
1 　７番 １．活気あふれる町に （１）産業振興 町長

国清　一治 　　①みかんのブランド化に向かって 産業交流課長

（２）防災対策 町長

　　①消防団組織の強化 企画総務課長

　　②救急救命業務の課題

（３）社会基盤整備 町長

　　①県道新浜勝浦線現状と事業予定 建設課長

　　②星谷橋の現状と今後の改修計画

（４）行財政改革 町長

　　①執行部体制をどう変えていくのか 副町長

　　②人材育成をどう進めていくのか 企画総務課長

　　③町民との対話と協働

答弁者

　　　　　平成３０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

－1－



２ 　１番 １．町長の政治姿勢を問う （１）選挙公約について 町長

仙才　　守 （２）団体との政策協定について 副町長

（３）政治姿勢について

２．光ケーブル （１）アンケート結果について 町長

（２）料金問題への対応について 副町長

企画総務課長

３．病院改築について （１）プロポーザルについて 町長

（２）スケジュールについて
地方創生推進
室長

質　問　者 件　　　　名
質問
順位

質 問 の 要 旨

－2－

答弁者



３  ８番 １．水道の安定供給に （１）漏水はどの位あるのか
簡易水道対策
室長

森本　　守 　ついて （２）漏水対策の予定は

２．広域ゴミ焼却場に （１）地元要望と対策は 町長

　ついて （２）設備の予定は 副町長

３．ガン検診について （１）勝浦町の受診率は 福祉課長

（２）受診率を上げるには

４．気候変動対策に （１）農産物の安定供給 産業交流課長

　ついて

５．健康について （１）腸内細菌と健康の関係について 福祉課長

質　問　者
質問
順位
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４ 　４番 １．勝浦川の水害対策 （１）具体的な事業は考えているか 町長

麻植　秀樹 　について 建設課長

２．空き家改修について （１）改修費用の増額を 町長

（２）貸り主、借り主両者について補助金を 産業交流課長

３．農林業の推進について（１）林道整備の充実を 町長

産業交流課長

４．阿南方面通学バス （１）通学バス車両の売却について
教育委員会
事務局長

　について

答弁者
質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨
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５ 　９番 １．新町長の所信を問う （１）住民団体「みんなの会」との協定にどう取り組むのか 町長

井出　美智子 　　　８項目について

２．子育て支援を （１）国保の子どもの均等割の負担軽減を 町長

副町長

税務課長

（２）就学援助費の入学準備金の「入学前支給」実現を 町長

教育長

教育委員会
事務局長

３．町民の健康を守る （１）愛育班活動の見直しと強化を 町長

　ために 　　①実情と問題点は 副町長

　　②班員の負担軽減を 福祉課長

４．耕作放棄地対策を （１）町内の耕作放棄地面積は 町長

（２）問題点は 副町長

（３）ハーブ等で経済効果と美観を図れる補助金支給を 産業交流課長

質 問 の 要 旨質　問　者
質問
順位

件　　　　名 答弁者
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６ 　３番 １．介護保険の課題 （１）第６期の取り組みの評価は 町長

美馬　友子 （２）第７期計画の策定過程での課題は 福祉課長

（３）どう変わるのか

（４）具体的な支援内容は何か

（５）地域ケア会議の開催状況や会議内容は

（６）認知症初期集中支援チームとは

（７）保険料の負担増加をどのように住民に説明するのか

（８）勝浦町独自のサービスは何か

２．病院改築 （１）教育師長を配置し、質の向上を目指し選ばれる病院に 町長

　　ソフト面の充実を （２）経営戦略は 病院事務局長

３．職員の意識改革 （１）どのように取り組むのか 町長

（２）名札を大きな字でひらがなにしては 企画総務課長

４．子育て環境日本一 （１）障害児支援の充実とは 町長

（２）保護者の育児相談とは

　　　－6－
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７ 　２番 1.町長の施政 （１）政策協定は必要か 町長

松下　一一 （２）小学校の統合

（３）特養施設入所待機者への対応

（４）パイロット跡地、果樹試験場跡地の利用構想

２．救急搬送の課題 （１）体制に問題は 町長

（２）法的な救命士の乗車人員 企画総務課長

（３）搬送先の選択は

（４）救急隊と救命士の詰所

（５）救急隊と救命士の所属一本化

（６）収容から出発まで時間がかかる

３．沼江バイパス着工 （１）用地交渉完了からの工期は 町長

（２）予算についてどのように聞いているか 建設課長

（３）櫛渕インターへのアクセス道について

（４）排水対策に万全を

（５）土捨て場の利用方法

４．若者向け住宅への （１）建築助成に条件 町長

　助成 （２）今後の継続年数、目標戸数 建設課長

（３）家賃助成
地方創生推進
室長

（４）宅地造成・販売で永住者を募る
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質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



８ 　５番 １．所信表明を受けて (1)固定資産税課税漏れへの認識は 町長

松田　貴志 (２)行政改革 副町長

　①組織再構築、職員の意識改革とは 企画総務課長

　②能力向上、人材育成への取り組みは 建設課長

　③意欲向上に向けた昇格制度を 福祉課長

(３)安心安全な道路整備の推進について
地方創生推進
室長

(４)子育て環境日本一とは

(５)移住・定住

　①宅地造成の今後の展開は

　②民間賃貸住宅建築費補助、家賃助成

　③空き家バンクも含めた推進体制の統合を

２.教育環境の充実を (1)今後の小・中学校の在り方について 町長

(２)県立高校の学区制への対応は 教育長

(３)中学校への部活動指導員の配置を
教育委員会
事務局長

答弁者
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質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨



9 　10番 １．まちづくり計画 （１）野上町長の目指すまちづくりは 町長

大西　一司

２．農業振興 （１）みかん生産、販売戦略について 町長

　　①29年度の販売予想は 産業交流課長

　　②JAとの連携（統一段ボール等）は

　　③営農指導員の配置を

　　④アグリサポート事業の拡大を

３．地方創生 （１）地方創生事業、計画 町長

　　①成果と課題について 副町長

　　②今後の取り組みは
地方創生推進
室長

４．インバウンド （１）インバウンドの取り組み計画について 町長

　　①周辺整備や受け入れ体制は 副町長

　　②町の活性化にどう生かすのか 産業交流課長

５．病院改築 （１）病院改築計画 町長

　　①進捗状況は
地方創生推進
室長

　　②推進体制の強化が必要では
勝浦病院事務
局長

質問
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質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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