
１ 　4番 １．人口減対策 （１）人口減　本町の現状 町長

仙才　　守 （２）高齢者見守りサービス 副町長　

（３）町外関係者・協力者への施策を 政策監

企画交流課長

福祉課長

２．東部広域農道 （１）工事完了区間の維持経費について 町長

（２）出水対策について 政策監　

（３）整備の現状と今後の見通し 建設課長

３．情報公開の推進 （１）情報公開の現状は 町長

（２）積極的な情報公開を 副町長　

参事
兼総務防災課長
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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２ 　3番 １．農業振興 （１）耕作放棄地の現状把握は出来ているか 農業振興課長

瀬戸　直一 （２）後継者不足にどう取り組むか

（３）アカデミーに期待するところは

（４）農地の集約が必要では

２．防災 （１）勝浦川の土砂、樹木の撤去
参事
兼総務防災課長

　（掛谷川、沼江谷川の土砂撤去） 建設課長

（２）避難所への経路の安全確保

（３）避難所の物資と、衛生面の確保

３．沼江バイパスについて （１）バイパス工事の進捗と今後の工事計画は 町長

（２）土捨て場計画はどうなったか 建設課長

（３）櫛淵インターへの接続についての協議は

４．通学路の安全確保 （１）柳原、西岡地区の狭隘部の改良を 建設課長

　（西岡地区については、北側の土手沿いの方面に、
教育委員会
事務局長

　歩行者、自転車、専用道路等に出来ないのか）

（２）スクールバスの導入計画は

（３）下校時のボランティア活動

質 問 の 要 旨 答弁者
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３ 　2番 １．新設４課の実績と目標 （１）防災対策についての4～7月取組実績と8月以降の 副町長

相原 喜久男 　　予定について
参事
兼総務防災課長

（２）地籍調査事業についての4～7月取組実績と8月以降の 企画交流課長

　　予定について 農業振興課長

（３）インバウンドの計画について 上下水道課長

（４）勝浦町簡易水道事業経営戦略（H30.10）の進捗と

　　今後について

（５）新設課の実績評価について

２．平成30年度決算見込 （１）平成30年度決算スケジュールと現時点での見込みに 副町長

　　と予定 　　ついて
参事
兼総務防災課長

３．区組織との連携に （１）区長及び区組織との連携についての考え方について 町長

　　ついて （２）町道改良等要望状況について
参事
兼総務防災課長

（３）町道改良等要望について、執行時期が翌年度予算と 住民課長

　　聞いているが、この1年どうするのか 福祉課長

（４）日赤社費等募金につき区組織で現状行っているが 建設課長

　　依頼団体で行えないか

（５）若手職員等による担当地域研修が2年目となるが

　　成果があがっているのか

４．町道・県道の改善に （１）町道に登録されていない地域主要道路の改善が 政策監

　　ついて 　　可能かどうか 建設課長

（２）県道新浜勝浦線の学園入口東側の狭窄部改善について

５．用水路、河川（支流） （１）用水路、河川（支流）の洪水対策は考えているか 建設課長

　　改修について

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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４ 　1番 １．防災対策について （１）常備消防について 町長

花房　勝一 　①なぜ勝浦町には常備消防がないのか
参事
兼総務防災課長

　②常備消防設置の費用について 建設課長

　③地方創生での常備消防の位置づけは

　④今後の取り組みについて

（２）生名谷川の排水対策

　①生名谷川の排水機能強化について

２．町民体育祭について （１）今年はどうなるのか 町長

（２）アンケート結果を受けての認識は 教育長

（３）今後の方針は

３．道の駅周辺整備を （１）多目的広場や駐車場の増設を 企画交流課長
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質問
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質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



５ 　10番 １．がん検診の年齢 （１）若い世代のがんが増えてきている 町長

井出 美智子 　　引き下げを 　　もっと若い世代の検診に補助を 副町長

　　特に乳がん検診を 福祉課長

２．平石山鉱山 （１）7月8日の四国経済産業省の説明会で、安全は 町長

　　町民の安全は確認 　　確認できたのか 副町長

　　できたのか 　　役場の参加者の感想を聞きたい 政策監

　　今後、町はどう取り組むのか 企画交流課長

建設課長

３．新たな町の観光資源 （１）ボルダリング施設を人形文化会館に 町長

　　に 　　東京オリンピックの競技にもあるボルダリングは、 副町長

　　子どもの発達や初心者にも取り組みやすい競技 教育長

　　指導者も町内にいるので、取り入れたらどうか 政策監

企画交流課長
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質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者



６ 　7番 １．スポーツによる （１）運動嫌いにならないよう幼少期に充実した指導を 町長

松田　貴志 　　まちづくり （２）健康寿命延伸に向けた取り組みは 教育長

（３）スポーツ行政の推進体制の充実を 福祉課長

２．防災体制の充実を （１）避難行動・警戒レベルの運用は 町長

（２）防災情報をわかりやすく提供を
参事
兼総務防災課長

（３）防犯カメラの設置

３．かつうら創生総合戦略 （１）勝浦病院改築で住民の意見は反映されているか 町長

（２）人口減少がもたらすリスクへの認識は 企画交流課長

（３）時期戦略は「近者説遠者来」のスタンスが重要だ 福祉課長

勝浦病院
事務局長

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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７ 　9番 １．安心と活力の町に （１）安心のまちづくり

国清　一治 　①住宅政策について 町長

　　・老朽住宅・空家の現状と対策 副町長

　　・町営住宅の現状と課題
参事
兼総務防災課長

　②安心の防災対策再構築について 住民課長

　　・消防常備化に向けて 建設課長

　　・実践的な防災訓練

　③安全な道路・橋梁整備について

　　・「県道新浜勝浦線改良工事」の状況

　　・「星谷橋改築」早期着工に向けて

（２）活力あるまちづくり 町長

　①主要イベントの現状と課題 副町長

　②「恐竜の町づくり」どう進めるのか 教育長

　③「東京五輪」に向けてどう取り組むのか
参事
兼総務防災課長

企画交流課長

教育委員会
事務局長

質問
順位

質　問　者 件　　　　名 質 問 の 要 旨 答弁者
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