
1 1番 １．ケーブルテレビの (1)放送、通信と保守の費用内訳について 参事

仙才　守
　 料金について

(2)料金見直しについて 町長

　 ①インターネットを使用していない家庭の料金改定

　　　について

2.コンピュータ・通信 (1)平成28年度の予算総額と費用内訳 参事

　関連予算について
(2)予算査定について 副町長

(3)管理運用体制（組織）について

３．災害発生時の通信 (1)防災行政無線の運用について 参事

　　手段について
(2)通信手段の多様化と強化について

４．かつうらみらい (1)採択事業の実施状況と評価について 参事

　 創生事業について
(2)来年度以降の見通しについて 町長

　答弁者

　　　　　平成28年みかん会議一般質問通告表

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨

－1－



2 2番 １．病院改築と跡地 (1)跡地利用について計画があるのか 町長

松下　一一
　  利用について

(2)特養と新病院との移動手段はどう計画しているのか 参事

(3)新病院の医療水準と設備の充実はどうなるのか 地方創生

推進室長

2.沼江バイパスの進捗 (1)沼江バイパスか高速道路への連絡道路と阿南方面 町長

　状況について
　 への整備は 副町長

建設課長

3.地籍調査の進捗と (1)地籍調査結果に対する課税は 町長

　問題点について
副町長

建設課長

4.降雨、台風等、被害後 (1)農地、農道、水路、施設、建物についての復旧について 町長

　の対応について
参事

建設課長

産業交流課長

5.住民サービスの向上 (1)住民サービスの向上 町長

　 について
　①運転免許証返納者への特典は 参事

　②街灯の新設 住民課長

　③スズメバチ・マムシの駆除対策 福祉課長

　④一斉清掃でのお茶

－2－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



3 3番 １．移住・定住を進める (1)定住について 参事

美馬　友子
　　には

　　①移住を進めているが、定住を重視すべきでは 副町長

　　②若者の定住を進めるためには、町としてどう 町長

　　　　あるべきと考えるか

(2)職員の町外からの通勤状況

　　①町外に住んでいる職員数は

　　　また、各課における町外からの通勤者の状況は

　　②職員採用時、勝浦町で住むことを条件にして

　　　いるのか

　　③現在の採用状況で、危機管理上、問題はないのか

　　④住民として、住民目線でのサービス提供を

　　⑤空家をシェアーして社宅として提供しては

2.病院改築に伴う施設の (1)健診体制の強化とは 地方創生推進

　 充実について
(2)福祉施設と患者が行き来できるように施設整備を 室長

(3)食堂を開放し、ふれあいの場を 病院事務局長

(4)在宅強化をするならば、訪問看護ステーションを 福祉課長

(5)健康増進センターとして福祉課を移転しては 副町長

(6)庭を公園にして体力増進、世代間交流の広場として 町長

　　活用を

(7)子どもの遊び場確保を

件　　　　名
質問
順位

　　　　　　　　            質問の要旨

－3－

　答弁者質　問　者



4 4番 1.交通安全対策について (1)県道を走っていて何か気づいたことはあるのか 住民課長

麻植　秀樹 　　①子どもの通学や散歩をしている人が危険と思わないか

　　②側線（白色実線）が消えているが対応策は

　　③老人が乗用しているシニアカーの安全は確保できて

　　　いるのか

2.台風被害 (1)台風16号で、県道まで石が乗ってきていた。橋の下の砂利を 建設課長

　早急に取り除くことはできないのか

3.病院改築事業について (1)病院改築を進めるにあたって 地方創生

　　①進め方に問題はないのか。進めるに当たり何か足りて 推進室長

　　　いないように感じるが

　　②ヘリポートは必要ないのか

　　③工事を進めるに当たって、安全策はどのように考えて

　　　 いるのか

5 8番 (1)町民体育大会の反省点 (1)来賓に議員は必要か 町長

森本　守 (2)来年度はどうする予定か 教育委員会

(3)退場門も、入場門と同程度にできないのか 事務局長

(2)キトサンや微生物の (1)どう思うか

 　有効活用について
　　①町長は 町長

　　②住民課長は 住民課長

　　③産業交流課長は 産業交流課長

　　④教育長は 教育長

(2)県の動向は 副町長

(3)葬儀費用について (1)最低限の必要経費は 住民課長

(2)火葬場費用、小松島市、阿南市は 福祉課長

(4)広域ゴミ処理について (1)用地の選定は進んでいるのか 町長

(2)周辺住民への説明は

　　　　　　　　       質問の要旨 　答弁者

　　　　　　　　       質問の要旨

質問
順位

質　問　者 件　　　　名

質問
順位

件　　　　名

　　　－4－

質　問　者 　答弁者



6  6番 1.活性化協会の運営 (1)活性化協会の運営について 町長

篰　公一
 　とセンター整備

　　①補正予算成立後の事務局体制は整ったのか 副町長

　　②十分な推進を図るために、全体的な組織体制の確立 産業交流課長

　　　をはかるべきでは

　　③道の駅や坂本家など、他団体との関係は

　　④会員相互で共有できるビジョン、方針を示すのが

　　　 最優先ではないのか

(2)活性化センター整備

　ハードよりソフトが先

　　①活性化協会の活動を行っていく中で、必要な整備を

　　　進めていくべきでは

　　②地元にプラスになる方法で整備すべき

2.樫渕地区急傾斜地 (1)完成時期の予定は

　 崩落防止対策
　　①当初見通しより大幅に遅れているが、原因と今後の 町長

　　　見通しは 副町長

　　②周辺関係者への説明は 建設課長

(2)周辺対策について

　　①作業道の有効活用は

　　②排水対策は十分か

　　③危険区域の解除は

3.新教育委員会制度 (1)総合教育会議の運営状況は 町長

(2)教育長の政治的中立の確保は 教育長

　答弁者
質問
順位

　　　－5－

件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨質　問　者



7 5番 1.安心安全なまちづくり (1)建築物（一般、特定）の耐震化について 町長

松田　貴志 (2)災害時におけるボランティア等の受け入れ体制について 参事

(3)BCP（業務継続計画）の訓練実施で得られた成果と課題は 建設課長

(4)救急搬送業務の委託について 福祉課長

2.子育てしやすいまち (1)全町一丸となった通学路の安全対策を 町長

 　づくり
(2)学童保育の充実に向けて 教育長

(3)人口減少を抑制するため、子育て支援のさらなる 参事

　　充実強化を 福祉課長

　　　－6－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



8 9番 1.乳幼児用品貸出制度を (1)勝浦町で生まれた赤ちゃんや保護者を応援するために、 町長

井出　美智子 　ベビー用品をレンタルする制度を設けてはどうか 副町長

（　ベビーカー、ベビーベッド、チャイルドシート、 福祉課長

ベビースケール、　ベビーラック等）

　海陽町は新生児無料に、京都精華町は第三子無料後は

  3000円から6000円の有料と様々

2.クローラー用園内道 (1)町単の園内道の補助は車の通行のためで、幅が 町長

　舗装に補助を
　決められている。みかんの運搬にクローラーを使っている 副町長

　場合は、舗装の補助対象にはならない。 産業交流課長

　実情を調査して実施を

3.臨時職員の年休を (1)町の臨時職員の年次有給休暇は、現状ではどうなって 町長

　労働基準法どおりに
　いるか。 副町長

(2)労働基準法どおりにするべきでないか 参事

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

　　　－7－



9 10番 1.農業振興 (1)みかん農家の次世代対策について 産業交流課長

大西　一司 (2)みかん統一ダンボールの効果について 町長

2.地籍調査 (1)他の自治体に比べ遅れている。 建設課長

　スピードアップを 副町長

町長

3.勝浦川堆積土砂 (1)生名谷川吐き出し口の対応が早急に必要 建設課長

副町長

町長

4.地域活性化センター (1)取組計画について 産業交流課長

副町長

町長

5.恐竜化石発見 (1)県・町で広く発信を 町長

副町長

教育長

6.県道改良進捗状況 (1)県道改良について

　　①新浜・勝浦線、星谷地区 建設課長

　　②徳島・上那賀線、棚野地区と生小東通学路 町長

　　③沼江バイパス 副町長

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者

　　　－8－


