
平成30年度まちいち集会の概要

回答（要約）又はその後の対応

私有地の木が伸び放題で電線にからみそう。
停電なんかしたら困る。

　防災行政無線の設置は、平成２９年４月です。設置場所は石井町役場の庁舎に八連スピーカーを本局とし、町内６カ所に設
置しております。高原地区は、平島の二連スピーカー、高畑のスピーカーでカバーしています。聞こえにくいところへの対応とし
てスピーカーの増設と、個別受信機の設置が考えられますが、どちらも予算上の理由等で難しいと考えています。（スピーカー
の増設は、二連スピーカー設置で一基当たり２０００万円程度、個別受信機を各戸に設置する方法では、数億円の費用がかか
る。）現在、防災行政無線で放送されている内容は、携帯電話、石井ＣＡＴＶ、ＳＮＳ等で発信しております。放送が聞こえない場
合は、テレフォンサービス（電話：０８８－６７４－７７３０）を行っておりますので、ご活用ください。電話番号は、「ごみ収集カレン
ダー」の各月に掲載しているほか、「石井町暮らしの便利帳２０１８」等でも掲載しておりますのでご確認ください。次に、停電時
は、バッテリー駆動で３日間（７２時間）放送が可能です。スピーカーの横にバッテリーがあり、３日間稼働します。役場の上の
スピーカーに関しても発電機により３日間放送できるようになっております。放送内容につきましてですけど、現在のところは、
国民保護情報、大雨警報など気象情報、町の避難勧告など防災情報を発信しております。停電等の放送については、難しい
と考えますが、今後、電力会社と連携等の検討を進めたいと思います。

意見・質問・要望（高原地区）

石 井

　町内数カ所の鉄塔上等に放送機器が設置さ
れたが、石井町に何カ所・高原に何カ所ある
か。設置以降場所によっては聞こえてないとこ
ろもあると思う。聞こえなくて当たり前だと思っ
ている方もあると思うので、どこまで聞こえてい
るのか検証・調査してほしい。また、停電したと
きもスピーカーは使えるのか。このあいだの台
風で、長期間の停電があった。どの範囲で停
電が起こり、どのくらいで復旧するかの情報を
伝えてほしい。スピーカーだけで全戸カバーす
るのは無理だと思ったので、なにか対策をお
願いしたい。

町内の５地区で開催いたしました。役場からは町長・教育長を含め、各地区１３名～１６名が出席しました。

 ◯開催状況
開催日 開催地区 開催場所 参加者

平成30年１０月２５日（木） 公民館藍畑分館 ２１名

平成30年１０月１５日（月） 浦 庄 公民館浦庄分館 ４５名

平成30年１０月１６日（火）

藍 畑

公民館高川原分館 ３７名高 川 原

平成30年１０月　９日（火） 高 原 公民館高原分館 ３７名

平成30年１０月１１日（木）

　 石井町の町づくり・未来づくりについて、「石井町　一丸となって」というテーマを掲げ、住民の方から多くのご意見・ご要望等をいただき町政に反映させるため、

　場所がわかれば役場に教えてください。所有者を特定し、伐採等を依頼します。四国電力の電線に影響がある場合、四国電
力が対応してくれます。ケーブルテレビも対応してくれていたと思います。

　その後の対応：現場を把握した後、所有者を対して、伐採を依頼済みです。

中央公民館 ３２名

 ※回答および対応についての内容は、まちいち集会開催時（平成３０年１０月現在）になっています。

 ◯主な意見・質問・要望と回答および対応



意見・質問・要望（高原地区）

　社会福祉協議会が各自治会長さんにお願いして配布している。会長さん方にご協力いただきながら行っておりますので、配
布のお願いを早めてもらえるよう社会福祉協議会の方に要請していきたいと思います。

　今年の夏、小学校の西の交差点で交通事故
が頻発したんですが、天神の駐在所の方には
地域子どもの会から申し入れをしてあります。
行政あるいは我々も協力できることは協力しま
すので改善をしてほしい。平島の点滅信号は
改良してくれると言うことで今年の３月に改良
してくれました。一時停止の停止位置とか横断
歩道とかずいぶん改良されて標識もきれいに
してくれました。小学校のところもなんか問題
があるんじゃないかと思いますので改善をお
願いします。

　緊急避難の指示がでて、避難したい独居老
人は足がない。ここへ避難するときにどんなも
のをもってきたらいいのかと質問された。私も
なにが必要かわからなかったので答えられな
かった。避難したい人（たとえば車いすの人あ
るいは送り迎えの役割）もしもの時のことを決
めとかないといけないのではないかと思いま
す。ところで、高原公民館が避難場所になって
いるんですけれども、台風が来ると北の窓から
水が吹き込むと、言うことで、窓のパッキンが
悪くなってしぶきが飛び込んでくるみたいでこ
のあたりべたべたになるみたいなんです。対
処をお願いいたします。

回答（要約）又はその後の対応

　赤い羽根の送付について、町長の方から文
書が９月５日付で届いた。しかし、１０月２日に
自治会の方に連絡があり、赤い羽根が届いた
のは10月6日でした。10月1日以降になったら
付けたいし、生き生き長寿の公開収録もあっ
たので、付けていきたいと思うのです。文書が
来てから、各家庭に届くまでこれほどかかるの
は何か問題があるのではないでしょうか。

　事故があったとお聞きしましたので、確認しまして県道と県道、一部町道ですけど、石井町の方で何かできないかと言うこと
で、カーブミラーの大きさの変更とか検討しました。以前に今の大きさのカーブミラーでも大きい車が当たるといった事例もござ
いましたので、外の方法を検討しました。横断歩道のラインが薄くなっておりましたので、それの引き直しを県警・公安委員会の
ほうには要望しているところでございます。

　その後の対応：カーブミラーについては角度調整を行いました。また、横断歩道や停止線が薄くなっている箇所は公安委員
会のほうで引き直しをしていただきました。

　台風の避難についてですが、台風は接近することが事前にわかっておることから、準備できる避難ですので食べ物・飲み物
はご自分でご用意くださいと言うことをお願いしています。もちろん公民館に備蓄食がございますが、これは大規模災害の緊急
時という位置づけでございますので、準備できる避難については食べ物・飲み物を一日分程度ご用意いただきたいと思いま
す。また、一人暮らしの方や歩けない住民の方の避難については、役場職員がお迎えに上がりまして避難所に今回は石井分
館でしたけれども、そちらの方に避難していただいて、台風が通過後、警報が解除されたときにご自宅までお送りするという対
応を取らさせていただいております。今回は、人数が少なかったのでそういう対応で大丈夫でしたが、今後につきましては、消
防団の方にもご協力いただけないか協議できたらと考えております。現在は、役場の方にご連絡いただければ送迎等の対応
を取らさせていただいております。
　公民館高原分館の雨漏りについては、１２月補正で計上し、修繕する予定です。



　現場を確認したところ、県道の歩道であるため、徳島県県土整備局東部県土整備局吉野川庁舎へ補修を依頼しました。発注
済みであるときいております。

お宮の掃除したときに昔は落ち葉・草を焼いて
いた。どういうことか焼いたらダメと言われた。
袋に詰めて、空き地においたら何百袋もになっ
た。ごみをその場で焼けるか、町の方でごみ
の日以外に集めていただけないか。

　低い温度で物を焼くと、ダイオキシンが出て体に悪いと言うことで、国の方でそれを法律化して基本的に野焼きは禁止されま
した。近隣住民との兼ね合いもあり、洗濯物ににおいが付く・ごみがはいる等、トラブルがおこってくるのでご遠慮ください。神社
等から出されるごみの処理に関しましては、石井町では、ボランティアごみと同様の取り扱いとしており、清掃センター等の処
理施設まで持ち込んでいただければ、町で処分しています。また、大量の粗大ごみ（伐採樹木・剪定枝）などの持込について
は、環境保全課（清掃センター内）との事前協議が必要です。

　小学校の校舎の北側の道路が小学校にあ
る木の根が走っているように盛り上がってい
る。つまずいてけがしたら危ないのでどうにか
してほしい。

　石井町地域防災交流センターの西側に、町
道が２本あります。２本の内片方が途中で道
が終わっており、その先へ行けなくなってい
る。なんのために行けなくしているか聞きた
い。今までは通れていたのですが、住民の生
活をよくするとお話されたのに、通れなくする
のはなぜですか？町道に、車が置かれていて
通れない。

　防災について、災害時の高齢者世帯で、自
己申告で届け出をしている人がいる。それを
社会福祉協議会の方が管理していると聞いて
いる。各地区届け出をしている人がだれで、何
人いるか全くわからない。その情報を民生委
員等、しっとる方がおったほうがいいと思う。現
状ではなんの役にも立ってないんではないん
かと、いざと言うときに役に立つもんでなかっ
たらいかんのではないかと思う。

　避難の名簿は、現在手上げ方式で社会福祉協議会に登録いただいている方、また防災対策課の方では、身体とか障害をお
持ちの方それと７５歳以上の高齢者の方など約３０００名を登録しております。名簿については、毎年更新して最新の情報をパ
ソコンで管理しております。その情報の開示につきましては個人情報保護法というのもございます。また、個人の方で誰にも知
られたくないという意識を持った方もおいでます。ですので一人ひとりにその意思確認は最低限必要ではないかと思います。ま
ず、個人情報の保護に重点を置いております。現在、もし大規模災害が起こった場合はすぐに情報を開示できるようにしており
ます。消防・警察、また見なし公務員である民生委員や消防団などにも開示していく準備もしておりますけれども、住民の方々
にその情報を開示するといった状況にはなっておりません。現在多くの市町村もそのような対応をとっており、今後どのような
流れになるかわかりませんけど現在のところ情報の開示は考えておりません。

　石井町地域防災交流センターの西のところについては、町道認定がそこまでということになっております。そこから先は、町有
地となっており、町道と町有地の境にポールを立てさせてもらっております。町有地は道路法でいう道路ではないので、通行で
きないようにさせてもらっております。管理上、だれでも何かを止めたり通行しているというのは、管理責任等も問われてくるの
でそういった意味でポールを立てさせてもらっております。町道においている車については、所有者を特定して注意するという
対応をさせていただきたいと思います。
 その後の対応：町道に駐車している車両については、所有者が特定できたので、移動の依頼をいたしました。

意見・質問・要望（石井地区） 回答（要約）又はその後の対応

意見・質問・要望（高原地区） 回答（要約）又はその後の対応



　　官民境界のことで調査をしていただきた
い。白鳥のローソンから南、白鳥神社の方に
向かっていくと鳥居があり、その手前を左へ
入っていく町道があります。町道として確定さ
れているところまで舗装されています。しかし、
個人のブロック塀の立ち上げの基礎から町道
の間の２０㎝ほどは、私有地でしょうか。それ
を調べていただいて、道路が広く通れるように
なるなら舗装してほしい。

　現場を確認後、公図や以前の境界立会の資料により約２０㎝の幅で法人名義の土地が所在することがわかりました。寄付を
いただける条件が整うか現在調査中です。

防災のことで、六条大橋の下に、大きな木が
生えてきて、森のようになっている。吉野川の
高瀬の潜水橋の北側にも潜水橋が埋まるくら
い林になっている。石井町では、それの撤去
等防災対策としてなにか考えていますか。

　石井ドームの芝のグランドが、もう少しよくな
りませんか。要望は３つあるんですが、１つ
は、除草剤を使わず、手で抜いてしてもらった
ら芝にもいいんじゃないかと思います。もう１つ
は、もうちょっと平らにならないか、最後に、芝
刈りの仕方ですが、きれいに刈れないのかと
思います。

　芝刈り機の使用の中で、芝を刈る場合において規則的に走行させていますが、台風などの大雨の後にゴミをバキューム回収
するときには、収集したゴミを吸い取るため不規則に走らせることがあります。

　社保の方でも受けられます。町内で住んでいる方なら皆様受けられます。町民の皆様に対して、制度の内容が伝わるよう広
く周知・広報を行います。

意見・質問・要望（石井地区） 回答（要約）又はその後の対応

　４０歳以上のガン検診無料化は、国保の方
だけですか。社保の人でもできるのか。いける
なら、情報がこちらに伝わってない。せっかくい
い制度があるのに伝わらないと意味がないで
す。

　吉野川に関しては国土交通省のほうの管理になっていますので、そのあたりは要望していきたいです。１０月１１日に連絡が
入ったんですけれども、先日の豪雨災害等で問題になっていますので、吉野川中域の話ですけれども河道の掘削や、木の伐
採を予定しているようです。そのまま残土処理にかけると高額になるので石井町さんで土砂の有効利用等ができるところはな
いかというお話があったところです。石井町分、六条大橋、高瀬の潜水橋の分につきましては、現地確認等を行っていただくよ
うに要望していきたいと思います。

　その後の対応：国土交通省徳島河川国道事務所へ維持管理について要望をいたしました。日常パトロールも行っている中
で、現状を確認しながら必要な箇所については優先順位をつけて対策を行っていく方針であるとのことでありました。



 農業関係の話で農作物のＬＥＤ化による防犯
灯・街灯による生育障害の箇所があります。前
の台風２４号でしたが、冠水した時にうちの田
んぼに３ドアの冷蔵庫が漂着しておりまして、
その撤去もできればお願いしたいと思います。
これってどの課が対応してくれるんでしょうか。

　浦庄壮年会という団体が学校教育課の方に
６月頃のすでに提出させていただいている浦
庄小学校の遊具の塗装の件についてお返事
いただきたい。見積もりを学校教育課の方に
提出しました。できれば、浦庄壮年会の方とし
ましては、明年春までの年間計画を１１月中頃
には、運営委員会の方で練りますので、その
頃には、お返事いただきたいなと思います。６
月にお渡ししました資料に追加しておりますの
で、よろしくお願いします。

　ご要望のとおり、9月議会で予算が付きましたが、購入にあたり、石油製品が値上がりしており、予定通りの購入ができない
ので、12月補正で追加し、実施されるまでには、お渡しできるようにしたいと考えています。

　飯尾川公園で、１１月の５日にウォーキング
があります。もっと町外からの参加をしたいと
いわれるくらいのコース設定を考えてみてはい
かがでしょうか。第十堰とか前山公園とか、桜
間の石碑とかを含めたコース設定を考えて、
町外にもＰＲしたり、あとできれば、町の産物
（野菜）の産直市みたいなものを紹介すると
か、もっと総合的に企画されたらいかがかなと
思います。

 飯尾川公園の芝生で練習をしております。設
立当初は非常にいい芝でした。芝生の管理を
ぜひ申し送り書のようなもので、毎月・毎年申
し送りをして、人が変わってもいい管理状態を
引き継いてしていただきたいなと思います。あ
の芝生があることで、私らは感謝してます。当
初のようないい状態じゃないという面が出まし
たので、非常に残念に思います。

非常にいい意見なので参考にして、スポーツクラブにも提言したいと思います。

　これまで芝がいい状態だったのは、芝の使用を制限しておりました。今は、見るだけの芝生はもったいないと言うことで、昔は
サッカーも禁止していましたが、今はサッカーやったり、陸上やったり、グランドゴルフしていただいたり、夏祭りもするようになり
ました。夏祭りを行うと、夜店がトラックで搬入したりします。ただ、たくさんのお客さんがきてくれるような祭りになっており、あそ
こでやってよかったなとも思っております。どうしても車が通りますと、芝が非常に傷んでしまいます。雑草が伸びるというのも、
水が上がってきてからいろんな種が植わりまして雑草が増えていっている状況になっております。あの芝生を全部新品にしな
いとダメなくらい、下から整地しないといけないくらいになっているんですけども、莫大な費用がかかりますので、今現在は維持
メンテナンスといったところでやっております。雑草について作業員さんに指示してやってもらってはいるんですけれども、広大
な敷地なので、もちろん作業員もしますけど、また皆さんに協力いただきながら芝生の雑草も抜いていけたらなと思っておりま
すので、またよろしくお願いを申し上げます。

意見・質問・要望（浦庄地区） 回答（要約）又はその後の対応

 防犯灯・街路灯につきましては、遮光板の設置により対応させていただきます。

 不法投棄されたごみに対する町の対応といたしましては、原則として、不法投棄された場所を所有・管理する方の責任におい
て処理していただくことになりますが、町で受け入れが可能なごみであれば、清掃センター等の処理施設まで持ち込んでいた
だければ、町で処分いたします。（当該不法投棄ごみの状況・様態等を総合的に鑑み、不法投棄された土地の所有者が善管
注意義務を果たしたとしても防ぐことができなかったと判断し、後日、町が撤去しました。）



　避難してきた時には、できるだけ一食分持参
してと言ったことを聞いたのですけれども、備
蓄があるのにそれを使ったらいけないのでしょ
うか。

　備蓄している物は、原則として大規模災害の時のために備蓄しています。台風のように、事前にわかっている、準備できる災
害に関しましては、ご自身で必要分は準備頂くようにお願いしております。

　この度の台風で浦庄地区では停電がありま
した。昼間だったからよかったものの、夜だと
避難所として困る。発電機等をおいていただけ
ないでしょうか。

　公民館を含む、すべての指定避難所２０ヶ所に発電機を設置しております。

　遊具につきまして、外部委託して老朽度をチェックしております。大万のセンターの遊具に関しては、老朽化が進んでおり撤
去が必要な状態です。遊具の新調は、予算の関係から難しいかもしれないので、現在撤去中の石井幼稚園の遊具等の状況を
確認して、設置可能な状況でしたら設置させて頂きたいと思います。

　石井町の焼却場も建設から４０年余り経って
います。今広域で進められております、焼却場
の件について、小松島市・徳島市でいろんな
動きがあると思います。その進捗状況を教え
ていただける範囲で教えていただきたい。

　歳をかさねると、テレビの見るときに字幕が
ないと見えにくい。ＣＡＴＶの議会放送・町長の
町を歩けばを見せてもらっておりますが、字幕
放送がついておればもっと見やすいんではな
いかと思います。ご一考いただけたらと思いま
す。

　避難勧告について、車がきて避難してくださ
いというアナウンスをしてくれてますが雨戸を
閉めているので、非常に聞こえにくい。また走
りながら流すので、最初の一言は聞こえても、
次が聞こえない。たとえば、団地内で数カ所止
まって話すなどしてお知らせいただきたい。あ
と、アナウンスがあっても暴風雨の中で避難す
るのは難しいのではないか。高齢者・移動手
段のない人はどうしたらよいのか。

　福祉生活課から大万農業改善センターの遊
具を撤去したいと言われた。ペンキを塗り替
え・草抜き等、手入れをしています。子どもが
楽しみにしているので、老朽化により撤去する
のは仕方ないと思うが、新しくする等してほし
い。

　平成２９年３月に６市町の首長間で協定を交わしました。事務委託につきまして、同年６月に各議会に議決を得たところでご
ざいます。その後、新聞・テレビ報道でございますように、徳島市の候補地が「最有力候補地」ということになっていますので、
その候補地を「建設予定地」にするために、徳島市が２順目の地元説明会を行ったところです。我々、職員につきましては、徳
島市を含めた６市町で、事務レベルの協議を重ねており、徳島市に対して、石井町の意向を反映していただけるよう、要望して
いるところでございます。

意見・質問・要望（浦庄地区） 回答（要約）又はその後の対応

　字幕放送を行うには、内容をすべて文字化する作業が必要であり、作業時間等を考慮すると、新鮮な情報を伝える放送には
適さないものも多くあります。ケーブルテレビを活用した行政情報の発信については今後もケーブルテレビとも協議し、視聴者
に伝わりやすい工夫をしていきたいと考えます。

　例年でしたら、まだまだ台風シーズンと言うことで、ご意見頂いたこと等を試しつつ最善の策をとっていきたいと思います。ま
た、車でアナウンスしている内容は、防災行政無線でも流しております。防災行政無線も聞こえにくいのですけども、テレフォン
サービスがありますのでご利用頂けたらと思います。（テレフォンサービス：088-674-7730）　暴風雨の中の避難と言うことです
けども、台風の時には、「避難準備・高齢者等避難開始」と言った情報を早めに流すようにしています。また、土砂災害の危険
性が高まった場合等では、そのような状況でも避難を呼びかけることがあります。　高齢者等の避難に関して台風24号の時に
は、避難者が少数であったため、職員による送迎を行いました。しかし今後、複数名要望があった場合、職員も多くないので対
応を検討していきたいと考えています。



意見・質問・要望（高川原地区） 回答（要約）又はその後の対応

　芸術科の魅力を知ってもらうために、名西高校と町内の幼稚園・小学校・中学校の連携事業を行っています。高川原小学校
の児童は、名西高校の書道科の方と夏休みの課題の書道を行い、作品を作らせて頂きました。高原小学校では、プール西側
のコンクリート壁を利用して、芸術科の生徒さんと小学生・幼稚園児とでメモリアルアートの作成をしております。また、中学校
では、土曜授業の中で書道パフォーマンスなどを行ってもらったり、いろいろな取り組みをして名西高校の魅力を子どもたちに
見てもらっているというところです。まずは、石井町内で良さを知ってもらっております。また、芸術のリーディングハイスクール
として魅力を発信していきたいと思います。

　企業誘致が全くできていない。フジグランが
できてからその周りには、マンション・アパート
ができている。外では、そのような状況が見ら
れない。

　迷惑防止条例について、ペットの散歩、通勤
の際に窓から物を捨てる等、どうにかならない
ですか。道路沿いの住民は大変迷惑しており
ます。どの市町村も余り積極的に行っていない
ようなので石井町は、どうにかならないです
か。

　石井町民のごくごく一部の人がそういった行動をとっているのであって、その他大勢の人はちゃんとしている、またはごみを
拾ってくれてきれいにもしてくれている、と言った状況であると思っております。条例を作るのは簡単かもしれませんが、条例を
作ったとしてどこまで拘束するのかと言った審査は難しいです。石井町のモラルのなさが執拗に町外へ出て行くのではないか
と言ったこともございます。今後も検討しつつ、県の方ではそれについての条例があるので、取り締まり等を強化していってもら
うよう呼びかけるとともに、啓発活動として各種メディア、ＣＡＴＶ等々で広報していく努力をしたいと思います。

　石井ドームの東側に、ライオンズクラブさん
が桜を１４本くらい植えてくれた。2年前に台風
で倒木して、今年の台風で6本倒木したことか
ら、今4本だけになっている。ライオンズクラブ
さんからは、町に寄付しておりますから、町が
管理していると聞いている。町からは検討する
と言った返答でしたが、倒れているのだから杭
を打ったりして、守ろうとは思わないのでしょう
か。町政に関わる人にはもっと心と愛をもって
対応してほしいです。

　名西高校を徳島西校のようにして、充実させ
て、徳島市内の高校に行かなくても魅力のあ
る高校としてはいかがですか。また、冷暖房の
設備がこれだけ整っているのだからもっと広報
すべきではないか。

　このような要望があったので、トイレに関して町長等と話しまして、来年度当初予算に計上したいと考えます。机に関しては今
後来年度当初予算に計上できるかわかりませんが話し合っていきたいと考えます。

　誘致に向けた企業への相談や勧誘を行っておりますが、調整区域等もありましてなかなか進んでいないのが現状です。ま
た、インフラ設備（高速道路・海運）が石井町は乏しいです。一方で石井町は防災面では強いと言ったことを打ち出していってい
るのですがなかなか誘致に繫がってないという状況です。結果が大事でありますので、努力して行きたいと思います。

　高川原分館の二階にあるトイレと分館にある
長机が古くなっているので改善してほしい。

　今後台風がきたときに、倒れないように対応したいと思います。

　その後の対応：支柱を設置する予定です。



意見・質問・要望（高川原地区） 回答（要約）又はその後の対応

 被害状況を県教委に報告し、協議した上での対応なので、難しいところもありますが、所有者の方の要望として県・国に伝えて
いきたいと思います。

　石井町の文化施設である田中家住宅の修繕
について。修繕するのに、予算が付かないとで
きない。壊れてもすぐに修繕できないとなると、
被害が大きくなる一方なのでどうにかならない
ものですか。

　芸術科の魅力をまず地元の子に知ってもらうために、名西高校と町内の幼稚園・小学校・中学校の連携事業を行っていま
す。高川原小学校の児童は、名西高校の書道科の方と夏休みの課題の書道を行い、作品を作らせて頂きました。高原小学校
では、プール西側のコンクリート壁を利用して、芸術科の生徒さんと小学生・幼稚園児とでメモリアルアートの作成をしておりま
す。また、中学校では、土曜授業の中で書道パフォーマンスなど行ってもらったり、いろいろな取り組みをして名西高校の魅力
を子どもたちに地域の人たちに見てもらっているというところです。まずは、石井町内の子どもたちに地域の高校の良さを知っ
てもらっております。
　国際化について、現在はあまり多く語れることがありません。以前に行ったカナダ・ミニドーサとの交流は、町・学校の姉妹都
市ではなく、国際交流協会を通して行ったものです。現在、姉妹都市等のような国際交流はないですが、文理大学さんの関係
で韓国の大学生・高校生に1日民泊をして石井を体験してもらうようなことを行っています。また、町の企画ではないですが、町
内で活動されている方でメキシコの民謡楽団を呼びたいといった声もあります。

意見・質問・要望（藍畑地区） 回答（要約）又はその後の対応

　石井ドームの駐車場の利用状況の話です。
身体障害者であるため、ドーム利用の際に
は、専用駐車場に駐めたいと思っています。し
かし、健常者の方が駐めてしまっておけませ
ん。数も２つしかないので４つにする等、対策
をしてくれないでしょうか。

　その後の対応：エントランスホールに駐車場の利用についてのお願いを掲示しました。

　赤い羽根募金の値段が集める時期などで違うのは、社協費等が含まれているためであると考えられ、パンフレットと一緒につ
けて領収書を渡していると思います。パンフレットが届いていないというお話でしたので、社協にその旨は伝えて説明して頂くよ
うにお願いしていきたいと思います。２点目のチャイルドシートの貸し出しについては、借りっぱなしと言った状況があるのかも
知れませんが、生活保護をもらっていたり、本当にチャイルドシートを買えない人に貸し出しています。社会福祉協議会は、非
営利で、慈善事業に関わることを行ってもらっているので、どうしても皆さんの善意をいただきながら成り立っております。今後
とも皆さんのご協力をお願いします。

　身体障害者用の駐車場の増設におきましては、石井ドーム駐車場全体数から見ても増やすのは難しいと考えます。石井ドー
ムと協力して、看板を立てるなど対策はしておりますが成果が見られていない状況だと言うことで、新たな策を考えたいと思い
ます。

　社会福祉協議会の行っている赤い羽根の募
金について、値段が違うのはなぜか。チャイル
ドシートの貸し出しを行っていると思うが借りら
れないのは、なぜか。

　名西高校の生徒数を増やす・人を集めるとい
うのは大きな考えで、また光を浴びていいと思
う。姉妹都市・姉妹校というのは、今後行わな
いのでしょうか。



意見・質問・要望（藍畑地区） 回答（要約）又はその後の対応

　防災の件で、吉野川の決壊ばかり取り上げ
られますが、南海トラフ地震が起きた場合、水
が来るのは海側からです。飯尾川から来ます
から、藍畑まで１３分、６．６ｍ来ると言うこと
で、藍畑小学校とか高い建物に避難と聞いて
います。吉野川の堤防決壊より、地震の場合
のことを考えるべきではないか。

　現在、国・県の方から石井町の方に、そのような被害が出ると行った想定の情報はございません。石井町では、今年のように
台風がたくさん来ると内水被害がでるのでそういったことの対策をするのも大切かなと考えております。防災対策の研究・情報
収集に努めたいと思います。

　個人的に学区制は反対です。市内の学校等
にどんどん行ってほしい。ですが、その場合の
名西高校はどうなるのでしょうか。今でさえ、少
ないのにもっと来なくなるのではないか。自ら
選んで来る子はおるのか。人が増える工夫を
する、魅力をアップさせる必要があるのではな
いか。

　学区制につきまして、城ノ内高校が中学校からの受け入れのみになったことから、当初は総選高流入率８％の緩和を考えて
おりましたが、東部県域１３市町村（徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・神山町・石井町・北島町・松茂
町・藍住町・板野町・上板町）を１区としてほしい旨を県教育の方にお願いしています。

　防災の件で、防災行政無線は、スピーカー
の近くに住んでいても台風の際は雨戸を閉め
ているので聞こえない。無線スピーカーは意味
をなしてないと思うので、これだけ普及してい
る有線を活用して、１１チャンネル見ればわか
るようにしてほしい。また、文字放送だけでなく
声をいれて、作業していてもわかるようにして
ほしい。

　防災行政無線に関しては、防災情報をお伝えする、１つのツールと考えておりますが、聞こえないと言う声が多いので、今後
音声ではなく音（ぴー等）で避難勧告等のお知らせを行うような、なんらかの聞こえる方法を検討していきたいと思います。有線
の放送に関しては、CATVに協力頂けるよう協議してみたいと思います。

　現在、防災行政無線、NHK、四国放送、CATV、SNS、携帯エリアメールなど、利用できるあらゆるメディアを利用して、防災情
報をお伝えできるよう努力しております。石井CATV（１１チャンネル）でも、防災情報をテロップ方式で放送しておりますので、
住民の皆様も、災害情報収集に努めていただきたいと思います。

　ハザードマップの件で、藍畑地区は吉野川
が決壊したら、南へと行けと言われますがどう
したらいいのでしょうか。

　石井町のハザードマップは平成２７年度版として、平成２８年３月に全戸配布しております。巻末に吉野川の決壊（１５０年に１
度）による浸水区域を載せています。藍畑でしたら、２～５ｍの浸水となっております。地域別で見ますと、「高畑・中島」のあた
りが高くなっておりますので１～２ｍの浸水となっております。しかし、国交省の方から想定外は許されないと言うことで、１０００
年に１度の浸水想定も公表されております。これは石井町が５～１０ｍ浸かる想定となっております。また、想定では吉野川が
破堤してから役場まで到達するのに３０分程度かかるといった情報もありますので、災害の状況により適切な情報を流していき
ますので、それに応じた避難をできるように、日頃から各地区小中学校やフジグラン等の高い建物への避難を想定していただ
きたいと思います。
今後は、新たなハザードマップを作成を検討し、全戸配布したいと思いますので、ご覧頂けたらと思います。



　避難指示等の情報が、広域すぎる。地区別
でもいいので狭くしてほしい。

　石井町は現在定点カメラをつけて危険箇所の監視等はやっておりません。堰にある定点カメラは国交省のもので、吉野川流
域の監視を何点かで行っている内の１つです。これは、インターネットで「県　防災水位情報」と検索頂くと誰でもご覧になれま
す。役場でもこれを見て対応を考えたりもしております。

　避難につきまして、石井町では各地区別に避難の情報を出しております。この前の台風２４号で、CATVでは、尼寺内谷・下
浦等山際の地域に避難勧告を出しました。このように今後も地区別で行っていくので、NHKにも同じように対応してくれないか
要望していきたいと思います。

　堰にある定点カメラのようなカメラを増やす
べきではないか。各危険箇所に定点カメラを置
いて、状態をわかるようにした方がいい。

意見・質問・要望（藍畑地区） 回答（要約）又はその後の対応


