
1 　3番 １．職員確保を （１）時間外勤務の実態は 町長

美馬　友子 （２）メンタルの対策及び相談窓口設置 副町長

（３）リフレッシュ休暇の取り方、計画的に 企画総務課長

（４）宿日直業務での主な業務は

（５）宿日直の業務委託で負担軽減を

（６）新規採用者に求めているものは

（７）新しい枠での募集を

　　①地元の採用枠

　　②チャレンジ枠

　　③経験者枠

（８）郡で教育委員会事務を統合し、業務の効率化や学校間

　　連絡による教育の充実

（９）福祉総合窓口を一つに集約・ワンストップ化で、サービス

　　提供の総合調整ができる体制整備を

（10）タブレット導入で情報共有や作業時間の短縮を

２．人材育成 （１）人事評価制度の活用を
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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．ケーブルテレビ （１）インターネット利用状況の調査 町長

仙才　　守 （２）料金見直し 企画総務課長

２．学校教育 （１）小学校の英語教育 町長

（２）海外留学支援 教育長

（３）校務支援システムの導入
教育委員会
事務局長

（4）その他

３．簡易水道 （１）運営状況等
簡易水道対策
室長

（２）遠隔監視システム

４．地籍調査 （１）実施状況と今後の計画 建設課長

答弁者
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３  2番 １．勝浦町の活性と企業 （１）出馬に至った思い及び今後の取り組みについて 町長

松下　一一 　誘致

２．沼江バイパス （１）バイパスの進捗 町長

（２）土捨て場の進捗 建設課長

（３）跡地利用の具体案

（４）高速道へのアクセス

３．高齢化社会を見据えて （１）高齢者の運転免許返納者の推移 福祉課長

（２）買い物バスの利用状況

（３）インフルエンザ予防接種の無料化は出来ないか

（４）肺炎予防実施状況と利用率向上に向けての対策

（５）特別養護老人ホームの入所待機者の推移

（６）入所待機者に対する対応策は

４．税の公平 （１）倒壊の危険性がある建物を解体撤去した場合、固定資産 税務課長

　税額はどうなるのか

（２）相続登記が出来ていない固定資産税はどうなるのか

　また、その場合の税額は

（３）登記名義人でない固定資産税を納付している方が、今後

　納付を拒否した場合、固定資産税の免除や減免のような

　制度はあるのか

５．町営住宅 （１）団地の管理があいまい 住民課長

（２）本来の目的からかけ離れている

（３）耐震化は進んでいるか

（４）所得制限等で入所条件に合わなくなる

（５）入居期間の制限

件　　　　名 答弁者質 問 の 要 旨
質問
順位
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４ 　9番 １．高齢者が安心して 　高齢者の交通事故が増えている。事故を起こしてから返納 町長

井出　美智子 　免許証返納ができる する場合が多い。事故を起こす前に、安心して免許証返納 副町長

　仕組みづくりを ができる仕組みづくりが必要だ。 企画総務課長

（１）実態把握はできているのか 福祉課長

　　①８０歳以上の免許保有者数は

　　②最近事故件数は

　　③返納数は

　　④免許を持たない高齢者世帯数は

（２）現在の取り組みはどうか

　　①福祉タクシー利用者数

　　②タクシー券利用者数

　　③介護タクシー利用者数

　　④その他は何かあるのか

（３）シニアカー購入補助を非課税世帯にしたらどうか

（４）眼科等、町外通院のための町営バスを運行したらどうか

２．就学援助費の拡充と （１）生活補助基準の１．３倍が支給基準となっているが、 町長

　新入生への前渡しを 　その基準が下げられたため、適応が以前より厳しくなって 副町長

　いる。他の自治体では、以前のままで審査しているところ 教育長

　もある。勝浦町でも以前の基準にもどしたらどうか
教育委員会
事務局長

（２）クラブ活動費、生徒会費、PTA会費など支給項目の

　拡大を

（３）新入学時には、多額の費用が必要（制服等）なため

　前渡し支給を行う自治体が増えてきている。

　ぜひ、勝浦町でも実施を

３．農業での地域おこし （１）全国的に農業での地域おこし協力隊員の定着率の低さ 町長

　協力隊員の定着を 　が問題になっている。北海道の新冠町の先進事例に倣って、副町長

　施策を講じたらどうか 産業交流課長

　　　－4－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



５ 　8番 １．不明者の捜索 （１）最近行方不明者が多く出ているのではないか 町長

森本　　守 （２）手がかりの範囲を狭めるために、監視カメラを設置でき 副町長

　ないか 企画総務課長

（３）停滞電話等GPS利用機器をもたせられないか 福祉課長

（４）家族や知人に行き先を知らせる習慣を付けるため

　老人会や広報等で周知してはどうか

２．職員の提案制度 （１）前回の質問の後、提案はあったのか 企画総務課長

（２）提案に前向きになるような政策をされているのか

３．騒音公害 （１）町内放送、スピーカーの騒音苦情はないか 企画総務課長

（２）昔は、山の中腹に設置されていたが、今は町中にある
教育委員会
事務局長

　どうしてか

４．通学費の助成 （１）徳島市内で乗り換えての通学に、助成は出来ないか
教育委員会
事務局長

５．職員採用 （１）町内外の割合は、また一番遠い方はどこか 町長

（２）町内に住所を移せないか 副町長

（３）町内在住者の採用を優先できないか 企画総務課長
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６ 　４番 １．防災対策 （１）勝浦川堤防の改修を県に対して要望すると言っていたが 企画総務課長

麻植　秀樹 （２）県と協議をするとしていたが 建設課長

（３）地域別の詳細な防災マップをお願いしていたがその後は

（４）予算が必要であれば、当初予算に反映してはどうか

２．衆議院選挙 （１）衆議院選挙においての反省点は 住民課長

（２）ミス又はトラブルは

（３）今後における対策は

３．病院改築 （１）町財政の現状は 町長

（２）本庁及び病院局において、財政面での返済計画は 副町長

（３）病院単独で借金返済は可能か 企画総務課長

（４）基金はあるが、町全体に活用するべきと考えるが
地方創生推進
室長

病院事務局長

４．病院給食 （１）病院入院患者等への給食業務の委託について 病院事務局長

　メリットばかり話しているが、デメリットはないのか

答弁者
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７ 　５番 1.消防団体制 (1)組織、連絡体制の課題と対策 町長

松田　貴志 (２)団員の待遇改善を 企画総務課長

(３)常備消防への取り組みは

２．保健センターの整備を （１）病院改築に併せ、医療福祉の充実を 町長

（２）実現への課題は 福祉課長

３．町長の政治姿勢 （１）３期１２年間の総括 町長

（２）町長選挙へ向けての抱負
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８ 　７番 １．行政課題 （１）行政課題を問う 町長

国清　一治 　　①観光・交流新時代に向かって 副町長

　　②税問題の要因と対応経緯 教育長

　　③通学用バス運行事業問題の要因と対応 企画総務課長

　　④救急救命業務の問題点は 税務課長

産業交流課長

２．公職選挙法 （２）公職選挙法を問う 町長

　　①公正で平等な選挙とは 副町長

　　②「三ない運動」の周知徹底を 住民課長

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．農業振興計画 (1)勝浦町農業の現状について 町長

大西　一司 　　①耕作放棄地面積、農業生産額 産業交流課長

　　②みかん農業就業人口、農家戸数、栽培面積

　　③収穫量の推移、今後の予想

（２）今後の取り組みについて

　　①生産戦略としてのアグリサポート事業の取り組み状況

　　②販売戦略としての統一段ボールの取り組み状況

２．交流人口増加計画 (1)インバウンドの計画内容 町長

副町長

３．定住の町推進計画 （１）道路網の整備 町長

　　①県道改良進捗状況 副町長

（２）住環境整備 企画総務課長

　　①民間による賃貸住宅建設の取り組み状況 建設課長

　　②町の宅地造成計画の取り組み状況

　　③防犯灯の新設について

４．中田町政１２年間の （１）実績と課題について 町長

　総括
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