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平成２７年９月亀岡市議会定例会 一般質問通告書
番
号
1

質問者
質問日時
平本 英久
9 月 15 日(火)
10:00〜

質問事項

質問要旨

１ 空き家対策に
向けて

全国的に増加傾向にある空き家の対策について
（１）長期間放置されている空き家の実態把握はどの
程度進んでいるのか。
（２）衛生上又は防犯や安全上で近隣からの相談や苦
情を受けている空き家は現在あるのか。
（３）実態把握の後、「特定空家等」の対応や対策は
どのように進めるのか。
（４）再活用に向け民間企業や有識者を含む専門チー
ムを組織する計画はあるのか。

所管部長

２ 地域公共交通
について

本年秋に計画されている篠町のコミュニティバスの
試験運行について
（１）現在の試験運行計画の進捗状況及び本格運行の
見通しはどうか。
（２）将来的にＪＲ馬堀駅・亀岡駅間のバス運行ルー
トである市道北古世西川線の接続はどうか。

市長
所管部長

３ 交通事故の安
全対策について

篠町詳徳小学校学区においてゾーン３０が指定さ
れ、今後の安全対策に期待している。
（１）市道北古世西川線の開通を含め、当該学区にお
けるゾーン３０指定エリアの拡大はあるのか。
（２）当該学区以外においてもゾーン３０指定の計画
はあるのか。

所管部長

４ 防犯カメラ設
置について

近年増加傾向にある凶悪犯罪抑止のためにも防犯カ
メラの設置は必要とされている。
（１）本市においての取り組みはどのようになってい
るのか。
（２）防犯カメラ設置についての助成や補助は地域性
を配慮しているのか。

所管部長

５ 亀岡祭のより
良い開催に向けて

優雅で伝統のある亀岡祭開催のより良い環境整備に
向けて
（１）仮設の可燃・不燃用ごみ箱設置は計画されてい
るのか。

所管部長

１ 若者を含めた
有権者の投票率向
上の取り組みにつ
いて

本年、６月１７日に選挙権年齢を「２０歳以上」か
ら「１８歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が成立
した。今回の改正を受けて若者の声を市政に反映させ
る機会にしなければならない。若者の政治参加への意
識を高めるためのより一層の取り組みが求められる。
（１）本市における新たな有権者数は。
（２）低投票率が課題の一つだが、本市が考える課題
とは。
（３）大学生は、住民票を異動していないケースが多
く、不在者投票の周知が必要と考えるが取り組み
は。
（４）投票率向上のために、新有権者の意識調査が必

選挙管理委員会
委員長
教育委員長

※一問一答

2

冨谷加都子
9 月 15 日(火)
10:45〜
※一問一答

1

答弁者

要と考えるが取り組みは。
（５）社会や地域の課題を自分の問題と捉えて主体的
に関わる主権者教育が重要と考える。本市におけ
る学校現場の考えは。
（６）期日前投票の利便性向上のため、投票時間の弾
力的設定や投票所設置拡大の考えは。

3

福井 英昭
9 月 15 日(火)
11:30〜
※一問一答

２ 医療費の適正
化対策について

高齢化の進展等に伴い、医療費も益々増加傾向にあ
る。本市も健康増進事業、また様々な医療費適正化の
ための施策等を実施しているところであるが、さらな
る取り組みが求められる。
（１）平成２４年９月より実施の後発医薬品利用差額
通知送付事業の進捗を問う。前年度の削減額・一
人当たりの医療費・後発医薬品切り替え割合は。
（２）処方された、多量残薬が問題視されている。本
市の現状は。
（３）残薬は、医療費圧迫だけでなく、人命にも影響
する問題である。本市の減薬の取り組みは。
（４）他市では、薬剤師会が節薬バッグ事業として医
療費削減に取り組み、成果を上げているところも
ある。本市も検討可能か。

３ 認知症対策に
ついて

認知症は、今や国民の重大関心事である。国も財源
所管部長
確保が難しい状況でも優先的に実施すべき社会保障充
実の一つに認知症対策をあげている。さらなる対策強
化が求められる。
（１）要介護認定で認知症と判定された人数は。
（２）かかりつけ医や地域包括支援にたどり着くまで
の入口として地域の中に認知症の人と家族が安心
して過ごす場として「認知症カフェ」設置を望む。
本市の現状は。
（３）現在、市のホームページにて認知症情報を発信
中であるが、認知症発見のためのチェックサイト
導入は検討可能か。

４ 受動喫煙防止
対策について

世界保健機関ＷＨＯは２００７年に勧告書において
受動喫煙が健康に害をなしているという根拠と、社会
的コスト並びに経済的コストの重大な増加を招いてい
ることを示した。本市における受動喫煙防止の措置を
問う。
（１）公用車を含む公共施設の受動喫煙防止対策の現
状は。
（２）駅周辺のタバコのポイ捨てやくわえタバコの苦
言を聞くが市の見解は。
（３）住宅街において、戸外での受動喫煙防止の要望
があるが市の見解は。

所管部長

１ 公共交通につ
いて

本市では、市民の移動手段確保のため、平成２６年
度〜３０年度の５カ年で「地域公共交通計画」に取り
組んでいる。公共交通は、単に収支だけが問題ではな
く、まちの基盤として充足できているかどうかが問わ
れる。
（１）「地域公共交通計画」の目的と進捗は。
（２）交通空白地帯をなくす取り組みで、特に東別院

市長
所管部長

2

所管部長

町などは今計画されている形が本当に可能なの
か。
（３）既存幹線を骨組みにしつつも、より効果的、合
理的な交通の方式を取り入れるべきではないか。
（４）公共交通とは、どのような交通機関を指すのか。
（５）バス以外の交通機関で経費や効果を計算し、若
しくは、請負計画書や見積もりなどを取って参考
にしたことはあるのか。
（６）計画はできているが、実際の試験運行などを経
て、計画通りにいかない場合は改めて計画し直す
のか。

4

並河 愛子
9 月 15 日(火)
13:15〜

２ プレミアムカ
ードの経過につい
て

７月に発売になったプレミアムカード事業につい
て、現状までの経過と今後について質問する。
（１）プレミアムカードのチャージに関して、購入人
数やその他の概況は。
（２）プレミアムカード事業の一つの特長は、消費者
の購買活動のデータが取れることであるが、現時
点での結果は。
（３）現時点までの本事業に対する市民と事業者の評
価は。
（４）今後の展開は。

３ 学校トイレに
ついて

市議会・市制６０周年記念事業・亀岡市議会子ども
市長
議会において、最も多くの質問が出たうちの一つ、学
教育長
校のトイレの改修について質問する。
（１）トイレの改修計画を明示できないか。
（２）悪臭の原因はつかんでいるのか。
（３）計画を少しでも早く回す必要があるが見解は。
（４）大規模工事に合わせて改修するというのはわか
るが、現状で臭い、水が流れない、暗い、などは、
ぜひ来年度予算で全部改修してもらわないといけ
ない。所見は。

１ 安全保障関連
法案について

第二次世界大戦後、日本は二度と戦争をしないと世
市長
界に誓って平和憲法のもと、国づくりを進めてきた。
所管部長
戦後７０年の今年、国の形を変える安全保障関連法案
（いわゆる「戦争法案」）を安倍自公政権は今国会で
通そうとしている。廃案にすべきである。
（１）安全保障関連法案と立憲主義についての所見は。
（２）世界連邦・非核平和都市宣言をしている本市と
して廃案を求めるべきではないか。

２ 大規模スポー
ツ施設建設につい
て

京都府は６月府議会で実施設計費２億円（債務負担
行為１５４億円）を計上したが、数々の問題は解決さ
れていない。
（１）亀岡市の財政負担の追加はないのか。
（２）具体的な工事費用や計画は亀岡市に説明されて
いるのか。
（３）京都府の遊水地における治水対策の考え方は何
が基準か。
（４）霞堤がなくなるまで手をつけられないのが基本
と思うがどうか。
（５）治水問題で住民訴訟が起きているが、所見は。

※一括

3

市長
所管部長

市長
所管部長

（６）浸水被害が起きた時の補償はどうか。
（７）問題が解決していない場所での建設は中止をす
べきだと考えるがどうか。

5

藤本
弘
9 月 15 日(火)
14:00〜

３ 地域経済活性
化対策について

昨年４月から消費税が８％となり、暮らしは大変に
なってきている中、市民の暮らし応援や地元の商店や
業者への支援が求められる。地域経済活性化について
の考え方についてどうか。
（１）プレミアムカードが発行されたが取り組み状況
と地域経済への効果はどうか。
（２）地域経済活性化に効果のある住宅改修助成制度
の創設の考えはどうか。

市長
所管部長

４ 教育施設の整
備について

８月２１日、子ども議会が開催された。１８小学校
からの参加で日常の問題をとりあげ、改善を求めるも
のであった。その中で教育環境の整備が特にあげられ
ている。これまでも議会でとりあげられてきた問題で
もあるが、具体的な取り組みが求められる。
（１）トイレ、雨漏りの改修計画はどうか。
（２）エアコン設置の計画はどうか。

市長
教育長

１ 北陸新幹線
「小浜ルート」の
決定と亀岡市への
新駅誘致について

亀岡市も、昭和４８年より４０年以上にわたり、誘
致活動に取り組んできた。いよいよ、マラソンで言え
ば、最後のトラック１周の戦いである。亀岡市に、北
陸新幹線の新駅ができれば、新大阪駅まで１０分、ま
た人口減少に歯止めをかけ、企業誘致にも大いに役立
つ。さらには、スタジアムとも相乗効果を生み、将来
人口２０万人も夢でなくなる。
（１）本市の本格的な誘致活動と促進計画は、どのよ
うに考えるか。
（２）市民への啓発活動は、どのように考えるか。
（３）北陸新幹線口丹波建設促進協議会会長、また、
亀岡市長としての思いは。

市長
所管部長

２ 亀岡市への企
業誘致の促進につ
いて

日清医療食品（東京都）の集中調理施設が亀岡市大
井町に完成した。
（１）従業員７０名の雇用を検討しているとのことで
あり、地元雇用に対する助成も含めて話は進んで
いるのか。
（２）３月定例会で、既存工場跡地にも１社決定とあ
るが、具体的に説明できるか。
（３）今後の企業誘致の状況・見通しはどうか。
（４）さらなる企業誘致活動の展開と宣伝は、どのよ
うに考えるか。

市長
所管部長

３ プレミアム付
き電子商品券の経
済効果について

キャッシュバックの付与期限が、今月いっぱいで終
わりになる。キャッシュバックのあるお店で早く使わ
ないと、１割のキャッシュバックが付かなくなる。
（１）プレミアム付き電子商品券の経済効果は。
（２）キャッシュバックの期限切れの周知方法とその
効果は。
（３）前宣伝のお楽しみ抽選会等は、どうなっている
のか。何が当たり、何時から実施するのか。
（４）プレミアム付き電子商品券のメリットとデメリ

市長
所管部長

※一問一答

4

ットは、どのように考えるか。
（５）プレミアム付き電子商品券を一過性のものでな
く継続した消費が図れるよう、二弾、三弾の販売
促進戦略を打ち出し、相乗効果を図っていくとあ
るが、具体的にどのような施策を考えているのか。

6

奥野 正三
9 月 15 日(火)
15:00〜

４ 市内の免税店
の充実について

（１）亀岡市には、外国人向け免税店は何軒あるか。
市長
（２）来年「森の京都」・「お茶の京都」が始まるが、 所管部長
外国人の誘客と今後の免税店の拡充は、どのよう
に考えているか。

５ 防犯カメラの
設置について

大阪府寝屋川市の事件で、防犯カメラが捜査に大き
市長
く活躍し、事件後、寝屋川市をはじめ、多くの自治体
所管部長
で防犯カメラの増設の動きがみられる。
（１）亀岡市では、行政管理の防犯カメラの設置台数
はどのようなところを中心に、どれくらいあるの
か。
（２）防犯カメラの設置効果は、どれくらいあがって
いるのか。
（３）市内コンビニの防犯カメラの設置数や場所は、
確認しているか。
（４）企業、工場、店舗等の防犯カメラの設置数や場
所は、確認しているか。
（５）今後の防犯カメラの設置・充実強化については、
どのように考えるか。

１ 京都スタジア
ム（仮称）を核と
したまちづくりに
ついて

スタジアムの完成により、市外からの交流人口の増
市長
加が期待される。京都縦貫自動車道が全線開通した今、 所管部長
インフラの整備はもとより、京都・亀岡保津川公園の
整備をはじめ、市内全域で新たなにぎわいのあるまち
づくりが必要と考える。
（１）スタジアムの２９年度末の完成に向けて、新た
なにぎわいのあるまちづくりを考えているのか。
（２）完成後、スタジアムの稼働率を上げる必要があ
ると思うが、マネジメントをどう考えているのか。

２ 京都亀岡ハー
フマラソンについ
て

市制６０周年記念「ステージは京の奥座敷」と銘打
市長
って、第１回京都亀岡ハーフマラソンが開催されるが、 所管部長
進捗状況について問う。
（１）各種目のエントリー数は。
（２）安全安心の観点から、警備・医療体制等、十分
配慮されているか。
（３）競技中、走路周辺の地域住民の方々へ、協力要
請は十分か。

３ ＮＨＫ大河ド
ラマ誘致活動につ
いて

ＮＨＫ大河ドラマ放映誘致に向け、これまでの活動
と進捗状況を問う。
（１）府内８市１町で、ＮＨＫ大河ドラマ誘致推進協
議会が構成されていると聞いているが、これまで
の活動は。
（２）２０１７年も落選したが、今後の取り組みは。

市長
所管部長

４ 北陸新幹線ル
ート決定について

北陸新幹線長野−金沢間が、３月１４日に開業し、
金沢−敦賀間も２０２３年に開業予定となっている

市長
所管部長

※一問一答

5

今、敦賀以西について、小浜ルートを強力に推し進め
るべきと考える。
（１）昭和４８年閣議決定された唯一の公式ルートで
ある小浜ルートが、いまだ未決であることをどう
考えるか。
（２）費用対効果よりもまず、防災減災の対策面から、
また本市においても小浜ルートが最適と考える
が、所見は。

7

馬場
隆
9 月 15 日(火)
15:45〜

５ 京都地方法務
局亀岡出張所の統
合について

本年３月定例会で質問のあった、京都地方法務局亀
岡出張所の園部支局への統合について、その後の経過
を問う。
（１）３月定例会の市長答弁で「亀岡出張所の存続に
ついて、要望書を提出し、できる限りの対応をし
ている」とのことであったが、現状はどうか。

１ 亀岡駅北開発
計画について

京都府は６月府議会で、専用球技場（スタジアム） 市長
の実施設計費２億円と建設工事のための債務負担行為 所管部長
１５４億円を含む一般会計補正予算案を提案し、日本
共産党などを除く多数によって可決した。しかし、京
都府の公共事業評価に係る第三者委員会は、「今夏の
アユモドキの保全に関する実証実験の結果を見ないと
…『本体工事は行わない』ということで確認する」（小
林委員長）と、事業は進めるが工事は行わない、とし
てきたところである。しかも、治水対策や環境保全を
懸念する意見書が多数寄せられているところである。
（１）京都府のスタジアム基本設計について
①ベタ基礎工法のセメント流し込みについて、発癌
性物質・六価クロムの水道水源への影響に関する
所見は。
②「プレキャスト工法を極力使用する」との方針へ
の所見は。
（２）都市公園法に関わって
①「専らプロサッカーチームの用に供されるサッカ
ースタジアム」ではないとする根拠は何か。
②京都・亀岡保津川公園における施設等の建ぺい率
の値は。
③同公園に関する亀岡市都市公園条例の規定は。
（３）京都府が実施設計費２億円を計上したことにつ
いて
①今夏の「アユモドキの実証実験」（環境保全専門
家会議）の結果をみて計画を見直すのではないか。
②公共事業第三者委員会も、本体工事の是非は、異
例の先送りとしているのではないか、所見は。
（４）京都府が債務負担行為を１５４億円計上したこ
とについて、財源確保がどう図られるのか、所見
は。

２ 亀岡版総合戦
略と第４次亀岡市
総合計画〜夢ビジ
ョン〜の関わりに
ついて

安倍内閣は本年６月３０日に「まち・ひと・しごと
創生基本方針２０１５」を閣議決定した。この国の方
針を受け、各自治体は総合戦略策定にとりかかってい
る。しかし、「人口減少」「高齢者増大」と脅し、地
域の持つ自治力を無視して効率化・集約化・民間活用
を政府が競わせても、「住民福祉の向上」にはつなが

※一問一答

6

市長
所管部長

市長
所管部長

らない。「人口目標」を掲げるだけの計画ではなく、
住民参加型で「安心して住み続けられるまちづくり」
を進めてこそ、地域の再生が図られる。
（１）後期基本計画の策定等について
①前期基本計画の総括は。
②地方版総合戦略と一つのものとして策定する理由
は。
③市民アンケートの回答内容について概要は。
④人口想定をどう見積もるのか。
⑤定住促進・少子化対策についての考えは。
⑥安全安心の推進についての考えは。
⑦にぎわい創出についての考えは。
（２）地域循環型経済対策への転換について
①住宅改修・店舗改修助成制度の導入についての考
えは。
②地場産農畜産物を使った中学校給食への展望は。
③医療・福祉の充実は。

8

山本由美子
9 月 16 日(水)
10:00〜

３ ３期１２年を
振り返って

市長は「安全・安心な暮らし、子育て環境の向上、
魅力ある仕事づくり、人を呼び込む施策等」を強調さ
れてきた。
（１）３期１２年の自己評価・自己分析は。

１ ヘルプカー
ド・ヘルプマーク
について

障害や難病などを抱えた人が必要な支援を予め記載
所管部長
し、緊急時や災害時に提示することで、周囲の配慮や
手助けを求めやすくする「ヘルプカード」や、義足や
人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊
娠初期の方など外見上、援助や配慮を必要としている
ことがわかりにくい方が、周囲からの援助が得やすく
なるよう「ヘルプマーク」を作成し、配布する動きが
全国の自治体で広がりつつある。
（１）「ヘルプカード」・「ヘルプマーク」について
の認識は。
（２）府との連携も含め、導入に向けての進捗状況は。
障害などを抱えた方への支援の取り組みとして「京
都おもいやり駐車場利用証制度」のさらなる普及に努
めるべきと考える。
（３）庁舎横の軽自動車専用駐車場に京都おもいやり
駐車場を設置する考えは。(スペースがなければせ
めてプラスワン駐車場の設置だけでもできない
か)
（４）利用証の交付対象者への周知は。（障害者、難
病の方、妊産婦、高齢者など）
（５）京都おもいやり駐車場利用証交付申請書の申請
窓口を本市にも設置できないか。

２ コンビニ交付
について

本年１０月から、マイナンバー制度実施に伴う通知
カードの送付が始まり、来年１月以降、申請に基づき
個人番号カードが交付される。このカードを使用し、
コンビニエンスストアにおいて住民票の写しなどの証
明書を自動交付するサービス、いわゆるコンビニ交付
を市民サービスの向上と窓口業務の効率化、コスト削
減の観点からマイナンバー制度のスタートに合わせて
導入を検討する自治体が急増している。

※一問一答
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市長

所管部長

（１）コンビニ交付の導入に向けての考えは。
（２）コンビニ交付に係る初期コストと運用コストは。
（３）市民の利便性向上につながる具体例は。（利用
可能なコンビニ、利用時間、取得できる証明書の
種類など）
（４）現在稼働している自動交付機に係る経費と運用
状況は。
（５）自動交付機の運用について、今後の方向性は。
（６）個人番号カード普及のための取り組みは。（窓
口とコンビニ自動交付機の交付手数料の差別化及
び周知方法など）
（７）マイナンバー制度の導入により、添付書類の削
減など、行政手続の簡素化が考えられる。コンビ
ニ交付導入の必要性について、見解は。

9

小松 康之
9 月 16 日(水)
10:45〜

３ 子育て支援体
制の充実について

平成２７年４月から本格施行された「子ども・子育
所管部長
て支援新制度」の円滑な実施を図るため、「亀岡市子
ども・子育て支援事業計画」が策定された。その計画
に基づき、本年４月より新規施策として「利用者支援
事業」が実施されている。
（１）本事業の概要及び導入後の実績は。
（２）本事業の今後の方向性は。
政府は、地方創生の総合戦略として平成２７年度中
に「子育て世代包括支援センター（日本版ネウボラ）」
を１５０カ所に整備し、概ね５年後までに全国展開を
目指すとしている。
（３）妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援体制
を整備し、子育て世代の支援を行うワンストップ
拠点設置についての考えは。（利用者支援事業の
母子保健型の導入）

４ 自転車の安全
対策について

信号無視などの危険な行為を繰り返す自転車運転者
所管部長
に自転車運転者講習を義務づける改正道路交通法が本
年６月１日に施行された。これを契機に、社会全体で
自転車マナーの向上を進めることが重要だと考える。
（１）改正道路交通法（自転車運転者講習制度）の周
知についての取り組みは。
（２）自転車運転者講習制度の対象年齢は１４歳以上
となっている。教育現場における制度の周知と交
通安全教育の取り組みは。
（３）自転車保険加入の促進・啓発が必要と考えるが、
見解は。

１ 防災対策につ
いて

避難所等におけるトイレ用水の確保について問う。
（１）どのような対策が取られているのか。
（２）災害時の水確保対策と雨水抑制対策、防災意識
向上のために家庭の雨水タンクの設置補助は。

市長
所管部長

２ 防犯対策につ
いて

防犯カメラ設置補助事業について問う。
（１）制度創設の趣旨は。
（２）申請期間が短いのはなぜか。
（３）管理・運用に対する市の関わりは。

市長
所管部長

※一問一答
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10

田中
豊
9 月 16 日(水)
11:30〜

３ 地域こん談会
について

開催日時について問う。
（１）平日昼間時の開催での出席率は。
（２）休日又は夜間の開催はできないのか。

市長
所管部長

４
て

恵庭市の取り組みを参考にしながら問う。
（１）学校図書館の利用について、「新・亀岡市子ど
もの読書活動推進計画」による児童生徒の変化と
効果は。
（２）市立図書館の利用について、市民の要望などア
ンケートの実施は。

教育長
所管部長

図書館につい

５ 市立病院事業
について

市立病院の将来像について問う。
病院事業管理者
（１）新公立病院改革プランとは。
（２）超高齢化社会の中での市立病院のありかたにつ
いて所見は。
（３）地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みは。

１ ＪＲ亀岡駅北
開発と治水問題に
ついて

亀岡駅北側では、スタジアム建設と土地区画整理事
業が進められている。そこで、この二つの事業の治水
対策について、以下の点を問う。
（１）スタジアム建設について
①氾濫解析はされたのか。
②その結果はどうか。
（２）土地区画整理事業について
①盛土する面積は、いくらか。
②盛土の体積は、いくらか。
③土地区画整理事業による治水への影響について、
氾濫解析はされたのか。
京都府は、スタジアム建設については地盤の切り下
げや貯留ピットなどの治水対策をする計画であるが、
土地区画整理事業には「治水計画上、特に支障ない」
旨の回答が亀岡市にされている。
（３）治水問題は、土地区画整理事業の根幹に関わる
問題と考えるが、京都府のどの部局がいつどのよ
うな回答をしてきたのか。
（４）何を根拠に「支障ない」旨の回答をしてきたの
か。
（５）京都府は、スタジアムでは「治水対策」を計画
しながら、「土地区画整理事業」では「支障がな
い」と、治水対策の考え方が違う。ダブルスタン
ダードではないか。

市長
所管部長

２ 国の農政につ
いて

亀岡でも新米の収穫が本格化している。農家の不安
は、コスト割れとなる低米価である。以下の点につい
て問う。
（１）米６０キロ当たりの生産費はどのくらいか。
（２）ＪＡ京都の本年度産米の概算払い金はどうか。
（３）農家からは、「この価格ではやっていけない。
後継者ができない。作れば作るほど赤字になる。
機械が潰れたらやめる。」などの声が聞こえてく
る。こうした農家の声をどう感じているのか。
（４）コスト割れとなる低米価の要因の一つは、国が
「過剰米」対策をとっていないことにあると考え
るがどうか。

市長
所管部長

※一問一答
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（５）学校給食の米飯用の米は、亀岡産のキヌヒカリ
が使用されているが、その米はどこから３０キロ
当たりいくらで購入しているのか。
（６）今年の「転作確認」が７月に行われたが、全水
田面積に占める主食用米の生産面積と割合はどう
か。
（７）生産調整（転作）は、麦・大豆・小豆・飼料作
物などに転作し、主食用以外の稲では、みそ・し
ょうゆなどの加工用、飼料用、米粉用などの作付
けがされているとともに、調整水田・自己保全な
ど作付けがされていない水田もある。それぞれの
面積と割合はどうか。
（８）今年は「需給調整」として飼料用米の作付けを
増やしているが、飼料用米の販売価格はどうか。
（９）飼料用米を作っても販売先の確保が難しいと思
うがどうか。
（１０）国民の主食の米の需給や安定に政府が責任を
果たすべきと考えるがどうか。
（１１）国が「過剰米」を買い上げて米価の安定を図
る必要があると考えるがどうか。
（１２）生産費に見合う米価に近づけるためには、ミ
ニマムアクセスをきっぱり廃止すべきと考えるが
どうか。
（１３）日本の農業・農家を守るためには、ＴＰＰ交
渉からの即時撤退を国に求めるべきと考えるがど
うか。

11

奥村 泰幸
9 月 16 日(水)
13:15〜

３ 子ども議会で
の質問について

去る８月２１日に子ども議会が開かれ、２４人の子
市長
ども議員から質問があったが、次の項目について問う。 教育長
（１）子ども議員の質問に対する所見は。
（２）３人の子ども議員から、それぞれの小学校のト
イレが「臭い・きたない」等改善要望の質問があ
った。各小学校のトイレを早急に改善すべきと考
えるが、改善計画はどうか。

１ 新火葬場建設
計画について

新火葬場整備検討審議会の会議進捗状況について質
問する。
（１）委嘱した委員の人数は。
（２）会議の進捗状況は。

担当副市長
所管部長

２ 土地区画整理
事業について

亀岡駅北土地区画整理事業に関連して質問する。
（１）土地区画整理事業の進捗状況は。
（２）予想される土地（宅地）の固定資産評価額は。
（３）土地の管理について問う。工事期間中は、ある
程度景観や交通等に影響がでることは認識する。
しかし、現状はあまりにも雑草等により景観が損
なわれている。市民や観光客への影響があるので
は。その対策は。
（４）土地の固定資産税総額について、事業着手前の
総額及び事業完了後の試算総額は。
大井南部土地区画整理事業に関連して質問する。
（５）土地区画整理事業の進捗状況は。
（６）予想される土地（宅地）の固定資産評価額は。
（７）事業着手前の土地の固定資産税総額及び事業完

所管部長

※一問一答
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了後の土地の固定資産税試算総額は。

12

三上
泉
9 月 16 日(水)
14:00〜

３ 市道北古世西
川線整備について

市道北古世西川線に関連して質問する。
（１）柏原橋拡幅工事の進捗状況は。
（２）第１工区、年谷川から東側の柏原区団地内道路
拡幅工事の概要と工事予定時期は。
（３）完成している第２工区の供用開始時期は。

１ スタジアム建
設について

京都府も亀岡市も財政難の中で、スタジアム建設に
市長
ついて、費用対効果の面から疑問の声も上がっている。 所管部長
またさらなる費用の増大が懸念される。
（１）亀岡市の支出が当初からどんどん増えて、５０
億円となっているが、今後これが膨らむというこ
とはないか。
（２）京都府の支出は１２０億円程度と聞いていたが、
６月府議会では１５６億円となった。京都府の支
出がさらに膨れ上がることはないのか。
（３）設計業者と京都府との協議の内容をどの程度把
握しているのか。
（４）税金投入がほとんどない吹田市のガンバ大阪新
スタジアムと比べ、税金丸抱えの建設に批判や不
満の声も高まっている。これ以上の費用膨大には、
亀岡市としても慎重に対応すべきではないか。
（５）新国立競技場建設の件もあり、費用対効果の面
からも批判の声が上がっている。再検討すべきで
はないか。

２ 学校の教室へ
のエアコン設置等
並びにこども医療
費助成拡充につい
て

教室へのエアコン設置は、平成２１年１２月定例会
市長
での請願採択から６年、子どもの医療費助成制度の拡
教育長
充については平成２２年１２月議会での請願採択から
５年が過ぎたが、市民、子どもと保護者、教職員の切
実な願いを実現することがないままとなっている。
（１）市議会が請願を採択したことの重みをどうとら
えているのか。
（２）これ以上財源不足を理由に先延ばしにするのは
許されない。市長は任期終了までに、市民の願い
と請願を採択した市議会の意思を受けとめ、財源
確保や年次計画の具体化を図るべきである。市長
の所見は。
（３）問題の多い亀岡駅北でのスタジアム建設に共産
党議員団は反対であるが、スタジアムが亀岡にあ
ればいいという声を否定するものではない。亀岡
にスタジアムをつくることと、教室にエアコンを
設置すること、それぞれ子どもたちにはどんな効
果があると考えられるか。
（４）子どもたちにとって費用対効果の点から見れば、
どちらがより平等性の高い施策か。
（５）子どもの教育充実の観点からは、どちらを優先
すべきと考えるか。
（６）すでに普通教室にエアコンを設置している自治
体に対する、児童生徒への効果・有用性について
の調査・情報収集はどの程度なされているのか。
（７）本市が掌握している、他自治体でのエアコン設
置による効果・有用性は。

※一問一答
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所管部長

（８）川東学園（中学校）では教室にエアコンが設置
されている。この夏のエアコンによる効果、教職
員や生徒の評価をどう把握しているのか。
（９）せっかくエアコンを設置したのに、他の学校の
手前利用していないというのは事実か。効果や有
用性を検証する好機であるので、ただちに積極的
に使用すべきである。教育長の所見を求める。
（１０）来年度の予算編成をにらんで、エアコン設置
について教育委員会としてどのような方針をもっ
ているのか。

13

小川 克己
9 月 16 日(水)
15:00〜
※一問一答

３ トイレの改修
など学校の施設・
設備の改善・改修
について

子ども議会でも、多くの子ども議員から質問がなさ
市長
れ、自由討議でも、「トイレをよくしてほしい」とい
教育長
う切実な願いが出されている。洋式化も含めて、早急
所管部長
な対応が求められる。
（１）学校のトイレについて、子ども用、教職員用そ
れぞれの洋式トイレの設置状況は。
（２）住宅の構造や生活様式が移り変わり、洋式トイ
レがほとんどである中で、速やかに全て洋式化す
べきである。教育委員会としての考えは。
（３）児童生徒の健康にもかかわることであり、大規
模改修を待たずに、せめて各トイレに１カ所ずつ
でも洋式トイレを設置するべきではないか。
（４）腰、膝、足首の痛みを抱える方にとっては、洋
式トイレの有無は重要な問題であり、妊婦をはじ
め母性保護の観点からも洋式トイレは切実な要望
である。教職員トイレは全て洋式トイレに切り替
えるべきではないか。
（５）学校によっては教職員トイレの男女間をロッカ
ーで仕切っているだけというところがあるという
のは大問題である。早急に改善すべきではないか。
（６）教職員トイレの、暖房便座、温水洗浄便座設置
についても多くの要望がある。エアコンの効く休
憩室の設置なども含めて、労働安全衛生法に基づ
く快適職場指針に則って改善改修をするという認
識を持っているか。
（７）これらの課題を、労働安全衛生委員会でも取り
上げて解決を図ってはどうか。

１ 亀岡運動公園
について

市民がスポーツに親しめる場所の中心として位置づ
所管部長
けられている亀岡運動公園は、夏場のプール営業時に
は市内外から多くの利用者が訪れ賑わっている。また、
競技場は陸上記録会をはじめ、サッカーやラグビーも
でき、多くの記録更新やドラマがつくり出されてきた
場所であるとともに、１２月にはハーフマラソンの会
場にもなっている。そこでこの公園施設について問う。
（１）競技場にある、スコアボードと時計が利用でき
ないままとなっているが、それらの修繕対策は検
討しているのか。
（２）競技場建物の外壁の塗装がはがれて汚れが目立
つが、塗りかえなどの補修はできないのか。
（３）観覧席の手すりが老朽化しているようだが、安
全面は十分か。
（４）テニスコートや野球場、体育館などの施設利用
12

状況は。
（５）施設利用の申し込み方法は。市民が利用しやす
い状況か。
（６）市内外から多くの方に施設を利用していただい
ていると思うが、亀岡市民・本市教育関係者が優
先的に使用できる改善策を検討すべきではない
か。
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石野 善司
9 月 16 日(水)
15:45〜

２ 有害鳥獣につ
いて

本市においてもシカなどの有害鳥獣による被害が後
所管部長
を絶たず、駆除されたり、網にひっかかった有害鳥獣
の処分は、穴を掘り埋めていただいていると聞く。有
害鳥獣による農業被害の状況やその減少対策、処分方
法について問う。
（１）ここ数年の農業被害額と有害鳥獣の捕獲数は。
（２）有害鳥獣による被害の減少対策として、捕獲処
分以外に検討されていることはあるか。
（３）駆除されたり、網にかかったりした有害鳥獣の
処分については、穴を掘って埋めるのではなくて、
中丹３市が合同で福知山市大江町に建設されたよ
うな焼却処分施設を、府とも協議し、２市１町広
域で検討できないか。今日まで市としてどのよう
な研究をしてきたのか。

３ ＪＲ千代川駅
周辺のバリアフリ
ー化について

亀岡市では、平成２５年３月に、ＪＲ千代川駅周辺
を重点地区とした「亀岡市バリアフリー基本構想」を
策定され、この基本構想に基づき、計画的な整備が進
められているところである。
（１）ＪＲ千代川駅周辺のバリアフリー化の進捗状況
はどうか。

所管部長

１ 予算執行状況
について

国内経済、地域経済に確かな好転が見えない状況に
あって、本市財政も税収をはじめとした自主財源等歳
入の確保については、長引く地域経済の低迷、雇用状
況を反映して伸びは期待できず、市税全体としても、
軽自動車・市たばこ税について僅かながら増収が見込
めるものの依然として厳しい状況にある。国において
は地方版総合戦略による地方創生の新たな交付金を基
軸とした財政支援等が計画されており、本市において
もこの交付金を有効に活用し、地方創生に向けた実効
性のある事業の選択、展開が重要である。また、増収
を見込むことができない状況の中で、義務的経費にお
いては、高齢化等による扶助費が増加するなど、厳し
い財政状況に変わりはない。
（１）平成２７年度（現時点）の予算執行状況は。
（２）年度内見通しは。
（３）市税の収納状況は。
（４）市税のコンビ二収納による市民サービス向上効
果は。

市長
所管部長

２ 北陸新幹線整
備について

北陸新幹線の敦賀以西ルートをめぐり、にわかに議
論が高まっている。未決定ルートは３案あるが、小浜
市から亀岡市付近を通る小浜ルートは、昭和４８年に
整備計画として閣議決定されており、従来から主に議
論されてきた。

市長
所管部長

※一問一答
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（１）小浜ルート決定に向けて、関係機関等への取り
組み状況は。
（２）本市の今後の対応は。
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小島 義秀
9 月 16 日(水)
16:30〜

３ 市立図書館事
業について

亀岡市立図書館が昨年リニューアルされて早や１年
を迎えようとしている。図書館は、生涯学習都市を宣
言する本市の生涯学習の実践の場であり、市民が自己
学習を行うための条件整備を常に図り、市民の年齢構
成、また、本市の地理的条件など、ニーズにあった読
書環境の整備に努め、市民の誰もが、いつでも、何処
でも利用できる図書館をつくり上げることを運営の基
本としている。
（１）中央館他５館の利用状況は。
（２）図書館事業の取り組み状況は。
（３）ブックスタート事業の取り組み状況は。
（４）今後の事業展開は。

市長
所管部長

４ 第１回京都亀
岡ハーフマラソン
大会開催について

本年１２月７日開催の市制６０周年記念第１回京都
亀岡ハーフマラソン大会に向け、着々と準備ができて
いることと思う。
（１）ハーフマラソン男女別申込者数は。
（２）１０ｋｍ・５ｋｍ・３ｋｍ・１．５ｋｍの各申
込者数は。
（３）コースの整備状況は。
（４）支援体制は。

市長
所管部長

５ 亀岡市防犯カ
メラ設置補助事業
について

街頭犯罪の防止を目的に、自治会等が行う地域防犯
市長
活動の一環として防犯カメラを設置する事業に要する
所管部長
経費の一部を補助する事業が新たに創設された。
（１）市内公共施設における監視カメラの設置状況は。
（２）今回の設置台数は。
（３）各機関等の連携は。
（４）補助金額の拡大は。

１ 安全・安心の
まちづくりについ
て

篠町詳徳小周辺が本年８月２８日にゾーン３０に指
定されたことについて問う。
（１）ゾーン３０の指定条件は。
（２）指定後のメリット、デメリットは。
（３）本市の他の地区への導入予定は。
（４）ハード面でなかなか解決しない通学路問題への
対応策としての考えは。
（５）ハンプ等の設置による同様の効果については。

２ 本市の農業の
将来像について

農業を取り巻く環境は年々厳しくなり、米価下落・
市長
後継者不足で農業の魅力が薄れつつあるように感じら
れるが、農業の本来持つ魅力について問う。
（１）本市の特色ある農業とは。
（２）立地、利便性を生かした農業施策の考えは。
（３）積極的に取り組んでいる農業者、団体に対する
後方支援は。
（４）市長勇退後の本市の農業に対する思いや願いは。
（５）市長後継者に対する思いは。

※一問一答
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市長
所管部長
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酒井安紀子
9 月 17 日(木)
10:00〜

３ インター周辺
の整備によるまち
づくりについて

本市には４つのインターがあるが、京都縦貫自動車
道が全線開通した今、本市が通過するだけのまちにな
らないための施策について問う。
（１）京都縦貫自動車道が全線開通してからの本市の
交通事情は。
（２）企業からの問い合わせ等は。
（３）特に、亀岡インター周辺が市街化調整区域であ
るが、規制緩和への積極的な働きかけは。

１ 番号法への対
応について

去る６月定例会において、番号法に対応するための
所管部長
個人情報保護条例の一部改正案が可決された。
（１）個人情報保護審議会の答申が議会に示されたが、
議論の経過は全く報告されておらず、条例化すべ
しとの結論のみであった。どのような論点が出て
いたのか。
（２）６月定例会では、番号法への対応について様々
な懸念が示された。それに応えるよう検討してい
るか。
（３）周知期間が必要であるため６月に提案したとの
ことであったが、ＤＶ被害者等への送付先変更手
続きについてはどうか。
（４）番号法への対応にかかる市の財政負担の見込み
は。
（５）システム改修等を合理的に行うため外部の専門
家の活用を考えているか。
（６）国に対し延期あるいは中止を求める考えは。

２ 無戸籍問題へ
の対応について

無戸籍問題への対応について問う。
（１）市内における無戸籍児・者の数は。
（２）どのように把握したか。
（３）支援策の周知を行っているか。
（４）相談窓口を設置する考えは。

所管部長

１ 防災面におけ
る外国人も含めた
観光客対応につい
て

近年の豪雨等により予期せぬ防災対応が求められて
いる。特に地理感のない外国人も含めた観光客への防
災対応に早急に取り組むべきである。
（１）現在の防災計画の中で観光客に向けた取り組み
はなされているのか。その内容は、どういったも
のか。
（２）今後増える外国人観光客への対応はどうするの
か。

市長
所管部長

２ ふるさと納税
について

「京都・亀岡ふるさと力向上寄附金」、いわゆる「ふ
るさと納税」について、議会でも様々な質問や提案が
なされてきた。
（１）ふるさと納税の寄附とお礼の品の現状はどうな
っているのか。
（２）お礼の品の中で人気の集中しているような品物
はあるか。また、それがリピーターとして亀岡の
売りにつながっているか。
（３）保津川下りの乗船券など、亀岡の三大観光に関
するものをお礼の品として、亀岡観光のＰＲに繋
げてはどうか。

市長
所管部長

※一問一答
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菱田 光紀
9 月 17 日(木)
10:45〜
※一問一答
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所管部長

３ 亀岡サンセッ
トフェスへの支援
について

昨年大好評だった「亀岡マルシェ」が、今年も亀岡
サンセットフェス実行委員会によって開催される。市
民との協働のため、また亀岡観光の新たな目玉とする
ためにも支援すべきと考える。
（１）現在、亀岡市との連携はどのようになっている
のか。
（２）先日の総合防災訓練でもぬかるみが目立ち、自
家用車の駐車に困難が生じないか心配するが、協
力体制は。
（３）昨年も駐車場内の混乱から入場できなかったと
いうクレームを聞いているが、駐車場整理など人
的支援ができないか。
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市長
所管部長

