につい

て、各課により無形固定資産の記載有無が

異なっていますので統一されたい。 

 

③一年以内の「受入」「払出」について

は、移動の部署名を備考欄に記載するこ

と。 

 

 

＜総務課＞ 

ふるさと納税に関連する業務（寄附者情

報管理、返礼品配送管理、返礼品開拓等）を

外部委託することにより、ふるさと納税の

ネット画面の改善や大幅な事務の効率化が

大きく進んでいるものと推察されます。た

だ、令和３年度寄附受入金額が対前年比６

８％にまで減額となっていますので、委託

業者との連携で特に返礼品の新規開拓への

取り組みを期待します。 

 

 

＜危機情報管理課＞ 

 防災行政無線（戸別受信機）が町内の学

 

 

 

 

 

 

 

①固定資産台帳の整備期間を短縮し、次

年度より前年度末時点の固定資産台帳と

備品台帳資料を整備いたします。 

 

 

②備品台帳資料には有形固定資産のみ

の記載とし統一いたします。 

 

 

③「受入」「払出」については、記載漏

れの無いよう部署名を記載いたします。 

 

 

 

 

毎月、委託業者より取り組み状況の報告

を受け、状況把握や改善点を協議しており

ます。また、返礼品の開拓についてもまち

みらい課とともに協議を行い、対応可能な

ものはすぐにふるさと納税サイトに登録

し、寄附額増大に努めております。 

 

 

 

 

 

 

デジタル防災行政無線の、同報系（親局



指 摘 事 項 措 置 状 況 

校施設、社会教育施設、消防団施設、老人

憩の家、病院関連施設等に、全部で５７個

が設置されています。 

 その受信機の正常点検について、消防団

の受信機は毎月実施されていますが、その

他の機器についても、年１回以上の正常点

検の実施と判定記録を残すことを要請しま

す。災害が発生した時に利用できない場合

は宝の持ち腐れとなります。 

 

 

＜まちみらい課＞ 

①北島町行政組織規則に関して、まちみ

らい課の事務分掌に公害係「（６）環境改

善対策推進委員に関すること」と明示され

ています。この業務は、実質的な業務活動

が行われていない状況となっております。

この業務は公害問題が活発に議論されてい

た頃の業務と推察されますので、事務分掌

としての内容を吟味されて対応を検討され

たい。 

 

②北島町のホームページに、まちみらい

課のカテゴリーとして、農業、工業、商業

の３分野がアップされております。その内

容については、平成２６年前後のデータと

なっておりますので、最新版のデータに更

新されることを要望します。また、農業関

係では、作付面積だけでなく生産量や生産

額等を掲載するなど、工業及び商業に関し

ても同様に活用しやすい情報を提供された

い。 

 

 

 

無線１基、屋外拡声子局４基）及び移動系

（携帯局３３台、統制局１台）の各機器類

については、毎年１回の定期保守点検を行

い、その結果についても記録を残しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ①現在の状況を調査した上で、今後の必

要性等を精査し、事務分掌の内容を検討し

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

②ご指摘を受けたホームページの内容

につきましては、現在最新版のデータに更

新されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指 摘 事 項 措 置 状 況 

＜社会福祉課＞ 

福祉サービスの一環として実施されてき

ました「心身障害児（者）在宅介護支援事業」

「訪問入浴サービス事業」が、最近では利用

実績もなくなり休眠状態となっていまし

た。令和４年度から、この事業の業務委託を

中止し、予算取りも行わないと決められた

ことを、事業の「選択と集中」の観点から評

価します。 

 

 

＜建設課＞ 

樋門の管理について、建設課が直接管理

していない樋門並びに管理業務委託をして

いない樋門が、北島町内の水路に数多く点

在しています。その大半の樋門は長期間に

渡り稼働の形跡もなく、動作が可能かどう

かも難しい状況にあります。 

また、経年劣化による樋門の扉の損傷も

酷い状態（樋門の役割を果たさない）とな

っています。維持費としては電気代が掛か

っていますので、早急に管理されていない

樋門の対応について検討されたい。 

 

 

＜下水道課＞ 

北島町の汚水処理人口普及率は公共下水

道事業や合併浄化槽の推進等により、毎年

数値が向上してきています。しかし、北島町

の普及率５９．３％は、県平均普及率の６

６．０％（２０２１年度末）に遅れを取って

います。県が浄化槽の整備を加速させるた

め、「とくしま浄化槽連絡協議会」を立ち上

げており、これらを活用するなりして汚水

処理人口普及率の向上に積極的に取り組ん

 

これらのサービスは実績がないため令

和４年度の予算計上を見送っております

が、利用希望がある場合には予算を確保し

提供することしております。一方で、他の

サービスが充実したことなどにより形骸

化しているものは適宜見直しを行い、事業

の「選択と集中」に努めてまいります。 

 

 

 

 

 町内の水路に存在する樋門について、現

在稼働しているもの以外にも把握が出来

ていないものが有るため、調査をおこない

作動状況の確認や修理、また必要性につい

ても検討を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とくしま浄化槽連絡協議会において、合

併処理浄化槽への転換補助の拡充を要望

しており、今後も汚水処理人口普及率向上

に向けた協議を行ってまいります。 

 

 

 

 

 



指 摘 事 項 措 置 状 況 

で頂きたい。 

 

 

＜清掃センター＞ 

令和４年４月の人事異動に伴い、給食セ

ンターから３名の職員が配置換となってお

ります。同じ現業職とは言え、安全面におい

て相当リスク度は高くなっていますので、

新しい職場環境に慣れるまでは、十分に業

務習得にあたりフォローを徹底されたい。 

 

 

＜教育委員会事務局＞ 

小・中学生全員に学習用デジタル端末を

１人１台配布されて、１年以上が経ち、その

端末の故障が相次いでいます。１年間の補

償期間も過ぎており、不慣れな端末の操作

や落下等により、修理費が年間数百万円以

上になろうとしています。デジタル端末本

体は国からの補助で購入しているが修理費

は対象外であり、費用については今後の喫

緊の課題です。これに関して一部自治体で

進められている「端末事故をカバーする保

険」を活用するなど、早期に対応策を検討さ

れたい。 

 

 

＜図書館・創世ホール＞ 

①図書館の有効登録者数は過去５年間に

おいて右肩上がりの傾向ではあるが、北島

町民の登録者数は減少傾向となっておりま

す。今後は、町民登録者数の減少を食い止め

るべく、更に広報活動を推進強化するなど

の対策を実施されたい。 

 

 

 

 

 

 各種資格取得や講習等への参加を積

極的に行い、労働災害の発生がないよう

務めるとともに今まで以上の住民サー

ビスの提供を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 デジタル端末事故対応の保険について、

調査するとともに、機器修理費用が高額と

なる場合には、一部リース機器への交換も

視野に入れて検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①登録者数が増えるように、まずは図書

館に足を踏み入れてもらえるよう広報活

動や催しに力を入れてまいります。 

 

 

 

 



指 摘 事 項 措 置 状 況 

 ②図書館の公文書コーナーには、北島町

の予算書および町議会議員の議事録が設置

されていますが、決算書・意見書が置かれて

いません。公文書コーナーとしては不十 

分であると判断されかねませんので、早期

に決算書・意見書（水道事業・公共下水道事

業を含む）を設置されたい。 

 

 

＜給食センター＞ 

令和４年度より、「今日の給食」をテーマ

としたＣＤを作製されて、各学校の給食時     

間に放映されていると伺いました。そのＣ

Ｄの内容は ①今日の給食の説明 ②食事

のマナー ③食育クイズ ④給食の片づけ 

など盛り沢山の有益な内容となっていま

す。それらは毎日異なり、約３分間以内にま

とめられており、素晴らしいものと評価し

ます。今後とも長く継続をお願いします。 

 

 

○現地視察 

＜教育委員会事務局＞ 

①サンビレッジ北島について、今年度は

設備等改修工事設計業務委託を行い、来年

度に改修工事を実施する計画となっていま

す。当該施設は築２０年以上経過して建物

及び設備の劣化が進んでいることから、現

況確認を兼ねて現地視察を実施しました。

当該施設は社会教育・生涯学習の一環施設

であり、年間利用者数約１０万人（コロナ感

染以前）が利用されており、また高齢者福祉

の受託事業教室も開催しています。しかし、

施設及び設備の状況を視察してみますと、

温水による湿度の高い環境が要因で、建物

②過去に遡り、各課で保存していた決算

書・意見書でいただけるものについては設

置させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍において、直接の給食指導が難

しい中、栄養教諭の発案により実施してお

ります。今後も学校の意見も伺いながら、

給食指導を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①サンビレッジ北島については、令和５

年度中に全面的な施設改修実施に向け、予

算化・執行時期について関係機関と調整

中。 

早期の改修執行を計画してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



指 摘 事 項 措 置 状 況 

をはじめ設備の劣化・老朽化が激しい状態

となっております。早急な改修工事が必須

と認識しました。 

損傷の例（◦外壁の剥がれ ◦ステンレス扉

の開閉が不可 ◦更衣室床面の痛み ◦

洗面所の棚◦手擦りの錆 ◦パイプから

の水漏れ ◦壁紙の剥がれ ◦湿気によ

る結露 など） 

 

②令和５年度からの完全２年保育に対応

した施設に改修された北島北幼稚園と北島

幼稚園を視察させて頂きました。増築され

た保育室や職員室は安全面・衛生面にも配

慮され、保育環境が適切に整備された施設

となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②令和５年度完全２年保育に向けた改

修を町内幼稚園で実施いたしました。 

今後も安全面・衛生面に細心の注意を払

い、保育環境が適切に保たれるよう努めて

まいります。 
 

 


