
１ 　10番 １．平石山鉱山の安全 （１）町議会に２,０００名を越える請願の署名が提出されたが、 町長

井出 美智子 　  対策を 　　このことについてどう受けとめているのか 副町長

政策監

参事
兼総務防災課長

建設課長

（２）７月会議以降、町として具体的に何をどう取り組んでいる 建設課長

　  のか

（３）四国経済産業局への質問状について見解を問う 町長

　①特に勝浦川の狭窄部に大量の残土が盛られることの 副町長

　　 安全性について、どのように考えているのか。 政策監

　　 災害が起こる可能性はないのか
参事
兼総務防災課長

　②盛土に対する排水対策は十分だといえるのか 建設課長

　③経済産業局の業者への指導に効力があるのか

（４）町が安全性を確認するべきではないのか
参事
兼総務防災課長

（５）鉱山法では無理だとしても水防法で搬入中止が 政策監

　  できないのか

　  千年に一度の雨量想定が求められている今、平石山は

　  過去１０年の雨量で排水計画されている

（６）町として今後どのように取り組んでいくのか 町長

２．民生委員の手厚い （１）高齢化により生活困難者が増えている 町長

　  配置を 　  人口比率を見直し、適切な人員配置をするべきではないか 副町長

参事
兼総務防災課長

福祉課長

答弁者

　　　　　令和元年みかん会議一般質問通告表
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質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨
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２ 　3番 １．防災、減災 （１）今回の関東地方の災害、被災地への職員の派遣は
参事
兼総務防災課長

瀬戸　直一 　  なかったのでしょうか

（２）毎年行っている防災訓練ですが、どうも危機感が

　  なさすぎなのでは

（３）災害避難時、災害弱者（要支援者）対策は 福祉課長

（４）地震時の対応として避難時に家の分電盤の主スイッチを
参事
兼総務防災課長

　  切って避難して下さいとあったが、皆、逃げるのに必死で

　　そんな事出来ないのでは。なので感震ブレーカーの設置

　　の補助を出来ないのでしょうか

（５）勝浦川の浚渫を今年度に行ってくれるという事で、 建設課長

　　山田谷川も追加でお願いできないのでしょうか

（６）平石山鉱山への土砂搬入中止を求める住民の声に 町長

　　対して、町としての考えは

２．防犯 （１）勝浦町主要幹線出入り口付近に、防犯カメラの設置は
参事
兼総務防災課長

　  できないのでしょうか

３．福祉 （１）高齢者ドライバーのアクセル、ブレーキの踏み間違いに 福祉課長

　　よる急発進を防ぐ取付費用の補助の本町としての取り組み

　  は

（２）運転免許を返納したくてもできない現状、交通弱者は
参事
兼総務防災課長

　  出かけたくても出かけられない、と言う事を耳にするの 福祉課長

　  ですが、そこでオンデマンドバスを走らせることはできない

　  のでしょうか
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答弁者



３ 　2番 １．防災について （１）９月１日全町一斉防災訓練結果について
参事
兼総務防災課長

相原 喜久男 （２）７月会議以降の防災MAP、防災マニュアル、

　　洪水ハザードマップ見直しの進捗状況について

（３）全町一斉防災訓練時に気になったこと

２．柑橘類の状況に （１）香酸柑橘類とみかんの生育状況と出荷見込みについて 農業振興課長

　　ついて （２）例年みかん取り前にイノシシ等鳥獣害被害が

　  発生しているが、今年の状況は

３．簡易水道事業に （１）１０月広報での経営戦略記事について、町民からみて、 上下水道課長

    ついて 　　具体的な値上についてはわからないのでは

（２）料金収入について、経営戦略平成３０年度見込みと

　　平成３０年度決算との差について

（３）水道事業の町営化イメージ（従来の水道組合はどうなる

　  のか）と今後の予定について

４．町役場からの （１）１０月１日付け総務防災課Twitterにて
参事
兼総務防災課長

　　SNS発信について 　  勝浦町議会一般質問の動画配信案内があったが、

　  議会ホームページでも案内が必要ではないか

質　問　者
質問
順位
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４ 　4番 １．光ケーブルの活用 （１）料金改定案と実施時期 町長

仙才　　守 （２）情報系（インターネット他）活用と利用率向上策 副町長

２．発災時の通信強化 （１）防災無線システム 町長

　①維持保守の現況と発災時の運用計画 副町長

（２）光ケーブル活用
参事
兼総務防災課長

　①避難所のWi-Fi整備等

３．防災情報対策 （１）防災監視カメラ増設

（２）ドローン導入

４．危険家屋 （１）空家等対策計画と進捗状況は 建設課長

５．学校教育 （１）少子化対策 町長

　①学校間交流の推進　広域化の検討 教育長

　 （２）英語教科化

　①小学校の対応状況を確認

６．平石山鉱山問題 （１）住民の安全・安心をどう確保するのか。現状は 町長

建設課長

答弁者
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５ 　8番 １．県道徳島上那賀線 （１）町の方針は 町長

篰　　公一 　  「横瀬橋東側」改良 　①従来の方針から後退しているのでは 政策監

    促進を  　 ・町長の所信表明、７月会議の一般質問

　②事業計画が進まない要因は何か

 　 ・県と町の協調体制は

　③前副町長からの引き継ぎは

  　・推進体制をつくる予定は

　④今後の進め方は

　  ・早期に地元区との協議を

    ・ルートを先に決めては

    ・県、県議会議員との連携強化を

２．「かつうら創生」 （１）今期間の検証と次期計画の展望は 町長

　  検証と展望は 　①年度末までのスケジュールは 副町長

（２）基本目標Ⅱ　移住、定住を進め「ひと」の流れをつくる 政策監

　①宅地造成のニーズ調査は 企画交流課長

 　 ・有望な候補地はあるのか 建設課長

 　 ・事業の効果と来年度以降の展開は

　②住まい応援事業の実績と今後

　③賃貸住宅建設補助と家賃助成は

（３）基本目標Ⅲ　若い世代の希望をかなえる（結婚・出産・ 町長

　  子育て・教育） 教育長

　①阿南方面の通学タクシー事業
教育委員会
事務局長

　  ・運営方法の改善は

　  ・事業継続の予定は

質 問 の 要 旨質　問　者
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６ 　1番 １．鶴林寺線の県道 （１）県との協議予定は 建設課長

花房　勝一     共用開始について （２）観光バス等の通行量が減少しているので共用開始を 農業振興課長

  　急いでほしい

２．地域おこし協力隊に （１）協力隊の方が契約の途中で辞めていくというのを 企画交流課長

    ついて 　  耳にするが、現状はどうなっているのか 農業振興課長

（２）何が原因、問題か。今後の取り組みは
教育委員会
事務局長

（３）Kフレンズに協力隊を

３．防災対策について （１）正木ダム及び勝浦川においてどれくらいの雨量まで
参事
兼総務防災課長

　  耐えられる想定なのか

（２）想定外の雨量の場合の被害は

（３）避難所の物資は大丈夫か

（４）どのような対策をとっておけばよいのか

（５）道の駅を防災拠点にという新聞記事が出たが、

　  認定してもらえるのか

（６）これを利用して駐車場や公園、備蓄倉庫の建設を

　  するべきでは

（７）広域消防の進捗状況は

４．ふるさと納税について （１）昨年度の実績が３１４万であり、今年度の目標が1,０００万
参事
兼総務防災課長

　  と聞いているが、それに向かっての取り組み状況は
教育委員会
事務局長

（２）勝浦町民が他の自治体にふるさと納税をした場合、

　  免税になる金額はどうなっているのか

（３）地域活性化協会や物産協会と協議して、ふるさと納税の

　  業務について活用してみてはどうか

（４）納めてもらった税の使い道に、化石の発掘費用にと

　  宣伝も兼ねて告知してはどうか

５．来年度の町民祭に （１）どのようにしていくつもりなのか
教育委員会
事務局長

　　ついて
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７ 　6番 １．安全は安心に繋がる （１）中学生の通学路、町民の健康ウォーキングの安全性を 町長

麻植　秀樹 　  確保する 副町長

　①朝、夕のウォーキング時、灯りがあればとても安心するとの
参事
兼総務防災課長

　　 　　 声を沢山の住民から聞くがどう考えるか 建設課長

　　 　②冬場の下校時、保護者から、とても危険との指摘があるが
教育委員会
事務局長

　　 把握しているか

　③危険との認識はないのか

　④いつまで放置しているのか

　⑤事故が起きたときには、どうするのか

　⑥金毘羅堤防に防犯灯の設置はいつになるのか

（２）洪水被害に対する住民の安全の確保 町長

　　 　①堤防の南のり面下部からの濾水は把握しているか 副町長

　②金毘羅堤防は安全を確保していると認識しているか
参事
兼総務防災課長

　③毎回、毎回、県に対して要望していると言うが本当か 建設課長

　④県はどのように返答しているのか 農業振興課長

　⑤堤防が決壊し人命また農業被害が起きた時、

　　 行政としての責任は重いと考えるが、現状のままで良い

　 　と思うか

　⑥県に対して、一刻も早く強靱化に向け工事を行う必要が

　 　ある。強く要望していただきたい

（３）ハザードマップについて 町長

　①各地区の詳細ハザードマップの配布はまだか 副町長

参事
兼総務防災課長

２．消防自動車売却に （１）オークションにはいつ出展するのか
参事
兼総務防災課長

　　ついて
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８ 　7番 １．子育て環境日本一 （１）在宅育児応援クーポン事業の開始が遅れた。本気で 町長

松田　貴志 　  日本一を目指すつもりがあるのか 福祉課長

（２）職場復帰や再就職、在宅育児の負担軽減に向け

　　一時預かりや病児保育に取り組むべきでは

（３）町内での発達障がいの現状、相談、フォローアップ体制

　　の課題について

２．「生涯　元気　いきいき （１）地域包括ケアシステム確立に向け、保健センターを 町長

    ・かつうら」 　　中心とした、医療、福祉、保健ゾーンの構築を 副町長

（２）リハビリ機能を強化し、勝浦病院の経営安定を 福祉課長

勝浦病院
事務局長

３．行財政改革 （１）機構改革による成果と課題は 町長

（２）施設の統廃合や各種補助金の見直し 副町長

（３）事務事業を見直し、役場の役割を整理すべき 政策監

答弁者
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９ 　9番 １．防災・減災のまちづくり （１）一斉防災訓練の検証 町長

国清　一治 　①結果と町民の意識 副町長

　②今後の防災訓練
参事
兼総務防災課長

（２）常備消防化に向かって

　①東部地域検討会の経緯と成果

　②常備消防推進協議会（仮称）の設立

（３）避難命令と避難所の充実・整備

　①避難勧告・指示発令の概要

　②被害想定地域の重点化と見直し

　③避難所の充実・整備

２．交流・創生のまちづくり （１）恐竜のまちづくり 町長

　①県の取り組み経緯 副町長

　②町の取り組み経緯と具体策 教育長

　③先進地「勝山市」に学ぶ 政策監

（２）東京五輪に向かって 企画交流課長

　①聖火ランナー受入の具体策
教育委員会
事務局長

　②町民参画と予算

（３）地方創生に向けて

　①どう取り組んでいるのか

　②重点施策は

３．安全・安心の （１）県道新浜勝浦線の状況 町長

    道路・橋梁整備 　①県道新浜勝浦線改良工事の状況 副町長

　②路側帯と横断歩道は 政策監

　③今後の計画と課題 建設課長

（２）星谷橋の周辺整備

　①河道掘削工事の状況と土砂搬出による課題

　②改築に向けての取り組み

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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