
令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

大分類 中分類 質問・意見・要望等 回       答　(対　　応）

行財政
２　行政
改革

のだがわこども園については、小学校の統廃合を先に行え
ば校舎や体育館の改修で使用できる。

子育て教育施設等の再編計画は、突然できたものではありません。
また、野田川地域の小学校の再編計画は、児童数の減少が鈍化し
ており、再編が先送りとなっています。

行財政
２　行政
改革

公共施設白書の冒頭では、町民理解を得てからかからなけ
ればならない内容がある。今後の公共施設の統廃合もわか
るが、一番利用頻度の高い施設を取り壊すのは疑問であ
る。

町民の意見を聞きながらまちづくりは進めるべきと考えます。町で
は、子育て会議や行革委員会等で色々な議論をされており、そのこ
とも無視はできません。今後立ち上がる予定の第三者委員会を注視
したいと考えます。

行財政
２　行政
改革 公共施設の統廃合、体育館等はどうなるのか。

９月議会定例会で町長は、請願者等との協議を進め、その話し合い
の結果により、第三者委員会の設置も考えると答弁されました。

行財政
２　行政
改革

野田川地域の公共施設統廃合についての議会の見解は。
町が第三者委員会を立ち上げるなら、その編成に意見すべ
きでは。議会としての動きに不満を感じる。

議会としましては、個々の議員がこの問題を懸念し、一般質問等で
様々な質問をしています。その中の成果として、第三者委員会の検
討を引き出しました。第三者委員会はあくまで町長の諮問機関であ
り、議会として意見をすることはできないと考えますが、チェック機能
は果たしたいと考えます。

行財政 １　財政
MMT理論は現在の日本の不況を打破すると考える。議員間
で意思統一を図り、国に要望書を出してほしい。

一意見としてお聞きします。
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令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

交通安全
１　交通
安全

岩滝平和通りにおける山城建設様前の交差点では、止まれ
の標識があるが、手前にありすぎて、わかりづらい。交差直
前のところに標識、停止線を設置してほしい。

今後も要望してまいります。

上下水道 １　水道 上水道と簡易水道の統合事業について。
国の方向性で水道事業は同じ会計で行うこととされ、上水道事業会
計と簡易水道事業会計を水道事業会計ということで一本化されたも
のです。

商工業
４　消費
生活 プレミアム商品券の状況は進んでいるのか。

今回の商品券事業は、低所得者と子育て世帯に向けたもので、少し
申請の出足は鈍いように感じられます。これから増えてくるのではな
いかと思います。

公共交通 １　バス

丹海バスについて、１０月から土日祝日が運休となり非常に
不便を感じている。小さなバスでもいいので土日祝日も運行
してほしい。

運転手不足が大きな問題となっています。

建設
５　その
他

野田川改修に伴い桜内川の上流での魚道整備が終わって
いない。このままでは鮭の溯上に影響が出る。環境アセスメ
ントはどのようになっているのか。

行政に問い合わせます。

建設
５　その
他

公共土木工事において、搬入する土砂に雑草の種子が入っ
ているのではないか。業者に種子が入っていないことの担
保を取ってもらいたい。

行政に伝えます。
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令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

建設 １　道路
自転車道について、岩滝橋周辺に休憩所やトイレ等照明の
ついた設備を整えてほしい。

府道であり、京都府の管轄だが、町を通じて要望します。

環境
２　環境
保全

地球温暖化の影響により、気温の上昇がある。このままで
は自然環境が悪化し、止められなくなる。将来の地球を守る
ため、どのように考えているのか。

与謝野町で何が取り組めるのかを論じていかなければならないと考
えます。

環境
２　環境
保全

空き家対策について、所有者に了解を得て、なるべく費用を
かけずにボランティアの手によって中を掃除し、憩いの場と
して活用できないか。

個人財産にどこまで関与できるのか大きな課題であり、代執行する
にも多額の費用がかかるため、財政面においても課題があります。

環境 １　ごみ
廃プラスチック処理の検討について町から提案はあったか。
また、議会で討論はあったか。

町からの話はありませんが、議員が一般質問で問い、議論したこと
はあります。町ではごみの分別をお願いしているので、大きな変化
はないと考えます。

防災
３　治山
治水

山林からの土砂の流出が続く中、土砂災害対策をできる限
りお願いしたい。砂防堰堤の浚渫についても、府に計画的に
していただくよう要望をお願いしたい。

砂防堰堤の浚渫については、計画的に浚渫いただいているが、追い
ついていません。今後も要望を続けます。

観光
１　観光
振興

観光の拠点は、ちりめん街道だといっているが、トイレも休
憩所もないのに観光の拠点となりうるのか。

議員のそれぞれの視点で議会でも訴えています。

3



令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

観光
１　観光
振興

ちりめん街道の現状を変えることと、今の補助金のあり方に
ついて、住民と一緒になって考える必要があると思うが。

地元の方の意識と行政がタイアップして取り組む必要があると考え
ます。

農林 １　農業
農業の担い手が不足している。放置された田畑が多いと思
うがどう考えるか。

新規就農者のための環境づくり（住居や支援金等）が大切であり、提
案をしていきたいと考えます。また、現在、町でもIT農業に取り組ん
でいます。成果に期待したいと考えます。

地域コ
ミュニティ

４　その
他

高齢化が進んでいるが、一方で憩いの場が少なくなってきて
いる。岩屋カフェの状況は。

多いときで３０人から６０人が利用されています。独居の方に来てい
ただくことを目的にしています。

地域コ
ミュニティ

４　その
他

区には婦人会がないが、区民からもそういった活動をという
意見もある。進め方を教示いただきたい。

岩滝では、岩滝長寿会様が取り組んでおられます。いろいろとされて
おり、参考になるのではないかと思います。

教育
１　教育
施設

加悦谷高校が無くなると仮定したらどうなるのか。町内の経
済もだめになり、若い世代が町に住みたいとは思わなくなる
のではないか。もっと真剣に考えなくてはいけない。

府立高校ではありますが、町でも高校の魅力化を出すために、地域
起こし協力隊員を採用し、高校と協力して取り組みを進めています。
子どもは地域の宝だということを実感しています。

教育
１　教育
施設

加悦小中グラウンドに雑草は繁茂している。スポーツトラク
ターが２台あると聞いているが、故障している。管理がずさ
んだ。修理して使用できるようにしてほしい。

担当に確認し、要望します。
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令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

教育
１　教育
施設

加悦小中グラウンドにはトイレが一箇所しかない。グラウン
ドも広いので、対角線上にもう一箇所造ってほしい。

要望は、行政に伝えます。

教育
２　学校
教育

学校給食で異物混入があったが、プレス発表する基準はあ
るのか。

金属片等が見つかった場合、プレス発表することになっています。

教育
６　その
他

加悦学童保育が、加悦地域公民館で３年間を目途に実施予
定だが、児童が交通事故等に遭わないようその対策につい
て、地域の方と共有したい。

行政に伝えて、その対策を練るよう要望します。

議会
１　議会・
議員

総務文教厚生常任委員会が鳥取市に視察に行かれ、その
事例を聞いてこられた中で、利用度の高い施設については
統廃合を行わないとのことであったが、どう感じられたか。

手順として、白書の制作、データ分析、市民アンケート、有識者会議
からの提言書の受理、先進地視察、国の動向の分析、出前講座等
を繰り返し行い、修正を加えながら公共施設のあり方を実行されて
いました。

議会
１　議会・
議員

昨年１２月の議会での請願審査について、趣旨採択された
方々の意見を聞きたい。

・趣旨採択というケースもあります。
・委員会での議論を踏まえて議会で動議が出て趣旨採択したという
ことです。
・請願事項と趣旨という２つの観点から見て、しっかりとした話し合い
が必要だという趣旨の基で、そこを大事にすべきと考え趣旨採択を
選択しました。

議会
１　議会・
議員

野田川地域における公共施設の統廃合問題について、傍
観的な立場ではなく、議員はチェック機能を果たすべきだ。

議会としての責任を果たしていくべきということは、議員それぞれが
自覚をもって行動しています。この問題については、今の段階で議
会が白か黒かの結論を出す時ではないと思います。第三者委員会
の答申を町長がどう受け止められ、議会にどのような提案があるの
かそこをチェックする必要があると考えます。
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令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

議会
１　議会・
議員

議員の中で、こども園の設置場所がここでいいのか、十分
大丈夫なのかという議論があまりされていないので、今後議
会でもしっかり協議を進める必要があると発言されていた
が、どうやられているのか住民には見えていない。

所管の委員会では、この問題は重要課題としてなお継続して議論を
行っています。

議会
１　議会・
議員

３月議会で一般会計当初予算が否決され、その後再議によ
り可決された。この経緯の中で、当初反対され、再議で賛成
された理由をお聞きしたい。

・移動販売の予算について毎年付くと思い反対したが、そうではない
とわかりました。また、所管委員会でも報告があるとのことであった
ので、賛成に回りました。
・自身の認識不足でありましたが、疑問に思う事業等の予算があり
反対としましたが、すべてを否決すると義務的なサービスもできなく
なるとのことでもあり、再議では賛成に回り、その後付帯決議により
意見を付けることになったものです。

議会
１　議会・
議員

野田川地域の公共施設問題だが、合併時は根本は皆で辛
抱しようというのが理念だった。野田川地域の方にすれば残
してほしいという気持ちはわかるが、他方では地域エゴとし
ても受け取られかねない。合併後それぞれの地域に投資さ
れており、色々なところでお金が使われていることも認識し
ていただきたい。

合併の理念は同じ認識です。こども園の建設は子ども子育て会議の
議論を経て計画されたものであり、また公共施設の統廃合について
は、行革委員会でも議論されたものです。議会においてもこの１年間
において様々な角度から各議員が行政に確認したり、請願者の方々
とも対話させていただいたりと全体を見て、将来をどう見据えていく
か、その点が重要と考えています。

議会
１　議会・
議員

総務文教常任委員会は、防災対策等も検討する委員会だと
聞いたが、全国的に災害が多発する中、議員も多くの情報
を収集して、集中的に議論をしてほしい。そして、議会だより
等で情報を発信して、町民への注意喚起を促していただき
たい。

議会でも災害対策本部を設置することもあり、議長をトップに情報収
集等にあたっています。所管の委員会としてもご意見を参考に今後
研究を深めたいと考えます。

議会
１　議会・
議員

議会活性化へ向けて調査研究を努めるとあるが、具体的に
現在はどのような取り組みをされているのか。

平成２９年度に子ども議会懇談会を行いました。この事業も今後再
度行いたいと思っています。また、議会への女性の参画が課題と捉
えています。タブレットによるペーパーレス化も研究課題です。
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令和元年度議会懇談会　質問、意見、要望等に対する回答(要点記録）

議会
１　議会・
議員

昨年１２月議会での請願審査での趣旨採択について、所管
の正副委員長が委員会報告と違う判断をするのはおかし
い。委員会として趣旨採択は無しとして採択しているので、
議員の合意だと思う。だから明らかに健全でない。議会活性
化としても、この部分においては、議長としても不十分さが
あったのではないか。

ルールに基づいて議事進行をさせていただいており、この場合につ
いても何ら問題はありません。

議会
３　議会
懇談会

全議員の出席のもと、テーマを設けずに年１回でもいいの
で、開催していただきたい。議員が班で分かれるとせっかく
の意見が聞いていただけないことになる。

懇談会の開催方法等については、毎年考慮していますので、検討さ
せていただきます。

議会
３　議会
懇談会

懇談会の参加者が非常に少ないと思う。議会もしっかりと町
民の声が聴けたと正直胸を張って言えないと思う。もっとPR
をしてできるだけたくさんの方の声が聴ける機会となるよう
努力されたい。

各戸にチラシを配布し、お知らせを行いました。町民の声が行政に
届くように努力するのが議会の役割であり、議会懇談会も重要であ
ると思っておりますので、もっと関心を持っていただけるよう検討を重
ねます。

議会
３　議会
懇談会

ここ２年は、各地区にこの懇談会は出向いていない。各地区
に入って声を聴くとしていたのにどうしてやっていないのか。

充実した議会懇談会であるべきと考えていますので、議論を深め検
討を進めたいと考えます。

議会
３　議会
懇談会 議会懇談会もテーマを設けたやり方をしてはどうか。

懇談会の運営等については、毎回議会運営委員会で検討していま
すが、参加者から幅広いご意見を頂戴したいとの思いからフリートー
クとしています。今後も検討してまいります。

議会
４　議会
だより

議会だよりは分かりやすく楽しみにしているが、行政側の答
弁がもう少し多くあるといいと思う。

行数に限りがあるのでご理解をいただきたいと思います。今後も内
容が良く分かる紙面づくりに努力してまいります。
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