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                                                       Ｈ２３．１２．２（金） 

     広報広聴特別委員会              午前１０時～ 
                                           第３委員会室 

 
１ 開   議 
２ 議   事 

 
（１）議会だより №１５１（１２月定例会号）の掲載事項について 
  

（ア） 全戸配布日 
            ・２月１日（水）（ただし、発行日は１月３１日） 
 

（イ） 編集内容について 

・ レイアウト、掲載項目の協議 

・ 一般質問原稿の執筆依頼 

  

（ウ） 議会だより編集日程（案）について 

 

・１２月２１日（火）〈定例会閉会後〉 

          （レイアウト、掲載記事の協議） 

一般質問の原稿〆切 

 

・１２月２７日（火）１０時        

          （文章・レイアウト表・写真の確認） 

・ １月１６日（月）１３時３０分   

                （ゲラ版の校正）※１月２３日（月）校了 
 

（２）議会報告会（１１月１８日開催）について 

   

（ア）実施報告、アンケート結果 

（イ）意見・要望等と回答 

（ウ）広報広聴特別委員会所管分の意見の取り扱い 

（エ）報告会総括 

 

（３）その他 

     



議会報告会（平成２３年９月定例会）実施報告 

 

 

開催日時 平成２３年１１月１８日（金）  午後８時００分～ 

開催場所 古世総合センター 
大井生涯学習 

センター 

東つつじヶ丘 

ふれあいセンター 

出席議員 

酒井 福井 齊藤  

馬場 湊  吉田  

立花 日高 石野 

苗村 山本 田中  

菱田 小島 中澤 

西村 堤 

並河 井上 竹田 

眞継 中村 藤本 

西口 木曽 明田 

参加者数 ２８人 １６人 ２４人 

時間配分 

 

・開  会（ １分） 

・開会挨拶（ ５分） 

・議員紹介（ １分） 

・趣旨説明（ ３分） 

・総務文教（ ５分） 

・環境厚生（ ５分） 

・産業建設（ ５分） 

・決算特別（ ５分） 

・質疑応答（２８分） 

・閉会挨拶（ ２分） 

 

・閉   会 

【全１時間予定】 

 

20:00 

～20:01（ １分）

～20:07（ ６分） 

～20:08（ １分） 

～20:11（ ３分） 

～20:16（ ５分） 

～20:22（ ６分） 

～20:27（ ５分） 

～20:31（ ４分） 

～21:04（３３分） 

～21:05（ １分） 

 

２１：０５ 

【全１時間０５分】 

 

20:00 

～20:01（ １分）

～20:07（ ６分） 

～20:09（ ２分） 

～20:11（ ２分） 

～20:16（ ５分） 

～20:21（ ５分） 

～20:26（ ５分） 

～20:32（ ６分） 

～21:28（５６分） 

～21:30（ ２分） 

 

２１：３０ 

【全１時間３０分】 

 

20:00 

～20:01（ １分） 

～20:06（ ５分） 

～20:07（ １分） 

～20:11（ ４分） 

～20:15（ ４分） 

～20:22（ ７分） 

～20:30（ ８分） 

～20:37（ ７分） 

～21:20（４３分） 

～21:22（ ２分） 

 

２１：２２ 

【全１時間２２分】 

 
 

※予定時間配分を２分以上オーバーしたところに網掛けをしています 

 

 

             



参加者数集計

日時 曜日 開始時間 参加者数

######### Tue PM7:30～ 市民ホール 26

2011/4/14 Thu PM7:30～ 亀岡地区自治会館 10 畑野町自治会 15 保津町自治会 10 35

2011/7/5 Tue PM8:00～ 曽我部町自治会 24
馬路生涯学習セン
ター

11
西つつじケ丘ふれ
あいセンター

10 45

######### Fri PM8:00～ 古世総合センター 28
大井生涯学習セン
ター

16
東つつじケ丘ふれ
あいセンター

24 68

2012/2/10 Fri PM7:30～ 総合福祉センター 宮川公民館 千歳町自治会館
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日時：平成23年11月18日（金）　午後8時00分～9時5分
市民：28人（アンケート回収数：17件）　　議員：9人

日時：平成23年11月18日（金）　午後8時00分～9時30分
市民：16人（アンケート回収数：13件）　　議員：8人

日時：平成23年11月18日（金）　午後8時00分～9時22分
市民：24人（アンケート回収数：12件）　　議員：9人

合計68人（アンケート回収数 ： 42件　　回収率61.7％）
問１
・回答者年齢別状況

回答数 割合
20歳未満 0 0%
20歳代 1 2%
30歳代 3 7%
40歳代 8 19%
50歳代 9 21%
60歳代 11 26%
70歳代 7 17%
80歳以上 3 7%
合　計 42 100%

・回答者性別状況
回答数 割合

男性 31 89%
女性 4 11%
合　計 35 100%

問２　本日の報告会の開催をどのようにしてお知りになりましたか。（複数可）
回答数 割合

議会だより 17 31%
きらり亀岡おしらせ 6 11%
ホームページ 4 7%
回覧 13 24%
議員からの案内 9 16%
その他 6 11%

合　計 55 100%
「その他」の内容
ツイッター
自治会より
自治会長
こうちゃん日記
大井町正長会

議会報告会（平成２３年９月定例会）　参加者アンケート集計

古世総合センター

東つつじケ丘
ふれあいセンター

大井生涯学習センター
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問３　本日の説明について
回答数 割合

分かりやすかった 15 37%
分かりにくかった 10 24%
どちらでもない 16 39%

合　計 41 100%

回答数 割合
長かった 1 3%
短かった 16 41%
ちょうど良い 22 56%

合計 39 100%

問４　本日の説明時間について

問５　本日の報告会についてのご意見、ご提案などありましたらお書きください。

３会場の各々にテーマを立てて開催されてはどうでしょうか。参加者は少なかったが、会場との活発なや
りとりがあって有意義な報告会だった。（大井）

どこにでもこういう市民がいるんだなあ。（大井）

丁寧な説明でわかりやすかったです。ありがとうございます。（東つつじ）

もしできるのであれば以前のように報告会資料があってほしい。（東つつじ）

議会報告以外に議会や市に対する要望の時間をもう少し多くとってほしい。議会報告の回数ももう少し
多く開催してほしい。（大井）

継続的に開催して下さい。市民の出席数の問題だけではありませんので・・・！！（大井）

今後もこの様な機会を設けてほしい。（東つつじ）

一問一答が良いと考えます。（大井）

今後も引き続き報告会、実施していただきたい。（東つつじ）

質問時間が短すぎる！（古世）

詳細回答の準備が必要。（古世）

場所が分からず１時間ほどさまよいました。（古世）

むずかしかったです。（古世）

地元議員を入れるべきだ。（大井）

内容がとぼしい。（古世）

説明が不良。（東つつじ）

複式簿記も採用されたら？（東つつじ）

報告の内容を含めポイントをしぼった討論があればと思う。（古世）

事前に審議内容を知らせて欲しかった。（東つつじ）

お疲れ様でした。ありがとうございました。（大井）

地域の情勢を考えて話してほしい。（東つつじ）

報告会・意見を聞くなら１時間は短い。（古世）
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　（１）読みやすさはどうですか

回答数 割合
読みやすい 9 29%
普通 21 68%
読みにくい 1 3%

合計 31 100%

回答数 割合

本会議での主な討論 7 19%

全員賛成で可決した議案 4 11%

意見書（市民の声を国政へ） 2 5%

賛否の分かれた議案 4 11%

常任委員会の審査報告 5 14%

請願（採択された請願） 0 0%

平成２２年度決算を認定
決算特別委員会の審査報告 4 11%

市政を問う（一般質問） 4 11%

１２月定例会の日程 1 3%

議会日誌 4 11%

市民の声
（本会議を傍聴して） 1 3%

その他 1 3%

合計 37 97%
（回答者数は17人）

　（４）興味、関心を持たれた記事は、どの部分ですか。（複数回答可）

都合のよい点だけでなく悪い点も知らせてほしい。

問６　「かめおか市議会だより」第１５０号について

　（２）良い点があればお書きください

Ａ４にすることで情報を詳しく表現できる。

議員一人一人の活動を知ることができる。

議員の本音が聞けてよかった。

個人毎の議決賛否。

　（３）悪い点があればお書きください

反対意見をのせてもらいたいです。
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回答数 割合
情報量が多すぎる 1 4%
情報量はちょうど良い 14 61%
情報量が不足している 8 35%

合計 23 100%

公開度が高い。
素晴しい。

議会ホームページに委員会の資料や会議録を載せてほしい。

問７　亀岡市議会又は市政へのご意見、ご提案などありましたらお書きください。

　（６）その他「かめおか市議会だより」を見ての感想、ご意見などありましたら

　（５）市議会だよりに掲載される情報量は、これで十分だと思いますか。

　　　お書きください。

多すぎる

４%

ちょうど良い

61%
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議会報告会で頂いた意見・要望等と回答について

会場：大井生涯学習センター

会場 意見・要望などの概要 当日回答内容 所管

1 大井1

市民感覚では年金受給資格期間を１０年に
短縮することは年金制度改善の端緒となると
考える。請願に反対した議員の理由は。市民
が伺いしれない特別な問題や理由があるの
か。

反対理由は「国において議論が進められてい
る状況などに鑑み年金制度全体での検討が
必要」等である。議会全体では、請願を採択
（可決）し、趣旨に沿う意見書を関係機関に送
付した。

環境厚生

2 大井2
長尾山市民の森整備事業用地の取得につい
て、購入価格及び現在の実勢価額は。

購入価格は１０億７千８００万円。実勢価格は
近傍に事例がなく把握していない。

総務文教

3 大井3

開催場所である大井町に係る課題等を各議
員が把握して議会報告会を開催すべき。大
井町に係る課題をどのように把握しているの
か。地元課題の解決に向け議会も一体となり
協力願う。

小学校グランドや犬飼川等と保津川との合流
等が課題と認識している。また、議会報告会
は議会全体として市民意見をお聞きする機会
と位置付け、あえて地元議員以外が出席して
いる。

広報広聴

4 大井4

北陸新幹線、国道４２３号、大型スポーツ施
設、電流基地、トロッコ列車延伸、ディズニー
ランド誘致、日写や学大の移転、大井町での
産廃中間処理施設、丸山火葬場、様々な課
題や構想がある。

－ －

5 大井5
議会基本条例には議会の政策立案機能が規
定されている。議員提案の実績は。

９月定例会では条例３件を議員提案した。議
会として市政の課題を把握し、市長の施策を
待つことなく自ら提案、実現していくことを目
指し活動している。

議運



議会報告会で頂いた意見・要望等と回答について

会場：東つつじケ丘ふれあいセンター

会場 意見・要望などの概要 当日回答内容 所管

1 東つつじ1
地域の事を第一に考えると、ベッドタウンであ
り高齢化が進んでいることが心配である。議
会としてどう考えるか。

高齢化は全国的な問題であり、自助、公助、
共助を確立し、社協等を充実させみんなで考
えなければならない。

環境厚生

2 東つつじ2
東西線（中矢田篠線）は暗くて防犯上不安が
ある。防犯灯の設置について自治会として要
望もしている。どのように考えているか。

バイパス化による交通量の増加に応じて、街
路灯等、道路整備が必要である。議会としても
行政に反映する努力を行う。

産業建設

3 東つつじ3
事務事業評価が公開されていないと聞いてい
るが今後どうか。

議会の会議は基本的にはすべて公開してい
る。

議運

4 東つつじ4
障害者、高齢者等のことを考えバリアフリー化
などの支援策に取り組んでほしい。

障害者、高齢者の支援施策については、主に
環境厚生常任委員会で所管し取り組んでい
る。また、個々の要望は請願の方法により議
会で取り上げ、市政に反映させることができ
る。

環境厚生
・

産業建設

5 東つつじ5
不祥事が続いている。行政として処罰が軽い
のではないか？議会としてどのような考え
か？

9月定例会でも多くの議員から厳しい追及を
し、市長自ら責任（減給）をとるに至った。

総務文教

6 東つつじ6
国政の在り方についても市議会として国へ大
いに声を上げてほしい。

様々な国の課題に対して亀岡市議会の意思と
して意見書を国へ出している。

議運

7 東つつじ7
平成22年度決算で収入の中に市債を含めて
黒字はおかしいのではないか。

一般企業と、行政の会計システムの違いであ
り、一旦市債を発行するが後年に交付税措置
がされるものも含まれる。市債の内訳を市民
により丁寧に説明する必要がある。

－

8 東つつじ8 市債はいくらあるのか。
平成２２年度末で２６２億３千９百万円。この間
の8年間で約100億円以上減らす努力をしてき
ている。

－

9 東つつじ9 会計処理の中で減価償却はしているのか。
行政の一般会計には減価償却の位置づけは
ない。

－

10 東つつじ10
雨漏りが見受けられるが、庁舎の修繕計画は
どうなっているのか。

庁舎修繕計画を定めているが、財政厳しい中
であり、大幅な修繕が計画的に実施できてい
ないのは現状である。

総務文教

11 東つつじ11 議員定数の削減はどうか。

議会でも論議してきている。まず議員の活動
をしっかりと市民にその姿を見せる事が大切
である。議会報告会、議会だよりの充実、議会
の活性化により委員会をはじめ多くの活動を
理解していただく事がまず大事と考える。

議運

12 東つつじ12
議会の本会議が平日の日中にあるため傍聴
が限られる。開催日時を多様化してほしい。

職員の勤務体制もあるが、今までにも休日、
土曜日議会を開催してきた。今後も多様な
ニーズに応える努力を行う。インターネット中
継、録画配信もあるので活用してほしい。

議運



議会報告会で頂いた意見・要望等と回答について

会場：古世総合センター

会場 意見・要望などの概要 当日回答内容 所管

1 古世1 簡易放射線測定機器の貸し出し期間は。 内容は詰めている段階である。 総務文教

2 古世2
森林、畜産、バイオマス等、自然エネルギー
は色々あるが、検討はしていないのか。

そのようなものを含めて市は検討するというこ
とである。

産業建設

3 古世3

給食の安全性確保について、子供への影響
が大きいので、国や府の言うとおりにするので
はなく、市独自の施策を示してほしい。各議員
の考えは。

・食べ物がどの程度の放射性物質を含んでい
るかを公表することが必要。学校給食の材料
に対しても測定し、基準や産地を公表する必
要がある。
・亀岡市だけで解決できる問題ではないが、
測定器の貸し出し等、調査できるような取り組
みを進められるように求めていきたいと考え
る。

総務文教

4 古世4

府道（矢田口から春日坂）について昭和３４年
以来都市計画道路として16メートルの幅員で
計画されているが、一向に進展がない。市とし
てどのように考えているのか？議会としても協
力してほしい。

都市計画道路の見直しも含め、研究が必要で
ある。地元と合意形成をし、１つの形を作って
いく方向に向かっている。

産業建設

5 古世5 国保の累積滞納額と世帯数は。
国保：累積で1,100世帯前後で５億円程度。
詳しくはホームページで回答させていただく。

環境厚生

6 古世6
市民税、固定資産税の累積滞納額と件数を
過去５年分。また、滞納してからの回収率は。

ホームページで回答させていただく。 総務文教

7 古世7 生活保護の世帯数は。 ホームページで回答させていただく。 環境厚生


