
1 １ 番 1.男女共同参画計画 ①　基本的な考え方は 町長

美馬友子  を ②　どう進めていくのか 副町長

③　町で策定する意義は 住民課長

④　住民の役割は

2.健康づくり ①　健康増進にラジオ体操の普及を 町長

　・夏休みの子供会のラジオ体操を活性化しよう 副町長

　・健康増進や体力の向上をめざそう
教育委員会　事

務局長

　・地域コミュニティーのために

②　町民体育祭を 福祉課長

　・防災や仲間づくり、地域の連携のために 参事

③　熱中症予防 住民課長

　・実態と対策は

　・ホームページで情報を見やすくできないか

3.避難準備情報時の ①　避難準備情報とは 町長

　支援は ②　状況把握できているのか 参事

③　どんな方法で情報が届くのかまた、避難の方法は 福祉課長

④　訓練や対策は

4.勝浦町行財政改革 ①　人材育成 町長

　推進プラン 　・町の取り組みに必要な人材とは 副町長

　・目標達成できるのか 参事

　・いつ評価分析するのか

5.高齢者対策 ①　エレベーターを設置しないのであれば１階に会議室が 町長

　（庁舎耐震工事） 　必要では
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－１－



２ 3 番 １．定住の町に ①　子育て支援 町長

河野道雄 　・保育所に対し親から要望などは 福祉課長

　・学童保育、現状と問題点は

　・体調不良児対策は　（休養設備等）

②　目前に迫る高齢化社会 町長

　・本町ではどのように考えているのか 福祉課長

　・在宅介護を促進させるために介護士養成

　講座を開設しては

③　広域経済圏内の基盤整備 町長

　・２車線化出来ていない所は 建設課長

　・目標に向けた取り組みは

④　保健・医療 副町長

　・その成果は
勝浦病院
事務局長

　・勝浦病院医師補充を

　答弁者

－２－
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３ ７ 番 １．どうなる勝浦農業 ①　県の調査で一戸当たりの生産所得は９５年度１２６万円 町長

山野忠男 　から１１年度には７６万円まで落ち込んだ　このままでは 副町長

　勝浦町の農業はどうなるのか 産業交流課長

　・農地の斡旋や農機具の貸出制度について

　・新規就農者について

　・野菜、果樹農家の経営所得安定対策のため生産・販売

　 強化のための基金創設は

　・勝浦町の農業は、人口減少と高齢化で衰退の一途で

　　ある

２．ホタル歩道橋の改良①　与川内から改善センターまでの歩道橋の重量計算は 町長

　について 　出来ているのか 副町長

建設課長

②　通学路として３０数年前に造った歩道橋で老朽化して

　いる　早急の調査を

③　来年もホタルの観客が殺到すると思う　調査によっては

　即、改良を

④　歩道橋落下で犠牲者を出さないため、「ホタルまつり」

　継続のためぜひ改良を

　　　－3－
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４  ８ 番 １．給食にもっと野菜 ①　肥満対策、糖尿病予防に野菜をより多く摂ることが重 町長

井出美智子 　を 　要　保護者負担でなく町の施策として給食に野菜をもう 副町長

　１品ふやしたらどうか
教育委員会
事務局長

　・県の野菜摂取を増やす取り組みはどのようなものがあ

　るのか

　・今の職員配置で可能か

　・経費はいくら必要か

　・町長の考えはどうか

２．ひきこもり無業者 ①　２０歳～５９歳　仕事なし、友達なし、配偶者なし、寂し 町長

（SNEP）への対策を 　く孤独な毎日を過ごすひきこもり無業者は町内で何人か 副町長

②　支援体制はどうなっているのか 福祉課長

③　先進事例にならった取り組みができないか

３．若者定住支援施 ①　定住を支援する制度、新築や中古住宅などを取得し 町長

　策の充実を 　た子育て世帯対象に固定資産税相当額を３年間交付し 副町長

　てはどうか 参事

　・子育て世代に中古住宅購入に対し補助金を交付 建設課長

　・子育て世代に中古住宅購入後、半年以内のリフォーム

　　に補助金を交付

　・子育て世代に古家解体して住宅を新築する場合、解体

　　費用に補助金を交付

　など定住促進の施策を

４．防犯灯の設置 ①　防犯灯の設置はどうなっているのか

参事

質問
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質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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５  ５ 番 １．命を守る防災 ①　必ず起きる「南海トラフ大地震」 町長

国清一治 　・その認識 副町長

　・被害想定は 参事

　・県・町の対策

②　大地震に備える「一斉防災訓練」

③　実戦力の「自主防災」

④　命を守る「人材育成」

２．追　跡 ①　県道新浜勝浦線「中山工区」 町長

　「どなになっとんで」 　・進捗状況と工期 副町長

建設課長

②　沼江バイパス「３期工事」 産業交流課長

　・県の動き、今後の見通しは
教育委員会
事務局長

③　鶴林寺のトイレ改修

　・どう対応するのか

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　　　質問の要旨 　答弁者

－５－



６ 2 番 １．防災対策について ①　前山地区、防災ダム建設のその後 建設課長

麻植秀樹 　 

２．徳島上那賀線改 ①　工事の再開は 町長

　良工事について 建設課長

②　工事の完了時期は

③　歩道は整備するのか

３．勝浦川南岸堤防 ①　強靭化を考えているか 町長

　の強靭化 副町長

②　災害時の避難場所としての教育施設 建設課長

③　住民に対し安心・安全を一番に考えているか

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

－６－



７ 6 番 １．電動車いす（シニア①　現在、町内でどのくらい利用されているのか 町長

森本　守 カー）の安全について 　 副町長

②　事故防止対策はどのようにされているのか 福祉課長

建設課長

③　道路面の対策は

２．地籍調査について ①　当初計画と10年間の中間実績は 町長

建設課長

②　森林境界明確化事業の実績は 産業交流課長

③　山村境界基本調査の計画をしてはどうか

３．特定健診について ①　受診率の実績は 町長

　（がん検診） 税務課長

②　より受診率向上を目指し無料化すべきではない 福祉課長

　　か
勝浦病院
事務局長

③　通院者データの提出窓口をつくり共有できない

　　か

④　ピロリ菌検査　勝浦病院での検査方法と費用は

　　どのくらいかかるのか

４．国の動きと町民の ①　特定秘密保護法で暮らしはどうなる 町長

　安心・安全について 参事

②　集団的自衛権行使容認で町民の安心・安全は

　どうなると考えられるか

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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８ ４ 番 １．副町長に問う ①　「道の駅」管理、運営母体の移行は 町長

篰　公一 副町長

②　地域おこし協力隊の活用拡大について 参事

産業交流課長

③　常備消防に向けての推進加速を

④　財政面からみた町の課題は

２．若者定住対策 ①　賃貸住宅の入居状況 町長

　・補助金の目的に沿っているかのチェックは 参事

②　今年度および今後の展開は

３．役場庁舎、福祉セ ①　基本計画の策定 町長

　ンター耐震・改修 　・当初からの変更内容と最終決定時期は 参事

　工事 　・災害対策本部としての機能強化は 福祉課長

②　今後のスケジュールは

－８－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者


