
平成30年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答

大分類 中分類 質問・意見・要望等 回       答　(対　　応）

教育
２　学校
教育

加悦中学校のソーラの利用方法について。及び災害時に役
立つと聞いていますが。以前の資料確認してください。

生徒の学習教材として利用すると報告を受け、そのようにお答えして
いましたが、確認をすると実際は利用していないとのことでしたの
で、今後、教育委員会に利活用するよう強く要望します。また、災害
時に使用できる規模ではありません。

教育
１　教育
施設 小学校の冷房はどのように、又トイレの洋式化は。

教育委員会も冷房の必要性を認めています。又、国の補助金も出る
ようになりました。

教育
１　教育
施設 小学校のエアコンの設置は、決まったのか。

中学校に関しては整備済みです。小学校は普通教室については、
６．３％で少ない状況です。国の補助金を活用し、整備をするよう要
請しています。教育長は対処すると答弁しています。

福祉
１　子育
て

体育館・中央公民館・商工会館を壊して認定こども園建設の
プランが出ている。議員や議会としてどのような議論があっ
たかお聞きしたい。またこの場所に建設することについて議
会として了承されたのか。

今日現在では、議会が、それを了承したかしていないかで応えると、
議会にも図られていないのが事実です。

福祉
１　子育
て

そもそも統廃合が必要か根本的な問題点が語られず町づく
りのイメージもなく建物だけを統廃合する説明会で質問した
が費用と日程も何も明らかにされない。勝手に決められるよ
うな感情が沸いた、ぜひ議会として行政に対してチェック機
能を働かせていただきたい。そして町民の意見を聞く場を設
けて頂きたい。

町がこうしたいということが決まったことは事実です。ただ議会では、
新たに建てる建設費も決まっていません。この問題については委員
会や全員協議会を開催し、皆様の意見を聞き議会としてどう答えを
出していくのかを考えます。
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平成30年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答

福祉
１　子育
て

今の答えで気にかかることは、こども園を造るということとこ
れを残すという問題とは対立した問題としてとらえてしまう。
それぞれの課題をどうやって実現するか、全町民で考えると
言っているので、そこにはあまり対立関係を持ち込まないで
欲しいと思う。

もちろんその通りですが、今原案が出ているのは、ここを壊してこど
も園を立てるという、町の方針である以上それを全く無視はできませ
ん。

福祉
１　子育
て

今認定こども園を建設するのではなく、子供の数が安定して
から着手する方がよいと考えるが。

様々なご意見があると思います。

行財政
２　行政
改革

２段階に分けてできないか。教育施設の統廃合について認
定こども園について。認定こども園はおおむね理解している
が行政改革をするのであればそれに付随する施設の統廃
合をどこにするのかの議論が抜けているから声があがる。
施設が古いから潰すということでは町民は納得できないと思
う。

様々なご意見があると思います。

商工業
２　織物
業 適正な利益がでる商売ができるようにしてほしい。 いろいろなご商売の形態があり、利益の構造は様々だと思います。

商工業
６　その
他

働く場所がないというのはおかしい。条件が違うのではない
か。若い人が働けるようにする必要がある。

マッチングするか否かだと考えます。

商工業
５　ブラ
ンド戦略

養蚕事業については、付帯決議であったが町側からの回答
はあったのか。交付金事業だと思うが、割合はいくらか。又
何年計画か。その後はどのように事業を進めていくのか。

付帯決議や予算の修正を決議しています。補助金の割合は２分の１
です。計画は3年で今年度が3年目です。今年の状況を見て判断す
ると聞いています。
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平成30年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答

観光
１　観光
振興

かや道の駅がなくなり、野菜の販売をしている。与謝野町内
に一箇所で買い物・食事ができる場所がない。観光客が伊
根・橋立に流れている。

観光協会と議論はしています。食事・買い物ができる観光場所は町
内にはない状況です。

観光
２　観光
施設

シーサイドパークのトイレの電球が切れている。話を持って
いくと課で回される。窓口は一本化すべきだ。3ヶ月たっても
今だに切れている。サイクリングロードの整備がなされてい
ない。草刈など。

サイクリングロードの整備については、各区で草刈などを行っていま
す。

観光
１　観光
振興

阿蘇ベイエリアの活性化について議会としての考え方はあ
るか。有効に使い町の活性化は考えているか。

山添町長の答弁では、宿泊施設、体験型商業施設に利用すると聞
いています。

農林 １　農業 農業の法人化は。 持ち帰って検討します。

農林
３　その
他

男山の水源の森（蛇谷）の整備をしてほしい。堰堤の浚渫を
してほしい。

軽トラであれば上まで行けます。また、堰堤については、浚渫されて
います。今後も農林課には要請します。

建設
５　その
他

今一番悩んでいることは水害、安全安心財産を守ることが
第一。三河内の郵便局の辺りは雨が降るたびに道のふちに
土嚢を積みビニールを敷いている。阿蘇海に島ができて砂
が溜まっている状況。堂谷のあたりも水がつく。なぜこれが
早くできないのか。議員の皆さんにはどのように対応して頂
けるのか今の状況をお聞きしたい。

野田川の改修については一般質問で町政に問題点を上げていま
す。管轄が京都府であり、なかなか予算がつかないと聞いていま
す。三河内郵便局付近については建設課長から上流からの河川改
修をしなければならないので時間がかかると聞いています。
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平成30年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答

建設
５　その
他

河川の整備について、何年も経つのを待つのではなく、何か
策はないか。

野田川期成同盟会を通じて、府や国に野田川の水害状況を写真や
データを持っていき、取り組んでいる最中です。

建設
５　その
他

ここ２年、特に浸水被害がある。これは地球温暖化が影響し
ている気がする。今後もますますひどくなると思う。野田川全
線を浚渫することは我々の財産を守ることと考えて必ず進
めて欲しい。

与謝野町も土砂の捨て場をともに考えなければならないと思いま
す。野田川は毎秒５００ミリの水が流れるが、新たに７１０ミリの強度
に進めてもらっています。

建設
５　その
他 国会議員・府会議員に対し陳情などの要請をしているか。

国や府への要望活動は行っています。国会議員・府会議員のところ
にも、要望に行っています。

建設
５　その
他 野田川の浚渫はできているか。（野焼きなど） 現状は理解しています。国会議員・府会議員に要望もしています。

建設
５　その
他

藪後・男山川浚渫をしていたが、最近はやっていないのでは
ないか。水路が役に立っていない。

年に一度は浚渫は行われています。土砂の捨て場所に困っている
状況かと思っています。

防災
３　治山
治水 災害の復旧は進んでいるか。

なかなか思うように進んでいないと思います。今後も農林課に要請し
ていきます。
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防災
３　治山
治水

東町も大雨で被害が出ている。砂防ダムが使えなくなってい
る。マスは、建設課、シーサイドパークは、観光交流課だと
言われた。区の要望は上げるが、話し合いの場がない。

山與醤油さんの横の川においては、年に1度は必ず浚渫が行われて
います。岩滝地域においては、山から海までの距離が短く土砂の量
が多い状況です。浚渫には多額の費用がかかると建設課から聞い
ています。管理が、課によって異なり、ご迷惑をかけていることが多
いと思います。

上下水道 １　水道
水道事業の民営化について、国会で法案が通過したが、今
後町の水道料金が上がることはあるのか。

民営化については、今後見直されていく可能性があると思います。

行財政
５　協働
のまちづ
くり

1．ワークショップをマイノリティについてで実施してほしい。
2．ワークショップは行政指導になってるが、やったという感
があるが、やり方による。3．未来会議は今後あるのか。

持ち帰って検討し、行政にも働きかけたいと思います。

行財政
５　協働
のまちづ
くり

人口減少についての対策は、特に高校生の囲い込み、働く
場所を作ることはできないのか。移住政策には費用がかか
る。

地元に残るための決定的な政策がないのが現状です。若い人が地
元に残るかは地域の方々の共同参画によります。

行財政
６　その
他

山添町長の退職金返納問題について最終的にどのように
決定したか教えてください。

退職金返納についての話は出ていません。

行財政 １　財政 与謝野町はの5・6年後は夕張のようになるのか。
厳しい状況であり心配です。2億円の基金を取り崩しているが、まだ
基金残高はあり、宮津市までは行っていません。財政は厳しいが、
夕張のようなことにならないよう考えます。
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平成30年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答

行財政
５　協働
のまちづ
くり

行政は、町民の意見に寄り添ってほしい。町にとって何が必
要か町を出て行った人たちが帰ってこれる仕組みが必要で
はないか。それには何が足りないか。

一番は、若者が、働く場所が必要です。若者が帰ってくるためには仕
事が大事であると思います。観光客を呼ぶ施設が少ないのが現状
です。

議会
６　その
他 選挙公約についてどの程度出来ているか伺いたい。 各議員が回答しました。

議会
３　議会
懇談会

1．議会懇談会のアンケートのやり方。2．ワークショップ等、
3．外国人とのかかわり方について。

持ち帰って検討し、行政にも伝えます。

議会
１　議会・
議員

1．二元代表制を採用しているが、機能してますか。2．人口
減少に伴う行政の対応は。3．議会の構造改革についての
検討は。４．三庁舎の統合について、統合による経費の削
減ができるのではないか。

１．二元代表制の一翼を担う努力しています。2．産業創出や行財政
改革等の施策を推進しています。3．いろいろな角度から検討しま
す。4．庁舎問題は住民サービスに係る事でもあり研究が必要と考え
ます。

議会
１　議会・
議員 町長と副町長の給与削減を否決した理由は。

経費の削減が先であり、人件費の削減は、町民の皆さんのサービス
低下につながると考えたからです。

議会
１　議会・
議員

町があって町民がいるのではなく、町民がいるから町があ
る。組織とはそういうものだ。町民の意思がどの方向かの調
査研究は、町民の代表である議員の仕事である。ぜひ、公
共施設の場所の再検討はするべきであると考える。議員の
皆様にもそのように考えていただきたい。

二元代表制として議会は、議会の考えの中で、町長とどう両輪を回
していくかであり、すべて町長と思いを合わせることはないと考えま
す。是は是、非は非の中でどのような方向が町民の皆様にとって、
町にとって一番良いか、結論を出していくのが議員の仕事です。
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議会
１　議会・
議員

教育施設統廃合の基本的な考え方についての案件は４月
の町長選、町議会選挙にはこの案件は全然出てなかったと
記憶している。今になって表面化してきたことに対して議会
としても議員としても地域住民の方々に投げかけや説明会
の場が欲しいと思う。町民の事を思った議会活動に努力し
てもらいたい。

選挙時にはここが決定だとか町長も言っていないし、議員も関知して
いません。議員は町の問題や課題を公約に掲げられて、町民の皆
様の為どうすれば心豊かな安心安全の暮らしができるかを前提に議
員全員活動しています。

議会
１　議会・
議員

先ほどから聞いていると議会では十分審議はしていない。し
かし、町の説明会では、体育館は来年の３月３１日で閉める
と、町の職員は、はっきりと言っている。議員はこの問題をど
う思っているか。

十分な説明もなく今日に至っていますが、行政側からはある程度の
説明は聞いています。ただ来年の３月３１日で、体育館を閉めること
はわかりません。

議会
１　議会・
議員

我々はこの場所を莫大な費用をかけて解体し、認定こども
園を建設する行政の考え方がわからない。ふさわしいス
ペースが野田川地域の中にたくさんあると思う。議会が真剣
に考えていただきたい。体育館・中央公民館・図書館を解体
することは断固反対だ。そのつもりで協議してもらいたい。

皆さんは何の協議も相談もない中で、この場所を解体して新たなも
のを作ることに対し怒りがあると思います。どこが一番良いか、町も
考えていると思う。そういうことも議会の中でしっかり確認いたしま
す。

議会
１　議会・
議員

町民の意見を積極的に聞いて反映するという姿勢が全く見
えない。もっと議員は町民の声を聞いてそれを反映してほし
い。この場所は町の中心ではないか。そこにあるものすべて
無くして良いか。議員が助けてくれると思っている。そのつも
りで事に当たってもらいたい。

ご指摘を頂いたとおり、議会で協議していきます。

議会
１　議会・
議員

町民の意見を言ってくださる議員が欲しい。きれいな言葉は
要らないので、ずばっと言える議員になって欲しい。

維持費や耐震性など、多くの公共施設の在り方を考えなければなら
ないのが議員なので、ご理解を頂きたいと思います。

議会
１　議会・
議員

町の行政の進め方について議員は現状を理解して本当に
与謝野町をどういう町にしたいのかそれには何が必要なの
か。それに町の中心に体育館や図書館がないという根本的
なところからぜひ検討して頂きたい。

皆さんは何の協議も相談もない中で、この場所を解体して新たなも
のを作ることに対し怒りがあると思います。どこが一番良いか、町も
考えていると思う。そういうことも議会の中でしっかり確認いたしま
す。
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議会
１　議会・
議員

多くの人が健康のために使用している体育館なのになぜつ
ぶすのか、図書館も知遊館に行けと言われても子どもは行
けるか？夏は中央公民館を利用して宿題や工作の教室や
化学実験を開いたりして子どもたちが利用している。総務常
任委員会が開催される。これは傍聴が可能と聞いているが
仕事があるので有線テレビで放送してほしい。

常任委員会の有線テレビ放映は議会の中でも決定していません。こ
の懇談会の取りまとめは各公民館に配布します。なお１１月７日の
総務常任委員会における有線TVは放送できません。

議会
１　議会・
議員

こども園に関する教育施設の統廃合について早急に特別委
員会を開設し、町民の声を聞きながら議会として結論を出し
てほしい。

先ずは常任委員会で諮り、その後の対応については議運委員長と
も相談しながら、議会としてなにが望ましいかをしっかりと行っていき
たいと考えます。

議会
５　議員
報酬・定
数

議員報酬や議員定数について。議員定数をあまりにも削減
するのは反対。世間の声に押されて議員定数を削減するこ
とはやめた方がよい。

様々なご意見があると思います。

議会
３　議会
懇談会 加悦・野田川地域の出席者は何人であったか。 加悦は、23人　　野田川40人の参加がありました。
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