
R3　地域こん談会まとめ

番号 自治会名 こん談案件 回答内容 回答者 取組状況 取組状況の説明事項

1
千歳町自治

会

治水対策について

毘沙門区、国分区、江島里区治水対策

南谷川浚渫要望箇所につきましては、平成３０年度に京都
府の事業において、治山ダム内の土砂浚渫事業が行わ
れており、本年５月２０日に亀岡市と南丹広域振興局森づ
くり振興課と現地状況確認を行ったところです。
今後、ダム内の土砂がさらに堆積し、下流域に影響が及
ぶ場合にはダム内の土砂浚渫を実施してもらうべく、京都
府南丹広域振興局と協議を行っているところです。
また、治山ダム新設等については市内各所から要望があ
り、優先的に進めなければならない箇所を京都府担当課
と協議しているところですが、引き続き、千歳町要望個所
につきましても府に早期着手を要望していくとともに、本市
におきましても要望箇所の状況変化や現状確認に努めて
まいります。

産業観光部長 ④要望 こん談会時の回答のとおりです。

2
千歳町自治

会
治水対策について（中谷川）

こん談事項のとおり中谷川の砂防ダム下流から高杉橋ま
での約２３０ｍの間につきましては、これまでから地元要望
や府民協働型インフラ保全事業においても要望をいただ
いていたところです。
このことから、西口議員及び地元関係者の皆様のご尽力
もあり、ようやく平成２９年度から京都府によりまして測量
及び概略設計など事業化に向けた準備をいただき、令和
元年度には、流路工の詳細設計が実施され、昨年度（令
和２年度）には、用地測量や橋梁の詳細設計が実施され
たところです。
今年度におきましては、砂防指定地の追加指定事務を進
め、指定事務が整い次第、用地買収（対象地権者２６名）
や一部流路工の工事を実施する予定と聞いているところ
であり、本市といたしましても、引き続き京都府と連携しな
がら早期完成に向け、協力してまいりたいと考えておりま
す。

まちづくり推
進部長

⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。
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3
千歳町自治

会
治水対策について（北谷川）

砂防河川である北谷川につきましては、京都府において平成２３
年度に課題解決に向けた調査検討が行われ、流末処理の問題
につきまして、千歳町小口地区の圃場整備で整備された排水路
を経て、平の沢池へ流下させることで、千歳町、馬路町自治会の
了解をいただいたところです。
なお、京都府による砂防事業は、市道美濃田平野線より上流域
である砂防指定地内のみの実施であり、市道より下流域は本市
で整備を行うこととしておりますことから、本市におきましては、昨
年の令和２年７月２９日に自治会長ほか地元関係者と現地立会
をお世話いただいたところであり、これにより、現状における危険
性の確認やその整備の必要性を改めて認識したところです。ま
た、令和３年７月１日付けで旭町自治会からも当該北谷川の改修
に関する整備の要望書が提出されたところであり、地域住民の
方々にとって整備優先度が高い案件であると理解するところで
す。
このようなことから、北谷川の事業実施にあたりましては、河川断
面や法線の決定など上下流の整合のとれた計画策定、工事施工
が必要であり、京都府と連携した取り組みが必要でありますが、
先ずは本市が施行します下流域において、素掘り等による仮水
路の設置など暫定的な整備について実施検討してまいりたいと
考えます。
また、京都府に対しましても、本年度の砂防事業（土砂災害対
策）実施箇所は、千歳町千歳地内の中谷川において、用地買収
および一部工事等を実施すると聞いているところですが、本市と
いたしましても、当該北谷川につきましても出来る限り早期に事
業着手いただくよう働きかけてまいります。

まちづくり推
進部長

⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。
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4
千歳町自治

会

交通安全などの対策について

現状の交通量の調査の実施と江島区
内の追い越し禁止の規制指定をしてほ
しい

府道亀岡園部線につきましては、令和２年２月に千歳北工
区が供用開始され、こん談事項のとおり交通の利便性が
大きく向上しております。一方で通過交通量の増加による
安全の確保の必要性については、本市としましても十分に
認識しており、万全な安全対策は必要不可欠であると考
えているところです。
こうしたことから、府道を管理しています京都府におきまし
ては、例年、実施されています「府民協働型インフラ保全
事業」によりまして危険個所の改善要望をいただいている
ところであり、これまでにカラー舗装や外側線、また「交差
点あり注意」などと表示した交通安全啓発看板の設置など
実施されてきたところです。
ご要望いただいております交通量調査につきましては、地
元におかれまして、昨年に引き続き先日の７月６日の午前
７時３０分から午前８時３０分までの間で江島里バス停付
近の交通量の調査を実施いただき、結果についてもご報
告いただいたところであり、感謝申し上げる次第です。この
調査結果については、京都府へも情報提供を行い参考に
させていただきたいと考えておりますが、京都府におきま
しても、今年度、三日市交差点周辺等において交通量調
査を実施する予定と聞いておりますので、ご理解ご協力を
よろしくお願いいたします。
また、ご要望いただいております追い越し禁止規制につき
ましては、現在、京都府におきまして審査がなされている
ところです。
今後も引き続き、危険個所に係ります安全対策の要望に
つきましては、当該制度の活用を検討いただきますようお
願いします。また、事前に安全対策に関するご相談等を本
市にしていただきましたら、本市としましても現地確認や提
案に対するアドバイス等、全面的に協力させていただき、
安全対策が実施いただけるよう取り組んでまいりたいと考
えます。

まちづくり推
進部長

（総務部長）
⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。
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5
千歳町自治

会

交通安全などの対策について

府道亀岡園部線バイパスの毘沙門区
～国分区、江島里区北から川東学園に
ついても市街灯を設置してほしい

公衆街路灯につきましては、各自治会から毎年多くの設
置要望をいただいており、小中学校の通学路や公道を最
優先としてコミュニティ助成事業（宝くじの社会貢献広報事
業）を活用し、年次的に設置対応しているところです。
この事業による今年度の防犯灯の設置計画としましては、
本梅町の国道４７７号(井手区～東加舎区)に設置を予定し
ており、主要地方道亀岡園部線の毘沙門区から三日市交
差点間につきましては、まずは通学路となっている江島里
区北から三日市交差点間を優先し、令和４年度から順次
整備を行っていく予定としています。

まちづくり推
進部長

②実施予定

主要地方道亀岡園部線（江島里区北～三日市交差点
間）について、今年度、馬路側より防犯灯１８灯を設置
しました。残りは来年度設置予定です。

実施予定時期：令和３年度～令和４年度

6
千歳町自治

会

丹波New風土記の里整備構
想に関する事業について

史跡丹波国分寺跡整備について

・整備期間の短縮（整備費用の削減効果）
　丹波国分寺跡整備については、平成２９年度に策定した
基本計画と翌３０年度に策定した基本設計に基づき、現在
実施設計の策定及び工事を進めているところです。
　基本設計では令和10年度に当面工事完了予定としてい
たが、予定より事業は進捗しており、現時点では９年度に
完了見込みです。
　工事においては、地元の皆様とご相談させていただきな
がら、効果的・効率的な事業となるよう努めていきたいと
考えます。

　・公有地化された用地の活用など（来訪者駐車場、周辺
道路の整備）
国分寺跡を拠点とした、周辺地域の活性化・観光客増加
については当課としては賛同するものであり、ぜひとも協
力したいと考えています。
来訪者駐車場および国分寺跡への進入路の造成につい
ては、現在文化庁・京都府文化財保護課と協議していま
す。
この点についても、自治会の皆様とご相談させていただき
ながら、効果的な選地や工事を進めていきたいと考えま
す。

教育部長 ①実施
こん談会時の回答のとおり、取り組んでいるところ
です。
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7
千歳町自治

会

丹波New風土記の里整備構
想に関する事業について

七谷川野外センター以北（市道南山線
→市道江島里１号線）

七福神めぐりの道路整備については、川東地区の恵まれ
た自然や価値ある歴史・文化を連携し、観光振興と地域
の活性化を図るため平成１４年度まで事業に取り組んでき
た路線ですが、社会情勢の変化もあり、平成１５年度から
地元の御理解を得る中、事業休止しているところです。し
かしながら、七福神めぐりのルートとしての整備は必要と
は考えており、市道として新たな道を整備するだけでなく、
生活道路の整備や既存道路（市道・府道）の有効活用も
視野に入れ、地元とも調整を図りながら、整備手法を検討
していきたいと考えています。
現在行っている市道美濃田平野線外１線の道路改良事業
につきましても一部が七福神ルートとも重なっており、この
道路整備が七福神めぐりにも寄与することから、早期に完
了できるよう取り組んでまいりたいと考えます。

まちづくり推
進部長

③検討 こん談会時の回答のとおりです。

8
千歳町自治

会

丹波New風土記の里整備構
想に関する事業について

和らぎの道散策利用者の駐車スペース
の設置
千歳橋南側（さくら公園の北西角に４～
５台）

和らぎの道散策道につきましては、近隣及び近隣以外の
方も車で訪れ、桜の時期だけでなく年中を通じ、散策を楽
しんで頂いているところです。
車で来られる方の中には、府道亀岡園部線の路肩や千歳
橋南側の少し広くなった場所に駐車されている方がおられ
ます。
その対策について、自治会から今回、自動販売機の設置
されている広場の一部を駐車場として整備できないかとい
う要望でありますが、駐車場につきましては、さくら公園に
約５０台程度停められる駐車場を確保しているところで、
公園の施設規模から、これ以上の駐車場を増やすと言っ
た整備は考えていないところです。
しかしながら、道路の路肩等に駐車されている車もありま
すので、その車に対しては、公園の駐車場に停めてもらう
よう注意する看板等を設置し対応していきたいと考えてお
ります。
千歳町自治会様につきましては、毎年桜の時期には多く
の人が訪れ、江島里区の駐車場もお借りし、交通処理対
策をお世話になっているところで、大変感謝しているところ
でありますが、今回の要望事項につきましてもご理解頂き
ますようよろしくお願いします。

まちづくり推
進部長

①実施

府道亀岡園部線の路肩や千歳橋南側の少し広くなっ
た場所に駐車されている方に対し、公園の駐車場に
停めてもらうよう注意する看板を自治会と内容を協議
し、２箇所設置いたしました。
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9
千歳町自治

会

道路の整備などについて

集落農道の将来的な位置付け並びにそ
の周辺の道路の市道認定をお願いした
い。
・北谷区内の旧府道亀岡園部線と府道
亀岡園部線バイパスを結ぶ道路
・出雲区内にある２路線の広域農道

・北谷区内の旧府道亀岡園部線と府道亀岡園部線バイパ
スを結ぶ道路につきましては、府道亀岡園部線バイパス
の供用開始に伴い、交通量の増加が確認され、重要性が
高いことは認識しており、市道認定を行う方向で検討して
おります。
なお、市道認定を行った後につきましても、今まで同様路
肩の除草作業等の日常管理にご協力いただきますようよ
ろしくお願いいたします。

・出雲区内にある２路線の農道につきましては、農道とし
て整備されておりますので、今後関係課と協議調整し、亀
岡市市道認定基準による認定要件が整い次第、認定を行
いたいと考えております。

まちづくり推
進部長

②実施予定
令和４年３月の議会（令和３年度３月議会）において認
定予定です。

10
千歳町自治

会

道路の整備などについて

府道亀岡園部線の未整備区間である
小口区から平の沢池までについては、
早期に着工を

府道亀岡園部線の未整備区間となっております千歳町小口地域
から平野沢池交差点までにつきましては、この区間を整備するこ
とにより、農業集落道を経由して、保津橋から平野沢池（千歳町
小口地域）までが繋がることとなります。また、令和２年２月７日に
千歳北工区の供用開始がなされたこともあり、その整備の必要
性が益々高まっているものと認識しているところです。
本市としましても、川東地区全体の道路ネットワークや、京都府道
と亀岡市道の道路ネットワークの役割分担からも、平野沢池まで
の延伸は不可欠であると考えているところですが、京都府におき
ましては、今年度、三日市交差点周辺等において交通量調査を
実施する予定と聞いているところであり、これにより道路の必要
性や事業効果など総合的な判断がなされるものと考えておりま
す。
つきましては、沿線自治会で構成されています「亀岡園部線整備
促進協議会」からも当該区間の事業計画等の事業具体化の促進
について京都府に要望されておりますので、本市も地元とともに
京都府へ事業化に向け積極的に働きかけてまいります。

まちづくり推
進部長

⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。

11
千歳町自治

会
市街灯の設置について

公衆街路灯の新設設置につきましては、毎年多くの自治会から
設置要望があり、小中学校の通学路や公道を最優先として順次
設置対応しているところです。今年度につきましても、市内全体の
要望箇所を取りまとめ、優先順位を決定して公衆街路灯を設置し
てまいりたいと考えており、設置箇所が決定しだい自治会へ連絡
をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

　設置実績（令和２年度）
市全体　（公衆街路灯）　２３基　（内コミュニティ助成　１２基）

まちづくり推
進部長

③検討 文書回答のとおりです。
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12
千歳町自治

会

市道の補修等工事
1毘沙門区、2江島里区②、3中区②・
③、4出雲区、5小口①

道路維持修繕工事の要望については、市内各所から数多くの要
望をいただいております。
実際の修繕については、車両や歩行者の通行に危険があるとこ
ろや、自治会からの優先順位が高い所より順次実施しており、今
回の要望箇所の修繕についても、要望事項の優先順位もふまえ
ながら、対応について検討したいと考えております。

１-① 市道の浸食箇所については、応急復旧を実施しました。側
溝等の修繕については、市内一円の市道修繕工事の中で緊急
性の高い箇所から順次実施していきたいと考えています。
２-② 陥没及び路肩の破損個所については、個人乗入れ部のた
め個人での対応をお願いします。
３-② 石積の修繕に伴い、宅地及び生垣等に影響がでるため、
修繕方法等について検討を行います。
３-③ 舗装については、市内一円から多くの要望をいただいてお
り、緊急性の高い箇所から順次実施していきたいと考えていま
す。
４-① 生活道路で1.4ｍの落差があり危険であると思われます
が、防護柵設置基準(2ｍ以上)に基づき、市内一円整備を行って
いるため、当該箇所の設置は困難です。
４-② 市内一円の市道修繕工事の中で緊急性の高い箇所から順
次実施していきたいと考えています。
５-① 舗装等の損傷個所については、下水道課が予定している
マンホール周辺の修繕に合わせて実施する予定です。

まちづくり推
進部長

③検討

⑤困難

③検討

③検討

⑤困難

③検討

①実施

1-①　文書回答のとおりです。

2-②　文書回答のとおりです。

3‐②　文書回答のとおりです。

3‐③　文書回答のとおりです。

4‐①　文書回答のとおりです。

4‐②　文書回答のとおりです。

5‐①　修繕完了

13
千歳町自治

会
市道の補修等工事
中区①

農業用水路の溢水が原因であること、また崩落（陥没）箇所は大
部分が農業用水路敷であることから、地元農業関係の皆様で修
繕いただきますようお願いいたします。なお、土地改良区を通じて
いただきますと、補助事業による修繕工事が可能になることもあ
りますので、地元土地改良区もしくは農地整備課へ相談ください。

産業観光部長 ⑥その他 文章回答のとおりです。

14
千歳町自治

会
市道の補修等工事
小口①

昨年度に応急修理を行いました下水道の人孔（マンホール）周辺
の舗装修繕を実施します。

上下水道部長 ①実施 舗装修繕を実施しました。
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15
千歳町自治

会

市道の補修等工事
２江島里区①拡幅工事、５小口区②市
道美濃田線拡幅工事

２①江島里１号線の道路拡幅については要望書もいただき、以
前実施していた七福神のウォーキングトレイル事業が途中で中断
して部分的に未改修となっている状況について立会もしていただ
いた中確認しているところです。要望の区間については現在中止
となっておりますが、別に整備要望をいただいております七谷川
活動センターからつづく七福神めぐりのコースとも近接しているこ
とから合わせて検討してまいりたいと考えております。ただし、事
業化については、現在市内一円で多数の道路改良要望をうか
がっていることから、現在進行中の事業の進捗状況や要望箇所
の重要性、緊急性等を鑑みた中で判断してまいりたいと考えま
す。

５②市道美濃田平野線外１線の道路改良事業については全延長
約４４０ｍのなか、昨年度末頃から実施している工事の完成によ
り約１２０ｍが完成したところです。令和３年度については中ノ谷
川渡河部の橋梁設計業務を実施し全体計画を固めたいと考えて
いるところです。合わせて工事についても引き続き早期完成に向
け、自治会や区とも進捗情報等を共有しながら順次進めてまいり
たいと考えております。

まちづくり推
進部長

③検討 こん談会時の回答のとおりです。

16
千歳町自治

会

その他要望について
江島里区内の地下防火水槽のマンホー
ル部分に駐車禁止の表示

今回要望内容の防火水槽について現場を確認したところ、防火
水槽の用地に水利標識が設置され、防火水槽の蓋は黄色の塗
装で明示されている状況でありました。
現場の状況は防火水槽が設置されていることが認識できる状況
であり、また、道路交通法で防火水槽の周囲５ｍ以内の部分は
駐車禁止となっているため、地域でお声掛けいただき周知してい
ただくようよろしくお願いします。

総務部長 ⑥その他 文書回答のとおりです。
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17
千歳町自治

会
その他要望について
旧一宮幼稚園内の維持管理について

１．西側石積が大雨時など崩落の危険性がないか調査願いた
い。
担当課において現場確認したところ、大規模地震や大雨災害等
により石垣が崩れる可能性が懸念されることから、今後、石垣崩
落の危険を回避する対応を検討して参りたいと考えます。

２．夜間に不審者が目撃されている。出入できないよう、柵を設置
願いたい。
現在、施設の北側の道から北側収蔵庫から以南にかけて施設に
侵入できないようにフェンスを設置しておりますが、収蔵庫の北側
の敷地内には簡単に侵入することができる状態でしたので、去る
7月14日に侵入防止用のロープを張ることにより侵入防止策を施
しました。今後も随時確認等を行います。

３．施設の老朽化が進んでおり、維持管理を願いたい。
現在の収蔵庫・文化財事務所に関して、老朽化してきていること
は承知しております。新資料館構想との兼ね合いもあることから、
大規模な改修は考えておりませんが、部分的な補修など適切に
対処し、大切に維持管理していきたいと思います。

教育部長 ③検討 こん談会時の回答のとおりです。

18
千歳町自治

会

その他要望について
国分区史跡丹波国分寺跡の保全管理
① 草刈り等に要する業務委託料の増
額
② 各建物跡の区画表示後の当該地の
草刈り等の不要措置
③ 史跡指定範囲内の速やかな買い上
げ
④ 史跡地の具体的な活用方法の基本
的な考え方
⑤ 現在の環境保全方法の将来的な見
通し

① 史跡丹波国分寺跡の整備工事の本格化に伴い、草刈りをお
願いする回数も増えることが見込まれるため、自治会と相談させ
ていただきます。
② 各建物跡の遺構表示は、スーパーガンコ真砂土で舗装するた
め雑草の叢生は抑制される見込みですが、今後の維持管理につ
いてはお力添えいただけたらと存じます。
③ 当面は、史跡丹波国分寺跡整備基本計画に基づく整備を優
先的に進めるため、現在のところ買い上げの予定や計画は立て
難いところですが、今後に向けて文化庁や京都府との協議を進
めていきたいと考えています。
④活用方法は、地元の皆様に相談させていただきながら検討し
ていきたいと考えます。
地域の憩いの場、地域周遊の拠点として活用してもらえるような
整備に加え、様々なイベント等の開催も含め、自治会に相談させ
ていただきながら、検討していきたいと思います。
⑤維持管理の方法としては、外部業者に委託する選択肢もあり
得ます。
この点も自治会と相談させていただきながら、最善策を講じてい
きたいと考えています。

教育部長 ③検討 こん談会時の回答のとおりです。
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