
1 2番 １．用地取得について (1)果樹試験場について 町長

松下　一一 (2)旧園芸高校実習地の取得について

2.農業振興 (1)農地の集約について 産業交流課長

(2)固定資産税（評価額）について 税務課長

(3)獣肉処理施設の建設について 産業交流課長

３．防災・減災 (1)犬返りの掘削について 建設課長

(2)災害廃棄物処理計画について 住民課長

４．地域振興 (1)子育て支援センターの活用について 福祉課長

(2)地域活性化協会の役割について 産業交流課長

5.道路改良 (1)西岡地区の道路改良について 建設課長

－1－

　　　　　平成28年若あゆ会議一般質問通告表

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



2 8番 １．中山・横瀬簡易水道 (1)濁り対策は 町長

森本　守 　　について (2)老朽化対策は 建設課長

簡易水道

対策室長

2.防災対策について (1)県の調査と活用は 町長

(2)勝浦町に関係する活断層はあるのか 副町長

(3)耐震金具の取り付けはその後どうなっているのか 参事

3.県道212号線新浜勝浦線 (1)字黒岩の所、その後の取り組みは 町長

　について (2)中山工区の安全対策 副町長

建設課長

4.徳島医療福祉専門学校 (1)大型ブロック部分の安全対策 町長

　進入路について
(2)その工法は 副町長

建設課長

5.町内一斉清掃について (1)万一の事故にそなえて傷害保険が必要でないか 町長

副町長

参事

住民課長

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

－2－



3 3番 １．病院改築の方向性は (1)勝浦病院のあり方検討の結果は 病院事務局長

美馬　友子 　①病院が抱える様々な課題とは

　②病院の方針・ビジョンは 町長

　③医師確保はどうやって進めるのか

　④どんな医者を望んでいるのか

　⑤地域の声を聞いていくべきでは 地方創生推進室長

　⑥目標達成の具体的取り組みは 病院事務局長

　⑦院内改革が必要では

　⑧)第6期介護保険事業での病院の位置づけは 福祉課長

　⑨空き病床の活用を 病院事務局長

2.放課後デイは (1)必要な支援が広域で良いのか 福祉課長

(2)今後の方向性は 町長

3.子育て支援 (1)シルバー人材での子育て講習修了者の活用状況は 福祉課長

(2)ファミリー・サポートの活用を

(3)夏休みラジオ体操の一斉放送を 教育長

教育委員会

事務局長

4.マダニ対策を (1)マダニの勝浦町の現状 病院事務局長

　①重症熱性血小板減少症候群とは

　②予防対策を 福祉課長

　③鳥獣害対策にマダニ対策を 産業交流課長

　答弁者質　問　者
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質問
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　　　　　　　　            質問の要旨



4 6番 1.「中・横簡易水道」濁り (1)抜本的対策として、ろ過装置の新設を 町長

篰　公一 　対策を早急に 　①水道組合として必要な条件は 建設課長

　②全体の必要経費は 簡易水道

(2)将来的な課題は
対策室長

　①水の供給量は大丈夫か

　②施設に維持管理の問題点は

2.活性化センター整備に (1)活性化協会の組織づくりは 町長

　向けて 　①当面の活動拠点は 副町長

　②人員体制は
産業交流課長

(2)活性化センター整備の基本姿勢は

　①活用方法

　②整備内容

　③整備時期

3.「かつうらみらい創生 「かつうらみらい創生事業」に期待 町長

　事業」 　①応募内容と採択結果は 副町長

　②上限額変更の経緯は 参事

3.県道、横瀬橋東側の (1)「オール勝浦」で早期着工を 町長

　改良は 　①副町長在任中に道筋を 副町長

件　　　　名質　問　者 　答弁者
質問
順位

　　　－4－

　　　　　　　　       質問の要旨



5 5番 　推進計画について  (1)人事評価制度に期待するところ 町長

松田　貴志 　①職員提案制度の運用方針は 副町長

(2)財政健全化への取り組み 参事

　①超過勤務の削減方法は

　②歳出削減に向けた取り組みは

　③公営企業会計（勝浦病院）の健全化とは

(3)町民参画と協働の推進

　①町民ニーズの的確な把握

　・パブリックコメント制度の浸透

　②職員の各種行事への参加促進

(4)広域行政の強化

　①消防常備化の促進

　　　－5－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　       質問の要旨 　答弁者



6  9番 1.返済義務のない (1)やる気があって勉強したいにも関わらず、経済的に進学を 町長

井出　美智子
　給付型奨学金の創設を

　あきらめている子どもたちに返済義務のない奨学金を創設 副町長

　してはどうか。 教育長

　特に、看護師や医師などの医療系で将来勝浦で働いて 病院事務局長

　くれることを条件に取り組めないか。

2.生比奈地区にも宅地 (1)結婚しても共働きで子育てに応援が必要な世帯が勝浦町 町長

　造成を 　で家を建てたいと思っても、町内に適当な土地がない。 副町長

　生比奈地区に思い切った宅地造成をしてはどうか。 参事

3.女性農業委員登用 (1)7月8日に女性農業委員会の訪問があったと報道されて 町長

　はいつになるのか 　いたが、内容はどうだったのか。 副町長

　また、女性農業委員の登用はいつになるのか。 産業交流課長

4.防犯灯の設置を (1)繰り返し防犯灯の設置を要望しているが、実現していない。 町長

　移設で対応するという方針を見直してはどうか。 参事

　　　－6－

件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨質　問　者
質問
順位

　答弁者



7 1番 1.FTTH工事の検証 (1)FTTHの検証 町長

仙才　守
　について

　①工事は必要だったのか（時期の問題） 副町長

　②事務手続きは適正に行われたのか。 参事

　③適切な設計が行われていたのか。

　④今後の整備計画

　⑤検証作業について

2.ヘリポートの整備 (1)ヘリポート整備 町長

　について 　①県内の状況は 参事

　②本町の整備状況

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

　　　－7－



8 4番 1.勝浦川右岸堤防 (1)勝浦川右岸堤防は大丈夫か 町長

麻植　秀樹 　について 　①今のままで大丈夫か 参事

　②対策は何か考えているのか 建設課長

　③県に対して要望はしているのか

　　また、その内容は

　④安全対策として監視モニターの増設を

2.森林作業道の促進 (1)森林作業道の促進を 町長

　①本町で伐採可能な森林面積は 産業交流課長

　②現在の森林作業道の延長は

　③作業道と併合して鳥獣害防止ネットも必要と思うが

　④作業道の必要性をどう考えているか

　⑤早急に着工を

　　　－8－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



9 10番 1.ゴミ処理場問題 (1)広域ゴミ処理場建設の取り組み状況と今後の方針 町長

大西　一司 2.地方創生 (1)かつうら創生総合戦略の取り組み状況について 町長

　①平成28年度中に事業の実施を計画している事業で、 副町長

　　 実施中の事業について 教育長

　②平成28年度中に事業の実施を計画している事業で、 地方創生

      まだ実施できていない事業について 推進室長

　③平成29年度に事業の実施を計画しているものについて

3.活性化センター建設 (1)地域活性化センター建設の全体構想は 町長

参事

産業交流課長

4.病院改築 (1)勝浦病院改築の基本構想は 町長

病院事務局長

地方創生

推進室長

5.県道改良 (1)県道改良について 建設課長

　①生比奈小学校通学路の取り組み状況は

　②沼江バイパスの取り組み状況は

　③徳島上那賀線の取り組み状況は

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

　　　－9－


