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広報広聴会議 
 

日 時  令和２年３月１３日（金）午前１１時～  

    場 所  第３委員会室  

  

 

１ わがまちトークに係る意見対応（委員会の状況）及びアンケートにつ

いて 

・千代川町自治会（２／８） 

 

 

 

２ その他 

 

 



テーマ：活気のある千代川町のまちづくりについて

参
考

報
告

調
査

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：Ｒ２．２　．８　　　 PM　７　：　３０　　
会場：千代川町自治会館　

意見・要望などの概要 当日回答内容 所管
対応

○たわわ朝霧や道の駅のようなスペースづくり
について
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駐車場の完備された大規模な施設を、千代川
インター付近につくったらどうか。
また、地元産物を使った飲食店や子どもたち
が遊べるスペース、避難所にもなる総合ア
ミューズメント施設をつくったらどうか。

ほ場整備を絡めて農業に活気が出るようにし
てほしい。

何を作ってどのように売り、後継者をどのよう
に育てるか。また、千代川町のほ場整備も含
め、地域の農業をどう進めていくのかが課題で
ある。
例えば果物など一つの土地で複数のものを作
り、新しいメニューにチャレンジすることが大事
であり、現在亀岡でも、数カ所でイチゴ作りの
水耕栽培が行われている。
亀岡全体で、いろいろな農産物を生産し、たわ
わ朝霧などで販売しているが、非常に品不足
で、５年で１０億円という目標を定めていたが、
近隣のまちからの仕入れもして、それでも品薄
で困っている。
後継者をしっかり育て、亀岡の農産物が広く提
供できるように考えていかないと施設をつくって
も非常に運営が難しい。
まちの生産能力なども考え、それに見合った販
売所ができるよう、皆さんと一緒に考えていき
たい。

産業建設 〇

○通学路の安全対策について

総務文教 〇

環境厚生 〇

産業建設 〇

○千代川乗船場について

産業建設 〇

１年を通して水遊びができ、キャンプ・バーベ
キューもできる場所をつくったり、地元産品も
販売できるようにしてほしい。
防犯や近隣住民に（不法投棄など）迷惑をか
けない仕組みづくりを徹底してほしい。
また、京都府と連携する中で、今後観光客に
乗船場に来てもらう施策はあるのか。

施策については、２年かけて亀岡市が考えて
いくということを聞いている。
また建物と船着き場はできるが、川と道路には
影響はないと聞いている。
保津川下りの遊船がそこから出発するというの
は現段階では決まっていない。
観光客にマナーなどしっかりと伝えられるよう
にしていきたい。今は多くの観光客が来るとは
思えないが、少しずつにぎわいができてくると
思う。
また、市議会としても自治会と連携してにぎわ
いをより良いものにしていきたい。
キャンプ・バーベキューなどができる場所につ
いては、河川敷が京都府の管轄であり、それも
踏まえて各関係機関と協議していきたいと思
う。

総務文教 〇
ルートの見直しや防犯対策をしっかり考え、ま
ち全体の安全対策をとってほしい。
また、各通学路の側溝にグレーチングがなく
（特に小林区）、通学時間にもかかわらず、ス
ピードを出す車も多く、非常に危険である。学
校付近のスピード制限や、時間帯に応じた規
制、また、一方通行を実施した方が良いと思
う。
高齢化が進み、免許を返納しても、過ごしやす
いまち・環境づくりをしてほしい。

これからは千代川町のいろいろな土地をどの
ように活用していくのかが課題である。
子どもたちが市道を歩くのは非常に危険であ
り、限界がある。
まちぐるみで見守り隊を増やし、安全対策を強
化したり、１０年後、２０年後の子どもたちやお
年寄りのために歩きやすい、住みやすいまち
づくりをどのように考えていくのかが大切である
と思う。
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環境厚生
〇
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【 令和２年２月８日（土） 】

千代川町自治会館 参加者 58 人 （アンケート回収数： 43 件）

合計５８人（アンケート回収数 ：４３件　回収率７４．１％）

●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 3 7%
40歳代 7 17%
50歳代 7 17%
60歳代 18 43%
70歳代 5 12%

80歳以上 2 5%
合　計 42 100%

※１名については無回答

●回答者性別状況
回答数 割合

男性 33 83%
女性 7 18%

合　計 40 100%
※３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 32 78%
２～３回目 5 12%
４～５回目 2 5%
６回目以上 2 5%

合　計 41 100%
※２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 2 4%
市の施策に興味があった 7 14%
議会に自分の意見を伝えたかった 3 6%
議員や自治会から案内があった 33 67%
その他 4 8%

合　計 49 4%
※「その他」の内容
自治会役員のため。
代理で出席するため。
さなざまな意見が聞きたかったため。

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。

高齢化対策。

レジ袋使用禁止。

福祉の充実。

観光・文化。

千代川乗船場。

Ｂ級グルメ（亀岡の名産品）。

サンガスタジアム by ＫＹＯＣＥＲＡの発展・活用法（試合以外含め）・駐車場等。

たわわ朝霧や道の駅のようなスペースづくり。

プラスチックごみ。

通学路の安心・安全。

高齢者の健康づくり。

ＪＲ千代川駅の改修。

運動公園などスポーツができる場所づくり。

今後の高齢者福祉（施設で働く人の減少など）。

千代川町の宅地開発・治安対策等。

●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。

意見のある方から順に発言してもらう方が良いのでは。

市民の要望の具現化。

地域の活性化。

市と協力し良いまちづくりをすること。

サンガスタジアム by ＫＹＯＣＥＲＡの成功から亀岡市の発展につなげること。

市の取組み事項・経過・結果を常に明確にすること。

市民の生命財産・健康を守ること。

市民の意見を議会で検討すること。

地元議員を通じて意見交換を活発にすること。

今回の形式は話しやすく、議員と直接接する良い機会となった。

初めての形式で意義があったと感じた。

議員の活動を身近に感じることができた。

議員の具体的な意見をさらに聞きたかった。

市民の意見を市政に生かしてほしい。

千代川町民として、市と結束してまちづくりをしていきたい。

亀岡ハーフマラソンのコースを千歳町方面に変更してはどうか。

経済の活性化。

●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。

●議会にどのようなことを期待しますか。

商業施設を千代川町にも作ってほしい（子育て世代として）。
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●誌面全体について

回答数 割合
ある 38 93%
ない 3 7%

合計 41 100%
※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 43%

どちらとも言えない 20 54%
充実していない 1 3%

合計 37 100%
※６名については無回答

→その理由など
紙面が変わり、分かりやすくなった。
各議員の説明事項・意思が明確である。
紙面が少ないため、詳細が分かりにくい。
一般質問と市の回答以外に、他の委員会の活動も知りたい。

（３）記事の内容は
回答数 割合

わかりやすい 21 57%
どちらとも言えない 15 41%
わかりにくい 1 3%

合計 37 100%
※６名については無回答

→その理由など
取組みを多く載せるより、的を絞って書いた方が良いのでは。
一般質問の回答のみでその後がない。

（４）議会の活動が
回答数 割合

伝わってくる 23 61%
どちらとも言えない 14 37%
伝わっていない 1 3%

合計 38 100%
※５名については無回答

→その理由など
各議員がどのような発言をしたか明確である。
基本的な知識が読む側になく理解が難しい。
議会活動の目標に対する結果が分かりにくい。
一般質問と市の回答がメインで書かれているイメージが強く、
日々どのような取組みがなされているか分かりにくい。

市民の声を掲載してほしい。

行政用語を減らし、分かりやすい表現にしてほしい。

人口増への対応は。

市民の身近な場所（スーパーなど）に議会だよりを置いてほしい。

議会だよりのデザインが変わり明るくなった。

挿絵や字体が変化し、紙面の印象が良くなった。

●市議会だよりに望むことはどのようなことですか。

◆ 議会だよりについて

●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。

議会活動の目標と結果を明確にしてほしい。

●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。

（１）市議会だよりを読んだことが

●改善すべき点があれば、お書きください。

小・中学生のインタビュー記事。
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意見交換会席
市民・各議員

　　　※参加人数によってグループ数を変更する。

＜次第＞

１．司会者あいさつ
２．自治会長あいさつ
３．開会あいさつ
４．わがまちトークについての説明
５．意見交換会開始
　（１テーマにつき〇分ずつ）
　　※各グループから出た意見や質問を集約
６．質疑応答
７．閉会あいさつ

会場イメージ図

司会者席

意見交換席
市民・各議員

意見交換席
市民・各議員


