
開催日・会場・テーマ

　　　　宮前町　10.16(火）20：00～
　　　　　　　　　宮川公民館
・宮前町の地域振興について
・西部地区に救急センターの設置について

　　　　千歳町　10.22(月）19：30～
　　　　　　 千歳町自治会館
・高齢化の進行とまちづくりについて
・農業振興について

　  　本梅町　10.24(水）13：30～
 　　　ほんめ町ふれあいセンター
 ・当町のまちづくりについて
 ・高齢者福祉対策について

　　  　　畑野町　11.4(日）10：00～
　　　　　　   　畑野町公民館
 ・人口減少と高齢世帯が増加する中、
　畑野町を元気づける方策について

　　 東本梅町　12.1(土）20：00～
　　 東本梅町ふれあいセンター
・東本梅町の活性化について
・安心、安全の町づくりについて

司　会

開会挨拶 小松副議長 小松副議長 小松副議長 湊議長 湊議長

総務文教常任委員会 田中議員 奥野議員 奥野議員 山本議員 三上議員

福井議員 福井議員 竹田議員 竹田議員 田中議員

環境厚生常任委員会 菱田議員 小川議員 平本議員 冨谷議員 酒井議員

馬場議員 小島議員 菱田議員 齊藤議員 馬場議員

産業建設常任委員会 奥村議員 並河議員 木曽議員 並河議員 木曽議員

石野議員 明田議員 石野議員 藤本議員 西口議員

閉会挨拶

受付担当

写真担当 小川議員 石野議員 齊藤議員 奥村議員 奥村議員

要約筆記担当 三上議員 冨谷議員 山本議員 平本議員 並河議員

マイク担当 小川議員 石野議員 齊藤議員 奥村議員 奥村議員

会場責任者 小川議員 石野議員 山本議員 平本議員 並河議員

広報広聴会議 小川議員、三上議員 石野議員、冨谷議員 山本議員、齊藤議員 平本議員、奥村議員 並河議員、奥村議員

集合時間 19:00 18:30 12:30 9:00 19:00

事務局 片岡局長、鈴木係長 山内次長、池永主任 山内次長、船越副課長 片岡局長、三宅主事 片岡局長、山末主事

わがまちトーク班編成及び役割分担

※司会・閉会挨拶・受付担当については、３常任委員会の出席議員の中から選出いただきますので、９月議会最終日（１０月1日）の本会議終了１５分後に、全員協議会室にご集合ください。



中学生議会 当日のタイムスケジュール（案） 
 
9:30 中学生集合 
9:50～11:30 オリエンテーション（リハーサル）  

・開会（進行：議会事務局） 
・広報広聴会議委員長あいさつ 
・自己紹介 
・日程説明 
・唱和リーダーの決定 
・決議提案者の決定（予定） 
・質問リハーサル 

11:30～12:30 （昼食） 
 
12:30～15:30 中学生議会 

・開会 
・議長あいさつ 
・市長あいさつ 
・市民憲章唱和 
・議席指定 
・会議録署名議員指名 
・会期決定 

12:42～13:42  ・質問及び答弁① 
・自由討議 

13:52～14:02  （休憩） 
14:02～15:02  ・質問及び答弁② 

・自由討議 
・決議案提案～表決 
・教育長講評 
・副議長あいさつ 
・閉会 

15:23～     ・記念撮影 
※休憩 15:30～15:45 
 
15:45～16:30 意見交換会 

・開会（進行：広報広聴会議委員長） 
・中学生議員の感想報告 
・意見交換 
・閉会 



亀岡市議会中学生議会オリエンテーション次第 

日時：平成３０年１０月２７日（土）午前９時５０分から 

場所：亀岡市議会議場 

開議 

 

 １ 開会                     ２分  (９:５０～) 

 

 ２ 広報広聴会議委員長あいさつ          ５分  (９:５２～) 

 

 ３ 自己紹介（中学生議員）           １０分  (９:５７～) 

 

 ４ 自己紹介（広報広聴会議委員）         ５分 (１０:０７～) 

 

 ５ 議会のしくみ説明（用語解説を含む）     １０分 (１０:１２～) 

 

 ６ 中学生議会の流れ説明            １０分 (１０:２２～) 

 

 ７ 決議（案）確認、自由討議等説明        ５分 (１０:３２～) 

 

 ８ 会議録署名議員決定（議席順）        １０分（１０:３７～) 

   市民憲章唱和リーダー決定 

   決議（案）提案者決定 

 

  ９ 休憩                      ８分（１０:４７～) 

 

 10 市民憲章唱和リハーサル             ５分（１０:５５～) 

 

11 登壇リハーサル                ２０分（１１:００～) 

 

12 決議（案）提案、表決（起立）リハーサル    ５分（１１:２０～) 

 

13 質疑応答                     ５分（１１:２５～) 

 

閉議 

                            計 １時間 ４０分 



亀岡市議会高校生議会オリエンテーション次第 

日時：平成２８年８月２日（火）午前１０時３０分から 

場所：亀岡市議会議場 

 

開議 

 

 １ 広報広聴会議委員長あいさつ            ５分  10:30～ 

 

 ２ 自己紹介（高校生議員）             １０分  10:35～ 

 

 ３ 自己紹介（広報広聴会議委員）            ５分  10:45～ 

 

 ４ 議会のしくみ説明（用語解説を含む）       １０分  10:50～ 

 

 ５ 高校生議会の流れ説明              １０分  11:00～ 

 

 ６ 決議（案）確認、自由討議等説明          ５分  11:10～ 

 

 ７ 会議録署名議員決定（議席順）          １０分  11:15～ 

   市民憲章唱和リーダー決定 

   決議（案）提案者決定 

 

 ８ 市民憲章唱和リハーサル              ５分    11:25～ 

 

９ 登壇リハーサル                 ２０分    11:30～ 

 

 10 決議（案）提案、表決（起立）リハーサル      ５分    11:50～ 

 

11 質疑応答                       ５分    11:55～ 

 

閉議 

 

                           計 １時間３０分 

参考 



2018/9/13  17:52

亀岡市中学校長会

学校名 質問項目（事項） 備考（質問の主旨・概要等）

1 亀岡市への定住者を増やすために 亀岡市が進めるべき重要施策の1つとして、「人口増加・維持のために定住者・移住者の誘致促進を提言。

2 災害に強い安心して暮らせる亀岡市に 亀岡市の防災・減災に対する考えと、災害時の避難道路確保や輸送道路確保への対策を聞かせてもらいたい。

1 道路を含む交通網の整備について
別院地域周辺の道路及び交通機関を整備し、登山やハイキングが気軽に楽しめる施設の建設を検討してほしい。また、地元に若者が就職できるよう企業等の誘致を
図ってほしい。

2 学校の施設整備の充実等について
本校は生徒数が激減しするとともに、校舎の老朽化も目立ちます。少人数の学校の良さを継続させるためにも、学校の施設設備の充実と、特認校制度活用による中
学校の存続をお願いしたい。

1 子育て支援について 子育て世帯が増えることが予想されるので、安心して子育てできる環境を整えることが大切である。亀岡市の今後の子育て支援の方向性についてお聞かせ願いたい。

2 環境保護と防災対策について 亀岡市の防災と環境保護いついて具体的な考えをお聞かせ願いたい。

1 教育施策の平等性について エアコンの設置について、同じ中学校で設置時期が異なる経緯について詳しく説明をお願いします。

2 安心安全な街づくりについて
畑野町は街灯が少なく安全、防犯の両面から大変危険である。そのことが人口減少にも影響している。人口減少を食い止め、数十年後の亀岡の明るい未来のために
も街灯の数を増やして頂けでしょうか。

公園施設の重要性について
公園には「体力を養う場」と「地域のコミュニケーションの場」の２つの役割があると思う。公園が地域にもたら役割は大きく深いものがある。公園をより充実した施設に
する等の前向きな検討をしてほしい。

1 亀岡市の交通網の整備について

◆亀岡駅ロータリーの改善、駅の混雑時の転落防止のためのホームドアの設置の提案。
◆西日本豪雨の教訓から、亀岡が陸の孤島とならないために、京都市内を結ぶ幹線道路の建設等の対応策を考えてはどうか。
◆歩道の完全バリアフリー化を進めてはどうか。

2 亀岡市の将来像について

◆少子高齢化対策として、市を挙げての婚活を推進したり、子どもを育てやすい環境作りのために、夜間保育所を開設してはどうか。
◆学校の教師や保育士、介護士等は過酷な仕事のわりに賃金が低く、離職率が高いと聞く。亀岡市独自の公共サービスの安定ろ向上という観点から、仕事内容に見
合った賃金をい確保できないか。
◆大河ドラマ「麒麟が来る」が決定したが、広報活動を一時的なものとせず、放送終了後も継続できるようにしてほしい。

3 学校等の公共施設の整備について

◆本校は東日本大震災以降「銀杏の取組」を通して、福島県双葉中と交流を深めているが、遠方であるため交流が限定されてしまう。そこで、ＰＣを活用したテレビ会
議システムの導入を検討してほしい。
◆現在、亀岡スタジアムが建設中でであるが、京都サンガのホームゲーム以外の活用策はあるのか。例えば、亀岡市や口丹の中学校の大会た体育祭等の学校行事
等に無料もしくは低料金で利用することは可能なかのか。

1 亀岡市の公共施設の整備について
共働き家庭が増加する一方、保育園に子どもを預ける家庭も多い。そんな中、保育園側は人手不足で対応できない状態がある。子育て世代が安心して働く環境を作
るために、夜間保育園等の設置を考えてはどうか。

2 学校の教育環境の整備について
本校は創立から３５年となり、校舎はもとより様々な施設の老朽化が目立っています。とりわけ、体育館の雨漏りやトイレについては早急な対応が必要だと思います。

1 国際人を育成するために 英語圏に住む中学生との交換留学など、教育支援をいただき、よりたくさんの中学生が体験できる企画の提案

2 観光客がより快適に利用できる駅とは
校区の馬堀駅で外国人観光客をたくさん見つけます。案内表示が不十分であったり、快速が止まらないなど不便さを感じます。スタジアム建設などより多くの観光客が
見込まれるが、その対策等について

1

「かめおかフォトグランプリ（仮）」の提案 市内の各中学校で、自分たちの校区自慢の風景や街並みの写真を募集し、「珍百景部門」「美しい部門」等を設けて表彰する取組の提案

2 子育てしやすい町づくり、移住の促進 公園の遊具を充実させ、子育て環境を整備することで移住促進につなげる施策の提案

詳徳中学校
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亀岡川東学園
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亀岡市議会中学生議会　意見・提言・質問等　　決議案用とりまとめ資料(2018.9.13現在)

亀岡中学校

別院中学校

南桑中学校

育親中学校

東輝中学校

大成中学校


