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◆2021年度第２回理事会 

① 日  時    2022年 1月 14日（金） 10時 00分～11時 01分 

② 場  所          自治労プラザ 

③ 出席状況       理事総数18人中12人出席、監事総数３人中３人出席 

④ 議  事          第１号議案 徳島自治118号の編集について 

     第２号議案 新風とくしま2022年度受託調査について 

 

 

◆2021年度第３回理事会 

① 日  時    2022年６月17日（金） 10時 00分～11時 26分 

② 場  所          自治労プラザ 

③ 出席状況       理事総数17人中12人出席、監事総数３人中３人出席 

④ 議  事          第１号議案 2022年度通常総会の開催について 

  第２号議案 事業計画について 

    第３号議案 収支予算書について 

     第４号議案 資金調達及び設備投資の見込みについて 

       第５号議案 徳島自治118号の編集について 

       第６号議案 新風とくしま2022年度受託調査について 

第７号議案 旅費支給基準の改定についてについて 

第８号議案 一般財団法人自治労会館の研究助成について 

第９号議案 徳島自治117号掲載内容に関する指摘について 

第10号議案 徳島自治119号の編集について 

  

（（33）） 事事務務局局会会議議のの開開催催  

 2021 年８月６日、2021 年度第１回事務局会議を開催し、徳島自治の編集、2021 年度受託調

査、2021年度第1回理事会の書面開催等について協議しました。 

 2021年 11月 16日、2021年度第２回事務局会議を開催し、徳島自治の編集、2021年度第２回

理事会の開催、調査研究の進捗状況、2022年度受託調査等について協議しました。 

 2022年４月26日、2021年度第３回事務局会議を開催し、2022年度通常総会の開催、2021年

度第３回理事会・第４回理事会の開催、徳島自治の編集、2022 年度受託調査について、新型コ

ロナ感染拡大による小学校休校等の影響調査について協議しました。 

  

２２．．地地方方自自治治にに関関すするる調調査査研研究究のの取取りり組組みみ  

（（11）） 災災害害時時ののペペッットト（（犬犬猫猫））対対策策にに関関すするる調調査査  

2011 年の東日本大震災では多くのペット(犬猫)が自宅に取り残され、飼い主とはぐれて放浪

し、衰弱死や野生化して人に危害を与えるだけでなく、繁殖して既存の生態系を壊すケースも発

生しました。環境省は 2013 年に災害時のペット対策についてガイドラインを作成し、飼い主に

対しては自身の安全を確保したうえで、ペットと同行避難するよう推奨しています。 
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しかし、県内でも４世帯に１世帯は犬か猫をペットとして飼育していると言われていますが、

自治体の避難所でペットを受け入れることができるとは限りません。そこで、犬および猫の飼い

主の意識調査を行うとともに、各市町村の災害担当者にも現状の調査を行うことで、意識の差や

問題点、課題を明らかにします。 

本調査は、徳島県議会 新風とくしま 2021 年度受託調査であり、2022 年３月に最終報告(以

下、参照)を行いました。 

 

「ペットの災害対策に関する調査」最終報告(概要) 

１.ペットと災害をめぐる状況 

(１)国の動き 

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、大規模な地震や津波、原子力災害も発生し甚大な被害を及

ぼした。住民は緊急避難を余儀なくされ、自宅に取り残されたり、飼い主とはぐれた放浪ペットが多数生じた。

また、飼い主とペットが避難できても、避難所では動物が苦手な人や、アレルギーのある人も含めた多くの避

難者が共同生活を送るため、一緒に避難したペットの取扱いに苦慮する例も見られた。そのため、環境省は地

域実情に応じた災害対策マニュアル作成や、動物救護体制の検討を自治体に促すため、飼い主の責任によるペ

ットとの同行避難を推奨する「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を2013年６月に策定した。 

2016年４月に発生した熊本地震は、このガイドライン策定後に発生した大規模な地震災害であり、かなりの

被災者によりペットとの同行避難が実施された。しかし、避難所でのペットの受入れや一時預かり、支援体制

や受援のあり方などで多くの課題が指摘された。このため、熊本地震の対応を検証し、自治体がより適切な対

策を講じられるようにするため、2021 年３月に改訂版の「人とペットの災害対策ガイドライン」が策定され

た。 

(２)同行避難の必要性 

災害時には人命が優先されるが、近年は「ペットは家族の一員である」との意識が一般的になりつつある。

ペットと同行避難をすることは、動物愛護の観点だけでなく、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重

要となる。また、東日本大震災では放置された犬が野犬化したり、避妊・去勢処置がされないまま放浪した犬

や猫が繁殖し、在来の生態系や野生生物に影響を与える恐れがあったため、被災地に人員を派遣して、保護や

繁殖制限措置を取らなければならない事態となった。東日本大震災では、いったん避難した飼い主がペットを

避難させるために自宅に戻り、津波に巻き込まれたケースもあった。これらの過去の大規模災害での経験が、

同行避難を推進する契機となった。なお、同行避難は避難行動を示す言葉であり、指定避難所でペットと飼い

主とを同室にして飼養管理することを意味するものではない。 

(３)徳島県の取り組み 

徳島県では 2012 年９月に「災害時のペット対策ガイドライン」を策定し、ペット同行避難の訓練や受入れ

体制の整備等に努めてきた。そして、環境省のガイドラインを参考に、2021年度中に「災害時のペット対策ガ

イドライン～人とペットの災害対策～」として改定予定である。担当者によれば、そのガイドラインには新た

に第１部に飼い主用ガイドライン、第２部に自治体用ガイドラインを設けて、第１部では飼い主の平常時の準

備や災害時の行動をさらに具体化し、第２部で県、市町村、関係団体等の役割を明確化させて、第１部、第２
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部の両方でチェック項目も作成しているという。 

そのうえで、大規模災害発生時には徳島県動物救援本部を設置し、ペットの救護活動や相談窓口の開設、飼

い主不明動物の保護収容、負傷動物の治療と一時預かり、ボランティアや寄付物資等の受付や調整および運営、

飼い主探しの情報収集や情報提供を行い、神山町にある徳島県動物愛護管理センターは現地対策本部として活

動するようになる。また、大規模災害時に備えて、民間企業と「災害時における動物救護活動に係る支援に関

する協定」を締結しており、ペットフードやペット用品などの物資支援にも努めることとしている。 

(４)阪神淡路大震災で相互協力 

1995年１月の阪神淡路大震災では、飼われていた犬や猫が神戸市内にあふれ、人命救助が最優先されるなか

で、行政職員が犬や猫を救護する余裕はなかった。兵庫県、神戸市、社団法人兵庫県獣医師会、社団法人神戸

市獣医師会、社団法人日本動物福祉協会阪神支部が被災動物の救援組織として兵庫県南部地震動物救援本部を

立ち上げ、被災動物の救護にあたった。 

それは、愛犬・愛猫を探している飼い主を助け、緊急避難場所で動物を飼養できない飼い主を救うことも目

的とされた。多数の動物を飼養管理するために、神戸市動物管理センターが敷地を提供し、そこに農家用のビ

ニールハウスを用いた動物の保管設備を整え、獣医師会と動物福祉協会のスタッフや全国からきたボランティ

アが常駐した。この動物救援本部の立ち上げは、行政と民間団体が相互協力できることを認識する契機となっ

た。 

(５)ペット専用の避難所を開設 

2018年７月の豪雨災害で被災した広島県熊野町は、避難指示が発令されたものの、自宅に残った住民が土砂

災害で犠牲となった。その教訓から、熊野町は「どんな避難所なら避難したいと思うか」を住民とのワークシ

ョップで話し合い、2021年６月に熊野東防災交流センターを設立した。このセンターは指定緊急避難場所にな

るが、行きたくなる避難所をイメージしており、「ペットと別の部屋で避難生活を送りたい」との声を踏まえ、

犬や猫など 30 匹が生活できるペット専用部屋やドッグランが併設された。公的な避難所としては全国的に珍

しいが、コロナ禍にも対応しており、「快適さをつくることが防災の第一歩。普段から行き慣れている場所に、

住民は避難しようとする」との見解を町担当課は示している。 

福岡県久留米市は 2021 年８月の豪雨災害で被災し、ペット同伴専用の避難所を開設した。その避難所は市

郊外にある公共レクリエーション施設の２階部分を使用し、犬専用の部屋と犬以外のペットの部屋に分けられ

た。世帯ごとにテントタイプのパーテーションが割り当てられ、中でペットと一緒に過ごすことができるだけ

でなく、他の飼い主のペットと喧嘩することもなかったという。ただし、ペット同伴専用の避難所の利用にあ

たっては、久留米市は糞の始末袋やペットフードの持参を飼い主に求めている。 

(６)広がる民間の取り組み 

2021年７月に静岡県熱海市の発生した土石流災害で、民間団体の活動で多くのペットの命も救われた。市内

を拠点に猫の保護や譲渡活動をするＮＰＯ法人は、人命救助が優先される中、発生直後から被災地で飼い猫や

野良猫の保護に駆け回り、150 匹以上を救助した。現在でも、自宅を失って飼えなくなった猫や飼い主に捨て

られた猫を保護し、里親や新しい飼い主を探す活動を続けている。熱海市の地域防災計画にも同行避難が言及

されているが、避難後のペットの受入体制は不十分であり、飼育場所の準備も徹底できていなかった。熱海市

は今後、同行避難の訓練も始めるとしている。 

一方、身近な場所でペットも避難できる社会をめざし、ＮＰＯ法人の全国動物避難所協会がペット避難所と

して利用できる施設を登録してもらおうと、2021 年 11 月から取り組みを進めている。自宅から歩いて行ける
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避難所をイメージしており、対象となるのは動物病院やペットホテル、ペットショップ、同伴可能な宿泊施設

などであり、車で避難するケースも想定し、商業施設の駐車場も登録できるようになっている。この取り組み

はクラウドファンディングも活用しているが、災害時対応を行政だけに頼るのではなく、飼い主も同行避難先

の選択肢を増やしておき、日頃から備えることの大切さを伝えることも目的とされている。 

 

２．アンケート結果から 

(１)飼い主(犬・猫)の意識や災害時の備え 

本調査結果から、「災害時にペットと同行避難したい」と考えている飼い主が多い反面、狂犬病などの予防接

種をしていなかったり、飼い主を明示するための首輪なども装着されておらず、避難用具や備蓄品を準備して

いないのが半数以上となった。約９割の飼い主がペット受入可能な避難所を把握しておらず、車やテントでペ

ットと避難するという飼い主もいた。 

また、これらの予防接種、避難用具、備蓄品の準備等に関する回答結果では、「ペットだけ残して避難所に行

く」「ペットと家に残りたい」と回答した飼い主にも、「同行避難したい」と回答した飼い主と同様の傾向がみ

られた。このことから、飼い主の災害時に備えた意識や準備も十分であるとは言えず、今後のさらなる啓発も

必要となるだろう。 

(２)市町村におけるペットの災害対策 

本調査では、徳島県の全市町村(24自治体)から回答があり、電話による個別ヒアリングにもご協力いただい

た。徳島市・阿南市・吉野川市・海陽町・藍住町では、すべての指定避難所でペットの受入を可能としている

が、受入可能な避難所を公表できていない自治体もある。その理由として、「ペットの飼育場所は避難所運営協

議会の指示に従うことになるため、現に受入できるかを行政担当者は言えない」「公表するとペット連れの避

難者が来るため、自治体内のすべての指定避難所が受入可能となるまでは公表できない」「学校などが避難所

となる場合は防犯上の面から公表を控えている」などがあった。自治体の避難所運営マニュアルが公表されて

おらず、ペット受入可能な避難所が分かりにくい自治体もあるが、「国の施策(同行避難の推進等)に現場が追

いついていないため公表できない」との意見もあった。 

避難所におけるペットとの住み分けを想定している自治体もあるが、受入可能なペットの種類や数を制限し

ていない自治体も多く、ペット用の備蓄品の確保、ペット相談窓口や救護施設の設置などは県動物救援本部を

中心に進められるため、市町村は県との連携強化が今後の課題となる。 

担当者の個別ヒアリングでは、「ペット同伴の避難訓練を実施したい」との意見もあった。新型コロナウイル

ス感染症の拡大で避難訓練自体が中止になったり、縮小を余儀なくされているが、今後は感染症に対応するた

めの分散避難と、ペットの同行避難をどのように位置づけていくのかが、自治体にとっては新たな課題となる。 

先進事例として、美馬市の指定避難所(４ヶ所)はペット同行避難者用のスペースを設け、避難所開設・運営

マニュアルに避難所のレイアウト図を載せている。(下記は木屋平複合施設等避難所開設・運営マニュアル) 

美馬市は今後、すべての指定避難所(37ヶ所)において、ペット同行避難用スペースの設置や感染対策等につ

いて地区の自主防災会等と協議を重ねることとしている。避難所マニュアルにペット同行避難者用のスペース

を定めておくことで、災害時に避難所運営協議会や自主防災会がスムーズな対応を図る一助となるだろう。 

  

３．今後の課題 

本調査を通して、ペットの災害対策に関する飼い主の意識や市町村の現状を把握することができた。国や県
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は人命を守るためにも、「災害時におけるペットの同行避難」を推進しているが、市町村の取り組みと飼い主の

意識は、国や県が求める施策に追いついていないことが明らかになった。 

まず、災害時における市町村のペット受入体制であるが、ほとんどの市町村は同行避難に関する情報や、特

に同行避難が可能な避難所の情報を周知していないうえに、同行避難後の受入体制も準備が進んでいない傾向

がみられる。 

同行避難を希望する飼い主の多数が受入可能な避難所を把握しておらず、「把握したいが何処に書いてある

か分からなかった」との意見もあったが、行政担当者への聞き取りでは「避難所運営は地区の自主防災組織等

が主導となるため、あえて自治体のホームページ等で周知できない」との回答もあった。これでは同行避難の

第一歩からつまずいてしまっているのではないか。 

先に事例を紹介したように、他県の大規模災害を経験した自治体では、ペット専用の避難所を開設するなど

の動きもあることから、大規模災害を経験した自治体の具体的な計画や取り組みを大いに参考にすべきであ

る。 

また、民間組織の協力も重要となる。ペットの災害対策に関するＮＰＯ法人の活動事例も紹介したが、多く

の民間団体が保護活動やペット避難所の登録などに取り組んでいる。行政、自主防災組織、飼い主だけでは解

決できない課題を解決する手立てとして、民間団体の力と知識は重要となる。民間団体の活動を支援し、同行

避難の訓練や講座なども実施しながら、行政と民間団体が相互協力できる体制を早急に構築する必要がある。 

次に、飼い主の意識啓発も不可欠であることから、動物病院やペットショップ等の協力も得ながら、さまざ

まな場面でペットの災害対策について考える機会を増やさなければならないだろう。飼い主も災害時対応を行

政任せにするのではなく、平常時から地域の避難訓練に積極的に参加し、「ペットをどのように避難させるの

か。避難所でペットとどう過ごすのか」を日頃から考えるようにしなければならない。 

そして、新型コロナウイルス感染症が収束に向かったのちには、地域でペット同伴の避難訓練を実施するな

ど、住民が主体となった避難所運営が行われるように現段階から準備を進めておくべきである。 

 

≪参考資料≫ 

・環境省「人とペットの災害対策ガイドライン 災害への備えチェックリスト」(2021年３月) 

・徳島県「災害時のペット対策ガイドライン」(2012年９月) 

・徳島県動物愛護管理推進計画(2019年４月) 

・徳島新聞記事「災害時ペットと一緒に避難 日頃の備えと心構え大切」(2020年９月24日) 

・朝日新聞記事「行きたくなる避難所完成 豪雨災害教訓に快適さ追求」（2021年６月15日） 

・朝日新聞記事「ペットも一緒にどうぞ 大雨で専用避難所」（2021年８月14日） 

・徳島新聞記事「自宅近くにペット避難所を」（2021年 12月 30日） 

・東京新聞記事「熱海土石流７カ月 ペット保護も課題に」（2022年２月13日） 

・内閣府ホームページ「神戸市動物管理センターとＣＣクロの取り組み」 

・公益社団法人徳島県獣医師会「マイクロチップ装着推進パンフレット」 
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(2022年４月16日・徳島新聞) 

  

(2022年６月７日・読売新聞) 

 

（（22）） 徳徳島島県県ににおおけけるる認認知知症症ササポポーータターー活活用用状状況況とと課課題題  

超高齢社会を間近に控え、徳島県内でも認知症を患った高齢者の事故や事件が増加してお

り、在宅の認知症高齢者を支えるしくみづくりは、自治体にとって急務の課題です。また、そ

れらの事件や徘徊による行方不明問題は、法律や地域社会が家族や介護現場に責任や実務を

押し付けてきた現実を浮かび上がらせています。 

そこで、認知症の人と家族を地域社会で支えるため、認知症サポーターが養成されています

が、講座を受けるだけでは実働可能となり得ないことから、登録されたサポーターや自治体の

担当者(地域包括支援センター、福祉担当課等)に調査を行い、活用状況を把握するとともに問

題点や課題を明らかにすることとしました。 

本調査は徳島県議会 新風とくしま 2021 年度および 2022 年度受託調査でしたが、所属議

員の減少に伴い、進捗状況を報告したうえで調査中断としました。 
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（（22）） 徳徳島島県県ににおおけけるる認認知知症症ササポポーータターー活活用用状状況況とと課課題題  

超高齢社会を間近に控え、徳島県内でも認知症を患った高齢者の事故や事件が増加してお

り、在宅の認知症高齢者を支えるしくみづくりは、自治体にとって急務の課題です。また、そ

れらの事件や徘徊による行方不明問題は、法律や地域社会が家族や介護現場に責任や実務を

押し付けてきた現実を浮かび上がらせています。 

そこで、認知症の人と家族を地域社会で支えるため、認知症サポーターが養成されています

が、講座を受けるだけでは実働可能となり得ないことから、登録されたサポーターや自治体の

担当者(地域包括支援センター、福祉担当課等)に調査を行い、活用状況を把握するとともに問

題点や課題を明らかにすることとしました。 

本調査は徳島県議会 新風とくしま 2021 年度および 2022 年度受託調査でしたが、所属議

員の減少に伴い、進捗状況を報告したうえで調査中断としました。 

  

（（33）） 新新型型ココロロナナ感感染染症症拡拡大大にによよるる小小学学校校休休校校等等のの影影響響調調査査  

   新型コロナ感染症の第６波を招いたオミクロン株は全国で感染者を急増させ、徳島県内の小

学校においても一斉休校や学級・学年閉鎖が相次ぎました。また、子ども自身が濃厚接触者とな

り登校できなかった家庭もあり、保護者からは「仕事を休まざるをえない」「オンライン授業へ

の対応が大変」といった困惑の声が聞かれるなど、小学校の子どもをもつ家庭に大きな影響を与

えたことは明らかです。 

   そこで、この第６波の感染拡大による休校等の影響調査を行い、集計・分析し、家庭を取り巻

く実態や問題点を把握することで国や地方自治体など関係機関への要望につなげることとしま

した。調査期間は2022年３月24日から４月末であり、６月中旬に報告冊子を発行しました。 

 

「新型コロナ感染症拡大による小学校休校等の影響調査」報告(概要) 

(１)調査の結果から 

本調査は小学生の子どもがいる保護者に、グーグルフォームを活用したアンケート形式で回答をいただい

た。臨時休業等になった小学校は公表されていなかったため、まず調査対象となる保護者等にどう協力依頼す

るかが課題となった。そこで、連合徳島にご協力いただき、加盟産別等に調査の周知を図った。また、県内で

もっとも感染者が多かった徳島市にも協力を依頼し、学童保育や児童館へ回答を呼びかけるチラシを配布させ

ていただいた。藍住町にも依頼したところ、同様の対応を図っていただくことができた。 

そして、約１ヶ月間の調査期間を経て、442 人の保護者等から回答をえることができ、調査結果から以下の

ような問題点や課題が明らかになった。 

①家庭への負担 

父よりも母が休校等で仕事を休んでいるが、非正規職員やパートタイム勤務も多く、無給休暇を取得した割

合も高かった。自由回答に「家庭にすべてを押し付けるようなやり方には憤りを感じている」とあったように、

臨時休業を行っている学校の対応に戸惑ったり、預け先の確保に苦労した保護者もいた。父母とも休暇をとり

やすい職場の雰囲気や、子どもの学習・運動機会の確保を要望する回答が多かった。 
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②雇用形態による差 

非正規職員の７割が休校等で仕事を休み、４割が無給休暇を取得している。収入が減ったり、食費や生活費

も増えたことで、収入減に対する助成や休業補償を要望したのも半数を超えた。他に要望することとして、子

どもの学習・運動機会の確保が多かったが、これは新型コロナ拡大前から指摘されている、親の就業状況と子

どもの教育機会の確保が関係しているのではないか。また、正規職員で仕事を休んだのは半数だったが、休暇

をとりやすい職場の雰囲気を望み、その割合は非正規職員を超えていた。 

③子どもの年齢で異なる要望 

子どもの学年が低いほど回答者が仕事を休み、緊急時の預け先の確保を要望している。オンライン対応につ

いても、低学年の４割は保護者等が仕事を休んでおり、自由回答にも「子どもだけでは学校指定の時間にオン

ラインにつなぐのは困難」との意見があった。また、高学年は子ども本人だけでオンライン対応をしたのが６

割を超えたが、他の学年に比べると学習・運動機会の確保を要望したのが多く、学年が上がるほど学習などの

教育支援が求められている。 

④自治体間で対応の違い 

県内でもっとも感染者が多かった徳島市では、徳島市以外に比べると回答者が仕事を休んだり、子どもを留

守番させた割合が高かった。また、子どもの学力低下や運動不足を懸念しており、半数が休校判断の緩和を要

望した。学校とオンラインでつないだのは７割を超えたが、そのうち８割がホームルームであり、授業は４割

にとどまった。一方、徳島市以外でオンラインにつないだのは２割弱であり、自由回答では「徳島市はタブレ

ットを持ち帰り自宅で学習できていたのに、藍住町ではタブレットを持ち帰っての学習がなかった。対応に差

がありすぎる」との意見があった。 

(２)教育支援と労働環境の充実が課題 

 文部科学省の調査によると、第６波のオミクロン株による感染拡大で、2022年１～３月に県内の公立小学校

(166 校)は休校22校、学級・学年閉鎖43校(いずれも延べ数)だった。この間、教育現場ではＩＣＴ支援員な

どを配置し、ＧＩＧＡスクール構想に基づくタブレットの活用などが進められてきたが、オンラインの実施内

容や家庭へのタブレット持ち帰りの可否など、本調査では教育現場の対応に差がみられた。 

 しかし、家庭でのオンライン対応については、毎日のタブレットの持ち帰りに疑問を感じる保護者がいる一

方、オンライン授業の実施や機器のスペック向上、教員のスキルアップなどを要望する保護者もいるなど、回

答者側にも大きな差がみられた。学校の臨時休業に備えるためにも、タブレットの活用などオンライン授業の

定着が図られているが、本調査によると保護者の意識や家庭環境によっても、子どもが受ける教育に差が生じ

ているのではないか。 

 それは、休暇制度があっても休みづらく仕事を優先してしまう状況や、有給休暇がないために無給休暇をと

らざるをえないなど、労働環境の問題が社会の根本にあるのも原因と思われる。県内の自治体では、学校の臨

時休業による特別休暇が認められ、家庭への影響に配慮した対応が図られた。しかし、特別休暇が認められて

いない民間企業では有給または無給休暇で対応しなければならない現状があるほか、収入減に対する助成や休

業補償を要望する非正規職員が多数いることも本調査から明らかになった。なお、国も小学校休業等対応助成

金を創設し、保護者が休暇を取得できる環境を整えるよう企業に助成金の活用を促したが、記述回答に「国の

助成金があるのに職場が許可しなかった」とあるように、制度の周知不足や事務の手間などから積極的に活用

されていないと推察される。 

また、2020年国勢調査の調査結果で徳島県と全国を比較すると、徳島県は全国平均よりも農業・林業、医療・
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福祉など在宅勤務が困難な産業の人口が多く、逆に情報通信業など在宅勤務が可能な産業の人口は少ないこと

から、一律に在宅勤務を推奨するのではなく、地域性も考慮した労働環境の改善が必要である。今回の第６波

による小学校の臨時休業等で明らかになったのは、保護者の意識や家庭環境によって、子どもたちが受ける教

育に差をつけてはならないということだ。そのためには、第６波の相次ぐ臨時休業のような不測の事態に備え

て、平常時から人員の配置を工夫するなど労働者の家庭環境に配慮できる職場をつくることや、休暇制度の充

実と非正規職員も含めた賃金水準の維持・向上に努めなければならない。 

新型コロナ感染症は社会の脆弱性を浮き彫りにしたと言われるが、労働環境と教育現場においても多くの問

題や課題を生み出した。将来を担う子どもたちは、この変化の激しい予測不能な社会で生きていく力をつけな

ければならず、まずは「子どもの最善の利益」を最優先にした教育支援と、その子どもたちが生活する家庭に

も配慮できる労働環境の充実が求められている。 

≪参考資料≫  

・小林美津江(文教科学委員調査室) 

「学びの保障と教育格差-新型コロナウイルス感染症をめぐる取り組み-」(立法と調査№428、2020年 10月) 

 

３３．．公公益益法法人人制制度度改改革革へへのの対対応応  

((11)) 政政策策・・方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画拡拡大大  

「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少な

くとも 30％程度になるよう期待する」という目標(平成 15 年６月 20 日男女共同参画推進本

部決定)の達成に向けて、理事、監事の選任にあたり、女性の参画拡大に取り組むよう内閣府

より通知があったことから、当研究所では、2019年度に新たに女性理事２人が選任され、積

極的に女性を理事に選任することに引き続き努力しています。 

 

((22)) 内内部部統統制制シシスステテムムのの運運用用状状況況のの概概要要  

会社法施行規則の改正で、「内部統制システムの運用状況の概要」を事業報告に追加するこ

とが適当であるとして、それに沿う改正がなされたことを受けて、公益法人についても同様

に措置することとなりました。当研究所においても、業務の適正を確保するための体制を以

下のとおり整備しました。 

①理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、理事および

職員にコンプライアンスの遵守を図るとともに、理事会は重要事項を決定するとともに、理

事の職務の執行を監督します。 

②理事の職務執行は法令および定款に基づいて行われ、その職務執行に係る情報は理事会議事

録に記録され、その記録については適切に保存および管理します。 

 

４４．．講講演演会会  

    2021年度通常総会記念講演会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年度に引き

続き中止としました。 
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５５．．出出版版事事業業  

機機関関紙紙「「徳徳島島自自治治」」のの発発行行  

〔116号〕2021年８月31日発行 

・【巻頭言】 会計年度任用職員制度施行１年を振り返って  

公益社団法人徳島地方自治研究所 副理事長 中川 孝文 

・わが自治体の未来を探る  

佐那河内村職員 尾山 智美 

                         美波町職員 大地 辰弥 

                         三好市職員 古谷 勇人 

コーディネーター 

 公益社団法人徳島地方自治研究所理事長 山本 準（鳴門教育大学客員教授） 

・「不要不急」の存在とならないために 

     ―コロナ禍から考える市町村議会の役割  

徳島新聞社記者 木下 真寿美  

・市町村の空き家対策に関する調査（結果） 

公益社団法人徳島地方自治研究所 常務理事 近藤 義昭 

                        公益社団法人徳島地方自治研究所 事務局長 南 礼子        

・【参考資料】児童相談所・一時保護所職員の人材育成について 

   児童虐待対応の現場実態を把握するためのアンケート調査（結果）  

公益社団法人徳島地方自治研究所 

・徳島のちょっと行きたい見てみたい 

「筍（たけのこ）の里はたえだ」の観光たけのこ園と直売所 

 公益社団法人徳島地方自治研究所 常務理事 近藤 義昭 

・公益社団法人徳島地方自治研究所2021年通常総会報告 

〔配布先〕 

・会員 639部   ・購読 133部   ・交換誌 53部   ・贈呈 64部 

 合計 889部(１部400円) 

〔117号〕2022年１月31日発行 

・【巻頭言】 成長と分配について考える 

公益社団法人徳島地方自治研究所 理事長 山本 準（鳴門教育大学客員教授） 

・第16回徳島地方自治研究集会 

  記念講演「新型コロナと地域づくり」  

徳島大学大学院社会産業理工学研究部 准教授 田口 太郎 

 パネルディスカッション 

パネラー報告①「まちづくりと交通政策」 自治労徳島市交通労働組合 執行委員長 亀田 真 

  パネラー報告②「地域おこし協力隊から移住」       くらしを耕す共同代表 植田 彰弘 

  パネラー報告③「美波のSORAの活動について」        美波のSORA副会長 小林 大起 

  ディスカッション テーマ 「地域の担い手をどう確保するか」 
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５５．．出出版版事事業業  

機機関関紙紙「「徳徳島島自自治治」」のの発発行行  

〔116号〕2021年８月31日発行 

・【巻頭言】 会計年度任用職員制度施行１年を振り返って  

公益社団法人徳島地方自治研究所 副理事長 中川 孝文 

・わが自治体の未来を探る  

佐那河内村職員 尾山 智美 

                         美波町職員 大地 辰弥 

                         三好市職員 古谷 勇人 

コーディネーター 

 公益社団法人徳島地方自治研究所理事長 山本 準（鳴門教育大学客員教授） 

・「不要不急」の存在とならないために 

     ―コロナ禍から考える市町村議会の役割  

徳島新聞社記者 木下 真寿美  

・市町村の空き家対策に関する調査（結果） 

公益社団法人徳島地方自治研究所 常務理事 近藤 義昭 

                        公益社団法人徳島地方自治研究所 事務局長 南 礼子        

・【参考資料】児童相談所・一時保護所職員の人材育成について 

   児童虐待対応の現場実態を把握するためのアンケート調査（結果）  

公益社団法人徳島地方自治研究所 

・徳島のちょっと行きたい見てみたい 

「筍（たけのこ）の里はたえだ」の観光たけのこ園と直売所 

 公益社団法人徳島地方自治研究所 常務理事 近藤 義昭 

・公益社団法人徳島地方自治研究所2021年通常総会報告 

〔配布先〕 

・会員 639部   ・購読 133部   ・交換誌 53部   ・贈呈 64部 

 合計 889部(１部400円) 

〔117号〕2022年１月31日発行 

・【巻頭言】 成長と分配について考える 

公益社団法人徳島地方自治研究所 理事長 山本 準（鳴門教育大学客員教授） 

・第16回徳島地方自治研究集会 

  記念講演「新型コロナと地域づくり」  

徳島大学大学院社会産業理工学研究部 准教授 田口 太郎 

 パネルディスカッション 

パネラー報告①「まちづくりと交通政策」 自治労徳島市交通労働組合 執行委員長 亀田 真 

  パネラー報告②「地域おこし協力隊から移住」       くらしを耕す共同代表 植田 彰弘 

  パネラー報告③「美波のSORAの活動について」        美波のSORA副会長 小林 大起 

  ディスカッション テーマ 「地域の担い手をどう確保するか」 

コーディネーター 田口 太郎 

・自治体ニューリーダーからの提言 

「幸福度の高いまちづくり」を目指して 

  三好市長 高井 美穂  

  ・育休から始まる未来図を描く 

     ～育休者を支援する活動～ 

                  阿南市職員 紅露 香織 

  ・徳島のちょっと行きたい見てみたい 

    奴子の成長と地域の一体感を実感「木ノ内獅子舞」 

 公益社団法人徳島地方自治研究所 理事 吉田 正孝 

〔配布先〕 

・会員559部 ・購読133部 ・交換誌52部 ・贈呈55部   合計 839部(１部400円) 

 

６６..  事事務務局局行行動動日日誌誌  

2021年７月13日 監査 

７月20日 2020年度第３回理事会決議があったとみなされた日 

８月６日 2021年度通常総会  

８月６日 2020年度第１回事務局会議 

８月17日 2021年度第１回理事会決議があったとみなされた日 

８月31日 徳島自治116号発行(1,000部) 

９月28日 事業報告提出 

11月16日 2021年度第２回事務局会議 

12月２日 新風とくしま受託調査中間報告 

 2022年１月14日 2021年度第２回理事会 

１月31日 徳島自治117号発行(950部)  

３月８日 新風とくしま2021年度受託調査最終報告 

４月26日 2021年度第３回事務局会議 

     ５月16日 農政クラブ５月定例会 

６月17日 2021年度第３回理事会 

     ６月29日 2022年度事業計画提出 

  

 農政クラブ定例会出席状況（中野輝行理事） 

  ・農政クラブ５月定例会 

   日時：2022年５月16日 午前11時～ 場所：JA会館 

   講演テーマ：ウッドショックの現状と課題について 

   講師：徳島木材共同組合連合会 専務理事 網田克明さん   

 

７７.. 22002211 年年度度会会員員のの状状況況  

((11)) 正正 会会 員員  8833  ((  団団体体5599、、個個人人2244  ))  

((22)) 賛賛助助会会員員    00  
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