
1 7番
１.役場庁舎耐震補強
工事

①　高架水槽、受水槽、屋上煙突は必要か 参　事

山野忠男

②　複層仕上げ塗在仕上げとは

③　太陽光発電と連動工事

　　10kwで冬期暖房や夏期冷房を稼働出来るか

④　議員控室、議長室、事務室の移動について

⑤　リース庁舎の財源は

⑥　完成の見通しは

2.地方創生について ①　それぞれの地域の実情に応じた環境の整備 参　事

まち・ひと・しごと
産業交流課長

②　日常生活・社会生活の基盤となるサービスの目標 福祉課長

教育長

③　結婚・出産・育児について希望が持てる社会形成と

　　環境整備

④　児童生徒の減少対策と今後の目標は

3.ホタル歩道橋の調
査結果は

①　期間中地元住民はハラハラしているが調査結果は 建設課長

②　天板（ブロック）と鉄柱の間の錆の処理は

③　旧県道の鉄柱を固定している石垣の状況は

　答弁者
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　　　　　平成２７年ひな会議一般質問通告表

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨



２ 3 番 １．どう守る子どもの命 ①　教育長の心中は 教育長

河野道雄 町　長

②　電話対応について

③　地域ぐるみで子育てを

2.避難所対策 ①　避難所に移動風呂を 参　事

　　・担当課長の考え 町　長

　　・町長の考え

②　避難所にカップ麺を備蓄しては

　　・担当課長の考え

3.間伐と林道 ①　間伐について 町　長

　　・間伐の現状は 建設課長

　　・補助金の内容は

　　・今後の予定は

②　林道について

　　・現在施工中の立川相生線の完成はいつか

　　・新設の予定は

　　・坂本地区に予定しては

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　答弁者

－２－

　　　　　　　　            質問の要旨



３ 4番 １．新年度予算 （1）　子育て支援策 町　長

篰　公一 　①「子ども・子育て会議」の計画内容は 福祉課長

　②新年度の事業と予算化は

　③ひとり親家庭の支援充実は

（2）　介護保険特別会計

　①第6期介護計画の概要は

　②高齢者の人口推移と高齢化比率の予測は

　③地域支援事業の見通しは

2.阿南方面の通学バ
　ス運行は

（1）　保護者からの陳情を受けて 町　長

　①町の受け止め方は 教育長

　②若者定住対策としての対応は

　③徳バスとの協議は

3.税務課の課題 （1）　人員体制の課題は 町　長

（2）　国保の県運営移行に向けての課題は 税務課長

4.出納室の課題 （1）　基金運用の改善は 町　長

（2）　適切な事務処理の課題は 会計管理者

　　　　　　　　       質問の要旨 　答弁者
質問
順位

質　問　者 件　　　　名
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4  6番
1.農業問題につい
　て

①　フランス輸出 町　長

森本　守 　・EUと日本の農薬基準の違いは 副町長

　・町のかかわりはどうなっていたのか 産業交流課長

　・今後の取り組みは

②　農地の貸借

　・借りていた農地を耕作出来なくなった時の処理は

2.消費税と住民生活
　について

①　小売店が成り立たなくなっているのではないか　 町　長

②　買い物難民が増えるのではないか 副町長

③　消費税を上乗せ出来ない事業者への対策はないか　 参　事

④　地域商品券、その効果は

3.道路の安全につい
　て

①　一時停止等の表示線引きの施工予定はどうなったか 町　長

②　今山堤防道路の舗装はどうなったのか 副町長

③　新浜勝浦線中山工区予定は 参　事

建設課長

4.自主防災について ①　専門学校での防災訓練の反省点 町　長

②　法被、ホース等の耐用年数は何年か 副町長

参　事

－4－

　答弁者
質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　　　質問の要旨



5 1番
1.水道組合の町営
　化に向けて

①　町の水道組合の将来は 町　長

美馬　友子 ②　住民サービスの向上と効率的運営とは 副町長

③　簡易水道の普及率は 建設課長

④　国や県の考えや、県内の現状は

⑤　指定管理、今後の事業計画は

⑥　設備の老朽化や人口減により維持管理が困難になる
　　のでは

⑦効果的な組織を　水道組合準備室などの設置は必要

⑧　災害対策

⑨　水源の安定確保と水質管理

⑩　漏水の対応

⑪　統一料金の考え方は

⑫　組合員の意識や各組合の運営の現状は

⑬　課題は何か

2.協働・連携とは
①　若者定住戦略

教育長
各課長

　・勝浦で若者が住みたくなる魅力のある事業は

②　合同交流イベントに 産業交流課長

　・ひな祭り開催中の芸能大会や営農講座を人形会館で 福祉課長

　・健康福祉まつり　式典、ボランティアフェスティバル、 町　長

　　模擬店など一体化の工夫を 参　事

③　要援護者支援体制

　・福祉・民生委員・地域・医療・防災・社協との連携強化

　　を

④　地方創生

　・住民会議で

3.孫ターン ①　子どもたちに郷土愛を 教育長

（孫よ来い わが町に） ②　子どもの遊び場や交流施設を 町　長

4.勝浦病院の充実 ①　地域包括ケアシステムの基盤づくり 病院事務局長

②　看護職の確保に職場改善を 町　長

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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6  5 番
1.安心・安全なまち
　づくり

（1）防災・減災の町をめざして 町　長

国清　一治 　・「防災基金」の設置 副町長

　・「一斉防災訓練」の再編 参　事

　・早期の「消防常備化」 福祉課長

　・「防災安心のまち創生」 建設課長

（2）「福祉のまち」の再興

　・具体的な「交通弱者対策」

（3）政治力で「県道新浜勝浦線」早期改良を

（4）「星谷橋」を安全で安心な橋に

2.産業振興のまちづ
　くり

（1）生き残りをかけた「貯蔵みかん」再編施策 町　長

　・増え続ける「耕作放棄地」の対策 副町長

　・具体策が見えない「担い手育成策」 産業交流課長

　・「ブランド化」への道

　・「輸出戦略」とは

　・期待できるのか「中山間直接支払制度」

3.光流のまちづくり （1）「道の駅」の現状と将来展望 町　長

（2）「よってネ市」の体制と現状 副町長

（3）具体的な「町政60周年記念事業」 教育長

（4）観光資源の開発、拠点の創生 参　事

産業交流課長

件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
質問
順位

質　問　者
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7 ８番
１．町民の命と暮らし
　　を守る施策を

①　TPPと農協改革で町の農業はどうなるのか 町　長

井出美智子 　・　町長の見解は 副町長

　・　「大筋合意（TPP)」目指した閣僚合意が取りざたされ 産業交流課長

　　　る中、地域を守るためにも「情報開示もしないまま国

　　　会決議を踏みにじる合意は許されない」の声を発信

　　　すべきでないか

②　農協改革の関連法案では「農業所得向上につなが

　　る道筋が見えない」との意見も根強いが、町長はど

　　のように考えているのか

　・　三ヶ日町農協は、出荷に適さないみかんを利用した

　　　ハイボールなど様々な商品開発を展開。みかんをオ

　　　フィスなどに届けて新たな需要を開拓し組合員の手

　　　取りを増やしている。JAと町が連携し先進にならった

　　　取組みはできないのか。ブランド化に加えた施策を

③　鳥獣被害対策として、徳島市や上勝町で行われてい

　　る9割補助の取組はできないのか

④　安心安全の防犯灯設置を昨年の3月議会の答弁で 参　事

　　「区長会で要望を聞く」とのことであったが、どうなって

　　いるのか。

　　大事故が起ってからでは遅い、早急に対応を

⑤　巡回タクシーの活用で町民の足の確保を 町　長

　・　国交省からの補助金で実証実験を行った町もあるが、 参　事

　　同じような取組みはできないか　地域創生が言われて

　　いる中、高校生の通学、お年寄りの買物、通院の足を

　　確保する方策を講じるべきではないか

⑥　国保会計の補正予算を見ると、値上げの必要はなか 町　長

　　ったのではないか。27年度は値下げすべきと考えるが、 副町長

　　町長の見解はどうか
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質　問　者
質問
順位

　答弁者　　　　　　　　            質問の要旨件　　　　名



8 10 番 １．定住対策 ①　賃貸住宅建設助成制度 町　長

川端雅夫 　・応募に自信はあるのか 副町長

　・Iターン・Uターンの新築に補助金が出せない理由は 参　事

　・全国的に見ても、あらゆる方策を講じていると思うが

　　危機感が見て取れない

　・町有地の宅地分譲について（新たな町有地ないのか）

　・医療費の高校卒業までの無料化、子育て支援を実施

　　しているが、町としての魅力がないのか

2.産業振興策 ①　所得向上のための新たな方策は 町　長

②　大手スーパーの店頭販売の具体策は 産業交流課長

③　糖酸度計の効用と成果は

④　ジュースマシンの活用状況は

⑤　有害鳥獣駆除費の予算

　・狩猟期間内でも報償金を出しては

　・中山間直接支払制度の予算と町補助金で、各集落

　　協定内の電気柵を設置しては

3.健康・福祉 ①　新たな介護保険料についての確定内容は 町　長

　・町は3年間の不足分を助成するのか 福祉課長

②　タクシー券の利用状況と今後の課題は

4.社会基盤と環境保
　全

①　県道新浜勝浦線の今後5年間の具体的内容は 町　長

②　県道徳島上那賀線の長柱地区の狭あい部分の改良 副町長

　　はなぜ進まないのか。代執行は可能か 建設課長

③　空き家対策特別措置法　自治体が代執行出来ない

　　とあるが（空き家バンクに200万、改修に600万）

5.町税、町営住宅料
　の滞納

①　回収出来ない理由は

②　督促状況は

③　法的措置はなぜ執らないのか
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

町　長
税務課長
住民課長



④　住民監査請求が出された時の対応は

6.臨時職員の待遇
　改善を

①　各課の正職員数と臨時職員数は 町　長

②　正職員の時給は　臨時職員の時給は　残業代の時給 参　事

　　は

7.病院経営 ①　一般会計繰入金は止まらないのか。今後の対応策は 町　長

②　健康診断、救急患者は勝浦病院を 病院事務局長

③　今後の事業計画について

④　院長の定年制について

8.教育 ①　町民祭の実施についての具体策は 町　長

　・主催は町教委であるが、協力体制は 教育長

　・今までのメニューなのか、新たな競技は
教育委員会
事務局長

　・H27年の予算の内容は（K-Friendsに委託）

②　川崎市の中学生殺害事件についての認識は

　・不登校になった時の教師の対応と町教委の指導及び

　　指摘は充分にできるのか

　・SOSの発信と受信についての関係者の連携について

9.基金の運用と積立 ①　基金の運用方法について 町　長

　・他町村の状況は 会計管理者

②　震災基金の積立の考えは

10.企画課の効用 ①　H26年度までの企画による主な事業は 町　長

②　地方創生５ヵ年計画のために、プロジェクトチーム（企 参　事

　　画が主で、各課1名づつ）を作っては
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者


