
1 7番 １.若者の定住対策 ①　若者の賃貸住宅の現状と今後の計画は 参事

山野忠男

②　子育て支援　　医療面・保育料・出産育児 福祉課長

③　小中高の県及び勝浦町のいじめ・不登校・道徳教育 教育長

　　の現状と今後について

④　新規就農者の現状と計画とPRは 産業交流課長

⑤　企業誘致について

２.危険ドラックにつ ①　県及び勝浦町の危険ドラックによる事故や被害状況は 副町長

　いて

②　薬局や個人商店やコンビニに陳列していないか調査 参事

　　は

③　児童や学生に薬物の危険性を認識させる必要があ 教育長

　　る、指導は

④　今年4月薬事法の改正で県の条例は 副町長

⑤　勝浦町として被害防止対策をどうするか 参事

３.高齢者農業を考 ①　営農講座について 産業交流課長

　える
町長

②　園内道の改修改良は何件、新年度計画と予算は

③　農作業の効率化のためアイデア商品を推奨しよう

④　楽しく儲かる農業のために
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２ 3 番 １．児童生徒の体力 ①　今年度の体力テスト　徳島県の順位は、また本町の 教育長

河野道雄
　　順位は

福祉課長

町長

②　親子ヘルシークッキング、インターバル速歩を取り

　　入れては

③　HbA1ｃ健診、本町でも無料で実施しては

④　体力向上に向けた意気込みを伺いたい

２.洪水対策と定住 ①　現在の認識を伺いたい 副町長

町長

②　県に砂利採集を要請しては 参事

③　若者が町内で定住住宅を新築すれば、4～5百万円

　　くらいの補助をしては

３．本町の今後の交 ①　検討はされているか 福祉課長

　　通手段
町長

②　町内広範囲な運用を

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　答弁者
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　　　　　　　　            質問の要旨



３ 1番 １．勝浦町における ①　町長の考える女性の活躍とは 町長

美馬友子
　　女性の活躍とは

②　庁舎内で女性が活躍推進するための取り組みは何か 副町長

③　女性活用は進んでいるのか 参事

④　自主防災組織に女性の活用を 参事

⑤　若年女性の流出を防ぐための取り組みは 副町長

　・出産適齢期にあたる20～30代の若年女性の数は
住民課長

⑦　結婚、妊娠、出産、育児への切れ目のない支援と国 福祉課長

　　は掲げているが、勝浦町での課題は何か

⑧　第3子以降の手厚い育児支援を 福祉課長

⑨　病児保育の施設を町立病院の一室で作れないか 病院事務局長

⑩　子宮頸がん検診にHPV検査の併用補助を 福祉課長

　・今年の検査件数は　　予算は

⑪　町内の病院や福祉施設に雇用推進の努力を 町長

２.コスモスの花で60 ①　耕作放棄地解消に向けた取り組みとして、地域住民の　 産業交流課長

　周年を迎えよう
　　コミュニケーションの場としてのコスモス作りの支援を 町長

住民課長

３.シェア畑で交流 ①　耕作放棄地活用で共同農園の貸出ができないか 産業交流課長

　　手ぶらで農業という健康ライフスタイルの創造や、コ

　　ミュニティ作りとして家庭菜園ができるように野菜作り

　　の指導や、使わなくなった農機具の無償貸出など

　　　　　　　　       質問の要旨 　答弁者
質問
順位

質　問　者 件　　　　名

　　　－3－



４  ６ 番 １．婆羅尾林道につ ①　大型車の対向できる待避所が必要でないか 町長

森本　守
　　いて

副町長

②　県道へ昇格出来ないか 建設課長

２.農業政策について ①　耕作放棄地の推移と耕作面積はどうなっているのか 町長

副町長

②　耕作放棄地の有効活用はあるのか 産業交流課長

③　耕作放棄地を増やさないための政策はあるのか

③　木村秋則式自然栽培で町おこしをしてはどうか

３.町立病院の外来に ①　予約受付手続きはどうされているのか
勝浦病院
事務局長

　ついて

４.地籍調査について ①　今年度実施分、東・西婆羅尾で1回目の実績はそれ 町長

　　ぞれ何％ぐらい出来たのか
副町長

建設課長

②　残された時間どのように実績をあげられるのか

③　図面の間違いを正すのに、山村境界基本調査は必

　　要ではないか

件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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５  ２番 １．有害鳥獣駆除体 ①　町の鳥獣被害の実態は、どのようになっているのか 産業交流課長

麻植秀樹
　　制の強化につい 　　また、どのような方法で把握しているのか

　　て

②　現在、町が行っている対策は、どのようなものがある

　　のか

③　防護柵の実施状況はどうなっているのか

④　昨年度と今年度の駆除班の駆除の状況は

⑤　駆除班の体制と狩猟免許の取得状況は

⑥　今、猟友会も高齢化しており、今後、特に銃器による 副町長

　　駆除班の減少が進む。県においても、職員に狩猟

　　免許の取得を奨めている。県や他町村の状況はど

　　うなっているのか

⑦　農園や住宅街に被害を及ぼす鳥獣が出没した時の 町長

　　対応のため、勝浦町でも職員の狩猟免許取得を進め

　　てはどうか

２．生比奈小学校児 ①　児童が安全に通学できる方策を考えているか 教育長

　童の通学について 教育委員会事
務局長

②　山側通学をさせてはどうか
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　　　質問の要旨 　答弁者



６ ８番 １．広域ゴミ処理施設 ①　佐那河内村を建設予定地との報道があったが、現状 町長

井出美智子
　　の現状と町の取組

　　はどうなっているのか 副町長

　　みについて
住民課長

②　大型溶融炉は各地で失敗し、赤字となっている。町の

　　分別収集、減量化の取り組みの努力が無駄にならない

　　よう慎重な対応が求められる

③　広域処理場頼みだけでなく様々な方策の検討もすべ

　　きではないか

２．厳しい生活環境に ①　様々な困難を抱えながら子育てをしているひとり親家 町長

　置かれているひとり
　　庭が増えているが、現状はどうか。父子、母子家庭数は 副町長

　親家庭の支援充実
教育長

　を
②　町としての独自施策はあるのか

教育委員会事
務局長

福祉課長

③　生活支援員の設置や就労支援策を手厚くするなど、

　　充実を図るべきではないか

３．IRU契約の見直し ①　以前の答弁で町長は、「制度をよく検討して加入しや 町長

　　はどうなっている
　　すい環境になるよう努めていきたい」と答弁しているが、 副町長

　　のか
　　その後どのような検討をしたのか 参事

②　インターネットを利用しないお年寄りの対策を考えて

　　いるのか

③　今後の契約内容はどうなっているのか

　　　　　　　　            質問の要旨件　　　　名
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質　問　者
質問
順位

　答弁者



７ ５ 番 １．かつうら創生 ①　「地方創生」国・県の動き 町長

国清一治 　 副町長

②　企画・交流はどう動いてきたのか 参事

産業交流課長

③　中田町政の創生施策

④　勝浦町のオンリーワンとは

⑤　「かつうら創生」に向かって

　　・定住「安心の町かつうら」

　　・文化・交流「ひな五輪」

　　・「町政60周年記念事業」

　　・「自ら考える地域づくり基金」を活かせ

２．「追跡」 ①　沼江バイパス3期工事 町長

　どうなっとんで 副町長

②　県道新浜勝浦線中山工区 建設課長

産業交流課長

③　鶴林寺トイレ改修 住民課長

④　最後の潜水橋「星谷橋」
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



８ ４ 番 １．教育長の基本姿 ①　どのような理念を持って臨むのか 教育長

篰　公一
　　勢は

②　小学校の統合に対する見通しは

③　学力向上員の評価と今後の展開は

④　土曜日授業への取り組みは

⑤　教育委員会の財政改革に対する姿勢は

２．「地方創生」への ①　国や県の動向は 町長

　　取り組みは
副町長

②　県と市町村との連絡会議の内容は 参事

③　町の体制づくりは

④　27年度の予算にどのように反映されるのか

３．合併に関する見 ①　「必要になるとは思わない」根拠は 町長

　　解は

②　どの様な検証がなされたのか

③　どのレベルの判断か

④　町の今後の課題は

　　・財政的な見通しは

　　・広域で対応していくものは

　　・人材育成への取り組みは
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



９ １０番 １．定住対策 ①　賃貸住宅建設が進んでいないと聞いているが、何が 町長

川端雅夫 　　原因か、また、色々な選択肢があるのでは 副町長

②　町が宅地造成をしては 参事

③　来年度の賃貸住宅建設については、また、今後の定

　　住対策の進め方は

④　県も人口減少が止まらない。対策は

２．空き家対策 ①　現在での空き家の数と借りられる家屋の数は 町長

②　空き家解体についての利用数は 副町長

③　空き家地主との交渉回数と内容は 産業交流課長

④　解体更地になると固定資産税が6倍になる。町として

　　の対応は

⑤　県としての空き家対策の現状と対応について

⑥　坂本地区での空き家リフォームの目的と今後の方針

　　は

３．教育問題 ①　教育長としての認識は 町長

②　来年度の教育指針は 副町長

③　勝中のスクールソーシャルワーカーの役割について 教育長

　　の認識は 教育委員会事
務局長

④　いじめ、不登校の現状は

⑤　全国学力テストの公表についての認識は

⑥　道徳教育の必要性についての認識は

⑦　県の考えと対応について

⑧　上勝町との教育委員会の統合について

－９－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者


