
会場（東本梅町ふれあいセンター）

参
考

報
告

調
査

1

昨年の地域こん談会において、平成３３年４
月に東本梅保育所と本梅保育所を統廃合す
る予定であると聞いたが、そんなに焦って統
合する必要があるのか。

環境厚生 ○

2

第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基
本計画では、定住促進を推し進めているの
に、東本梅保育所をなくしたら、ますます過疎
化が進むのではないか。農業の担い手を増
やすためにも、東本梅保育所を存続させてほ
しい。

東本梅保育所の統廃合については、出され
た意見も取り入れ、今後どうするのか検討し
ていく必要がある。西別院町では、定住促進
により人口が１０人程度増えており、農業の
担い手も増えている。東本梅町においても、
空き家対策などで町のＰＲをしていただきた
い。

環境厚生 ○

3

岡山県奈義町では３ＬＤＫの住宅を家賃５万
円で貸し出し、定住促進を図っている。東本
梅町は自然環境も農業もすばらしい。議会の
チェック機能を通して、行政の活性化を促して
ほしい。

長野県飯田市では定住促進のため、アパート
を建て、消防団に入るなどの条件を付けて、
貸し出している。他市の取組みなども参考
に、定住促進に取組み、魅力のあるまちにし
ていきたい。

総務文教 ○

4

現在、２人の新規就農者を予定している。新
規就農者には手厚い支援をお願いしたい。ま
た、私たちの子どもや、Ｕターンで親の近くで
暮らしたい人のために、家の改修補助などの
支援事業をお願いしたい。

産業建設 ○

5

現在、２人の子どもを子育てしているが、３人
目、４人目と子育てできるように支援をお願い
したい。定住促進をするなら、子育て世代に
焦点を当て、支援していくことが大切である。
そのためにも、東本梅保育所は残してほし
い。行政側から十分な説明がされていないの
で、我々の意見をしっかり行政に対して伝え
てもらいたい。

環境厚生 ○

6

本日ここに集まっている人は、大半が保育所
を存続してほしいと思っている。行政は、統廃
合の方向へ進んでいる。議会として、しっかり
と行政を正してほしい。

環境厚生 ○

総務文教 ○

産業建設 ○

8

南丹市と比べ、亀岡市は小学校が近くにあっ
ていいと言われる。統廃合などにより、数が
少なくなることで不便なこともある。亀岡市
は、小学校の統廃合など、南丹市と同じこと
をやっていては駄目だ。

行政に対して、しっかりと伝える。 総務文教 ○

わがまちトークで頂いた意見・要望等と回答について
日時（Ｈ３０．１．２０　２０：００～２１：２８）

テーマ(東本梅保育所存続について・町の活性化について）

意見・要望などの概要 当日回答内容

7

雪害に遭った時の補償については、市からの
説明がない。税金の使い方を考えてほしい。
また、自然環境と農業について魅力がある町
なので、それを生かした定住促進を行ってほ
しい。

行政に対して、しっかりと伝える。

所管

対応



会場（千代川町自治会館）

参
考

報
告

調
査

総務文教 ○

産業建設 ○

2
国道９号が慢性的に渋滞している。桂川右岸
道路の必要性が大きい。

産業建設 ○

3

千代川町北ノ庄から国道９号に出る際、京都
縦貫自動車道の信号と国道９号の２つの信号
を抜けるのに渋滞する。府道宮前千歳線の鳴
滝工区が完成すると、ますます交通量が増え
る。今でも２つの信号が待てず、縦貫自動車
道の側道から湯井に抜ける車や千々川堤防
を走る車、対向車線を通って右折する車など
があり、大変危険である。このような交通量の
状態を把握しているのか。

堤防を通っている車があることは把握していな
かった。軽トラックだけしか通さないなど、何ら
かの対策が必要である。
対向車線を通る車があることについては、自
治会から警察に要請し、取り締まりをしてもら
うことも効果的ではないか。

産業建設 ○

総務文教 ○

産業建設 ○

5
議会だよりを見ていると、議案に反対ばかりし
ている議員もいるが、反対意見は何も反映さ
れないのか。

反対者の意見も、時によって反映してくること
がある。その内容によっては、長時間かけて
実現してきたこともある。

議会運営委員会

6

千代川町にはコミュニティバスがない。車を
持っていない若い人もおり、子育て支援のひ
ろばへの往復が大変で、親子で家にこもって
しまうという声も聴く。高齢化する中、車がなく
ても、もう少し生活しやすくならないのか。

そのような要求が市内各地にあるのを市は把
握しているが、公共交通機関との競合など、
条件をクリアする必要がある。自治会で検討
し、声を上げていってはどうか。

公共交通 ○

所管

対応

わがまちトークで頂いた意見・要望等と回答について
日時（H３０．２．３　２０：００～２１：１５）

テーマ（安心、安全な千代川町のまちづくりについて）

意見・要望などの概要 当日回答内容

1

市道川関小林線は、交通対策をしていただい
てはいるが、公安委員会の速度規制など、な
かなか進捗しない。道路が狭く、電柱なども自
然のデバイスになってはいるが、ゾーン３０の
取組みなど早急な対策が必要である。

篠町では事故があり交通対策ができている。
しかし事故が起こってからでは遅い。根本的
に国道９号の渋滞対策を国にも要望していか
ねばならないが、引き続き自治会として、ゾー
ン３０の強い要望がある旨の声を上げていた
だきたい。

4

ゾーン３０になっても事故が起こらないとは限
らない。事故が起こる前に１日でも早く安全な
道で通学させるべきである。車の通らない農
道を通学路として認めるべきではないか。

農道を通学路にするには、交通安全以外の安
全面も大切である。通学路の決定は、保護者
をはじめ、地域の人、自治会など、地元の総
意で最終的には学校が決定する。ぜひ、地域
合意を目指していただきたい。また、農家の理
解も必要である。



 
【 平成３０年１月２０日（土） 】

東本梅町ふれあいセンター 参加者 26 人 （アンケート回収数： 21 件）

【 平成３０年２月３日（土） 】

千代川町自治会館 参加者 28 人 （アンケート回収数： 24 件）

合計５４人（アンケート回収数 ：４５件　回収率８３．３％）

●回答者年齢別状況
回答数 割合

20歳未満 0 0%
20歳代 0 0%
30歳代 4 9%
40歳代 6 13%
50歳代 10 22%
60歳代 19 42%
70歳代 5 11%
80歳以上 1 3%
合　計 45 100%

●回答者性別状況
回答数 割合

男性 36 82%
女性 8 18%
合　計 44 100%

※１名については無回答

●議会が主催する議会報告会やわがまちトークに参加されるのは何回目ですか。
回答数 割合

初めて 29 66%
２～３回目 14 32%
４～５回目 1 2%
６回目以上 0 0%

合　計 44 100%
※１名については無回答

●本日参加された動機は何ですか。（複数回答可）
回答数 割合

議員・議会に興味があった 4 7%
市の施策に興味があった 10 18%
議会に自分の意見を伝えたかった 5 9%
議員や自治会から案内があった 33 60%
その他 3 6%

合　計 55 100%
（「その他」の内容）
東本梅保育所の統合について聞きたかったから。（東本梅町）
地域子ども会の代表として参加した。（千代川町）

わがまちトーク（自治会版）　参加者アンケート集計
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●市政の課題で今、最も関心のあるテーマは何ですか。

保育所の統合について。（東本梅町９件）

地域の活性化について。（東本梅町４件）

京都スタジアム（仮称）について。（東本梅町４件、千代川町５件）

保育所問題と予算の使い方について。（東本梅町）

子育てについて。（東本梅町）

新総合グランド。（東本梅町）

学校規模適正化について。（東本梅町）

通学路の安全について。（千代川町）

地域の安全について。（千代川町）

亀岡市内への優良企業の誘致について。（千代川町）

●参加者との意見交換の際、意見が出しやすい方法を検討しています。何かご提案があればお書きください。

進行をファシリテーション化する。（東本梅町）

前回のわがまちトークの内容を踏まえて、議会がどのように対応したのかを報告する。（東本梅町）

参加者全員が話せる機会をもつ。（東本梅町）

テーマをあらかじめ決め、各自メモ書きを提出してもらい発表し、意見を聞く。（千代川町）

人口増加による千代川小学校の未来をテーマにする。（千代川町）

地元議員に出席してもらう。（千代川町）

わがまちトークで話した内容を行政に伝えること。（東本梅町）

市政をチェックする、市民目線に立つ。（東本梅町）

きちんと市民の声が届く議会。憲法に基づいた民主的な運営。（東本梅町）

東本梅保育所の存続。（東本梅町）

議員が市民代表としての自覚を持つこと。（東本梅町）

行政に対するチェック機能をさらに発揮してほしい。（東本梅町３件）

山間部の地域の活性化やまちづくりの提案をすること。（東本梅町）

高齢化対策。（千代川町）

わが町が明るく安全に暮らせる町になること。（千代川町）

地元の要望に取組んでほしい。（千代川町）

子育てしやすいまちづくりについて。（千代川町）

学校設備の充実について。（千代川町）

京都縦貫自動車道ＩＣ付近の土地活用について。（千代川町）

フェイスブックやツイッターでも意見等を投稿出来るようにする。（千代川町）

少人数のグループ制を導入する。例として、議員１人当たり市民５～６人。（東本梅町）

議会活動のＰＲをもっとしてほしい。（千代川町）

保育所に関して。（東本梅町）

京都スタジアム（仮称）の維持管理等の経費について。（千代川町）

●議会にどのようなことを期待しますか。

人口減少問題について。（東本梅町）

安心安全なまちづくりについて。（千代川町３件）
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出席議員も今回のテーマについての意見や提案を出してほしい。（東本梅町）

議員は市民の代表なので、市長の代弁をするのではなく、しっかりと住民の立場に立って議会に臨んでください。（東本梅町）

少し行政サイドの代弁のように感じるところがあり、議会としてのチェックや提案をもっと行政に対して働きかけてほしい。

（東本梅町）

議員が身近に感じられた。（千代川町）

小学校に子ども２人を通学させており、通学路の安全対策について話を聞いたが、事故が起こるまでに何とかしなくては

いけない。上の子が今年６年生になるが、入学時から話し合ってきたことがまだよきようになっていないことを残念に思う。

（千代川町）

昨年と同じ内容で、前へ進んでいない感じがする。（千代川町）

色々な立場の方の意見を聞いて勉強になった。子どもがいる世代として、常に子どもの安全について皆で考えていただい

●誌面全体について

回答数 割合
ある 42 98%
ない 1 2%

合計 43 100%
※２名については無回答

（２）内容の充実度は
回答数 割合

充実している 16 42%
どちらとも言えない 22 58%
充実していない 0 0%

合計 38 100%
※７名については無回答

　→その理由など
ページ数が限られているのか、情報が少ない。（東本梅町）
議員をより厳しくクローズアップしてほしい。（東本梅町）

（３）記事の内容は
回答数 割合

わかりやすい 20 51%
どちらとも言えない 19 49%
わかりにくい 0 0%

合計 39 100%
※６名については無回答

（４）議会の活動が
回答数 割合

伝わってくる 20 51%
どちらとも言えない 17 44%
伝わっていない 2 5%

合計 39 100%
※６名については無回答

私たちに出来ること、具体的なことを提案してほしい。（東本梅町）

有意義な提案がされたと思う。（千代川町）

ており感謝している。（千代川町）

大変よくわかった。ぜひ、千代川町民へ知らせてほしい。（千代川町）

時間が短かった。（千代川町）

（１）市議会だよりを読んだことが

わがまちトークに参加して、議員の声を聞いて議員の考え等がわかり、よかったと思う。（千代川町）

◆ 議会だよりについて

●本日参加してのご感想、ご提案などありましたらお書きください。

充実している

42%

どちらとも

いえない

58%

充実して

いない0%

わかりやすい

51%

どちらとも

いえない

49%

わかりにくい

0%

伝わってくる

51%
どちらとも

いえない

44%

伝わって

いない

5%

ある

98%

ない

2%

- 3 -



各町でのまちづくりや活性化の取組みの紹介をしてほしい。（東本梅町）

市民の声をさらに反映させてほしい。（東本梅町）

市長ヨイショにならないようにしてほしい。（東本梅町）

一般市民の質問も入れてほしい。（千代川町）

皆が読めるような内容にしてほしい。（千代川町）

イラストを入れる等、読みやすいレイアウトにしてほしい。（千代川町）

今日のわがまちトーク等、市民との触れ合いの紹介等も掲載してほしい。（東本梅町）

各町の問題点を掲載してほしい。（千代川町）

各議員よくやっておられるので、これ以上言うことはない。（千代川町）

要望はたくさん掲載されているが、結果がどうなったかやその後の取組みについて知らせてほしい。（千代川町）

●その他、議会だよりに関して、ご意見などがあれば、お書きください。

●掲載してほしいコーナなどご提案があれば、お書きください。

●改善すべき点があれば、お書きください。

●市議会だよりに望むことはどのようなことですか。
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