
平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

ＣＡＴＶ
ＫＹＴのＴＶを視聴していたが、ネットの追加で、加
入金が 38,000円の設置費用があらたにいるとの近く
の電気屋の説明があったので、フレッツ光にした。

その費用は発生しないと思います.テレビのプランからネットの追
加のプラン変更の場合は手数料５００円が発生しますが、加入金
は発生しません。但し、宅内の配線工事費用は必要となり各住居
の状況によって異なります。

ＣＡＴＶ
ＫＹＴの危機と議会だよりに書いてあるが、私もＫＹ
Ｔに加入しているので、早くＮＴＴに乗り換えた方が
良いのか。

民間のＮＴＴが入ってきたことにより、インターネットの利用者
が減ると町の利益が減ることの危機を訴えたものです。町の担当
者は、町民にとって選択肢が増えたことは良いと考えています。

空き家対策
阿蘇ベイエリア空き家対策として、クリエイティブディレク
ターの田子氏や隈健吾事務所に依頼するなど期待してい
る。

ご意見として受け止めます。

空き家対策
四辻の廃屋についての対策を考えていただきたい。今後あ
のような物件は出てくると思う

検討したい。

空き家対策 空き家対策の調査結果は出ているのか。

空き家は与謝野町で５８５件あります。岩滝地域が１２７件、野
田川地域が２４１件、加悦地域が２１７件です。すぐに住める空
き家が３００件あり、、岩滝が８５件、野田川が１１０件、加悦
が１０５件です。修理すれば住める空き家が全町で１５４件あ
り、その内岩滝は３１件あります。岩滝地域は１１６件が修理を
含めて住める空き家です。岩滝は空き家対策がしやすいと思って
います。

環境
衛生プラントは黒字になっているか。効率よくやって
ほしい。

赤字経営だと思います。（一般財源　２５，４７６千円）

観光
プロモ－ションビデオで与謝野町をＰＲ発信している
が、後野子ども歌舞伎や各区の太刀振り・神楽等の文
化・歴史を入れるべき。

ＩＴを活用し、与謝野町ＰＲをネット発信しています。

観光
与謝野町の町名が全国に知られていない。ネット社会
でもあり、もっとアピ－ル発信を。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

観光 観光協会は新体制で一般化になったということか。
観光協会については、今まで各関係団体の代表の方で編成してい
ましたが、今回事務局長を外部から来ていただき、法人化を図っ
ていこうという目標ですが、あまり見えてこないのが現状です。

観光
他市町では観光誘客にＰＲ大使や吉本興業・大学等と
連携して力を入れている。色々な工夫をし、誘客に対
し真剣に検討しＰＲすべきである。

ご意見として受け止めます。

観光
阿蘇ベイエリアを含めて一般にははっきりと見えてこ
ない。田子先生を含めて議会はどのような見方か。

産業振興会議を聞きましても、議員にもわからないのが本当のと
ころです。乏しい財政の中で委託料だけ増えています。

観光

伊根町は人口が１／１０程度なのに、観光面では毎日
テレビに出ている。与謝野街も阿蘇海とか、一字観公
園とかもっと生かすことが必要だ。もみじ祭りも町全
体のものにする必要がある。

町のＰＲも下手だし、情報の発信が弱いと考えています。町が観
光を強化すると決めても、構想も十分描けていません。

観光

議員さんがすぐ答えが出来ますか。財政厳しい中、山の家
の指定管理料はどうなるのか。これからだんだん減るの
か、現状維持されるのか。山の家を議員さんももっと利用し
てほしい。

多くはない指定管理料で頑張っていただいていると思います。指定管理
料は、今後一層厳しくなると思います。利用については議会の皆さんに
伝えます。

観光

与謝峠のトイレが汚い、与謝野町の看板も上がってい
るし、観光客を誘客しても町の恥ではないか、誰が管
理しているのか。町民として恥ずかしい。それから新
町長になって色々と取り組もうとしておられるが、現
在ではよく分からないが、議員はどの様に感じている
のか。

与謝峠のトイレの所は全体を与謝区が管理委託を受けておられま
して、掃除もして頂いてると思いますが、議会の方から行政の方
に伝えます。新しい取組については、ソフト面ばかりでコンサル
だとか、有識者会議だとか、具体的にはよく分かりません。しか
し舞鶴港を拠点に観光客が多くなって７５％が京都へ向かい、丹
後にも少しはあるものの与謝野町にはないので、受け入れ態勢づ
くりを考えているのかなとも感じているところです。具体的には
もう少し見極めが必要だと思っています。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

観光

阿蘇ベイエリアの業者の策定委員に観光協会の方から
出ているが、第1回目の会合に町長が傍聴に来られたの
で、急きょ傍聴の許可をする事になった。おかしいな
と思ったが、傍聴が出来るのであれば議員も積極的に
傍聴に来て町がどういうことを考えて、なにをやろう
としているのかその実態を感じていただきたい。

この会の開催の連絡は今ところ聞いていません。議会の委員会の
中でも、議員にも案内を出すよう働きかけていきたい。

観光

ごく一部の限られた人が来ているので心配をしてい
る。その限られたかたの意見なりでベイエリアの方向
性を決められていいものか心配をしている。このこと
を議員さんが見ていない気がする。

ご意見として受け止めます。

観光

業者が決められて、今されているが、その方も８００
万円の予算が付いてやっているが、その８００万円が
もったいなくならないようにしてほしいような提案で
あった。公募が１社しか無かったが、みんなの採点で
ぎりぎり合格だった。ホームページにアップしてある
ので見ていただきたい。

このことの認識が浅かったので、改めてホームページを見てみま
す。

教育　
給食センターを利用しているが、岩滝小学校だけが自
校給食と聞いている。給食センターだけで良いので
は。

岩滝小学校だけが自校給食です。一本化するといった提案もさせ
ていただいています。自校給食の良さはありますが、時期がくれ
ば廃止にして、一本化されることもあるのではと思っています。

教育　
小学校の子持ちのお母さん方は、下山田地区には遊具
がある空き地や広場がないので要求したい。子育てす
るのには必要と考えます。

行政に伝えます。　（議会の対応）町長に文書で伝えました。

教育　
宮津の暁星高校を視察されたことはあるか。木造平屋
建てだが、非常に立派だ。加悦中学校でも木造の話は
でなかったのか。

全国的には９９％が鉄骨鉄筋コンクリート構造とＲＣ校舎。補助
事業の制約もあり、国との調整も必要。平屋では用地面積も倍以
上必要で建築基準法との関係でも難しい。特に山国でもなく木造
の話はでませんでした。

教育　 伊根町みたいに学費すべて補助するべきだ。 ご意見として受け止めます。

教育　
小中一貫校で学力を上げ「教育の町与謝野］をアピー
ルするべきだ。

ご意見として受け止めます。

3



平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

教育　
学校統合で、中学校はどうなるのか。加悦谷高校が廃
止された場合、ここに中学校を持ってきて、バスで通
学させればよい。

小学校は平成３４年となっていますが、野田川の小学校について
は、小学生の減少が予想より少なく、この年度には無理だと思い
ます。中学校は検討に入っていません。

教育　
２０２２年の小学校統合は計画通りできているのか。
先延ばしをしているのではないのか。

平成３５年度に旧町に一つの小学校を置く計画で、加悦地域は３
５年より早く一校の適正規模になります。野田川地域は石川地区
の人数が増えていますので、現状を検討し議論をします。次回の
時にはお答えが返せると思います。　（議会の対応）町長に要望
書を提出し、回答は別紙のとおりです。

教育　 岩屋小学校の休校に至る経過や住民感情を聞きたい。

岩屋小学校では、昨年９月頃からＰＴＡや区も巻き込んで、議論
され、町、教育委員会への要請を重ねた結果、平成２８年４月か
ら市場小への編入が決まりました。保育所も平成２９年４月から
廃止される。１年生が５名の中で女子が１名とのことで、親の立
場からは止むを得ないとのことで、今になると存続の声は聞こえ
てきません。

教育　
旧町でなく、与謝野町全体で統廃合を考えるべきでは
ないか。

旧町ではなく、与謝野町全体のバランスとして決められました。
例えば京丹後市でも６校にすると聞いています。併せて小中一貫
校にすると決められています。

教育　 小学校の統廃合の問題は？
来年度から岩屋小学校が休校し児童は市場小学校に通学すること
になっています。今後については具体的には早急の事案はない
が、統廃合に向けての議論はあります。

教育　
岩屋の判断は正しい。どんな小さな学校でもいじめは
ある。この子ども達を救うためにも、大きい学校に入
れることは必要だ。

岩屋の場合は、２年生の子どもが女子が１名ということからス
タートしＰＴＡでまとまり、区に上がってきました。現在では地
域でも異論はありません。

教育　
認定こども園の今後について加悦・野田川についての
計画は示されていないが？

各地域に１か所の認定保育園の計画です。

教育　
児童館は続けられないのか。平成２９年度に認定こど
も園ができた後の空いた保育所を児童館にできないの
か。

平成２９年度から新しい認定こども園が発足し、岩滝保育所は学
童保育に切り替わる予定になっています。但し、児童館と違い、
入所の規定があります。児童館はおやつ代が一回５０円の費用だ
けですが、学童保育では１か月３千円要ります。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

教育　
児童館の利用状況と、他の地域の利用状況は把握して
いるのか。子どもによって、学童保育を利用するのに
制限や条件があるのが納得できない。

学童保育が加悦地域と野田川地域にあり、開設の日数は２８５日
で、ちびっ子元気クラブが４４人、元気もりもりクラブが１２
人、にこにこ与謝クラブ１５人、三河内・岩屋学童クラブが１４
人、市場学童クラブが３４人、山田学童クラブ２４人、石川学童
クラブが２８人です。児童館は誰でも行けるが、学童保育は就業
証明書を出したり、利用するには一定の基準があり、条件がある
ので誰でも利用できることにはならない。

教育　
伊根町では小学校の給食の無料化をはじめ、保護者の
負担軽減に努めている。当町でも検討すべきでは。

当町では、認定こども園の開設に伴い、給食費も含めた料金設定
で保護者負担の軽減化を進めています。小学校・中学校について
は、今後の課題として、議会でも研究していきたい。

教育　
加悦中学校もそうですよ。何十億円と使って、そのお
金をどこかに回せばいいじゃないですか。

ご意見として受け止めます。

教育　

地方創生で審議されているが、まだまだ議論が進んで
いないと思う。住民が、自分の住んでいる所に誇りを
持つことが一番大事。子ども達も、自分が育ったとこ
ろに帰ってくる。

ご意見として受け止めます。

教育　

与謝校区の方の、中学校に通っている親が、送り迎え
をしているのをご存知か。事件があったかもわからな
いが、自転車道、与謝から滝までは外灯がない。送り
迎えを、私の子も今後中学生になったらしなければと
思っている。

与謝校区は小学校まで５ｋｍを超える。だいたい帰りは、小学校
は３時ごろに遠い子は迎えに来られます。保護者に非常に負担が
かかっていると理解しています。

行政
若者の残れるような施策をお願いしたい。行政の役割
と民間の役割を分担しながらやってほしい。

一旦子どもが都市に出ると,帰ってくれないので、そこをどう組み
立てるかが大事だ。町も、アペリスツイス大学への短期留学制度
や、リベラルアーツということで一流の講師を呼んでいます。与
謝野町は福知山、京丹後、綾部、豊岡等と等間隔にあり、近隣に
仕事が確保できればいい。

行政 町の将来の計画が不明確で目標がわかりづらい。 行政に伝えます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

行政

コンサルタントや有識者会議のメンバーに立派で偉い
人が多すぎる、すでに発想が陳腐化している。町をよ
くするなら今仕事でうごめいている人を選び、生の声
を聴くべきだ。何百万円もかけて提言する立派なコン
サルが何十もの自治体を掛持ちされても、本当の与謝
野町を思う生活に密着したビジョンが生まれないと前
進はない。

コンサルに依存が多すぎるとの声は出ています。

行政
現在利用している施設等の統廃合は難しい。行政は決
断大鉈がふり得るのか、議会としては。

議員も「個人地域」エゴを止め説得に当たります。

行政

町は,施策に完全を求めすぎているのでは。コミュニ
ティーバスなども小型のものでシンプルで良いので
は。空き家対策、公的な施設の建物の有効活用を進め
てほしい。

ご意見を町に報告します。

行政
徳島の町では、定住の窓口を設けている。与謝野町でも必
要であるし、議会でも検討する必要がある。若者が移住で
きるようにしてほしい。

定住問題についても議会でしっかり論議していきたい。

行政
機構改革が打ち出されたが、何か詳しいことがわかれ
ば聞かせてほしい。

機構改革については、野田川庁舎を廃止し、北庁舎を改造し水道
課と下水道課と住民環境課の配置となり、本庁舎は総務課、安心
安全課、企画財政課、商工観光課、建設課、会計室、住民係とな
ります。加悦庁舎については税務、福祉、保健、農林、子育て支
援、社会教育、学校教育、議会事務局、ＣＡＴＶセンター、住民
係の課が配置されることになっており、少しずつ準備を進めてい
ます。野田川庁舎は北庁舎を残し本体は解体することになってい
ます。

行政 指定管理と業務委託について知りたい。

指定により公の施設の管理権限を委任するのが指定管理で、私法
上の契約に基づくものが業務委託です。岩滝ではクアハウス，一
字観公園、火葬場が指定管理、母と子のセンターが指定管理で、
クアハウスで指定管理料が年間約２３００万円です。

行政 庁舎も大きなビジョンでやってほしい。
全体としては、総合庁舎の意見が多いと思っています。山添町長
は任期中に方針を出すとのことですが、昨年から基金積み立ても
始まりました。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

行政
野田川庁舎改修に４千万円が書いてあるが、無駄では
ないか。庁舎整備も大事だが、現存するものを利用、
活用することにしないと全部税金だ。

２.５庁舎とし、既存の建物を利用した中で、総合庁舎方式にして
いきたいと方向性が出ました。そうした中で、野田川庁舎の本庁
舎は大変古い。機構改革が進む中で、本館を取り壊していかなけ
ればならない。移設費用等も含めた費用であり、無駄に使ってい
るものではないと認識しています。

行政
大きな問題として、学校統合と庁舎問題があるが、学
校問題が先行しているが、庁舎問題は議会ではどう
なっているのか。

庁舎問題は議会では議論していません。庁舎問題は任期中に一定
の方向を出すとの町長の公約でもあり、余り遠くない時期に結論
が出されると思います。学校統合は平成３４年にやるとの方向が
出されています。平成２２年の推計とは異なり野田川が意外に
減っていません。教育の機会均等の立場で、加悦のみの先行は見
送られました。新しい方向が出るのではと思っています。

行政 町政１０周年の記念イベントはどうなっているのか？ 行政に伝えるようにします。

行政
若いものが帰っても全く特典や支援がない。Ｕターン
Ｉターンをどう考えているのか。帰った若い人には精
いっぱいの支援がほしい。

まったく手がついていません。

行政
町長が就任されて２年近くになるが、すべてが岩滝・
岩滝というふうになっていると感じるがどうか。

そのようには考えていません。実施事業がたまたま岩滝であっ
て、町全体でどうあるべきかを考えています。

行政

人口６万人の天童市でふるさと納税額が１３億円と聞
いた。伊根町では同窓会の送迎までして、ふるさと納
税につないでいる。「ポイントは半額返しだ」現在の
１４５万円は余りにも少ない。特産にコメを入れて頑
張って欲しい。

議会でもかなり発言があり、町長が代わって、特産品をつけるこ
とで少し増えてきました。引き続き提案していきます。

行政
ふるさと納税を、例えば荒廃した里山の整備に使うと
か目的を掲げてはどうか。

今は、区を指定してふるさと納税をしてもらう方法もとっている
が、施策の指定が出来るよう提案したい。

行政
公務員であっても選挙に行きましょうという行為は必
要である。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

行政
人を育てるとはどういうことか。町長の産業振興の話
も聞いたが、金額をきくと数千万円であった。そんな
ことでは人は育たない。

国の地方創生では［まち、ひと、しごと］になっていますが、町
は「ひと、しごと、まち」と並び替えて、人の重要性を訴えてい
ます。アペリスツイス大学への留学、リベラルアーツを人材育成
の柱にしています。

行政
町職員をもっと減らせ。正職員は減じているが、臨時
職員が増えている。人口が減っているのに職員が増え
ていることをもっと追及をするべきだ。

近年ＤＶ対応など多面的な事務が増えてきているのは事実であり
ます。

行政

野田川庁舎も宮津庁舎も同じ形で、宮津庁舎は壊さな
い。ある程度きれいにしてあるので使えるのですよ。
なんで壊さなければならないのか不思議で仕方がな
い。

ご意見として受け止めます。

行政

野田川庁舎はどこまで取り壊すのか、本当に耐震の調
査をしたのか。木造で４０年、鉄筋で８０年と言われ
ている。科学的に調査してほしい。野田川庁舎の外壁
が壊れている。

すでに壊す話が進んでいます。

行政

前町長が耐震構造になっていないといったのがスター
トと思う。宮津の庁舎設計も建設業者も一緒と思う。
なお宮津は３階建てだ。壊すことが本当に必要か、町
にとってプラスになるのか。加悦鉄道も観光資源とし
て残っていればの声もある。民意を聴かずに決めるか
らだ。先では丹下健三氏の設計とのことで観光資源に
なる。

今日まで大きな地震もなく無事に来たのが不思議と言っていま
す。１９５６年頃が耐震の境目と考えれば止むを得ないと思いま
す。旧加悦町時代の体育館と若者センターも丹下氏の門下の大沼
氏の設計です。現在宮津市がどうあれ、野田川庁舎に手を入れる
必要があります。

下水道
下水道への温江地区の接続率が４５％の説明があった。住
宅改修補助制度の復活を望む声が上がっているか。

議会の中でも声は上がっています。この制度を利用して、下水道に接続
された方は多いのではないでしょうか。行政に伝えます。　（議会の対
応）町長に文書で伝えました。

下水道

与謝区は、今後合併浄化槽での処理しかできないが、
京丹後市では、この設置を市がやり、その後の負担も
市がやってくれると聞いている。このような取り組み
をしないと環境改善は進まない。

京丹後市の例は最近聞きましたが、環境改善の取り組みは重要
で、合併浄化槽の推進に取り組める体制が必要です。

建設
孫六橋が車が通れない。町の橋なので改修をしてくだ
さい。

（議会の対応）町長に文書で伝えました。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

建設

府道５３号線の網野・岩滝線は、平成に入って京都府
が道路の拡幅を計画したが、地元の同意が得られない
ことにより進んでいない。緊急時の道路として大変大
事な幹線であるが、議会では話題に上がっているの
か。

京都府の計画はトンネルを開ける方法と河川を塞ぎ、山を削る方
法とがあり、地域と協議して検討すると聞いていますが、今のと
ころは未定であり、議会では検討をしていません。　（議会の対
応）町長に要望書を提出し、回答は別紙のとおりです。

建設
男山水源地の環境整備はどのように考えているのか。
現場を見に行ったことがあるのか。

蛇谷堰堤の整備は、２～３年前に担当委員会で現地を視察してい
ます。現状を担当課に確認し報告します。　（議会の対応）町長
に質問書を提出し、回答は別紙のとおりです。

建設
環境整備(道路や側溝等)が、重伝建エリア内の規制で
出来難い。別枠で特化した予算化を。

ご意見として受け止めます。

建設
野田川河川敷の通路の拡幅の要望をお願いしたい。堂
谷橋の水門がないので京都府に堤防を通行できるよう
にお願いしたい。

行政に伝えます。（議会の対応）町長に文書で伝えました。

建設
縄手地域の街灯がLED化で明るくなった。防犯的にも非常
に良いことだ。全町的にLED化を急いでいただき、増やして
いく必要があると思うが。

町内には約４，２００灯の街路灯・防犯灯がありますが、現在約１，０００
灯がＬＥＤ化となっています。ご指摘のとおりであり、委員会や議会でもＬ
ＥＤ化の促進を指摘しています。

建設
自転車道のLEDの問題は、農業の方には明るすぎると稲が
休めないと言われるが、僕は増収になると思う。研究する必
要があるのでは。

ご意見として受け止めます。

建設

加悦但東線は雨量によって道路は通行止めになるが、兵
庫県への抜け道として必要だ。ここ２年ほどは予算がつい
ていないが、主要な路線であり、議長や議会を通じて実施
できるようにしていただきたい。

降雨の通行止めに関して、道路改良は今田議長も毎年のように取り組
んでおられ、議会としても同じように頑張っていきたい。　（議会の対応）
町長に要望書を提出し、回答は別紙のとおりです。

建設 加悦の方では、まだ通れる橋を架け替えている。
理由や根拠があってやっています。加悦奥川の通水能力が低いた
め、防災上の河川改修工事によるものです。

建設
高速道路が来年開通する。石田区が許可を与えるのに
３年かかった。大きな協力をしたんで環境整備、河川
改修、道路も一番にお願いしたい。

高速道路は大きな効果で、車の数は平日でも５０％増えていま
す。石田区民の皆さんに感謝します。地域要望は年間８００件ほ
どあって１４０件ほどを実施しています。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

建設
高速といっても自動車専用道路だ。町の合併も北都信
金のような範囲の合併を考えてほしい。

国でも、鳥取、島根に繋ぐ高速道路や、新幹線も、北陸から舞鶴
の案も出ています。将来の合併の話はわかりません。

建設

鮭の遡上の観察・交流等を子ども達と一緒に取組んで
いる。野田川堤防の草刈をこまめにしている。期成同
盟の草刈の検討や、野焼きが出来る方向に取組んで欲
しい。

ご意見として受け止めます。　（議会の対応）町長に文書で伝え
ました。

建設
東町板列神社前の水路に土砂が堆積しているが、浚渫
できないか。下流の暗渠に溜まる。

調べて、行政に伝えます。　（議会の対応）町長に質問書を提出
し、回答は別紙のとおりです。

建設

阿蘇海周辺の再生プロジェクトで、子どもたちが男山
川や三田川の河尻や阿蘇海にも入れるようになり、阿
蘇の海を楽しめるようになれば嬉しいと思うが、議会
はどのように考えているのか。

行政から、阿蘇シーサイドパーク再生の具体的な提案が出ていま
せんので、議会の統一した見解はありません。

建設
男山川の整備で生えていた木が切られているが、切っ
た材木がそのままになっている。整備も一か所しかで
きていない。水害の発生時に不安を感じる。

男山区長の答弁→男山川、三田川、他も含め四つの川の整備を男
山区が京都府民公募型事業に申請して、一社の業者で材木を取り
除いています。順次、浚渫も進んでいきます。

建設 男山川に数本切らずに残っているのはなぜか。
現場を確認して、ご意見を町に報告し回答します。　（議会の対
応）町長に質問書を提出し、回答は別紙のとおりです。

建設

議会だよりでも加悦中学校の改築がクローズアップさ
れているが、今、旭化成の杭の問題が出ている。与謝
野町の公共事業では、該当する杭工事はないのかどう
か、町は把握されているのか。

担当課に確認して報告させていただきたいと思います。

建設
建設関係でも与謝野町は厳しい。くじ引き入札で当
たった人が、仕事を持っていく。追加工事、変更工事
が出たときは、速やかに金の支払いもしてほしい。

請負の関係は、４月から最低制限価格の事前公表を取りやめたこ
とで、くじ引きは減っています。追加や変更に当たっては速やか
な措置を要請します。

建設
浚渫した土の処分方法で、ゴミ焼却地の建設現場に
持っていくことはできないのか。

用地に適した土があると思うが、建設課の方にも聞いて、そうい
うことが可能であれば、地元の業者も仕事が増えることになりま
す。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

交通安全
道の駅のところの感知式信号、感度が悪く変わらない時が
ある。早急に直して頂きたい。

今おっしゃった信号機につきましては、持ち帰って対応させていただきた
い。

交通安全

子供たちが通学に使う横断歩道の塗料が剥げてしまってい
る。小学校の方からでも言ってもらったらと、話もしていた。
旧加悦町でも、白線が消えて中央線がわからないところが
多くあると思う。白線も引き直していただきたいと思ってお
り、議員さんからもお願いしていただきたい。

通学路の安全対策をご指摘いただきましたが、町の方でも府道、そして
町道などの状況把握している部分もありますが、ご指摘いただいた場所
が対応できているのか、担当課に確認したいと思います。　（議会の対
応）町長に質問書を提出し、回答は別紙のとおりです。

広報

町の広報紙の表記でやたら横文字が多いので高齢者には
理解できない部分があると感じている。又ホームページで
表示しているとしているが見ない人のほうが多い。違う方法
で周知することを考えていただきたい。

横文字に関しては私たち議員も感じているところです。町に対し申し出を
します。　（議会の対応）町長に文書で伝えました。

広報

先ほど野田川の話が出たが、野田川改修期成同盟会が
あるが野田川地区、岩滝地区から代表が出ていない。
入れるべきだ。それと熊情報があるが大変危険なの
で、農林課の問題ではない。住民の安全の為に行政か
ら告知するべきだ。

加悦奥会場では熊情報は町から区長へ入り、区長から区民に告知
するとのお話でしたが、石川区での話は危険は町民なので町から
告知するべきとのご指摘であろうと思います。このお話は持ち帰
りまして議会で精査して行政へ要請していきたいと思います。
（議会の対応）町長に文書で伝えました。

広報
大学生の駅伝が実施されるが、（２０校）広報的なこ
とができていない。当町の出身の子供たちも５から６
人程度いる。

行政に伝えるようにします。　（議会の対応）町長に文書で伝え
ました。

子育て
いま一番大事なことは少子化対策ですので、予算配分
を考えて子どもが増えるような事を考えるべきだ。伊
根町が保育料の無料化、給食費もやっている。

ご意見として受け止めます。

子育て
保育園が認定保育園になるとのことだが、その流れを
知りたい。

現在、保育園は厚労省、幼稚園は文科省と所管が異なるが、認定
こども園ではどちらもの良い面を取り入れての運営になります。
町も子育て応援課に再編して対応することとしています。認定こ
ども園として、一日も早く統合出来るよう支援していきたい。

子育て
認定こども園ですが、宮津市では民間がやっている
が、行政がやるだけではなく、当町では民間委託など
の様なことは考えておられないのか。

貴重なお話しを頂いたと思いますが、今後はその様な方向も出て
くるかも知れませんが、与謝野町ではまだその様な議論は出てお
りません。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

子育て

地方創生の件で色々事業をしておられて、その会に参
加しているが、議員の顔が見えない。もっと出席する
べきではないかと思いますが。それと認定こども園に
なると、幼稚園教育の質が落ちるのではないかと心配
している保護者が多いので、そのあたりはどの様に考
えておられるか。

今回の地方創生は、各自治体の知恵くらべで、何気ない創生では
交付金が下りてこないので、行政もコンサルと共に色々知恵を集
めて創生戦略に取り組んでいるのではないかと思います。議会も
その戦略が将来のために確かなものなのか見極めが大事だと思っ
ております。それと認定こども園になったら幼稚園としての質の
問題ですが、私はむしろ高度化するのではないかと考えていま
す。例えば三河内幼稚園の運動会を見ておりましても、幼稚園
児、保育園児に合わせた競技をしています。保育園児が幼稚園児
の競技を見てマネをしようと頑張ります。その様に考えると保育
園児なりに力をつけるのではないかと思い良いことだと感じまし
た。

子育て

認定こども園が出来ることによって、岩滝の児童館が
廃止されると聞いた。学童保育は負担金がある。良い
施設は残すべきだ。議会では廃止に反対された経過も
あり、昨年の議会懇談会でも反対するといった議員も
ある。

児童館について、議会ではまだ議論していません。

子育て 保育所の乳児の入所に所得制限があるのか。 家庭で保育ができないなどの条件が必要です。

子育て
共稼ぎの若い夫婦の子どもを保育できる状況にあるの
か。

待機児童はないと思います。

子育て
他市町の共稼ぎの子どもを預かるような保育の制度を
つくり、子育てのしやすい環境で、他市町からの転入
者を増やし少子化に対応すればよい。

現在認定こども園を進めています。平成２９年度岩滝でスタート
します。

ごみ問題
ごみの有料化問題について、減量ができなければ料金上
げますよ的な懲罰的なやり方はひどい。

ご意見として受け止めます。

ごみ問題
木や草を燃やせば、可燃ごみはもっと減る。野焼きも警察
がうるさくなった。罰金30万円と聞く。

消防署に連絡しておけば、木や草も燃やせます。灰の飛散や火事には
注意が必要です。灰は栽培に役立ちます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

ごみ問題

温江の工場の、臭気・粉塵で１０数年困っている。以前より
だいぶ良くなったが、いまでも１９軒記録用紙を提出してい
る。保健所、町、工場との話し合いをもっている。もっと良く
なるよう議会も対処してほしい。

住居の環境は大事なこと。委員会でも現状を調査し、また必要なら現地
も見たいと思います。

ごみ問題 ダイオキシンの管理はしっかりやっていただきたい。 ご意見を町に報告します。

ごみ問題

男山最終処分場では、焼却するものが多くあり過ぎて
焼却せずに埋め立てているが、焼却炉の稼働日数を増
やして焼却することは出来ないのか。
平成３０年から新処分場になるので、宮津の処分場の
ように厳しい持ち込み規制に男山処分場も取り組むべ
きだ。

住民環境課長の答弁では、夏場は焼却物が多いが冬場が少ないの
で、年間を通すと週３日の稼働でやれています。埋め立てに焼却
物は入れていないと聞いています。再度調査します。　（議会の
対応）町長に文書で報告しました。

ごみ問題

ごみの説明会に行けなかったので説明が聞きたい。事
業系のごみの扱いはどのようになっているか。近くの
企業の場合、われわれと同じように燃えるごみでどん
どん同じ日に出されている。

説明会では、当初区長さんにおろされた段階では、ごみ袋を３倍
に値上げする話であったが、ごみの現状と１年間ごみを減らすこ
とについての協力要請がされた。目標は４割減と聞いています。
具体的には紙類をリサイクルに回すことと、生ごみから水分を抜
くことです。事業系についてはご指摘のとおりです。

ごみ問題
資源ごみの説明会に行けなかった人には、ＣＡＴＶで
も説明がしてほしい。

町報等により説明するよう担当課に伝えます。

ごみ問題

ごみ問題で、実質的な値上げが検討されている。不燃
物の持込で、奥滝はなかなか厳しい。不法投棄も多い
のが現状ではないかと思う。減量もなかなか難しいと
思うが。

ゴミの減量化が言われており、４０％減量ができれば値上げしな
くても良いと住民説明会をしています。努力してどれだけ減量化
になるかわかりませんが、努力していかないといけないと思いま
す。

ごみ問題
ごみは資源であると全住民・会社等に対し具体的なご
み減量化を示し、呼びかけること。

議会で説明を受けましたが、まだ具体的案が示されていません。

ごみ問題 ごみの収集について従来通り同じなのか？ 従来通りです。

13



平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

ごみ問題

ごみの有料化の話が減量化に変わった。ごみが足らな
くなるとどうなるのか。平成３０年に建設できるの
か。止めるということは再燃するときにダイオキシン
はどうなるのか。また燃料が必要と思うが。稼働はで
きるのか。

土・日曜日を止めるようにして対応すると聞いています。水のあ
るごみは、メタンガスを発生させてバイオ発電する予定と聞いて
います。燃料等の余分な経費が掛かると思います。平成３０年稼
働の予定で、用地買収等の話が詰まってきたと聞いています。

ごみ問題
ごみ（除草した草木）を燃やしては、いけないという
ことは理解できない。

消防署や役場に報告してからなら燃やしても、罪とはならなりま
せん。

ごみ問題 ごみを出さなくする取り組みも進んでいるのか。
今、住民環境課がごみの減量化に取り組んでいますが、新施設で
は安定的に運転できるごみの量も必要でジレンマになっていま
す。施設建設費の市町負担割合は人口割合で決めています。

ごみ問題
ごみの有料化は賛成だが、説明会でオムツは無料にす
ると言われた。矛盾を感じる。有料で良いと思うが。

オムツは努力をしても削減できないので、町が配慮したと思いま
す。４０％ゴミが減れば有料にしないだけでは、ゴミの減量化の
計画が見えてこない。このオムツの意見は持ち帰り検討します。
（議会の対応）町長に質問書を提出し、回答は別紙のとおりで
す。

ごみ問題
ごみの有料化は、４０％の減量化が図られたら、しな
いと聞いているが。

そのように聞いていますが、それに向けた具体的な取り組みや計
画は何もなされていません。

ごみ問題

火葬場は、最後の人間の尊厳に関わる部分なのに、死
ねば金儲けを会社がするのはモラルの問題だ。なんで
業者に頼むのかもわからない。供花の問題も、横領罪
になるのではないか。

正職員が退職するので、後任もないし指定管理にしたいとのこと
でした。供花の問題は以前からというのが問題です。しかも、会
社へのペナルティが戒告とか訓告は職員にする話で、まったく理
解が理解できません。横領と言われても仕様がない行為です。

ごみ問題
資源ごみの収集は、現在の回数が必要か。にしがきや
ゴダイでも新聞、雑誌は持ち込める。このような方法
も検討しながら町の負担を減らせないか。

ゴミの説明会では、まず減量化に取り組んで欲しいとの要請がさ
れたが、高齢者世帯が増加する中で、規制緩和を考えることも必
要です。収集体制の検討を含めて担当課に要請します。

ごみ問題
燃やすごみの減量化を考えると、紙だけの収集袋が
あってもいいのではないか。

担当課に検討してもらいます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

ごみ問題 宮津市と当町のごみの分別が違うがどのようになるのか。
宮津市は小さな電気器具でも引き取っています。分別の仕方が宮
津は緩く、高齢者には分別が一番難しいので規制緩和が必要では
ないかと思います。

ごみ問題
新ごみ処理施設の工事金額の増加についての不安、税
金の使い方は問題はないのか。

労賃資材などが高騰しているのは事実です。バイオ発電施設の分
が増えている。 （議会の対応）町長に要望書を提出し、回答は
別紙のとおりです。

ごみ問題

ごみ処理場のＤＢＯ方式の契約について聞くが、町は
ごみの有料化についてごみを減量すれば安価になるよ
うな話をしているが、ＤＢＯ方式の契約条件によって
は、ごみを減量しても結果的に安価にならないので、
組合議会でしっかり議論をしてほしい。私の言ってい
ることが違うと思うか。

言っておられることは、間違いだとは思っておりません。その事
は契約までに我々もしっかりと議論をしなければならないと思っ
たいますが。ＤＢＯ方式で進めることは決定しています。現在で
は業者選定段階で契約まで進んでいませんので、今後の議論では
ないかと考えており、貴重な意見だと思います。

ごみ問題
メタンガスのごみ処理場は、爆発の危険があるのでや

めてほしい。発電はやめてほしい。

メタンガスを発酵させて、タービンを回し発電する日本で３番目
の最先端の施設、爆発の話は全く聞いていません。小規模な事故
は起きています。

ごみ問題 不燃物も一緒の施設にしてほしい。
マテリアルリサイクル施設の併設の計画があります。３０億円だ
が明細を求めています。

ごみ問題 説明会も、流域全部の地区でやってほしい。
行政に伝えます。　（議会の対応）町長に要望書を提出し、回答
は別紙のとおりです。

ごみ問題
ごみ問題（プラント）はどういう組織で検討され、決
定されるのか。

宮津与謝環境組合議会で審議、議決されて本町の議会に報告され
ます。大きな問題なので、本町議会議員の意見を確認して決定し
てもらうよう要求しています。

ごみ問題 プラント建設額がその都度上がるのは理解できない。
９７億円は見積の上限額で、償却＋バイオガス化施設７３億円余
（税込）、リサイクル３１億円です。

ごみ問題
３０数億円かけるメリットはあるか（リサイクル施
設）。

今後リサイクルの内容等を確認します。

ごみ問題 ２２０億円は何か。
総額２２７億円、施設建設費９７億円と２０年間の運営管理費１
３０億円です。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

ごみ問題
リサイクル事業は赤字にならないか。共部全体を取込
む大事業にしたらどうか。

マテリアルリサイクル５時間、１３ｔ、年間３，３５０ｔ可能。
他は何もわかりません。

ごみ問題 先行自治体の様子は。 南但クリーンセンターを見学しました。

ごみ問題

ごみ問題に関し，除草した草木をごみ袋に入れて出し
ている。有料化して高額になれば除草もしなくなる。
畑を借りて除草してお金を払うとなると、耕作放棄地
がますますできると思う。

ご意見として受け止めます。

ごみ問題

新ごみ処理施設の形、何でもブチ込める溶融炉型のも
のになるのか、小型のものも開発されてきていると聞
いているが。建物関係に多くの金額がかかるようであ
るが。

新施設はストーカー＋バイオ発電で行うこととしています。分別
は今までどおり行います。この事業はＤＢＯで行います。

ごみ問題 広域ごみ処理施設建設の財源はどうなるのか。 与謝野町は合併特例債を使う予定です。

ごみ問題

ごみ問題ですが、バイオガスで発電するということだ
が、燃料にするのに何故有料化になるのか。天ぷら油
でも燃料になり、無料で集めて燃料化して販売してい
るが。

確かに売電するのに有料化はおかしいとは思いますが、その事に
よってコストが安くなるとか、そういったことも考えていかなけ
ればならないし、意見として持ち帰りたいと思います。

ごみ問題

１市２町で進められているごみの新処理施設の建設予
算は９０億円以上と聞いているが、使用可能な年数の
目途は。また、各地区を回られ有料化の説明がされた
が、町民の反応は。

一応の目途としては２０年と聞いています。今後の進行について
は、議会として内容チェックの強化を図りたい。有料化について
の町民の方の反応は「一定の理解は得られたのではないかと感じ
ている」との報告は聞いていますが、その件についてもしっかり
とチェックをしていきたい。

財政
平成２６年度決算認定は評価されているが、借金をし
て黒字を計上している。民間から見ると自転車操業の
ように見えるが。

収入のおよそ５０％は交付税であり、それが６年後には８億円程
度減少し益々厳しさを増します。

財政
このような状態で、持続可能な町財政が維持出来るの
か、議会としての見解を聞く。

施設白書により町内公共施設の統廃合をします。経常経費の削減
に努めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

財政
合併１０年で地方交付税も減り、財政の見直しで一律
５％カットも考えることと、既得権に縛られないでほ
しい。

スクラップアンドビルドで考えます。当面公共施設白書でこの見
直しが課題と考えています。

産業
産業振興でビ－ル醸造は設備面が高額で、地元民間で
はできない。ホップ栽培のみを主にすべきである。
豆っこ米にしても、現生産規模が小さく限界。

ご意見として受け止めます。

産業

平成２７年度の予算の中で、ホップの予算が８７０万
円となっているが、民間が先に事業を起こして、それ
に補助金の適応をするのではないのか。今しているこ
とは逆だと思う。販路や収益の計画はしっかりできて
いるのか。

事業者があって行政がそれに補助金や応援をしていくのが普通だ
が、地域農業者の要望もあり、地域創生政策の中から出てきた
ホップ事業です。地ビールだけでなく、醤油や酒屋さんがホップ
を使って酒を造る動きもでてきています。議会はきちっとチェッ
クしていきます。

産業
豆っこ米を耕作しているが、今年は肥料購入が制限さ
れた、これでは生産量が増やせない。どの様に考えて
いるのか。

現在の機械で最大４２０㌧の能力はありますが、機械も老朽化し
ています。機械の良好な状態で生産するのは３００㌧くらいが良
好で、今までは耕作面積が少なかったが、現在では豆っこ米耕作
面積１３０㌶となりました。当町の水稲耕作６００㌶その内１３
０㌶が豆っこ米と言われています。有効肥料面積１００㌧で３
２．５㌶と分析すると肥料が足らなくなり、今後肥料の生産事業
の在り方が問題です。議会でも農林課に意見をしている状況で
す。

産業

ＴＰＰは、今後進めることになったが、　外国からどんどん安
いものが入ってくる。町では畜産は少ないので、肉が安くな
るとありがたいが、米は採算が取れなくなると思う。　与謝
野町の中山間地は荒れ、道路や水路は崩壊する。議会とし
てはどういう対策をされるのか。意見を聞かせてほしい。

安倍総理は、いいチャンスだからこれを生かそうと、水田は守りたいとい
うのが方針です。豆っこ米を作ったら、百姓がやっていけるのか。商工
会でも言っていましたが、農協ではなく自分の力で売っていく。そういう
動きも出てきています。いろいろアイデアを出して頑張りましょう。

産業

ホップの件、京都の業者に委託をされて『与謝野の挑
戦』のネーミングで出ているみたいですが。地ビール
戦略で成功した処を私は知らない。そこに与謝野町が
いくのかが疑問に思っている。

３年間のホップ試験栽培の予定でやっています。与謝野町がビー
ルの醸造に直接関わることはしないと聞いています。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

産業
町には、農地や山林が多くある。特性を活かした取り
組みが望まれるが、議会としての考えは。

豆っこ米の更なるブランド化には尽力する必要があると感じてい
ます。現在試験栽培を進めているホップをはじめ、いろいろなバ
リエーションの中で農業振興の取り組みがなされています。議会
としても研究し中身の精査を図りたい。

産業
桑の葉の話があったが、大葉や柿やもみじなどの葉っ
ぱも需要があり、農業施策にも活かせれるのではない
か。

議会としても勉強し行政に提案もしていきたい。また、丹後地域
ではトマトをはじめ新たな産品の商品開発も進められています。
町にあった農業振興に尽力していきたい。

産業
産業振興プロジェクトについて、織物対策・農業対策と検討
しておられるようですが、関係業者にとっては必要なのかも
しれないが、それ以外は歯がゆい思いでいる。

ご意見として受け止めます。

産業
雇用問題に関しＩＪＵ（移住）として提言してあるが、現実的
に仕事があるのか？

ご意見として受け止めます。

産業
今までの産業に代わる代替のものを考えていかなけれ
ばならない。

ご意見として受け止めます。

産業

天橋立の松並木は真冬でも観光客が散策している。与
謝野町では観光では難しい。現実的には土木や建設関
係とかで働くしか仕事がないので、新しい産業を興し
て、高校を卒業生してすぐ出ていくとなかなか帰って
こないので、働けるところが必要。

ご意見として受け止めます。

産業 各議員に問う、町の基幹産業は何か？

（伊藤議員）農業です。（塩見議員）産業には入りませんが、福
祉が大きなウエイトを占めています。（小牧議員）昔は織物業で
あったが、今はありません。ＧＤＰでは公務員関係がトップで
す。（藤田議員）今はありません。

産業

地方創生について、桑の葉だとか、ホップとか言われ
ているが、京とうふ とか、ファーマーズライスとか第
３セクター と聞くが、今どんな状態なのか、今でも第
３セクターなのか。

京とうふは第三セクターではなく、企業誘致するために当時一部
出資をしましたが、単独の企業です。ファーマーズは今でも第三
セクターですが、現在は業績を順調に延ばしておられ、雇用も５
０人くらいと聞いています。今後は独自経営がして頂けるような
方向に向かわないと地域経済の活性化とは言えません。第三セク
ターの見直しを行政に言っているところであります。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

産業

与謝野ブランドを売り出されているが、もっと広く丹
後ブランドを売り出すべき。丹後ちりめんをはじめ、
丹後は全国ブランドだ。丹後創生を図るべき。国から
の補助事業もあるが、必ず町の負担もある。コンサル
の企画書は要注意。議員も心してほしい。

ご意見として受け止めます。

産業

与謝野ブランドで、織物の付加価値を付ける・まゆを
作る等の話を聞くが、既に２０年前に行った結果があ
り、もっと織物技術のある人々の意見を聞きメンバー
に入れ協議すべきである。

現在与謝野ブランド実践者会議をされています。織物と農業(ホッ
プと豆っこ米)振興中心に、阿蘇シ-サイドパ－クエリアの活性化
を図るとのこと。補正予算でラオス行きが出ましたが、議会では
修正対応しました。

産業
ちりめん街道のイベントが行われたが、丹後ちりめん
の地元で古着販売・ウ－ル地着付け等あり、本物志向
で真剣に活性化を考えて欲しい。

ご意見として受け止めます。

産業

以前は町の基幹産業は織物と農業、現在では議会はど
の様に認識しているのか。地方創生をどう考えるか、
人材育成は当然だが、何か産業の育成も考えてほし
い。加悦高に特色がない、福祉の町を目指すなら福祉
学科など一体となって連携がとれないか。

基幹産業であった織物が４％を切る減少となりましたが、今でも
織物と農業は当町の基幹産業で、その他電子部品加工、機械加工
などがあり、地域経済を支えていますが、現在織物の出荷額は３
０億円弱と農産物出荷額１４億１千万円と重要な産業です。町長
は新たな産業創出の為の取組を打ち出していますが、まだ成果が
見える状況にありません。加悦高の特色の問題は今後について大
変貴重なご意見と受けとめ議会でも考えてみたい。

産業

よさのブランド戦略を田子学さんを迎えて、グランド
デザインを含めた活動を１年限りの予算５００万円で
やっている。期待をしている。田子さんを利用して一
皮むければ良いなと思っている。

ご意見として受け止めます。

産業

桑の葉の研究が進められていると聞いているが、環境
や生体等いろいろな分野で大変難しいことは事実であ
る。ラオス行の話も含め、計画的にかつ方向性を定め
取り組むべきでは。

町長のラオス行については、９月定例会で予算が通らず一旦は中
止になりました。養蚕の研究や取り組みは、自治体や個人有志等
でも行われています。議会でも現実性も含めしっかりと勉強し
チェックしていきたい。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

産業
企業誘致をできないか？サラリーマンの働く場がない。定
年を迎えた後にもう少し働きたかっても場所がない。京都府
とも連携しながら誘致を進めていただきたい。

ご意見として受け止めます。

産業
第２の柱に仕事づくりとして高速道路もついたので、
当町でも企業誘致のような動きはあるのか。

昔のじゅうたん工場跡に企業が入って来られる様だと聞いていま
すが、他には今では特にありません。企業誘致も難しい時代に
入ってきております。

産業

企業誘致も必要だ。専門職員を町に置く必要がある。空き
家対策もだが、真剣になって職員も取り組んでほしいし、議
会でも言ってほしい。住むところ、働く場所、これは取り組ん
でいくべきだ。

山添町政になってからは、企業誘致も進んでいる雰囲気があり、１社来
られるようなことを聞いています。

産業

商品券事業は私が聞いている範囲では株式でいうイン
サイダー取引で、決して許される行為ではない。商工
会さんのモラルも問わんならん。町のトップの責任の
追及が出来ていない。ぬるすぎる。

議員も同様に怒っています。

産業

公金を扱う町のトップとしてこういう姿勢は、町民と
してそうですかとはならない。非常に強い憤りを感じ
ている。私は、トップのモラルを問うているのです。
考え方がおかしい事をもっと突っ込んでほしい。

中間報告は出ていますが、事業終了後に効果などが出てくると思
います。

産業
商品券についても、これまでから指摘してきたが、全
く指摘が活きていない。金を持った人の仕組みになっ
ている。

商品券では多くの不満を聞きました。委員会で聞いた時には、商
工会と決めているとのことで、介入の余地はありませんでした。
今後十分議会も口をはさみたい。

産業
地域振興券が特殊な方法で行われたと聞くが、議会は
チェックできなかったのか。議会は詳しい内容を知ら
ないままＯＫを出したのか。

予算は認めたが、内容の議論は出来ていません。発売日も議員は
知らされていません。まだ、検証中であり１２月議会には行政か
ら調査結果の報告があると思っています。

産業
今回の商品券事業には、内容や取り組み方に問題が多
くあると感じている。中には販売会場を回り一人で１
００万円購入した人もいる。

この事業については、多くの町民の方からお叱りを受けていま
す。本事業は商工観光課が商工会に投げかけ、商工会が中心に進
められており、内容について議会には、ほとんど決定事項だけの
報告であり、今後の取り組みについては議会でもチェックの強化
を図りたい。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

産業

農振は、我々企業は、金屋に工場を建てようと思って
も、実は駐車場ですらできない。どれだけ農振をご存
じなのか、金屋だけが我慢して、他の地域は農振を道
から外しておられる。

農振農用地ですが、金屋だけでなくどこでも一緒です。圃場整備
をした後は、それほど難しいとは思っていません。

産業
農林課では農振でも２種類あると、圃場整備したあと
で、１００％に近い状況で触っていただくことは難し
い状況と伺っています。

与謝も同じように整備をしています。現実には、後継者の関係で
外さざるを得ません。時間がかかりますが、外せば問題はありま
せんが、周囲の同意を得なければなりません。中山間の場合は注
意しなければなりません。

産業
後野から先は、道から一ずつ外されている。なぜ、与
謝地域だけがその状況を作っていただいていないか。
いわゆる農業法人が２社あるからなのか。

これは、１枚目の田んぼを道端外していることは現実にありま
す。早く、圃場整備ができたところと思っていただいて間違いは
ありません。

住宅
住宅使用料の滞納が多いと聞いており指摘をしてきた
が、回答するとのことであったが、返事はなかった。

質問に回答していなかったとは申し訳ありません。後日連絡しま
す。

除雪
朝早い除雪に感謝しているが、登校時までに除雪が必
要なこともある。中学校からお願いしてもらって再度
除雪してもらった。

必要な時は、区長を通じて要請してほしい。与謝でも夕方帰れな
い積雪で、除雪をお願いすることもあります。

除雪

除雪した雪をなぜ交差点に積むのか。見通しが悪くな
り交通に支障をきたす。子どもの登下校が危険だ。地
権者に理解を求めて、もっと空き地、農地を利用すべ
き。

建設課に議会からも要望します。　（議会の対応）町長に質問書
を提出し、回答は別紙のとおりです。

スポーツ
合併しても何もいいことはない。駅伝でも岩滝はしら
けている。町民運動会も金がないということで無くな
り、全然盛り上がりがない。

駅伝は、岩滝では３チームは出て欲しい。小学校区単位にはして
いるがバランスで考えると必要です。道端で応援してもらう人も
多くなって喜んでいます。町で一本化した事業は駅伝大会が一番
ベターだと思っています。

地域コミュニ
テイ

温江彩菜館のある多目的広場の現状はどうなっている
のか。朝早くから加工の作業をされている。車の砂利
の音で、近隣からクレームが出ている。砂利道を舗装
してほしい。

消防施設等の測量委託料が９月議会に提案されました。国道との出入
り口（有効幅員１０m）、消防車庫・詰め所、公民館、の建設予定地となっ
ています。砂利道については調べ報告します。　（議会の対応）町長に質
問書を提出し、回答は別紙のとおりです。

21



平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

地域コミュニ
テイ

公民館講座、合併をして全町的に広がってきたが、助
成金２５万円、町のマイクロバスも年間２回使える
が、昨年から片道１５０kmの制限をうけている。野田
川地域は歴史が古いので近隣はほとんど行きつくして
いる。あまり厳しくされると町民の学習意欲がそがれ
てしまうので、その緩和を議会も求めてほしい。

公民館活動費、公民館主事などのは、長く据え置かれているの
に、仕事量はずいぶん増えています。自治区を大切にするのであ
れば、もっと予算を付けるべきだと思っていますので、教育委員
会とも話しています。 （議会の対応）町長に文書で伝えまし
た。

地域コミュニ
テイ

公民館活動を考えると、この施設では制約がある。避
難施設や、耐震の点でも建て替えが必要になってく
る。公民館の建て替えの場合はどうなるか。

公民館活動は、地域づくりの基本になっています。近年、毎年の
ように新築されているが、１／３地元が実質的に負担する額にな
ります。今年完成した明石の場合約３千万円が地元寄付金です。

地域コミュニ
テイ

町からの要求や依頼がすべて区長区長となっている。区長
のなり手もなくなるくらい仕事は多い。もう少し区長任せを改
善していただきたい。

町に申し上げていきます。

地域コミュニ
テイ

各区から毎年要望書が出されている。優先順位があるの
か。なかなか出来ない箇所を毎年出さなければならないの
か。

各区から出されている要望件数の合計は、７７９件で実施できたのは１２
７件（１６％)。毎年１０～１５％しか出来ません。大事な所からしている状
況。議会でも追求していきます。毎年同じ所の要望であっても、出すこと
が大事だと思います。　（議会の対応）町長に要望書を提出し、回答は
別紙のとおりです。

地域コミュニ
テイ

区の事業については、予算を立てていくのだが、まち
づくりの助成金をベースに考えなければ区の運営は
やっていけない。その交付決定が今までは７月だが今
年度はまだない。区は立替払いをしているが不安であ
る。まちづくりの助成金の充実に議会もはかっていた
だきたい。京都府の府民公募は受理はされるが、いつ
まで待っても決定が出てこない。与謝野町と府の関係
はうまいこといっているのかとの印象を受けることが
ある。議会もチェックをしてほしい。

これらは回答をします。　（議会の対応）町長に質問書を提出
し、回答は別紙のとおりです。

地域コミュニ
テイ

町政懇談会で、よさのブランド、ホップなどの説明を
受けたが、住民は身近なことに関心があるので派手な
話題でなく、身近な地区の要望に予算をつけてもらう
ほうがありがたい。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

地域コミュニ
テイ

コーディネーターの先生を囲み多くの参加者で、岩屋
わいわいミーティングが開かれた。若い方から、こん
な考えもあったのかと思うほど意見が出された。次は
岩屋の散策をして、ミーティングをする予定。若い人
にはかなわない。若い人に地域を託さねばならない。

ご意見として受け止めます。

地域コミュニ
テイ

区事務員の募集をしてもパソコンの出来る事務員がい
ない。役場からの斡旋を。区への補助の増額をお願い
する。

区は行政の下請け機関となっています。補助金増等を議会で検討
しますが、区長会でも強く要望してください。 （議会の対応）
区に対する補助金増額について町長に文書で伝えました。

地域コミュニ
テイ

この地域にきて雪に困っている。これから７０歳にも
なると、どうするか心配になる。

町も除雪車の配備と小型も配置していますが、雪おろしまではで
きません。高齢者や独居世帯では地域での助け合いがますます必
要になります。

地域コミュニ
テイ

１０年たっても区長の任期すら統一できていない。町
全体での取り組みにしてほしい。

役場も努力していますが、地元議員さんにも頑張ってもらう。

地域コミュニ
テイ

合併して１０年を経て、合併した時に合併効果を出す
ために公民館活動を推奨されたが無理な話だと思っ
た。岩滝では男山、弓木、石田だけが取り組んでいる
くらいで、東町は８５０人くらいで他の区とは人口が
全然違って、少ない地域では取組めない。地域の役す
らなり手がない状態で、公民館事業を取組めと言われ
ても無理な話で、町では自助、共助、公助とあるが自
助が守れない。何とか町の方で区の組み替えの様なこ
とが指導できないかと思う。

今言われていることは、他の区でも考えられることですが、行政
ではなかなか取り組めないのではないかと思います。教育委員は
色々打ち出して来ますが、どこの区でも悩みながら公民活動に取
り組んでいると思います。ご意見として受けておきますが、難し
い問題であるということをおわかり頂きたいと思います。

地域コミュニ
テイ

民生委員・財産管理委員も仕事量が増し、なり手がい
ない現状を考え、人数・手当等考えて欲しい。

ご意見として受け止めます。

地域コミュニ
テイ

金屋区には工芸の里があるが、隣組に入っていただい
ている５件しか頂いていない。もらいにいくと叱られ
る。空き家対策で入っていただくのは良いが、地域と
もコミュニケーションをとっていただかないと困る。
だれが入っているのか分からない状況だ。

旧加悦町が計画したときは、芸術家が来てもらいたいと計画し
た。会社は解散し、今は残っている人がやっています。町も再開
発をしていき、もう少し指導性を発揮してやっていく必要がある
と思います。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

地域コミュニ
テイ

神社、仏閣はどこにでもあるが、今でも管理が大変だが、２
０年先はどうなっていくのか。議員さんも心配、研究してほし
い。

昔からやっていることを守っていく、それが一つの町づくりだと思ってい
ます。若い人たちが、自分たちがやろう、引き継ぐということが一番重要
だと思います。

地籍調査

地積調査の成果はどうなっているのか。温江香河はできて
いて明石はできていないし、個人で金銭負担して行っている
のが現状。費用負担について町が補助等はできないのか。
杭打ちはしてあるが立会いはできていない。

調査をして報告したい。方向性についても町側と検討します。

地方創生

限界集落とか、地方衰退の話を聞く。与謝野町でも中
間報告が出され、１２月議会では審議されると聞く。
具体的には、どのような計画なり取り組みになってい
るのか。

旧加悦町では、現実味を帯びてきており、空き家も増えてきてい
ます。ブランド戦略ということで、アドバイザーの招請、ホップ
の栽培、阿蘇ベイエリア構想も絵を描く段階です。加悦ファー
マーズのような元気な企業もあります。

地方創生
地方創生について１２月には、町としてまとめを公表
するということなので、多分、具体的なものが出来上
がっていると思われるので、その内容が知りたい。

９月に有識者会議より（未来への約束）という提言を受け、現在
は行政の地方創生本部で最終案が作成されている段階で、それが
１２月に示された後、議会として審議に入ります。

地方創生
９月に出されるのに、今になっても議論が進められて
いないのはおかしい。　与謝野町は遅れているのと違
うか議会として具体的に何をされたか。

具体的には提案されてからです。

地方創生
人口ビジョンについて、人口の減少・空き家の増加、
働く場の無さの中、今後ＩＪＵ政策の具体的進めを示
して欲しい。

今後行政の方で具体案が示されます。

地方創生
まち・ひと・しごと創生総合戦略について、有識者会
議、総合戦略創生本部に議員はそれぞれどのような関
わりか？

議会には全員協議会で中間案が示されたが、１２月定例会にて正
式に提案されると聞いています。

地方創生

地方創生の人口ビジョン２０６０年１６，０００人と
なっているが、民間のデータと違う。合併時からス
タートして年平均２８０人減っている。子どもと生産
年齢が減じていく中で財政が保たれるのか。

大きなご質問でありますが、１２月議会で議論します。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

地方創生
今の人口ビジョンで計画がほんとに出来るのか。有識
者会議ではいいことばっかり書いている。

総合戦略についてはしっかり対応していきたいと思います。

地方創生 地方創生の各柱についての説明を求める。 未来への約束を朗読説明。

地方創生

地域創生の「ひと・まち・しごと」の取り組みの現状
は。また、ブランド戦力をはじめホップ栽培等の事業
が進められているが、もっと現実的な取り組みが必要
であると感じるが。

現在、有識者の方で組織される委員会が取りまとめされた「未来
への約束」が各議員にも配布されています。それを基にして１２
月には行政側から来年度事業に向けた提案がされると聞いていま
す。この事業は、主に地方の人口減少に歯止めをかけることが目
的の事業であり、議会としても、しっかりとチェックを図りた
い。また、現在パブリックコメントの受け付けも行われていま
す。ホームページで確認いただきご意見や提案もいただきたい。
もう１点の、現在進められているブランド戦略やホップ栽培事業
について、議会も把握できていない部分もあり、各自勉強し
チェック機能を果たしたい。

地方創生

リベラルアーツ４回、ラウンドテーブル２回出席、ま
た与謝野町人口ビジョン（中間案）も傍聴したが、議
員の出席が見られない。地方創生の、ひと・まち・し
ごと　３つの柱は子ども達を育てて行くのに大事なこ
と。デザイナー感覚を持った人を育てることが大事。
都会に行って帰ってくることが出来る、この町にはい
い宝物があります。それを生かしていける人材を育て
てほしい。

産業振興会議等には傍聴出席議員は多いが、もっと他の会議にも
出席すべきと思います。

地方創生
有識者会議などのメンバーに女性の委員が少ない。せ
めて半数が女性になるように願いたい。

現在、行政改革の推進委員を公募している男女１名ずつだが、も
う少し増やすように言います。

バス
町営バスが奥滝にも来ているが、誰も乗っていない。経費
の無駄使いになっている。もう少し小さいバスにするなり、タ
クシーにするなり、研究してほしい。

町営バスですが年間１，０００万円ぐらいの経費で運営しているが、小型
化にしていくことと路線の見直しは、今後は必要になってきます。私は福
祉タクシーを提案させていただいています。民間タクシーもあり、課題も
あるが取り組んでいきたい。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

バス

バスの件で指摘があったが、見ておられないだけで、
奥滝ではちょくちょく乗られている。特に辺ぴな所で
は必要だ。経費の面で小型化はわかるが、取りやめな
どは、無いようにしていただきたい。勿体ないと言わ
ずに、工夫して走らせて頂きたい。私はそういう意見
だ。

運行経費は、補助金、利用料金を引いた６１1万円の経費が掛かってい
ます。平成２６年度は６，３１８人の利用者。当然続けていくべき事業と考
えています。

福祉

介護保険料の負担が高くなる、年金生活者には負担が
大変、介護認定者が増えると保険料に跳ね返る。そう
ならないように予防介護の施策を強化してほしい。行
政も取組んでいるが、元気館まで高齢者は行けない、
又年齢制限があり参加できない。各区の公民館に福祉
課が出向き元気体操など指導してほしい。福祉課でも
「元気に暮らす」スローガンを掲げ介護認定者を増や
さない取組を強化してほしい。

介護状況は大変厳しい、おっしゃるとおりだと思いますが、現状
では介護施設も倒産するような時代で、個人も行政も大変だと思
います。元気で暮らして頂ける様な施策は取組まなければいけま
せん。貴重な意見として持ち帰り行政へも伝えていきます。ちな
みに当町の高齢者状況を報告します。６５ 才以上高齢者７．７２
７人、その内７５才以上４、２０７人、高齢化率３３パーセント
と益々高くなり、今後が心配であり高齢化対策は重要でありま
す。　（議会の対応）町長に要望書を提出し、回答は別紙のとお
りです。

福祉

生活保護を受けておられる方は家賃、医療費など無料
です。年金生活者はそれより低い収入で家賃も医療費
も払らわなければいけない。これって不公平と思いま
す。保護は理解できるが、そうなら年金生活者も医療
費が無料にならないとおかしい。

おっしゃることはよく分かりますが、難しい問題で、ここで答え
は出ませんが、みんなで考えなければいけないと思います。

福祉
福祉施設も３０歳を境にやめる人がある。給料のアッ
プが期待できるような施設にしてほしい。

率直に福祉施設間に差があることも現実、国の統計では全業種と
の差は１０万円と聞いています。現在の制度では何とか配慮しよ
うとされても、即、負担に跳ね返るところが問題ですが、働く人
の暮らしを守る立場で頑張らせていただきます。

福祉
やすらの里の法人に町が多額の利子補給をされている
が。

その法人はＮＰＯ法人であり福祉法人でないので府の利子補給が
受けられません。町が定めた範囲で利子補給をしている。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

福祉

宮津で婚活が行われた。与謝野町ではそういった取組
はないのか。当町も未婚者の方が多いが、人口増には
まずご夫婦を増やすことが大事ではないか。議会も進
んで取り組まれたい。取組でも男性は地元で女性は町
外からといった方法が良い。

民間では取り組まれていて少しずつですが、カップルは生まれて
いると聞いています。行政、或いは議会では今のところ取り組ん
ではいませんが、他にも意見を聞きます。まず子育て、０歳児か
ら預かって頂けるような施設体制が無いと働けない、こどもも産
めないとの不安もあります。人口減少対策には大事なことで、行
政にも伝えますし、議会でも議論してみたい。

福祉

人口減少・少子化が危惧され、１０年、２０年先には、どんな
町になるかと言われているが、結婚して子供をつくらないと
人口は減る。結婚できない人に手を差し伸べる必要があ
る。議員は仕事として、婚活についていい案を出してほしい
し、町もなんとか考えてほしい。

４０年ほど前に商工会でも婚活をやっていましたが、個人情報が厳しくて
ある団体から告訴をされました。今幸いに、民間でやられています。今
後は、民間主導で進んでいくと思いますし、民間でやられていることもお
伝えしておきます。　（議会の対応）町長に文書でお伝えしました。

文化財
重伝建の修理・修景の補助制度において、京都府から
の補助割合が極小である。何とかできないか。京都府
への要望等良い方法を。

よく解りませんので、補助制度を調べて対応します。　（議会の
対応）町長に要望書を提出し、回答は別紙のとおりです。

文化財
ちりめん街道に大きな予算がついたと聞いた。どのよ
うなことか。

ちりめん街道は、伝統的建造物群に旧加悦町の頃に指定されてい
ます。家の改築に国から補助金が出ています。尾藤家に指定管理
料が出ています。府の「海の京都事業」にも関係しています。

防災
岩屋川の改修工事を、安全・安心のためやっていただ
きたい。

住民の安全・安心の川の事は町を通じて府にも伝えます。議会は
予算を持っていませんが、委員会でも町民の安心・安全を第一に
と言っています。 （議会の対応）町長に文書でお伝えしまし
た。

防災

場所によっては高潮になると少しの雨でも屋敷の中に
水が入ってくる。安心して暮らせる町づくりを考えて
ほしい。堤防が整備できていないし、カキが大量に発
生している。台風の後には、阿蘇海に草が大量に流れ
てくる、何とかしてほしい。

水路が山砂で埋まってきている現状は確認しています。水路や海
岸付近の浚渫をきちっとすることで、水害防止に多少の効果があ
ると思っています。担当課も苦慮していますが、持ち帰って担当
課と協議します。　（議会の対応）町長に質問書を提出し、回答
は別紙のとおりです。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

防災

地方創生について、ベイエリアで色々取組もうとして
いるが、水辺を活かす事は良いが、上流に土砂がた
まったり影響するので、やるなら防災と併せた考え方
で一緒に取組んでほしい。それから浸水地域のデータ
がない、合併前には出来ていたことが、合併してから
出来なくなった。区からも要望するがなかなか出来て
こない。

地方創生に乗って、現在地域活性化を図ろうと色々新しい事業に
取組まれようとしていますが、現時点ではよく見えてきません。
１２月に創生戦略が提案されます。議会或いは議員はその提案を
見極める必要があります。おっしゃるように新しい事業の水辺な
ど開発される場合は、そのことによって周囲に影響することも考
えなければいけないと思いますので、持ち帰り行政の方へも申し
上げたいと思います。

防災

台風２３号で大変な被害を受けて以来、砂防堰堤が埋
まってしまっている。その後上流に小さいのがつくら
れることで、下流が埋まって機能しないのではない
か。

治山堰堤は、赤石に７か所，昭和５４年の伊勢湾台風で峠が大き
な被害を受け、江の奥に１２か所が先年完成しました。砂防堰堤
については砂上げの調査を要請します。

防災

京都府の津波情報は岩滝で５０ｃｍと発表している
が、防災マップでは橋立中学校まで水没する地図に
なっている。このギャップは議会で追及しているの
か。

防災マップの件は、ご意見を町に報告し回答します。　（議会の
対応）町長に質問書を提出し、回答は別紙のとおりです。

防災
屋外の防災告知のスピーカーの設置場所によっては、
聞きにくいところがある。もう１か所でも増やせない
か。

担当課に調査を要請し、必要なら増設も要望します。

防災 防災訓練は支流も含めた洪水の想定が必要である。 ご意見として受け止めます。

防災
防災訓練は大事なことだが、レッドゾーンをなくすこ
とがもっと大事です。

ご意見として受け止めます。

防災
先の防災訓練で、高齢者・弱者を守る支援体制を第一
に考える視点が見えない。

ご意見として受け止めます。

防災 防災訓練は、区改選後の早い時期(６月頃)に対応すべきであるご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

防災

宮津市で高浜原発の説明会が行われた。３０kmで分け
られているが、その範囲の人たちの会議であってはな
らない。ぎりぎりの与謝野町も巻き込まれていくわけ
だから、圏内に限らず、圏外の行政から進んで何らか
の働きかけをもって頂きたい。議会でも話題を出して
対応が遅れないようにして頂きたい。

大変難しい問題ですが、広域連合でやることも聞いていますが、
なかなか協議が詰まらないようです。議会でもよく精査をしてい
かなければならないと思っています。 （議会の対応）町長に要
望書を提出し、回答は別紙のとおりです。

防災
原発再稼動についてー宮津市で説明会が会った。与謝
野町では避難計画はどうなっているのか。議会でも議
論されているのか。

特に議論はされていません。　（議会の対応）町長に要望書を提
出し、回答は別紙のとおりです。

防犯
すずらん灯が２本あるのに１本しか点いていない。街
が暗いと元気が出ない。

新設もあり、１，５１０万円電気代がかかっています。４，０１
９灯の内１，１１０灯がＬＥＤ化されています。行政に伝えま
す。　（議会の対応）町長に文書で伝えました。

保健
健康寿命、現役世代の脳ドックの検査を出来るように
補助制度を考えてほしい。

町の健康診断を受けなければ人間ドックを受けられると思います
が、対象については調べて回答します。 （議会の対応）町長に
文書で伝えました。

保健

町の健康診断をやってもらってＢ型肝炎が分かった
が、その後の医療費が多額で、補助がないかと聞いて
もないと言われ続けてきた、２年経って老人医療で補
助が出ることが分かった。こういうことはもっとしっ
かり把握してほしい。

ご指摘は正しいと思います。

保健
検査料でも補助をしてほしい。怖くて行けない。２割
負担になってからは、心配ばっかりしている。

ご意見として受け止めます。

保健
健康検診は、現在無料だが千円でも取って欲しい。健
康は自分で守るためにも負担は取るのがベストだ。

健康検診は健康づくりの基本ですが、多くの受診者で受診率は３
５％前後です。有料化のご意見は承っておきます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

保健
当町の健康診断に毎年行っているが、今年は委託業者
変わっており２階に上がったり下りたり不便だった
が、何故業者がかわったのか。

昨年までは京都工場保健会に委託していましたが、今年は京都予
防医療センターが委託先申し込みに参入され、入札で安価で委託
できたので取組みました。健診のやり方が解らなかったこともあ
りご迷惑をおかけしました。苦情も沢山あり、従来通りのやり方
をお願いして１日だけやって頂いた結果好評でしたので、来年も
入札で同じ業者に委託が決まれば、従来通りのやり方で取組める
よう指示していくとの保健課の思いでありました。ご迷惑をおか
けしましたがご理解をお願いします。

保健
府立医科大学北部医療センターの移転か廃止の話が出
ているか。

北部の中核医療施設で、北部の拠点であり、そのようなことは聞
いていませんし、絶対にないと思います。

保健

１０年ほど以前に住んでいた６万人の豊明市は、福祉
のことは民間でやっており、市職員はほんとの保健と
かは５～６人でしたよ。市民課は２人、そんなんです
よ。給食センター、水道でも民間がやっている。それ
で市のお金は動かない。２０年住んでいたので間違い
はない。

福祉課、保健課の仕事は増えている。職員が多い少ないはわかり
ません。良いところは学ばなければならないと思っています。

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ
学校関係・老人会・区等の使用が非常に多く借りにく
い。より活用できるよう、増車を含めて検討して欲し
い。

ご意見として受け止めます。　（議会の対応）町長に文書で伝え
ました。

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ
町のマイクロバスを大いに活用するべき。イベントでもどん
どん貸して頂きたい。

使用規定は認識していませんが、マイクロバスはなかなか予約が取れ
ない現状であり、活用はできていると認識しています。実際には、足らな
い状況だと思っています。

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ
マイクロバスは予約が取りにくいと言われたが、どういった
ことであれば使えるかということを、議会だよりやKYTでも伝
える必要があるのでは。

この点については、後日にわかりやすく、報告書なり、各地区にお渡しで
きるよう、宿題とさせてください。 　（議会の対応）町長に質問書を提出
し、回答は別紙のとおりです。

有害鳥獣
安心・安全ということから、クマの問題はみんなの事なの
で、事故が出てからでは遅い。早く考えてほしい。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

有害鳥獣対
策

有害鳥獣の機械器具の対応をしてほしい。維持管理や備
品の購入。

維持管理保守には各区地域において、ご苦労頂いております。高齢化
が進む中で今後の対応について、全町的な取り組みの方向性を検討し
なければならないところまで来ています。町と調整したいと思います。

有害鳥獣対
策

防除柵はしてあるが、クマ、イノシシ、シカが入ってくる。
どうしても柵が出来ない道路、川から入ってくる。本当にやっかいな問題
です。いい知恵はないものかと思っています。

有害鳥獣対
策

石川堂谷地域の野田川は府の管理管轄だが河川敷にイ
ノシシ、シカ、クマが道路から河川敷に出ている。水
害のお願いと、獣害も大変、又有害獣の住み家になっ
ているのでは、農林課には言ってある。対策を考える
よう議会からも訴えてほしい。そういったことも議会
で考えることではないか。熊も夜になると毎日のよう
に山裾まで出てきて危険を感じる。対策が考えてほし
い。

私も猟友会に在籍しているが、河川敷にまでイノシシなどが出て
いることは初めて聞きます。猟友会でも話してみます。クマは保
護獣になっていて撃てないが、駆除時にクマに遭遇し危険な時は
撃っても良いといった京都府からの知らせもありますので、詳し
い情報が入ればお知らせしたいと思います。

有害鳥獣対
策

私もクマの問題でドラム缶で行動をおこさないといけ
ない、ドラム缶は効果があると思うが。

有害の檻りはシカとかイノシシを捕るもので、クマを獲るもので
はないのでドラム缶が良いと思いますが、クマは保護獣で捕獲し
ても山へ返します。同じクマが２度来ると殺傷しても良いことに
なっています。

有害鳥獣対
策

クマが民家まで来ている。何とかならないか。蔓とか
今までにない草が生えてきている。どうすればよい
か。

クマは京都府の保護獣で、イノシシ・シカの檻に入っても、誤捕
獲で放獣しなければならない。猟友会もクマの件は府に強く要望
しています。蔓対策は、除草剤が嫌な方は多いが、除草剤を使用
書どおりに、うまく使ったらどうでしょうか。

有害鳥獣対
策

有害鳥獣駆除フェンスの維持管理が大変だ。今度も予
定されているが、若い人がいないので、困っている。

全町で１２０キロ余り完了していますが、今後の管理は大変にな
ります。一気にやってきましたが、更新には地元負担も含めて大
きな問題と考えています。 （議会の対応）町長に要望書を提出
し、回答は別紙のとおりです。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

有害鳥獣対
策

有害鳥獣柵の管理ですが、農振半分、区から半分出し
合って管理をしている。区は農家の問題ではない区民
も危険ということで理解して頂いているが、今後何と
か町の方でも考えてほしい。それともう一つはクマの
問題ですが、捕獲しても撃たれない、山へ放します
が、これでは猟友会の方も大変で府の条例を変えてで
も駆除出来るように要請して頂きたい。

どことも今後の問題であると思います。クマの件については猟友
会員ですので報告しますが、先日駆除に出かけてクマに襲われ掛
けて射殺しましたところ、警察に呼ばれておとがめを受けまし
た。駆除中クマが撃たれないなら駆除員にならないと申し入れを
しましたので、駆除許可が出ると思います。現在では確認が取れ
ていませんが、そうなると思います。有害柵についてはどこの区
も同じですので、行政に支援要請していきたいと思います。

有害鳥獣対
策

シカ・イノシシの被害を受けている。防除フェンス設
置に９００万円かかり、地元負担は３００万円だ。そ
の後の維持管理が大変だ。ボランティアでする人はい
ない。町で日当を払ってほしい。他の区はどうしてい
るのか。

加悦、野田川１２６km終了、岩滝でも残り１０kmとなっていま
す。維持管理について、どこの区からも要望は出ています。管理
運営委員会を作って見回りをしている区もあります。

有害鳥獣対
策

クマの件で連絡の方法を、防災のシュミレーションと同じぐ
らい、それ以上の事を考えてほしい。

ご意見として受け止めます。

議会
議員の会派を超えて、一致団結して取り組んでいただきた
い。

ご意見として受け止めます。

議会

加悦とか岩滝ばっかりが良くて、他は全く何にもなさ
れていない。岩屋にしろ石川にしろ四辻にしろ何にも
なされていない。議員の皆さん町内をもっと見て回っ
てください。

ご意見として受け止めます。

議会

議員の責任はどこまであるのか。加悦中の工事の遅れ
の、原因、責任はどうなるのか。２年ほど前にすぐに
やらんとあかんと指摘したが、ずるずる来てしまっ
た。この責任は教育長か町長か。議会にも責任がある
なら謝ってほしい。

工事以前に不祥事が発生したことで、特別委員会を設置してきま
したが、本人に刑罰がおり、処分が決定したことでそれ以上の責
任には言及していません。責任といえば、教育委員会，教育長、
町長にあります。２年前には下水道の分担金の時効問題では、議
会も責任を認めてきましたが、この責任問題については、議会で
は議論していません。

議会

本会議より従前の議論を十分にして、議論しつくした
後、この部分という論点を整理して本会議で議論して
いただきたい。テレビのせいかパフォーマンスか、重
箱の隅を突っつく質問があるが時間の無駄。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

議会
地方創生が１２月議会で審議されると思うが、今取組まれよ
うとしている町長を見て、議員はどの様に評価しておられる
か。

若さとチャレンジ精神は感じます。その事は評価したい。しかしまだ答え
はみえてる訳ではありません。住民の暮らしを守るために総合的に物事
を考えて頂きたい。若さを活かし取組んで頂きたいが、議会、議員は取
組む事業に対し、持続可能な取組か、町民或いは将来の活力になるの
か見極めが必要で、その役目の責任を感じているところです。

議会
議会は受け身でがっかりしている。どういう役割をし
ているのか。商品券問題、加悦中学校の改築につい
て。

具体的な提案もしています。商品券は詳細な説明はありませんで
した。加悦中学校改築は不祥事で１年、入札不調で半年遅れ、消
費税もあって２４億円にも膨れました。ただ、現在の工法、用地
では十分検討したかと問われると反省点はあります。

議会

チェック機能だけなら議員でなくてもいい。商品券を
出すときでも町は説明しているのではないのか。前年
のを引き継ぐパソコン人間になっているのではない
か。

商品券は、その朝の新聞折り込みで、８時半から売り出すことを
知りました。５０万円もその時知りました。それまで説明では詳
しい話はなかった。詰めが甘いと言われれば反省すべき点はあり
ます。

議会 議会は説明に疑義があるなら詰めて、反対も必要だ。
１００億円を超える予算で、一部だけで反対することは難しいで
すが、時には修正案、付帯決議で対応しています。

議会
（議会に対して）　　保育園の教育予算をもっと上げて充実し
た保育が受けられるようになったらと思う。

議会

（議会に対して）　年間行事もギリギリの予算でやり
くりしている現状がある。総合スポーツクラブ（子供
～お年寄りまで参加できやすい）は、近くで年１，２
回してほしい。（各校区で）もっと身近なものであっ
てほしい。

議会
（議会に対して）
町民のために頑張ってください。

議会
町長の学歴問題の最終結論を出されるのか。それはい
つ頃になるのか。

議会
議員一人当たりの町民の数も減っていくが、定数をど
う考えているか。議員数１６人が必要か？

前任期より定数２人減となり、検討審議事項も以前より増加して
いるため現状でも無理があると考えています。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

議会
議員定数について町民２３，０００人、一人当たり
１，４００人を見ることになり負担が多い。増やした
ほうが良いと思う。各区人数分ぐらいはいる。

ご意見として受け止めます。

議会 今、議員の数は多いか、少ないか。
今回の選挙から議員定数が１８人から１６人になりました。常任委員会
が３から２になり、常任委員会の所管課が増えました。個人的な意見で
すが、議員の数を減らせば良いとは思いません。

議会
地元地区に議員がいない。議員と身近に接し座談会や
意見交換が出来たらよいのだが。

議会事務局に連絡してください。どなたでも議員が行きます。また、地元
の議員でなくても声をかけてください。定数が減れば地元から出れる議
員の確立は減ります。

議会
当町における政務調査費について、今どうなっている
のか教えてほしい。

当議会には全くありません。

議会 他の市町から、視察に見える施設や場所があるか。

本日も大山崎町から共産党議員の視察を受けました。福祉施設の
安良の里は４つの法人が共同で運営していることで評価が高い。
リフレかやの里、虹が丘等の福祉施設の視察が多い。他には中小
企業振興基本条例、住宅改修助成制度等の視察も多い。

議会
町全体では、空き家はどのくらいあるか。綾部の奥上
林では、都会から来られた人に月１万円位で借りて、
農業をやられている。田舎で暮らしたい人もある。

町全体で５４５戸、すぐに住める家も３００戸ありますが、個々
の理由があって貸してもらえる家は少ない。これから頑張って移
住につなげたい。

議会 明石区は議員がいないが、生活環境の違いはあるか？
議員は全体を考えて行動し判断していますので差が出ることはないと考
えています。

議会
町の中の事が話題になってきていない。議員の皆さん
町内をもっと見て回ってください。

努めてまいりたいと思います。

議会
京丹後市は議会の質疑を自席で行っていた。与謝野町
はその都度移動をしているので時間が無駄になる。

ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

議会

議会中継を極力見ているが、反対で否決になったこと
は知らない。賛成ばかりでは議会の存在価値が問われ
かねない。また、注文を付けるだけでは議会として
は、いかがかと思う。

全国的にも、９９％が原案で通っており多くの批判を受けていま
す。９月議会ではラオス行きの旅費、以前には不燃物処理場の用
地取得、工芸村の施設の取得案件の否決等が記憶にあります。

議会

質問が一問一答であるが、意味のない質問が多くあ
る。事前に課長に聞けばいいような質問があり、時間
の使い方がもったいないと思う。議員さんの資質もあ
るがどうなんかなあと思うことがある。

合併してからは、もの聞きの質問はずいぶん少なくなってきてい
ますが、まだまだ不十分な点はあるかと思います。

議会 住民と行政の橋渡し役としてよろしくお願いしたい。 努めてまいりたいと思います。

議会懇談会
大勢の区民が参加できる方法を考えてほしい。専門的な答
えが担当議員で動いてもらえれば良いと思う。

今後も、検討してまいります。

議会懇談会
懇談会で出された意見に対しレスポンスが無い。意見を返
していただきたい。

１２月中にまとめ、早い段階で、議会だより等でお返したい。緊急の用件
については調査して返事をします。

議会懇談会
基調報告に対して、議員として見解を含めて言っていただき
たかった。

ご意見として受け止めます。

議会懇談会
以前、住民との懇談会で報告があると思っていたが、なん
の報告もなかった。このことはどのように考えておられるの
か。

この懇談会の報告は、意見や要望を整理して、行政や区の事務所にお
届けしています。個人的に報告すると言って、しなかったことはミスであ
り、申し訳ありません。

議会懇談会
議会懇談会が地域の活性化に繋がるのか、疑問を持って
いる。今後今のまま進められるのか、方向を変えられるの
か。

議員は予算の執行者ではないので、明快には答えることは出来ませ
ん。悩ましいところです。しかし、こうした意見交換会は、お互い利点もあ
ると思います。

議会懇談会
議会懇談会の意義は。町政懇談会と同じであると思わ
れる。懇談会そのものを見直したほうが良いと思う。

議会基本条例をどのように取り組んでいくかを考えていきたい。

議会懇談会 地元の参加者が少なすぎる。若い方の参加が少ない。 ご意見として受け止めます。

議会懇談会 懇談会には全議員が参加すべき。 ご意見として受け止めます。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

議会懇談会
一日町長が町民と気軽に出会える日があってもいい。
計画はできないか。この議会懇談会でももっとＰＲが
必要だ。これでは話にならない。

過日、そのような計画がされましたが、全くお客さんはなかった
と聞いています。議会懇談会も、持ち方については検討したいと
思っています。

議会懇談会
今までも議会懇談会に出席して意見を言ってきたが、
答えが返ってこない。言っていることが実行されてい
ない。結果を回覧等でも回す方法が取れないか。

今年で４回目となります。必ずご返答できるよう努力していきま
す。

議会懇談会
参加者が余りにも少なすぎると思う。４名（内。区役員２名）
何に原因があるのか。町政への関心が本当に低いと思う。

議会懇談会
参加者少ないのが残念でした。親子に関する問題を提案し
参加者に興味を持たせる。

議会懇談会
懇談会の内容について
区民の声がしっかりたと町行政に届き、皆が住みやすい町
になればいいなと思う。

議会懇談会
懇談会の内容について
ぜひ、来年も来てください。　待っています。

議会懇談会
議会の内容について
２名の議員でなく、他の議員さんのお答えをいただければと
思います。

議会懇談会
懇談会の内容について
人数が増すような会合を考えてほしい。

議会懇談会 テーマがないと、話が重複して理解しにくく感じる。

議会懇談会
参加者が、議会と一緒になってどうすれば良くなるか
を考え合っていくことが必要。

議会懇談会
いろんな活発な意見が聞けた。議員の答弁も良くて参
加して良かった。
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平成２７年度議会懇談会における意見・要望等に対する回答

項　目 質問・意見・要望等 回       答

議会懇談会 出された意見を町政に十分に生かしてほしい。

議会懇談会
少人数だったので、膝を突き合わせて話ができて良
かった。

議会懇談会
質問に対して具体的な答弁でよかった。意見に対して、今
後真剣に取り組んでほしい。

議会懇談会
懇談会は有意義だった。活発な意見が出て良い会合だっ
た。議員に頑張ってほしい。

議会懇談会
出席者が少ない。何とかして欲しいと思うが、今日は得をし
たと思う。

議会懇談会
人数が少なかったので、もう少し懇談会の広報の方法を考
えてほしい。（地区の問題でもあるが）。

町のお知らせ版、ＫＹＴ３ｃｈの文字放送、各戸回覧、ホーム
ページ、音声告知などにより、周知しています。

議会懇談会
議会懇談会は続けてほしい。議会が動いた内容についてそ
の返しを私たちに伝えていただきたい。

広報誌等でお伝えしていきます。

議会懇談会
配布された議会だよりに野田川の事が出ていない。野
田川庁舎の事はもっとわかりやすい説明があっても良
かったのでは。

ご意見として受け止めます。

議会だより
この地域を特別過疎だとは思っていない。議員の発言
は勝手だが、写真を議会だよりで出されると迷惑だ。

議員も地名は出していないとは思っています。写真もかなり配慮
しているつもりですが、見る人が見れば判ります。一層気をつけ
ます。

議会だより

議会だより３７号、レイアウトは良くなっている。議
会だよりは、行政のことを町民の皆さんに分かっても
らうために出している。質問に対し答弁されていない
ところがある。町民を馬鹿にしている。広報委員会で
内容を十分チェック、検討してほしい。

広報委員会に伝えます。

議会だより
議会だよりで横文字の語彙の説明がほしい。内容を充
実してほしい。毎回読んでいる。

広報委員会に伝えます。
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