
1 3番 1.充実した子育て支援 (1)福祉でまちづくりを 福祉課長

美馬　友子 (2)障がいを持った子どもたちの放課後支援を 教育長

　①どのように進んでいるのか 副町長

　②ニーズ調査の結果から、必要な時に必要な支援を 町長

　③施設の一室や空家を利用した場合の開設事業予算は

　④発達障がいを知って

(3)子育て世代包括支援事業とは

2.病院に期待すること (1)病院に期待すること 地方創生室長

　①地域包括ケアシステムの拠点としての役割を 福祉課長

　②地元に説明を 町長

　③看護で選ばれる病院に 病院事務局長
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　　　　　平成29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 　答弁者



2 1番 １．光ケーブル (1)光ケーブル関連について 町長

仙才　守
　(FTTH)関連

　①利用実態について 参事

　②料金改定について

　③活用策について

2.勝浦病院改築 (1)勝浦病院改築について 町長

　①現場の声

　②町民の声

3.海外交流の推進 (1)海外交流の推進について 町長

　①現状認識について 副町長

　②今後の取組について

4.連携事業の推進 (1)連携事業の推進について 町長

　①教育機関（大学、高校）との連携

　②企業との連携

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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3 5番 1.県道徳島上那賀線 (1)県道徳島上那賀線について 町長

松田　貴志 　①「横瀬橋架け替え周辺対策事業基金」について 参事

　②棚野地区狭あい部の今後の取組 建設課長

2.移住・定住促進策 (1)移住・定住促進策について 町長

　①継続事業の検証は十分か 参事

　②移住から定住への取組は 建設課長

　③事業の効果を最大化するため、町内業者利用時に

　　補助金の上乗せをしてはどうか

3.子育て環境 (1)子育て環境の充実策について 町長

　「日本一」をめざして 　①子育て交流支援センター（仮称）で取り組む新たな 福祉課長

　　事業は

　②学童保育の運営を福祉法人等に委託し、保護者

　　負担の軽減を

　③保育園での一時預かり事業の実現を

4.情報発信強化 (1)情報発信の強化について 町長

　①様々な事業を推進しているが、発進力が弱い。 参事

　　どのように強化を図るのか

　答弁者質　問　者
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件　　　　名
質問
順位

　　　　　　　　            質問の要旨



4 2番 1.沼江バイパス (1)進捗状況について 建設課長

松下　一一 　①買収交渉の進捗状況は

　②土捨て場の交渉状況は

(2)排水路について

　①排水路の整備計画は

2.町道における底地問題 (1)トラブル・問題点について 建設課長

　①転売された場合のトラブルは 税務課長

　②底地への課税は問題ないか

　③登記をしないのはなぜか

(2)今後について

　①今後もこのままの方針なのか

3.宅地造成事業 (1)宅地造成事業を検証して 町長

　①申し込みが少ないのは想定内か

(2)今後の計画について

　①来年度計画は

　②高齢者向けの宅地造成計画は

4.改良区・水利組合 (1)改良区・水利組合の運営維持について 副町長

　①改良区の合併・解散に向けて

　②水利組合の運営維持について

件　　　　名質　問　者 　答弁者
質問
順位
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　　　　　　　　       質問の要旨



5 8番 1.農業問題 (1)農業問題について 町長

森本　守 　①後継者の確保 副町長

　②作業道の安全 産業交流課長

　③農薬による病気 建設課長

　④売り上げ・原価計算

　⑤安定生産

　⑥品種改良

　⑦鳥獣害対策

2.県道工事 (1)県道整備工事期間 建設課長

　①ビッグひな祭り等、イベント開催期間を避けた工事は

　　できないか

3.国民健康保険 (1)国民健康保険制度について 税務課長

　①自分で健康管理ができている人に対してなにか

　　優遇策はできないか

4.町のPR活動 (1)町のPR活動について 町長

　①名所 副町長

　②イベント 教育長

　③ウオーキング 教育委員会

　④古事記の活用 事務局長

産業交流課長
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　       質問の要旨 　答弁者



6 4番 1.病院改築 (1)勝浦病院改築について、順調に進んでいるのか 町長

麻植　秀樹 　①町民に対して事業の説明はいつするのか 副町長

　②病院関係者との調整は進んでいるのか 参事

　③パブリックコメントから寄せられた意見をどのように 地方創生室長

　　計画書に組み込むのか

(2)町の年間予算に匹敵するほどの巨額事業であるが

　①最終総事業費をどの程度と見込んでいるのか

　②将来への不安材料はないのか

　③改築によって行政サービスの低下等はないと

　　言い切れるか

　④財政的な不安がどうしてもあり、本町の財政状況に

　　適した事業規模にする等、計画を検証する考えは

　　ないか

2.阿南方面バス (1)阿南方面バス購入の経緯等について 教育長

　①議決前に新聞報道が出たが議会軽視ではないのか 教育委員会

　②バスを購入するとのことであるが、本当にメリット 事務局長

　　ばかりなのか

　③バスを購入することになった経緯は

(2)事業を執行するにあたり進め方は正しいのか

　①教育委員の意見集約の時期・内容は

　②保護者の意見集約の時期・内容は

　③陸運局等関係機関との協議内容や時期は

3.沼江子育て (1)リサイクル法等事務手続きについて 福祉課長

　交流支援センター 　①なぜ今回の届出が県等に提出できなかったのか

　　その原因を具体的に

　②後日提出することによる問題点は

　③取り壊した後の産業廃棄物等の処分はどうしたのか

　　また、担当者は事務手続等、着工前に処分の方法等

　　を確認せずほとんど竣工直前に書類を作成している。

　　処分先等どうやって確認したのか
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件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨質　問　者
質問
順位

　答弁者



7 6番 1.救急通報の改善 (1)現場到着までの時間を短縮するために 町長

篰　公一 　①出動事例の経緯は 参事

　②出動中の通報頻度は

　③直通ダイヤルの番号変更は可能か

　④直通ダイヤルの周知方法は

2.地球温暖化対策 (1)「勝浦町地球温暖化実行計画」（続編）について 町長

　①策定の経緯は 副町長

　②県の温室ガス削減目標との整合性について 住民課長

　　・県の目標達成のため、役場庁舎の取組は 産業交流課長

　　・町の間伐実施計画は

(2)民間部門への啓発活動について

　①エコアクション２１の認証取得実績は

　②運輸部門への協力は

(3)今後の検証について

　①実績の公表は

3.国保運営の県移管 (1)国保財政の基盤強化について 町長

　①国庫負担金、交付金引き上げの見通しは 税務課長

　②複数年度の運営移行は

(2)県と市町村の役割り分担について

　①低・中間所得者に対する対策は

(3)保険税及び基金について

　①当面の保険税と中長期的な見通しは

　②基金の扱いは

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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8 9番 1.簡易なハウス型貯蔵庫 (1)簡易なハウス型貯蔵への補助を 町長

井出　美智子 　への補助 　①高糖系への改植が進み、生産量が増えてきた。 副町長

　　このため、貯蔵庫が必要となる農家が増えている。 産業交流課長

　　せいろ式でなく、軽トラでコンテナ式の貯蔵庫が高齢化

　　対策としても求められている。補助要件の見直しを

2.移住支援空家改修 (1)移住支援空家改修補助金の支給をもっときめ細かく 町長

　補助金 　①所有者に限られている補助だが、長年税金を納めて 副町長

　　いるが未登記の物件はどうなるか 産業交流課長

　②親族間での話し合いで所有が明らかになれば

　　大丈夫か

3.学童保育 (1)学童保育支援員体制の充実を 町長

　①利用者が増えることが想定される指導内容の充実 副町長

　　と体制の強化を 福祉課長

4.就学援助費 (1)就学援助費の前倒し支給を 町長

　①子どもの入学時には経済的負担が大きくなる。 教育長

　　各地の先進事例では、入学支度金の前倒しが 教育委員会

　　行われている。 事務局長

　　勝浦町でも実施可能では
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者



9 7番 1.町を憂う (1)事業と予算執行 町長

国清　一治 　①当初予算と決算 副町長

　②遅滞なき執行 参事

(2)人材育成 産業交流課長

　①職員研修のあり方 建設課長

　②組織と人事

(3)町の活性化

　①地域活性化センターと活動

　②基幹産業の行方

　③町民との協働

　④新たな活性化

(4)政治姿勢

　①町民とのかかわり

　②副町長の職務

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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10 10番 1.広域ごみ処理場建設 (1)広域ごみ処理場の建設について 住民課長

大西　一司 　①建設計画と本町の取組について 町長

2.県道改良工事 (1)県道改良工事について 町長

　①沼江バイパスの進捗状況について 副町長

　②県道徳島上那賀線の改良工事について 建設課長

3.勝浦病院改築 (1)勝浦病院改築について 町長

　①ハード・ソフト両面の取組について 地方創生室長

病院事務局長

4.宅地造成事業 (1)町の宅地造成事業について 町長

　①横瀬地区の取組内容と今後について 建設課長

5.農業振興 (1)農業振興について 町長

　①みかん産業の現状と今後の取組について 産業交流課長

　　・ブランド化

　　・高齢化

　　・後継者対策

　　・アグリサポート

6.活性化センター (1)活性化センターについて 町長

　①有効利用ができる幅広い活用を 産業交流課長

7.財政見通し (1)本町の財政見通しは 町長

　①病院改築や防災対策など、今後大きな事業が予定 参事

　　されているが、財政見通しは

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 　　　　　　　　            質問の要旨 　答弁者
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