
1 　７番 １．こどもの未来輝く町に （１）安心・安全のまちづくり 町長

国清　一治 　　①防災対策について 副町長

　　　ア　消防の常備化 企画総務課長

　　　イ　防災基金の創設 建設課長

　　　ウ　消防組織の再編 福祉課長

　　　エ　一斉防災訓練の検証と再考 住民課長

　　②道路・橋梁の整備について

　　　ア　県道新浜勝浦線改良工事の状況と完了見込

　　　イ　星谷橋架け替え工事の着工と完了見込

　　　ウ　町道の維持補修と改良

　　③住みよい福祉対策について

　　　ア　交通弱者対策

　　　イ　こどもの遊び場

（２）農業振興のまちづくり 町長

　　①みかん振興の支援対策とブランド化 副町長

　　②農地取得、面積要件の緩和 産業交流課長

　　③農産物の海外戦略

（３）観光交流のまちづくり 町長

　　①交流人口増に向けた施策・インバウンド 副町長

　　②ビッグひな祭りの相乗効果と課題 企画総務課長

　　③「恐竜王国かつうら」の実現 産業交流課長

　　④町営駐車場の設置 教育長

教育委員会
事務局長

（４）行政改革と協働 町長

　　①組織の再編 副町長

　　②町民対話 企画総務課長

　　③町民との協働
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



２ 　３番 １．病院のこれから （１）地元との協力体制を 町長

美馬　友子 （２）一時避難所として地元は利用できるのか
地方創生推進
室長

（３）進捗状況及び今後の予定は
勝浦病院事務
局長

建設課長

２．地域連携室強化とは （１）組織体制は

（２）期待される効果は

（３）住民のための病院であるという意識を

（４）へき地拠点病院とは

３．若い女性や母親を （１）20歳から40歳の女性の最近の人口推移は 町長

　　サポートする体制を （２）町に住み続けるためには、どのような環境を望み、どのよう 副町長

　　な支援を必要としているのか 企画総務課長

（３）県の子育てクーポン券は、町ではどのように使用できるの 福祉課長

　　か 住民課長

（４）乳児健診の利便性を

（５）女性職員の能力開発を

（６）女性委員を3割まで増やすには、意思決定には女性の

　　意見を

４．PR不足 （１）ホームページでもっと情報発信すべき 副町長

（２）移住者や訪問者は何を求めているのか 企画総務課長

　　町の紹介ナビとか 産業交流課長

（３）若者対応のためにはスマホサイズに

答弁者

－２－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨



３ 　１番 １．かつうら創生 （１）旧果樹研究所の活用策 町長

仙才　　守 （２）「かつうらみらい創生事業」の展開 企画総務課長

産業交流課長

２．光ケーブルの活用 （１）情報系（インターネット他）の活用策 町長

（２）利用率の向上策 企画総務課長

３．簡易水道事業 （１）経営戦略 町長

（２）将来構想 建設課長

４．空き家対策 （１）町内空き家の現状 建設課長

（２）空き家の再生

（３）危険家屋対策の実施計画
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



４ 　４番 １．勝浦川堤防の強靱化 （１）星谷橋は何故、潜水橋としているのか 町長

麻植　秀樹 　　について（金比羅附近 （２）堤防の危険性をどれくらい把握しているか 建設課長

  　より下流域） （３）星谷橋架け替えに伴う影響をどのように考えるか

（４）強靱化対策を先行して取り組むべきではないか

２．棚野立川線町道改良 （１）危険箇所と狭隘箇所は把握しているか

　　事業について （２）拡幅計画はあるのか

（３）小規模な崩落箇所の早期改修を

（４）来年度からでも、計画性をもって改修工事を
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



５ 　９番 １．建設残土の搬入 （１）今山の鉱山に建設残土の搬入計画があるが、町は把握 町長

井出　美智子 　　しているのか 副町長

（２）地元住民から不安の声が上がっている。事実関係を知り 企画総務課長

　　たい 建設課長

（３）許可申請をするときの図面を地元に開示してほしい

（４）裁判の経過は把握しているのか

（５）町として、安心・安全の確保をどのようにしていくのか

２．広域ごみ施設整備 （１）計画では、勝浦町の負担割合が大きすぎるのではないか 町長

　　計画 （２）均等割・人口割での算出方法の見直しを求めるべきでは 副町長

　　ないか 住民課長

（３）広域でのごみ減量化計画の強化を求めるべきではないか

３．国保税の納付困難者 　安倍政権の約6年間で、社会保障費3兆8850億円削減され 町長

　　の救済制度を 消費税導入（8％）で低所得者はますます厳しくなっている。 副町長

払いたくても払えない人が増えている。 税務課長

（１）滞納者は増えていないのか

（２）一律に負担軽減を図るのではなく納付困難者の救済制

　　度が必要ではないか

（３）対策は考えているのか

質問
順位

質　問　者 件　　　　名

－５－

質 問 の 要 旨 答弁者



６ 　２番 １．農業振興 （１）果樹試験場跡地利用 町長

松下　一一 （２）石原パイロットの跡地利用 副町長

（３）農地所得の下限について 産業交流課長

（４）農地取得の所有権移転費用の助成 企画総務課長

　　（農業委員会、管理機構の斡旋）

２．税の軽減 （１）老朽家屋撤去後の税の軽減 町長

（２）不用地の寄附による権利放棄で、課税対象から除外で 税務課長

　　きないか 企画総務課長

（３）耕作放棄地の現況課税

３．沼江バイパス （１）土捨て場の進捗と跡地利用 町長

（２）工事中の土砂流出対策は万全か 建設課長

（３）橋谷川の排水事業

（４）工事の発注と町内業者

４．防災・減災 （１）狭隘地での消火活動の問題点 町長

（２）消防車の出動条件 企画総務課長

（３）現場での指揮・指導

（４）免許取得に補助は

（５）消火施設の設置基準

（６）被災地でのボランティア活動の助成

（７）土捨て場の確保

（８）通行止めの判断基準

（９）流木ごみの撤去費用に助成

－６－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



７ 　８番 １．農協と連携 （１）よってネ市、あいさい広場の連携 町長

森本　　守 （２）みかんダンボール箱 副町長

（３）品質管理 企画総務課長

産業交流課長

２．病院運営と医師確保 （１）運営状況の見通しは 町長

（２）医師確保の見通しは 副町長

（３）病院建設は現在の見通しを参考にすべきでは 企画総務課長

勝浦病院事務
局長
地方創生推進
室長

３．食の安全 （１）自由化により規制が緩められているが 町長

（２）ラウンドアップ・農薬等の残留、食品添加物 副町長

産業交流課長

４．一人暮らし高齢者の （１）携帯電話・スマートフォンの活用を 町長

　　安全対策 副町長

福祉課長

５．正木ダム、28項目の （１）どこまで完工したか 町長

　　約束 副町長

建設課長

６．消費税10％対策 （１）キャッシュレス制度とは 企画総務課長

質 問 の 要 旨 答弁者件　　　　名

－７－

質問
順位

質　問　者



８ 　５番 １．所信表明を受けて （１）6次産業化推進に向けての取り組みは 町長

松田　貴志 （２）県道徳島上那賀線

（３）宅地造成の方針は

（４）消防・防災力強化策は

（５）行財政改革について

２．小規模自治体の行政 （１）過疎町村の実情と今後の課題 副町長

　　運営 （２）県と市町村の在り方

－８－

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



９ 　１０番 １．新年度予算 （１）重点施策は 町長

大西　一司 （２）野上カラーは 企画総務課長

２．機構改革 （１）ねらいは何か 町長

副町長

企画総務課長

３．県道改良 （１）生小東側の取り組み状況は 町長

（２）沼江バイパスの取り組み状況は 建設課長

（３）棚野地区の取り組み計画と課題は

４．防災対策 （１）勝浦川堆積土砂浚渫の取り組み 町長

　　（生名谷川バックウォーター解消について） 副町長

（２）砂防堰堤の工事計画について（中角・中山） 建設課長

５．勝浦病院 （１）経営状況について 町長

（２）改築計画について 企画総務課長

勝浦病院事務
局長

６．道の駅周辺整備 （１）今後の取り組み計画について 町長

副町長

７．鶴林寺線改良 （１）県道和食勝浦線の県道供用開始を 町長

副町長

建設課長

８．ふるさと納税 （１）今後の取り組みは 町長

企画総務課長
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者


