
１ 　3番 １．人材育成基本方針は （１）どのような人材が必要とされているのか 町長

美馬　友子 　　自分がどのように育っていくのか 企画総務課長

　　職員に分かりやすく明確に示すことが必要では

２．適切な人員配置か （１）各課の役割、業務に似合った職員数か 町長

（２）職員の年齢構成は、計画的な職員採用ができているのか 企画総務課長

（３）宿直の業務委託は

３．障がいをもった子ども （１）放課後デイサービスはどうなっているのか 町長

　　たちの放課後は 教育長

福祉課長

４．病院改築、地域包括 （１）地元の病院として生き残るためには、健康増進センター 町長

　　ケアシステムの強化を 　　を設置し、包括ケアや社協、健診や健康指導など集約し、 企画総務課長

　　ワンストップサービスを 病院事務局長

（２）健康増進センターを現時点で一本化に建設すれば、また 福祉課長

　　将来併設すれば、予算的、補助金などはどうなのか

　　（２階建　建設面積８００㎡程度）

（３）地域包括ケアシステムの拠点としての役割は何か

（４）病床利用率をアップさせるためにも、医療ソーシャル

　　ワーカーを配置し、地域連携室の設置を

（５）看護師数は収益にみあった給与費なのか

（６）１３対１の看護体制で診療単価の増を

（７）看護職員の年齢構成は

（８）教育師長を配置し看護の資質向上による住民サービスを

　　特に教育や接遇マナーの向上を

答弁者

　　　　　平成30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 　7番 １．創造する勝浦 （１）基幹産業の課題と活性化 町長

国清　一治 　　①みかん産業に何が起きたのか 産業交流課長

　　②これからのみかん栽培と販売

　　③アグリサポートの充実・強化

　　④カンキツ産地強化の拠点施設

（２）創造する観光・交流 町長

　　①「恐竜王国かつうら」の実現 教育長

　　②インバウンドの町へ 企画総務課長

　　③人材育成と受入体制の充実・強化 産業交流課長

教育委員会
事務局長

（３）道路、橋梁事業の推進 町長

　　①どう進んでいるのか新浜勝浦線 建設課長

　　②どう進めるのか星谷橋
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３ 　1番 １．住民による災害復旧 （１）ボランティアに相応の処遇を 町長

仙才　　守 　　作業 企画総務課長

建設課長

２．耕作放棄地からの （１）過疎対策として処置が必要では 町長

　　出水災害 建設課長

３．教育長に問う （１）新教育指導要領への対応 町長

（２）海外交流事業について 教育長

４．危険な老朽家屋 （１）対策条例の制定時期は 町長

建設課長

５．光ケーブルの料金改定（１）関係者との協議結果は 町長

企画総務課長

質　問　者
質問
順位

－3－

答弁者質 問 の 要 旨件　　　　名



４ 　2番 １．道路整備 （１）沼江バイパス着工 町長

松下　一一 （２）柳原狭隘部解消と木の伐採 建設課長

（３）西岡商店街の拡張計画は

２．農業振興 （１）果樹試験場跡地の利用計画 町長

（２）農地の集約と確保 産業交流課長

（３）剪定枝、雑木等の処理

３．役場の体制改革と （１）内部通報制度と相談窓口 町長

　　行政サービス （２）朝のアルコールチェック 企画総務課長

（３）敷地内の喫煙禁止 住民課長

（４）施設の安全確保

（５）駐車スペースの確保

（６）救急業務の装備は万全か

（７）ごみの収集と不法投棄

（８）地区の掲示板について
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５ 　5番 １．人口減少に歯止めを （１）移住定住策の現状認識は 町長

松田　貴志 （２）移住から定住に向けたシームレスな仕組みづくりを 産業交流課長

（３）空き家対策の現状と今後の取り組みは
地方創生推進
室長

（４）単身者に向けた住居の斡旋、整備を

２．子育て環境日本一の町（１）アピールできる体制づくりを 町長

（２）誰もが住んで良かったと思える環境整備を 福祉課長

（３）給食費等の保護者負担軽減策は
教育委員会
事務局長

３．新教育長の方針は （１）教育長が目指す勝浦町の教育ビジョンは 教育長
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６ 　4番 １．中学校校舎の水漏れ （１）水漏れは完全に止まったか 町長

麻植　秀樹 　　対応 （２）責任の所在はどうなったか 教育長

（３）今後いつまでに対処するのか
教育委員会
事務局長

２．生徒の通学について （１）通学路の夜間について、安全と考えるか 町長

　　の安全対策 （２）危険と考える通学路については、防犯灯を早急に設置 教育長

　　すべきと考えるが
教育委員会
事務局長

企画総務課長

３．農林業所得安定に （１）改植に対する苗木の購入補助金の増額は 町長

　　ついて 産業交流課長

４．空き家バンク登録に （１）状態の良い空き家については、町が購入管理し、移住 町長

　　ついて 　　定住者に販売できないか 産業交流課長

（２）空き家バンク登録者に対し、登録金は出せないか
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７ 　9番 １．小学校における英語 （１）新学習指導要領改訂に伴う小学高学年の外国語活動は、町長

井出美智子 　　教育の拡充を 　　どのように変わるのか 教育長

（２）先行実施している自治体もあるが、勝浦町はどうか
教育委員会
事務局長

（３）英語教育支援員や英語強化支援員の配置をしたらどうか

２．学校図書館司書の （１）読書は学力の土台。2015年に学校図書館法が改正され、 町長

　　配置を 　　国が2021年まで学校図書館の予算を増やし、司書の配置 教育長

　　と図書館資料の充実で利用促進するよう求めている。
教育委員会
事務局長

　　現状はどうか

（２）学校図書館の充実をどのように図っていくのか

３．地籍調査を早く （１）今山地区の地籍調査は、いつになるのか 町長

（２）すぐにでも取りかからなければ、役員の高齢化や体調不 建設課長

　　良で、実施ができなくなってしまう

（３）体制強化を

４．職員体制の強化を （１）事業が多い部署では、過重労働になっているのではない 町長

　　か。適切な職員配置を行い、町民に必要な施策が円滑に 企画総務課長

　　実施できるようにすべきではないか
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８ 　8番 １．観光資源について （１）町内に何か所あるのか 町長

森本　　守 （２）どのようにＰＲされているのか 産業交流課長

（３）安全対策はされているのか
教育委員会
事務局長

２．墓地の新設について （１）法的な手続きはどのようなものか 町長

３．企業誘致について （１）辻本製作所操業は順調にいっているか 町長

（２）何人雇用されているのか 産業交流課長

４．徳島駅伝について （１）事務局はどこに 教育長

（２）勝浦コース設定の対策はできているか
教育委員会
事務局長

５．町文化祭について （１）マンネリ化を防ぐ対策は 町長

（２）恐竜化石の展示コーナー（レプリカ）等はできないか 教育長

答弁者
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９ 　10番 １．地方創生事業 （１）総合戦略事業の検証について 町長

大西　一司 企画総務課長

地方創生推進
室長

２．職員組織体制 （１）執行体制の機能強化について 町長

３．ふるさと納税 （１）ふるさと納税の増額について 町長

企画総務課長

４．宅地造成事業 （１）今後の取り組みについて 町長

建設課長

５．果樹研究所 （１）跡地利用について 町長

産業交流課長

６．恐竜の里 （１）今後の取り組み計画について 町長

企画総務課長

産業交流課長
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