
1 　3番 １．豪雨対策 （１）命を守るためにも知って欲しい特別警報とは 町長

美馬　友子 　水害から身を守るため 　　①警報とはどう違うのか 副町長

　には 　　②いつどのように発表されるのか 企画総務課長

　　③特別警報が発表されたらどうすればよいのか 建設課長

（２）崩壊地の予測は（土砂災害警戒区域は） 病院事務局長

（３）九州の豪雨災害後町内危険区域の巡回はなされたの

　　か

（４）職員や住民の避難の意識を高める事前の備えを

（５）情報はどのように確認すればよいのか

（６）病院防災マニュアルや災害時の受入れ態勢は整っている

　　のか

２．救急救命士導入の （１）救急活動の現状は 町長

　効果は （２）病院や勝浦病院との連絡体制は 企画総務課長

（３）町民への講習の現状は 病院事務局長

（４）役場職員は心肺蘇生法をを習得しているのか

３．魅力ある充実した情報 （１）広報には情報が満載しているが、ホームページには提 町長

　発信を 　　供されているサービスの情報や更新がない 副町長

（２）誰のためのホームページなのか 福祉課長

（３）外部リンクの活用を

（４）保育園、社協、K－フレンズ、婦人の家等つながりやすく

（５）子育てガイドブック版をHPで情報発信して

　（妊娠から出産育児に関する情報を）
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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（FTTH) （１）利用実態について 町長

仙才　　守 　関連 （２）料金改定について 企画総務課長

（３）活用策について

２．土砂災害対策 （１）本町の地質と警戒区域の指定状況について 建設課長

（２）過去の土砂災害発生状況について 産業交流課長

（３）災害への備えと発災時の対応について 企画総務課長

３．文書管理 （１）文書管理の課題と改善策について 企画総務課長

答弁者
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質問
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３  2番 １．宅地造成事業につい （１）前回を検証した問題点 町長

松下　一一 　て （２）今回の計画

　　①条件の見直し

　　②場所決定の要件は

（３）販売の方法

２．災害への対応 （１）人、物資、機械の要請 企画総務課長

（２）災害廃棄物の保管処理 建設課長

（３）仮設住宅建設用地

３．農業振興について （１）耕作放棄された農地面積は 産業交流課長

（２）耕作放棄された農地の復元に対する助成

（３）今後、放棄地の増減をどう推測するか

（４）優良農地をどのように確保してゆくか

　　　みかん生産の場合　：　生産方法の統一

　　　　　　　　　　　　　　　　：　糖度計による品質の統一

（５）町外での生産の搬入を認めるか

（６）鳥獣被害対策事業の検証は

（７）改植事業後の放棄地はないか

４．果樹試験場跡地に （１）町として利用価値があるのかないのか 副町長

　ついて （２）県側と接触はあったのか

（３）他に動きはあるのか

件　　　　名 答弁者質 問 の 要 旨
質問
順位

　　　－3－

質　問　者



４ 　9番 １．地籍調査を早く （１）災害、相続に備えて、必要度は一層高くなっている 町長

井出　美智子 　もっと、取り組みのスピードアップを 副町長

建設課長

２．イノシシとシカ （１）捕獲された野生動物の肉の有効利活用をする必要がある 町長

　利活用を 　捕獲後の処理施設を作ってはどうか 副町長

産業交流課長

３．国民健康保険 （１）30年度を目途に行われる国保改革の概要はどのような 町長

　都道府県単位化につい 　ものか 副町長

　て （２）町の国保の業務はどのようにかわるのか 税務課長

（３）納付困難者、滞納者への対応はどう変わるのか
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５ 　8番 １．専門学校進入路付近 （１）県道の除草、雑木の刈り取りは 建設課長

森本　　守 　の管理について （２）進入路の側壁の管理は

２．福祉センター耐震改 （１）垂れ幕はなぜなくしたのか 町長

　修について 企画総務課長

３．鳥獣害対策について （１）人に害を与えることの指導は 産業交流課長

４．農業とみつばちにつ （１）近年みつばちが少なくなった 産業交流課長

　いて 　その原因と対策は

５．手足口病について （１）最近感染が拡大する可能性が問題になっている 福祉課長

　その対策は

６．病気と医師と薬につ （１）薬を5種類以上服用している人は、薬による害が問題に 病院事務局長

　いて 　なっている

　対策はあるのか
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答弁者
質問
順位

件　　　　名 質 問 の 要 旨質　問　者



６ 　４番 １．町観光地、立川渓谷 （１）立川渓谷を車で走ったことは 町長

麻植　秀樹 　並びにリサイクル施設 （２）アクセス道は安全と考えるか 建設課長

　へのアクセス道整備に （３）なぜ整備ができないのか 産業交流課長

　ついて （４）改修、改善をする気はあるのか 企画総務課長

（５）すぐにやらなければ 福祉課長

税務課長

住民課長

教育委員会
事務局長

２．防災対策は万全か （１）町として、常に危険予知はできているか 町長

（２）その対応は 企画総務課長

（３）その対策は 建設課長

（４）適切な情報の発信 産業交流課長

（５）即、実行あるのみ 福祉課長

税務課長

住民課長

教育委員会
事務局長

答弁者
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７ 　５番 1.「かつうら創生」に 　(1)起業や6次産業化への取り組み 町長

松田　貴志 　ついて 　(２)宅地造成について 副町長

　(３)道の駅の周辺整備について 企画総務課長

　(４)情報公開、情報発信の徹底を 産業交流課長

建設課長

地方創生推進
室長

2.教育環境の充実を 　(1)高校進学時の学区制撤廃を 町長

　(2)「部活動指導員」制度への対応は 副町長

　(3)阿南方面通学バスについて 教育長

教育委員会
事務局長

３．4期目出馬表明を 　(1)中田町長が描く勝浦町の将来ビジョン 町長

　受けて
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８ 　７番 １．「みかんが香る元気な 　平成23年に策定された「勝浦町総合計画」も７年目を迎え、 町長

国清　一治 　まち」へ 27年に策定された「かつうら創生総合戦略」と整合性を図り 副町長

ながら施策を推進しているが、残すところ3年となった今、そ 教育長

の成果と課題を問う

（１）農業の振興

　　①みかんブランド化の推進

　　②アグリサポートクラブ

（２）商工観光の振興

　　①交流人口増とイベントの創出

　　②「道の駅」と「活性化センター」

　　③勝浦ネットワークの推進

（３）学校教育の充実

　　①高校進学への支援

（４）会基盤の充実

　　①県道新浜勝浦線の改良促進

　　②住宅・住環境の整備

（５）地域安全の充実

　　①消防体制の常備化と救命士の搭乗

　　②防災対策組織体制の強化

　　③全町一斉防災訓練

（６）町民との協働、行財政運営

　　①協働で行う新たな事業

　　②人材育成と行政組織の強化

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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9 　10番 １．県道改良 　(1)沼江バイパスの進捗状況は 町長

大西　一司 　(2)県道徳島上那賀線 副町長

　　①生比奈小学校東側通学路の取り組み状況 建設課長

　　②横瀬橋東側の取り組み計画

２．南部農免農道 　(1)生名工区開通に向けての工事計画 町長

建設課長

3.役場内のコンプライア 　(1)税の徴収漏れにかかる対応 町長

　ンス、ガバナンス 　(2)阿南方面通学バス取り組み手順 教育長

税務課長

4.町長の出馬表明 　(1)4期目を目指しての出馬表明について 町長
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