
1 2番 １．農業振興について (1)放棄農地復旧策は 町長

松下　一一 (2)鳥獣被害対策について 産業交流課長

(3)農地の水確保について

(4)畜産団地の今後の見通しは

２．住宅施策について (1)町営住宅の入居状況と今後の対策は 住民課長

３．町有財産の計画に (1)パイロット用地の有効利用について 参事

　　ついて

４．防災・減災対策に (1)河床の調整と改良について 建設課長

　　ついて
(2)防火水槽・消火栓の設置基準と目安について 参事

(3)火災報知器・防災無線は全戸に普及しているのか

(4)地震災害の同時発生対応策は

　答弁者
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　　　　　平成28年ひな会議一般質問通告表

質問
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質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨



2 3番 １．男女共同参画につ (1)男女共同参画基本計画が作成されたが、その後は 副町長

美馬　友子
　　について

(2)職員の年次有給休暇取得率と超過勤務の状況は 参事

(3)女性の参画拡大と状況は

(4)農業委員に女性の参画を進めるには 産業交流課長

(5)数値目標の1年経過後の評価は 副町長

(6)発達障がい児がサービスを受けることができる町の施策は 福祉課長

(7)今後の取組は 町長

２．女性のがん対策 (1)PRで早期発見を 福祉課長

　　について
(2)27年度の受診率の目標値は達成できたのか

（対象者と現在までの受診者数）

(3)受診率の推移は

(4)無料クーポンの効果は（利用者数と配布数）

(5)受診率の推移と向上策は

（要精密検査とされた者の精密検査受診率）

(6)自己検診啓発の推移を

(7)受診率と特定保健指導実施率は 税務課長

(8)ヤング検診の効果は

(9)未受診者への対応や内訳は

（国保被保険者数と国保世帯数）

(10)健康支援体制は十分か 町長

３．勝浦病院の (1)病院の果たす役割は 病院事務局長

　　これから
(2)これまでの経営改善の取組は

(3)医師及び看護師の確保の取組は

(4)質の高い医療を提供する人材育成の現状は

(5)勤務環境の整備を（WLB推進）

(6)老朽化対策は

(7)今後の計画は 町長
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3 1 番 １．FTTH更改工事 (1)4K、8K放送への対応について 参事

仙才　守
　　について

(2)仕様書の内容について

　　①機種設定の問題、その他

(3)提案・見積内容の再確認

(4)旧設備は老朽化していたのか

2.ケーブルテレビ料金 (1)サービス運用業者変更の理由は 参事

　見直しについて
(2)インターネットを利用していない家庭への料金を減額する 町長

　べきでないか

3.救急救命業務委託 (1)「善は急げ」 町長

　前倒しについて
　　①半年間実施を前倒ししては

4 4番 1.空家バンク (1)現在、申請者数は 産業交流課長

麻植　秀樹 (2)当初の予想と現状

(3)理想と現実は

　①どう対処するのか

(4)改修費用の上限額を引き上げる考えはないか

1.実現させる気は (1)ITC化は進んでいるのか 教育委員会

　あるのか
　①他町村と比べて、進んでいるとは思えないが 事務局長

(2)生比奈小学校の遊休地活用についてどう進んでいるのか

　①28年度予算に計上されていないが

件　　　　名
質問
順位

　　　　　　　　            質問の要旨
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5 5番 1.県道徳島上那賀線 (1)全線二車線化に向けた取組は 建設課長

松田　貴志 　　①現状の進捗状況と今後の予定は 町長

　　②棚野地区はどうするのか

2.消防体制の充実 (1)常備消防設置に向けての取組は 参事

　強化を
　①団員の処遇改善が必要でないか 町長

　②機動隊を解体し、再編成してはどうか

3.スポーツ行政の推進を (1)幼少時にスポーツに触れる機会づくりを 教育長

　①小学生以下のK-friends会費を全額町の負担にしてはどうか 町長

　②保育園・小学校に専門知識を有する指導者を派遣しては

　　どうか

4.産業振興 (1)「みかんのブランド化」いつまでやるのか 産業交流課長

　①町単補助金等を精査、見直すべきでは 町長

　②みかん等を利用した加工食品の開発体制は

5.移住・定住 (1)コンシェルジュを公募・採用し、ワンストップで対応できる 建設課長

　体制づくりを 参事

　①空家等の耐震改修、リフォーム制度の創設を 町長

　答弁者　　　　　　　　       質問の要旨
質問
順位
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6 8番 1.東部広域農道について (1)1-8工区について 建設課長

森本　守   ①現在の進捗状況は

　②舗装完了はいつになるのか

2.国民健康保険税に (1)病気予防でK-friendsに出しているお金の内容と効果は 町長

　ついて
(2)特定健康診断（巡回会場）を無料にしてはどうか 税務課長

3.町立勝浦病院について (1)維持補修はどうなっているか 病院事務局長

4.町営住宅運用について (1)物置みたいに使っている人がいるが、入れ替えをするべきで 町長

　ないか
住民課長

5.文化祭について (1)県展・こども展についてどう思っているか 教育長

(2)文化祭で町内の方の県展入賞者コーナーを設けてはどうか

6.農業問題について (1)後継者不足や採算面などから廃園する人が増えてきている。 産業交流課長

　どう対応するのか

(2)中山間地域等直接支払い交付金の効果は

7.微生物の利用に (1)微生物やキトサンを利用して 町長

　ついて
　①土壌改良し、収益を上げることについてどう思うか 産業交流課長

　②汚水を浄化することについてどう思うか 住民課長

8.県道新浜勝浦線 (1)中山工区で一番危険な所をどうするのか 建設課長

　について

　　　－5－



7  9番 1.谷川の土砂排出 (1)掛谷・久国地区の土砂排出ができているが、どのような経緯 町長

井出　美智子
　について

　で可能になったのか。各地区でも同様な要望があるが、 副町長

　土捨て場の問題で思うように排出できないでいる。洪水対策 建設課長

　として対応が急がれる。

　町としてどのように取り組むのか

2.国保税の引き下げを (1)石井町は新年度から国保税の引き下げを決定した。 町長

　なぜ勝浦町はできないのか。 副町長

3.指定ごみ袋の値下げを (1)小松島市は議会の指摘を受け、ごみ袋を2割値下げ 町長

　している。

　勝浦町も住民負担の軽減をしたらどうか。 副町長

住民課長

4.インターネットを利用 (1)ケーブルテレビ及びインターネット、IP電話サービス提供 町長

　しない世帯の利用料
　業者の変更で、インターネットを利用しない世帯の利用料 副町長

　軽減を
　軽減をするべきではないか 参事

　答弁者
質問
順位

　　　－6－
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8 6番 1.平成28年度 (1)宅地造成事業 町長

篰　公一
　「かつうら創生」事業

　①予算成立後の年間スケジュールは 副町長

　②造成コストと販売価格は 建設課長

　③公募方法は

(2)阿南方面への通学事業 町長

　①運営組織、責任体制の在り方 教育長

　②安全対策 教育委員会

　③今後の課題 事務局長

2.ケーブルテレビ (1)変更契約の経緯は 町長

　IRU契約
　①メリット・デメリットがあるのか 参事

　　・利用者に対して

　　・町に対して

　②今後の課題は

3.町財政の展望と (1)財政健全化に向けて 町長

　課題
　①財源確保の見通しは 参事

　②望ましい財政状態は

　③今後の重点課題は

(2)基金、積立金の見直しは 町長

　①弾力的な運用方法は 参事

　②今後に備えて必要なものは

　　　－7－



9 10番 1.勝中、部活動 (1)上勝中学校との合同活動内容は 教育長

大西　一司 2.給食センター (1)小松島西勝浦校生に給食提供出来ないか 町長

副町長

教育長

3.県道改良工事 (1)取組状況は 町長

建設課長

4.四国横断道路建設 (1)立江、櫛渕IC設置に伴う沼江バイパスの整備にはローソン 町長

　について伴う沼江 　横の浸水地帯の改修が必要 建設課長

　バイパスの整備

　について

5.勝浦川堆積土砂 (1)堆積土砂に伴う沼江、石原、掛谷川、生名谷川の 町長

　バックウオーター対策について 建設課長

6.農業振興 (1)みかん販売一本化に向けての取組について 町長

(2)営農指導員配置について 産業交流課長

(3)15年度農業センサス勝浦町の内容は

(4)アグリサポートクラブの取組計画は

7.ふるさと納税 (1)ふるさと納税の拡大について 町長

参事

8.民営住宅 (1)民営住宅建設の見通しについて 町長

参事

9.町、宅地造成 (1)町による宅地造成計画、今後の取組は 町長

建設課長
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