
平成２８年度市政懇談会 質疑応答集

番号 会場 区分 質問者 ご意見 回答者 回答

1 旧五ヶ荘小学校 施設管理 男性 　シルバー人材センターに加入し、奉仕活動として毎年小学校や
中学校の草刈り等に参加しているが、目に余るゴミなどがある。

市長 　学校だけに限らず、市の管理する土地や建物については市とし
ての責任がある。ただ膨大な面積、多くの施設を抱えているのが
現状である。それぞれの施設を健全に使い、市民の皆さんに十分
活用していただくのが本意であるので、皆さんからのご指摘やご
注意を十分受けとめながら、ひとつひとつ改善していくことが大
事だと考えている。

教育長 　学校では、清掃活動を教育活動に位置付けて実施しているが、
子どもたちだけでは困難な場合は、ＰＴＡや地域の皆さんのお力
を借りながら、校舎の整備に努めていきたいと考えているので、
ご理解、ご協力をお願いしたい。

2 旧五ヶ荘小学校 施設管理 男性 　何年も前の廃材などが校舎の隅に放置されたままであったり、
保育園周辺の溝にはボウフラが大量に湧いていたり、道路の側溝
が詰まっていたりする。予算が無いとおっしゃられるが、それほ
ど経費も掛からないはず。パトロールもされているが、そのよう
なところもしっかり点検して欲しい。

市長 　目に付きにくく、気が付いていないことをおっしゃっていただ
いた。健全な管理をするのは我々の責任である。いただいたご意
見を共有し、必要な場合は予算化し、解決に向けて対応をしてい
きたい。

3 旧五ヶ荘小学校 道路河川
管理

男性 　道路や河川の草刈りなどの管理を今は地元で行っているが、出
役できる人が少なくなってきている。府道の草刈りは１ｍ程度
で、長年ワンパターンである。道から１ｍ程度はきれいになる
が、法面の草は刈られていないところが多くあり、工夫が見られ
ない。環境に配慮した管理方法や技術を発揮して欲しい。

市長 　道路や河川については、近隣の住民の方々に草刈りをはじめと
する管理にご尽力いただいていおり、心から感謝している。京都
府と相談させていただき、より良い管理ができるように、市民の
皆さんの声に対応ができるように努力していきたい。

4 旧五ヶ荘小学校 定住促進 男性 　定住を進めて移住してもらっても、新しく来ていただいた人は
価値観や感覚が違う。草刈りにしても管理者がして当たり前とい
う考えで、日役に参加されない。だから地域になじめず、地域の
人もなじまないという現象が近くで起こっている。定住してもら
う方にも地域行事に参加してもらい、地元の方も意識改革ができ
るよう、講習会や講演会のような場を設けてほしい。

市長 　他地域から移り住んできた方々に対して、地元の風習、考え方
を理解していただくことは大切である。日吉町内において移住さ
れる方に、気を付けていただくことや習慣などを教科書にしてお
渡しされている。定住促進の取り組みの中でもこの点は気を付け
ている。これからも、どのようにお伝えしていけばよいか検討し
ていきたい。

5 旧五ヶ荘小学校 耐震問題 男性 　園部公民館が休館しているが、どのようになるのか説明してい
ただきたい。

市長 　園部と八木の公民館は、耐震診断を行い、危険度が高いという
結果となった。特に園部公民館のホール部分は使い続けるのは危
険なため使用停止とした。公民館活動の拠点でもあるので、社会
教育委員にご意見を賜っているところである。また、教育委員会
においてもそのご意見を基に議論をし、最終的には総合教育会議
で決定をしていく。

6 旧五ヶ荘小学校 耐震問題 男性 　南丹市には、園部公民館のホールほど大人数が入れる施設がな
い。これから先、高齢者が他市町に出向くのは困難で、近くに
ホールがあれば嬉しいという声を聞いている。ホールを建築する
などの構想はあるのか。

市長 　園部公民館は５００人収容可能だが、昭和５４年建築で年数も
経過しており、耐震化もされていない。耐震補強だけで使えるの
かどうかという問題もある。園部公民館の劇場のような形式では
ないが、国際交流会館のイベントホールやコスモホール、氷室の
郷の田園ホールなどがあるが、使用方法によっては、使いにくさ
があるのも承知している。それらを踏まえて社会教育委員にご意
見を取りまとめていただいて、できるだけ早く検討し、判断して
いきたい。

7 旧五ヶ荘小学校 地域振興 男性 　住みよいむらづくり協議会では、地域住民だけでなく、外部の
方と交流してむらづくりをする「１（ひと）まち１（ひと）キャ
ンパス事業」を立命館大学とともに取り組んでいる。協議をする
中で、立場を明確化して共に進もうと確認した。そこで近い将
来、市、立命館大学、地元の協議会が共に連携をしながら、力を
携えてお互いの分野をカバーしながらやっていくような協定を結
んでいただきたいと思っている。

市長 　南丹市においては、佛教大学、京都府立大学、二本松学院、同
志社大学と、さまざまな形で協定を結んでいる。
　もちろん、地元の皆さんや大学の皆さんがお考えであれば、協
定という形式にこだわらず、どのようなことをするのかなど、十
分に議論し、お互いが良かったと思えるものにしていきたい。
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8 旧五ヶ荘小学校 施設管理 男性 　旧五ヶ荘小学校は非常に古い。耐震診断が今年度中になされる
とのことだが、その結果、耐震性が低いとなった場合、今後どの
ようになっていくのかお聞きしたい。

市長 　耐震診断の結果がどうなるのか、また今後どのような使い方を
するのかによって、今後の対応を十分検討しなければならない。
地元の皆さんと十分に相談をさせていただきながら決定していき
たい。

9 旧五ヶ荘小学校 森の京都 男性 　京都府は、丹波地域などを森の京都エリアとして位置付けて取
り組まれている。全国育樹祭の開催や国定公園の指定などもあっ
たが、森の京都としてどのように森を生かすのかが全く見えてこ
ない。全国育樹祭が終わったら森の京都も終わったように感じ
る。地元の南丹市として、森の京都の活用について強く取り組む
よう京都府への要望を求める。

市長 　森の京都は、京都中部地域で、「森」をテーマに地域資源を生
かした地域振興を行う取り組みである。春には国定公園の指定を
受け、秋には全国育樹祭を開催した。京都府もイベントを開催す
るだけで終わりという訳ではなく、ひとつのきっかけとして、さ
まざまな取り組みを進めようとしており、南丹市も連携していき
たい。

10 旧五ヶ荘小学校 交通安全 女性 　これから雪が降り、道路も滑りやすくなる。毎年凍結防止剤を
道路に撒いておられるが、昨年は撒く量が非常に多く感じた。車
が傷むのではないかと思った。撒く基準などはあるのか。

土木建築
部長

　雪が降る場合や気温が低く、路面が凍結しそうな場合について
は、トラックに配備した機械で均等に撒くことが基本となってい
る。雪が溶けにくい場合は量が多くなっている。また、場所に
よって量を調整しているため、多い場合があるかもしれないがご
理解いただきたい。

11 旧五ヶ荘小学校 地域振興 男性 　四ツ谷区で実施した住民アンケートをまとめたものをお渡しし
たい。四ツ谷区は１００世帯程度で人口も減少している。しか
し、今年の秋祭りでは、まだまだ地域に活気があると感じてい
る。さまざまな意見が出ているので、参考にしていただければと
思う。

市長 　少し読ませていただいたが、それぞれ区民の皆さんのご意見や
思いをお書きいただいていると直感した。職員と共有し思いに対
して何ができるのかといったことを考えて努力していきたい。

12 旧五ヶ荘小学校 市の産業 男性 　数年前にＵターンで帰ってきた。その時広報誌を読み、南丹市
の基幹産業は農業だと書いてあった。私もそう思っている。しか
し、その数年後に支所の農業関係の担当者が減ったということを
聞いた。基幹産業であるのになぜ職員を減らすのかと感じた。南
丹市は何を産業にしたいのか。

市長 　農林業が基幹産業だという言い方を以前からしている。それ
は、農林業が基本になって、まちづくりや地域の生活があると考
えているからである。しかし、農林業が南丹市を支える基幹的な
産業になっているかというと難しい。また、農林業に関係する職
員が少なくなっているのも事実で、高齢化社会に対応するため福
祉部門の増員を行いながら、全体の職員数も減らしている。
　農林業が南丹市の基幹産業として復興できるような取り組み
を、森の京都の施策なども活用して進めていきたいと考えてい
る。

13 旧五ヶ荘小学校 定住促進 男性 　定住促進の取り組みを進めて、どのような実績があったのか。
また、移住者が地域になじむまでのフォローアップの取り組みを
実施されているのか。

市長 　平成２７年度に、南丹市が実施する移住促進の事業を活用して
移住された方は、市全体で４５世帯１２５人。うち日吉町が６世
帯２０人、園部町が２７世帯７９人、八木町が３世帯７人、美山
町が９世帯１９人という状況である。旧五ヶ荘小学校にある定住
促進サポートセンターを中心に、さまざまなご相談や問い合わせ
にも対応している。移住者や地元にとって、より良い移住となる
よう、重点を置きながら工夫していきたい。

14 園部公民館 環境保全 男性 　半田川に浮遊物があり、水質検査をしてほしいということで、
去年質問をしていたが、その結果はでているのか。

市長 　半田川については、基本的に京都府が管理している。南丹市に
おいても河川の水質は確認しており、今のところ、問題があるよ
うには聞いていない。河川の水質にはさまざまな課題もあるの
で、これからも確認していきたい。
【後日回答】
　南丹市では市域の水質汚濁を早期発見するため、毎年２回、河
川２９カ所の水質検査を実施している。ご質問の箇所について
は、平成２８年度後期の検査対象箇所に加えて実施したい。
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15 園部公民館 耐震問題 男性 　園部公民館の大ホールが、耐震の関係で現在使用できないが、
研修室が使用できるのはなぜか。また建て替えや耐震補強、移転
などいつごろに結論が出るのかを知りたい。「お知らせなんた
ん」に耐震補強の現状を情報として流してほしい。

市長 　耐震診断を行った結果、園部公民館と八木公民館で大変数値が
悪かった。更に精査をしていく中で、八木公民館は今のところ使
えるが、課題もあるので来年４月から閉める予定。園部公民館に
ついては、ホール部分が特に危険との診断だったのですぐに閉め
た。その他の部分は、来年３月で閉める予定。今後の対応につい
ては検討中である。公民館は公民館活動の拠点として建てられた
ものであり、社会教育の拠点である。公民館は教育委員会の所管
であるため、現在社会教育委員会の皆さんに検討いただいてお
り、それを踏まえて教育委員に検討していただく。その後、市長
と教育委員で構成する総合教育会議において結論を出すことにな
る。早い時期に対応できるよう努力しているので、ご理解いただ
きたい。

16 園部公民館 交通安全 男性 　宮町の交差点では、右左折する時にかなり気を付けている。夜
は特に走行しにくい。去年「今年中にはできる」とお伺いした
が、まだ工事が始まっていない。安全対策としてどうなっている
のかお伺いしたい。

市長 　宮町交差点については、安全対策の問題で警察の許可が下り
ず、北側部分の拡張工事が完了しないと交差点改良ができないこ
とになっていた。そのため現状のままとなっていたが、ご理解を
得る中で用地の確保もできたので、今年度着手する準備をしてい
る。

17 園部公民館 公共施設 男性 　園部駅の東口には、市の駐車禁止のポールが立ててあるため、
車が置けない。またＪＲのバスの黄色い線もある。東口が狭く
なっていて車をどのように停めたらいいか分からない。
　西口のロータリーには、斜線が引いてあって、駅ビルの看板や
京都タクシーの看板、関係者以外駐車お断りの看板も置いてあ
る。西口は誰の土地なのか。皆さん気を使って車を停められてい
ると思う。また、送迎の車が非常に多く、混雑しているので事故
の危険性もある。

市長 　園部駅東口の問題については、国道９号から園部駅までの道路
を両側歩道、片側１車線になるように、道路改良を京都府で進め
ていただいている。交差点には隅切りもしていただく。駅前広場
はＪＲの所有であったが、市が買い取り、整備の検討も行ってい
る。
　西口については、送迎やバスの乗り降りも多い。安全性の確保
を考えなければならない。交番を付近に設置していただき、安全
性も高まってきたが、さまざまな問題をお聞きし、警察と相談し
ていきたい。

18 園部公民館 観光振興 男性 　土・日曜日になると、美山やるり渓へ行かれる多くの観光客が
園部駅で降りられる。見ていると右往左往している様子が伺え
る。園部駅には看板が少なく分かりにくいのではないか。外国人
の観光客もよく目にする。観光客に親切な行政、案内はできない
ものか。

市長 　国定公園の指定や森の京都の関係で、京都府と連携しながら看
板やトイレの設置を強化している。国定公園への入口ともなる園
部駅であるので、十分検討に含めていきたい。

19 園部公民館 市政運営 男性 　各課が単独で実施している事業があると思うが、課ごとの連携
を重視していただきたい。担当課がどこか、割り切ることもある
と思うが、全体で高めていただければ、南丹市や地域がもっとよ
くなるのではないかと思う。

市長 　各課の連携は重要で強めなければならないのはご指摘の通りで
あるが、責任のある課というを決めておかないと、曖昧になって
しまうことがある。そのため所管事項を定めているのが現実であ
るので、この点については、ご理解いただきたい。

20 園部公民館 市民要望 男性 　道路の水路について要望をしているが、なかなか対応してもら
えない。動きが遅いと感じる。安全面を含め、早い対応をお願い
したい。

市長 　地域の皆さんからの要望の６割が道路の関係である。対応が遅
いとのご指摘であるが、数も多く苦慮している。通学路の安全の
問題など、皆さんも敏感になっておられるし、重要なことなので
対応しなければならないと考えている。

21 園部公民館 区長会 男性 　区長会が開催されるが、多くの説明を一度に聞くことになる。
節目ごとに開催してもらうことはできないか。

市長 　区長会については４月に開催している。ここでは、区長さんに
お願いすることが山積みで、さまざまなことをご依頼している状
況にある。２回目、３回目の持ち方についてはさまざまなご意見
があるが、今は地域振興課を窓口に、まずはご連絡いただき、そ
こからそれぞれの所管課に連絡して対応させていただいている。
区長会の在り方についてご意見もいただいたので、ブロックでの
会議などに投げかけさせていただく。
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22 園部公民館 道路管理 男性 　希望橋が完成して２０年が経過する。国道側の橋台附近が沈下
しており、国道側から橋の方へ走行すると橋の上で跳ねる。大型
車両の繰り返しの衝撃荷重は橋にとって避けなければならないこ
とであるので確認して欲しい。また、橋の集水桝に草が生えてお
り排水できていない。長寿命化の目標に合せて点検をしていただ
きたい。

市長 　橋梁については、長寿命化を視野に入れて取り組んでいるが、
安全性も確保しなくてはならない。担当課で調査をし、対応につ
いて考えたい。排水ができていないという点についても、ＪＲと
も連携しなくてはならないので調査を行う。
【後日実施】現場確認し段差および排水については対応済み。
　橋の長寿命化は大変厳しい課題だと考えている。南丹市には、
橋梁が５００本以上あり、建築された時期が集中している。国の
積極的な取り組みや、京都府の理解を得る中で、技術の指導など
をしていただける技術センターが設置されたので、技術的な援助
を得ることができる。ただ、予算が十分ではないので、まず安全
性の確保を第一に配慮していく。

23 園部公民館 交通安全 男性 　新世紀トンネルの方からものすごいスピードで車が走ってく
る。道路は時速４０ｋｍ/ｈ規制や、狭いところでは３０ｋｍ/ｈ
規制になっている。あわせて、大型貨物自動車などの通行規制の
標識があるにも関わらず、大型貨物の車両が通行している。事故
が起きてからでは遅いので、警察と密に連携し配慮してほしい。

市長 　新世紀トンネルから小山西町に向けての交通の問題は、以前か
らご指摘いただき、速度制限や大型貨物自動車などの通行規制は
行っているが、実際に違反車両が多数あるのが現状である。取り
締まりを強化するだけでよいのか、別の方法があるのか、具体的
に警察と相談していきたい。

24 園部公民館 火葬場 男性 　火葬場が移転もしくは拡大するという話を聞いた。どこまで計
画が進んでいるのか。

市長 　火葬場は非常に老朽化が進んでいる。京丹波町と共に組織して
いる船井郡衛生管理組合で決定し、現在地の近くに新しい火葬場
をつくるということで進めている。地元の方々や周辺の地権者の
皆さんのご理解を得るための説明を行っているところ。できる限
り早い時期に同意やご理解を得て、新設工事を始めたい。

25 園部公民館 耐震問題 男性 　市役所も移転、建て替えが必要だと聞いている。こちらもどこ
まで計画が進んでいるのか。

市長 　庁舎の問題についても、検討を進めている。５年以内には完成
しなければならない。どのようなものにしていくのかについて、
部内で固めている。規模などについて提案させていただき、市民
の皆さんのご意見をお伺いする。合併特例債の期限が決まってい
るので、それが使える間に完成させたい。

26 園部公民館 有害鳥獣
対策

男性 　小麦山の周辺を歩いていると、土を掘り返したような跡があ
る。イノシシの姿は見たことはないが土が起きている。イノシシ
ではないかと思う。一度調べてほしい。

市長 　猟友会にも現地調査いただく中でイノシシによるものと確認さ
れており、檻による捕獲を実施している。

27 美山文化ホール 地方創生 男性 　しごと創生について、就職のマッチングというのは、具体的に
どういう形になるのか。

地方創生
担当部長

　地方創生については、平成２７年度に地方創生戦略をつくり、
今年度はそれに基づいてさまざまな事業を実施するステージに
なっている。
　就職マッチングについては、南丹市内の企業に多くの若い方が
就職してほしいということで取り組む事業で、市内の企業へのア
プローチと就職する学生へのアプローチの２通りある。
　市内の企業へは、より多くの学生に興味をもってもらうための
情報発信を強化する採用力向上セミナーを予定。学生の方へは、
ワークショップや就職セミナーに出向き、そこで興味を持っても
らった学生に来てもらい、企業回りをして具体的に体感してもら
う。また、企業をまとめた冊子を大学の就職コーナーなどに配架
して、注目度を上げる事業を考えている。

28 美山文化ホール 定住促進 男性 　定住移住促進のＵターン者への新改築への支援は、具体的にど
のような支援を受けられるのか。

地方創生
担当部長

　南丹市Ｕターン者住宅購入･新改築支援については、子育て世帯
のＵターン者が家を新築または改築する場合に、南丹市商工会が
発行する商品券を新築の場合は１００万円、改築の場合は６０万
円分支給する制度で、今年度から実施している。４０万円、３０
万円、２０万円、１０万円と、３から４年間かけてお渡しする事
業である。
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29 美山文化ホール 大学連携 男性 　若い世代の夢を叶える、次世代の担い手を育む教育ということ
で、南丹市は大学連携をしているが、現在大学との連携数はどれ
くらいあるのか。また、窓口はどこにあるか。

地方創生
担当部長

　現在、連携協定を結んでいるのが明治国際医療大学、佛教大
学、二本松学院、京都府立大学、同志社大学である。協定は結ん
ではいないが、長年協力関係にあるのが立命館大学。その他、京
都Ｘキャンプなどで大学と連携している。窓口は企画政策部の地
域振興課である。

30 美山文化ホール 小学校跡
地活用

男性 　美山町の小学校は今年４月に再編され、美山小学校になった。
４地域の廃校となった校舎の利活用を、地域振興会を中心に検討
されていると思うが、その進捗状況をお聞きしたい。

市長 　残された４つの校舎は、それぞれ地域振興会を中心とした組織
で検討いただき、利活用についてのご提案を賜っているところで
ある。基本的には、皆さんが検討された結果を重視させていただ
き、できる限りそのことの実現に向けて取り組みを進めるという
基本方針で取り組んでいる。しかし、法的な問題や制度上の問題
もある。
　それぞれ進捗状況に違いがあるが、住民の皆さんの思いをでき
るだけ実現させ、地域振興や地域の皆さんの生活・福祉の向上に
役立てていただけるようにと考えている。

31 美山文化ホール 耐震問題 男性 　市役所を建設するにあたってのパブリックコメントなどはいつ
ごろを予定されているか。京丹波町も、庁舎建設で住民の方を交
えたワークショップが開かれていると、新聞に掲載されていた。
南丹市でもそのようなことが計画されているのか。
　また、直交する集成板（ＣＬＴ）を使った木造建築などは考え
ておられるか。

市長 　木を生かして建築できないかということも検討をしている。
今、ＣＬＴが大変注目を集めているが、南丹市産材の材木をＣＬ
Ｔに加工して、使わなければ意味がないと考えている。しかし、
その加工や価格の問題も大きいので、さまざまな点を考えて活用
しなければならない。
　市民の皆さんからのご意見は十分にお聞きする。基本的な構想
がまとまった時点で、パブリックコメントとしてご意見をお聞き
する機会を設けるので、積極的なご意見を賜りたい。

32 美山文化ホール 教育施設 男性 　年々、北桑田高校は生徒数が減少している。丹後や口丹の高校
で、今後の在り方の検討会が始まっているようだ。今後も北桑田
高校が存続し、地域を盛り立てていける方策はないか。

市長 　子どもたちが減少している中で、どうすれば健全な育成、また
将来にわたる教育を受けられる環境が確保できるのかを第一に考
えなければならない。さまざまなご意見も踏まえながら、市民の
皆さんが高校再編に向けてのご意見を出してもらえるような仕組
みづくりを勉強していきたい。

教育長 　高校の在り方を今後どう考えるのか、京都府教育委員会が問題
意識を持って地域ごとの検討が行われている。中学生の大切な進
路先であるので、皆さんの意見が反映されるような仕組みが作ら
れていけばよいと考えている。

33 美山文化ホール 耐震問題 男性 　園部公民館や八木公民館が耐震問題で閉館になっている。美山
文化ホールも開館して２０年になる。市の公共施設の整理や統廃
合が行われていくと聞いているが、美山文化ホールはどういった
位置付けなのかお聞ききしたい。

市長 　公共施設については、利用頻度も考えながら有効に活用しても
らう。利用頻度が低い建物に関しては、他の施設への振り替えを
考えざるをえない。全てのものを更新するのは大変厳しい状況で
ある。現在この点についても計画づくりを進めている。しかし、
全てを残すのは不可能なので、十分に考えながら利用者の立場も
考慮して対応していく。

34 美山文化ホール 定住促進 男性 　宮島振興会で企業説明会を計画をしている。市内の企業や美山
町内の企業に説明会をする案内した。企業側の申し込みは７社あ
り、説明を受けていただく方をどのように集めていくのかが課題
である。宮島振興会から各振興会にもお願いをしているが、市も
企業説明会に力添えいただけないか。

市長 　定住するとなると仕事がなければ生活できないため、仕事づく
りは大切。宮島振興会の取り組みと連携できることは協力をさせ
ていただくので、遠慮なくおっしゃっていただきたい。定住促進
にはさまざまなやり方がある。市役所がすること、振興会でして
いただくこと、また京都府と連携することなど、それぞれのやり
方を組み合わせて取り組んでいきたい。

35 美山文化ホール 市民要望 男性 　振興会では、毎年集落から提出された要望を取りまとめて、現
地調査をし、市などに提出している。しかし、３年も４年も同じ
要望を提出しているものもある。一向に実現していない。全てを
求めているわけでもないのでお願いしたい。

市長 　集落要望についてはできるだけ叶えたい、対応していきたい、
取り組みたいのが本音であるが、お金の問題もあり大変厳しい状
況である。基本的には、緊急性、安全性を第一にしなければなら
ない。しかし、できる限り市民要望に応えていきたいというのが
本意であるのでご理解をいただきたい。
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36 美山文化ホール 市政運営 男性 　支所長の権限で使える予算を付けてはどうか。美山は市役所か
らも遠い。今は緊急で重要なことも市役所の上部にお伺いを立て
て、その返事を待つような状況になろうかと思う。難しい問題か
もしれないが、現場に権限を持たせるというのも、これからの行
政を推進するためには大切だと思う。

市長 　要望の中では修理修繕が多いと思われるが、私自身もその財源
は持っていない。施設の修繕費として予算組みはされているが、
これは部長の権限でもないし、支所長の権限でもない。支所でそ
のような仕組みをつくり実施したこともあるが、支所長が勝手に
そのお金を使えるということではなく、市役所全体の整合性を持
たせるのが大変難しいという課題があった。お預かりした税金を
有効に活用するのが市の責任である。こうした観点に立って、予
算の執行を行っていく。

37 美山文化ホール 職員対応 男性 　市役所や支所の電話対応について、課名や担当名を名乗ってい
ない方がおられる。名乗るのは基本中の基本だと考えている。始
業時間の８時３０分から１０時くらいまでは「おはようございま
す」と付けて、さわやかに対応していただくと市役所の印象も良
くなる。総務部長から通達を出して取り組んでいただきたい。

市長 　接遇については基本的な問題である。ご指摘があったことを全
職員に伝え、改善していく努力をする。また、日々の職員教育や
職員訓練の点からも、ご意見を反映するのでよろしくお願いした
い。

38 美山文化ホール 議会 男性 　今年の参議院選挙から１８歳以上が選挙権を持つようになっ
た。若い世代が行政に関心を持てるように、こども議会や、日曜
議会の開催を検討されてはどうかという質問を去年したが、議会
で検討するという説明だった。それはどうなっているか。

議会事務
局長

　こども議会や日曜議会の開催については、委員会の話題になる
ことはあるが、近隣の市町村で行われている日曜議会などを拝見
すると、参加が非常に低調であるとのことで、具体的な検討はな
されていない。

39 美山文化ホール 安心・安
全

男性 　不審電話で市役所職員を名乗る電話があったと聞いた。警察か
ら注意喚起のチラシなどが配布されたと思うが、市役所からも防
災無線で注意喚起されてはどうか。

市長 　不審者情報などの緊急性があるものは、警察や学校とも連携し
ながら情報提供を行っている。振り込め詐欺の問題は注意喚起し
ているが、まだまだ減らないため、警察と連携していかなければ
ならないが、防災無線は何にでも使える訳ではない。ケーブルテ
レビ（ＣＡＴＶ）やメール、広報誌など、さまざまな伝達手段
を、その特性を生かした形で使っていきたい。緊急性のあるもの
に関しては、防災無線の活用についても臨機応変に対応する。

40 旧吉富小学校 市政懇談
会

男性 　昨年度の市政懇談会の内容が細かく書かれている。わかり易く
書いてあったので感心したが、速記をされているのか。もし、ボ
イスレコーダーを使っているなら、事前にボイスレコーダーの使
用について断りがあって然るべきでは。

企画政策
部長

　ノートへの記録はしているが、念のためボイスレコーダーを使
用している。また、今日はＣＡＴＶの放送のため、ビデオ撮影も
させていただいている。ご了承いただきたい。

41 旧吉富小学校 市政懇談
会

男性 　昨年度の市政懇談会でホームページに掲載されている内容に誤
りがある。質疑応答のあった会場が間違っているので訂正してい
ただきたい。

市長 　詳細を確認して、必要があれば訂正する。
【後日対応】
　ホームページの内容を修正

42 旧吉富小学校 職員駐車
場

男性 　市役所の職員が来客用の駐車場に駐車している。駐車場に関し
ては昨年も質問し、市長からは職員は遠方から通勤しており、交
通の便が良くないので車通勤は仕方ないという回答であった。民
間企業に勤めている方は園部駅周辺で駐車代を払って通勤されて
いるし、亀岡市は車通勤が禁止となっているので、南丹市でも駐
車料金を徴収してはどうか、という質問をした時には、持ち帰り
検討させていただくとの回答であった。どのように検討され、結
果はどうであったのか。

市長 　職員の自動車通勤については、公共交通機関が少なく、自家用
車による通勤がやむを得ない状況である。毎週、副市長、教育長
との理事者会を開いており、その中でご意見に対しての対応も協
議したが、現状では、駐車料金を徴取することに対して職員の理
解を得ることは難しいと考えている。通勤の問題については、懸
案事項として今後も検討を続けていく。

43 旧吉富小学校 地域振興 男性 　自治振興補助金について、６月議会の一般質問で「自治振興補
助金について、平等に利用しやすい補助金として、その要綱を見
直す必要がある」との質問に対して、市長は「いろいろなご意見
があり、改善できることは、改善したい。質問の主旨を踏まえ今
後の検討課題とする」と答えられたが、その後どうなったか。

市長 　それぞれの地域で世帯数や公民館の在り方もさまざまであり、
自治振興補助金の運用には苦慮しているのが実態である。さまざ
まなご相談をいただき、改善できることは改善していきたいと
思っている。ご意見も今後の施策を検討する中での参考にさせて
いただきたい。
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44 旧吉富小学校 地域振興 男性 　公民館の建築を検討しており、八木支所で自治振興補助金につ
いて相談した。工事費の半額は補助金で、上限１，０００万円ま
で出る。残りは地元負担と聞いた。自治振興補助金は、申請すれ
ば半額の補助が保障されるのか。

市長 　自治振興補助金は、公民館新築の場合は建築費の半額として、
最高額１，０００万円の補助金額としている。しかし、毎年度そ
れぞれ予算化しており、急に対応できるものではない。予算化に
向けてさまざまな取り組みが必要となるので、事前にご相談いた
だきたい。

45 旧吉富小学校 地域振興 男性 　公民館の床を５６ｃｍ上げる計画をしているが、業者からス
ロープは９ｍ必要と言われた。公民館のスロープの勾配は南丹市
の条例で決まっているのか。

総務部長 　南丹市の条例にはないが、京都府福祉のまちづくり条例に基づ
く施設整備のマニュアルがあり、その中でスロープについて書か
れている。

46 旧吉富小学校 市政運営 男性 　平成１８年４月３０日から佐々木市長が市長として務められ、
今年で３期目の２年半を務めておられる。今までの間に、市民の
方から「市長がされた、主だったことは何ですか」と聞かれた場
合、あれば２点ほど挙げていただきたい。

市長 　さまざまな市政推進の中で事業や施策を行っている。さまざま
な市政の報告や広報などにより、市民の皆さんにお知らせをして
いるので、それぞれの立場で市政の中身を評価していただければ
と思う。私からこれとこれ、ということは差し控える。

47 旧吉富小学校 八木駅舎 男性 　ＪＲ八木駅舎については、土地区画整理事業の話がまとまれ
ば、早急に取りかかるという話だった。起工式も行われているの
で、当然駅舎については何らかの進捗が図られると思うが、詳し
い話が分からない。駅舎の進捗状況と完成時期について伺いた
い。

市長 　八木駅舎の改築については、旧町時代からＪＲへ要望を続け、
南丹市になってからも続けてきた。ＪＲからは八木駅西土地区画
整理事業が進み、利用者の増加が見込まれるなら、駅舎改築につ
いて取り組みを進めるとの回答もあり、八木駅西土地区画整理事
業の起工を迎えた。当然ＪＲには早急に着手していただけるよう
協議を続けている。また、市政懇談会や議会を通じて市民の皆さ
んのご要望などを聞かせていただいているので、それらが実現で
きるようにお願いしており、ＪＲ内で検討していただいている状
況である。早い時期にＪＲとの協定書を結び、八木駅西土地区画
整理事業とともに、駅舎の完成も実現させたい。

土木建築
部長

　八木駅西土地区画整備事業については、起工式が開催され、工
事も着工されている。しかし、これは土地区画整理事業だけで進
むものではなく、府が管理する東所川や都市計画道路八木西線な
どと相まって、事業を進めていかなければならない。全ての事業
の完了目標を平成３２年として進めているところである。

48 旧吉富小学校 八木駅舎 男性 　土地区画整理事業の完成は平成３２年ということであるが、八
木駅舎の完成時期の目標はいつを目指されているか。

市長 　平成３２年完成予定の土地区画整理事業とともに開業してもら
いたいのが本意である。しかし、これはＪＲの施設であり、ＪＲ
が事業主体となってやることなので、お願いするしかないという
のが実態である。住民の皆さんも、土地区画整理事業の完成と合
わせた開業を望んでおられるので、十分強くＪＲにお願いをして
いるところであるが、明確な完成年度はＪＲから示されていない
というのが現実である。

49 旧吉富小学校 地域振興 男性 　吉富駅前の東と西は市街化区域になっている。鉄道より東の室
河原側は、企業などが進出し農地は比較的少なくなっている。し
かし、それは民間が行ったもの。鉄道より西の木原側に関して
は、開発などが一切ない。行政として木原側をどうするつもりな
のかお伺いしたい。

市長 　吉富駅周辺地域については、八木駅西地区と同様に、市街化に
向けての取り組みを検討いただいてきた。ただ、景気が大変厳し
い状況が続き、吉富駅周辺の整備事業については凍結という形を
取られている。市としては、土地区画整備事業だけでなく、府道
や板野川の改修も含めて京都府と協議を続けており、できれば早
期に土地区画整備事業を実施していただき、宅地化を進めていた
だきたいという思いもあるが、地元の意向が一番である。

50 旧吉富小学校 地域振興 男性 　八木町時代、室河原側は京都縦貫自動車道までをまず市街化に
し、土地が足りなくなったら範囲を広げてることを考える。と回
答されていたように思う。それを前提として、京都縦貫自動車道
より室河原側の農地については、農振農用地から除外できない
か。農政課としては難しいという言い方をされる。吉富駅周辺全
体についてどういうお考えなのかお伺いしたい。

市長 　農振農用地の解除については、優良農地を確保するという観点
もあるので、厳しい状況がある。ただ、地権者の皆さんのご要望
やさまざまな諸要件を含めて検討していただき、また農業委員会
でもご検討いただくことになるかと思う。ただ、農振農用地は、
優良農地を確実に残すという施策の中で指定されたものであるの
で、安易に変更するのは難しいのが現実である。
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51 旧吉富小学校 地方創生 男性 　地域創生戦略を立てられているが、具体的な取り組みが見えて
こない。定住促進や小学校跡地活用など、さまざまなアイデアを
出して企画して実行することが大切。知恵を出して、やる気を出
して南丹市をどうするのか、考えてほしい。

市長 　地域創生に向けては、地域創生戦略の具現化に向けて取り組み
を進めていく。貴重なご意見を生かしていきたい。

52 旧吉富小学校 小学校跡
地活用

男性 　小学校跡地活用として、旧吉富小学校にテナントを入れ、企業
誘致をしようと動いている。そこで、南丹市の外郭団体的な組織
は多くあると思うが、地区計画が指定された３校に優先的に入る
よう指導していただきたい。

市長 　公民館を使われていた団体も、さまざまな代替えの場所を検討
されている。相談があれば小学校跡施設の活用も含めて、相談に
乗っているところ。それぞれの団体のご事情もあるので、一方的
にお願いするわけにはいかないが、それらを念頭において相談し
ている状況である。

53 旧吉富小学校 耐震問題 男性 　耐震診断の結果、園部公民館と八木公民館が廃止となる。１１
校も空いた学校をつくりながら、新しい公民館をつくることに税
金を使ってほしくない。市役所庁舎の問題もあると思うが、箱モ
ノをつくるのではなく、あるものを活用することに力を入れてほ
しい。

市長 　園部公民館と八木公民館については、耐震の問題があり今後の
対応について、社会教育委員会にご意見をお伺いしている状況で
ある。早急にこれからの対応を考えていく。

54 旧吉富小学校 スクール
バス

男性 　八木西小学校で、バスの補助員を無くす方向で話を進めている
という説明会があったようだ。しかし、子どもに聞いても内容が
わからないので、どのようなことなのか説明してほしい。

教育長 　２年間の措置としてコミュニティ・スクール加配教員を配置し
ていただいた。その先生の業務として、乗車指導するのか、巡回
やバス停での指導をするのかは校長の権限で決められている。２
年間の措置であるので、それ以降については、学校と保護者の方
とで相談しながら、安全でより良い方法になるようにしていただ
きたい。

55 旧吉富小学校 スクール
バス

男性 　来年の４月１日からは、予算が無いから加配の先生はスクール
バスに乗せられないのか。

教育長 　予算の問題ではなく、加配措置されている先生が２年間限定で
あるためである。

56 旧吉富小学校 スクール
バス

男性 　スクールバスには１人補助員がおられる。それは、各学校の校
長先生の指示で乗っているのか。それには、教育委員会は関係な
く、校長先生の判断でされているのか。

教育長 　補助員は配置していない。スクールバスに乗車されているの
は、地域連携を行う加配措置として配置いただいた先生である。
この先生をどのように使うかは校長の判断である。

57 旧吉富小学校 農業振興 男性 　米３０ｋｇを収穫するのに必要経費はいくらかご存知か。ま
た、農協の米の買い取り価格はいくらか、農林商工部長にお聞き
したい。

農林商工
部長

　農協の買い上げ価格は、平成２８年産米３０ｋｇでコシヒカリ
が６,０００円、キヌヒカリが５,５００円である。
　京都府内での、副産物価格を差し引いた標準生産額（３０ｋｇ
あたり）は９,１８０円ほどで、議会などでも質問いただいていた
が、減価償却なども考えると、とてもその金額で生産できるもの
ではないと十分理解をしている。

58 旧吉富小学校 農業振興 男性 　米３０ｋｇ収穫するのに、８，０００～９，０００円かかる。
６，５００円の買い上げなら、その差額はどうなるのか。米をつ
くらない方が金儲けだと私は考えている。

市長 　地域農業が厳しく、米作りも大変厳しい状況の中で、耕作放棄
地が増えているという現状を危惧している。農業が業としてやっ
ていけるような体制づくりを、国や府の施策と連携しながら努力
しなければならないと認識している。

59 旧吉富小学校 広報広聴 男性 　市役所の広報誌や社会福祉協議会の広報誌などがある。それら
の綴じ方が左右バラバラである。どちらか一定にしてもらいた
い。ファイルでとじると向きがバラバラになる。

市長 　発行元が違うのでそうなっているのだと思う。ご意見をいただ
いたので、市役所が経由して配布しているものは協議させていた
だく。

60 旧吉富小学校 財政 男性 　合併特例債は１５年間が期限となっていると思う。八木駅舎の
関係で使われると思うが、あと何に、どれくらいの額を使う予定
でおられるのかお伺いしたい。

市長 　合併特例債については、八木駅改修での活用を考えている。他
には、市役所本庁舎の耐震性が低く、災害時には拠点施設として
の機能を持たさなくてはならないため、本庁舎の改築などに活用
していきたいと考えている。しかし、合併特例債も借金であるの
で、できる限り後世に負担が残らないような、財政計画を建てて
課題に取り組みたい。
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61 旧吉富小学校 議会 男性 　南丹市は市議会議員の定数が多いのではないのか。経費節減の
ため、少数精鋭の市議会議員でよいのではないかと思う。現在の
議員数は２２人だが、２０人で十分だと思う。そのような条例を
ぜひ議会に提出していただきたい。

市長 　市議会は、車の両輪として地方自治を支える首長と議会という
関係もある。この場で話があったことを、議会に伝えたい。

62 旧吉富小学校 市政運営 男性 　首長の任期は、３期１２年が世間一般であるし、私もそう思っ
ている。市長としてではなく、個人として首長の最適な任期は何
年とお考えか。

市長 　私は４年間の任期を選挙によって与えられている。これによ
り、３期目を迎えさせていただいている。それぞれの選挙で４年
間の任期を与えていただいているので、何期が適当であるとか、
何期以上はおかしいという思いは持っていない。その時々で、そ
れぞれの立場にあるものが審判を受ける、もしくは退くという判
断をするというものであり、それぞれの位置における個人の判断
だと思う。私自身、残された期間は全力を尽くして努力をしてい
きたいと考えている。

63 旧吉富小学校 広報広聴 男性 　市民の意見を聴取し、行政と市民が心を通わすシステムの構築
ができないか。旧八木町では、市民が市に対するさまざまなテー
マについて、自由な形でホームページ上で議論できる電子会議室
というシステムがあり、斬新な取り組みだと思っていた。そのよ
うなことの実施について検討していただきたい。

市長 　市政の中身や進めている内容を市民の皆さんにご理解いただく
努力は、まだまだ必要であるということを痛感している。これか
ら、どのような形で実現していくのか、十分検討を深めていきた
い。

64 旧吉富小学校 議会 男性 　議会での議論をより市民に分かりやすくするために、議会議事
録の検索システムを考えていただけたらどうか。また、委員会で
の議事の概要でもよいので、それらが分かるようなシステムの構
築を考えていただけたら、より市民と行政が手を携えられて、満
足度の高いまちづくりになっていくのでないか。

議会事務
局長

　議事録検索システムについては、定例会や議員、各単語などで
検索するとその発言が出てくる便利なシステムで、近隣市町村で
も導入されているところがある。しかし、システムの変更には非
常にコストが掛かるため、検討課題とさせていただきたい。９月
定例会で可決、施行された南丹市議会基本条例でも、情報公開に
ついて定めているので、より一層の透明化に向けて取り組んでい
きたい。

65 旧知井小学校 施設管理 女性 　依頼され、芦生ロードパークのトイレ掃除をしている。東屋が
壊れかかっており、危険なためテープが張ってある。近々建て替
えと聞いているが、いつ頃になるのか。また、トイレの入り口に
扉がないので、落ち葉などが吹き込んでいる。さらに、扉は鍵が
掛からない状況である。

市長 　早速現地を確認させていただく。府道敷にある施設でもあるの
で、京都府と相談し、対応について検討していきたい。
【後日回答】
　現地確認後、東屋については京都府に要望し、トイレの鍵につ
いては応急処置として簡易な鍵を設置した。ドアノブ、入口扉に
ついても京都府に取り替えや設置等の要望を行った。

66 旧知井小学校 公共交通 男性 　知井地区を走る市営バスは、枝線が知見口を起点に３路線あ
る。知見線、河内谷線、佐々里・芦生線はいずれも知見口で降車
しなければならない。旧知井小学校の跡地活用を考えているが、
高齢者が市営バスを使って旧知井小学校に行く場合、知見口で乗
り換えが必要となり、一区間分の料金が発生する。そのような点
を考慮していただけないか。

市長 　路線の変更は認可事項になり、陸運局に認可申請する必要があ
る。今回ご意見をいただいたので、振興会の皆さんとも相談しな
がらその実現に向けて調整をさせていただく。

67 旧知井小学校 道路管理 男性 　道路の改修について、京都府の場合、パトロールカーが走り、
点検されている。市の場合は、住民から要望を上げていくのが唯
一のルートなのか。市も定期的に職員がパトロールするチェック
体制があるのか。また今後の対応について聞きたい。

市長 　要望については、区長さんを通じて地域の声を上げていただき
たい。しかし、市民の方から陥没などの危険箇所の情報があった
場合は、最優先で対応させていただくので、国道や府道を問わず
市役所に連絡していただきたい。府道であれば京都府へ情報提供
を行う。市道については市が管理する道路であるので、担当部局
が管理しているが、全体で５００ｋｍ以上あり、管理が行き届か
ないところがあると思う。市民の皆さんからのご意見などを伺い
ながら、状況を確認している。

土木建築
部長

　日常的なパトロールも行っているが、隅々まで目が行き届いて
いないこともある。地域の皆さんから情報をいただいたら、緊急
の場合はすぐに対応させていただく。限られた人数で対応してい
るため、地元からも声を掛けていただけるとありがたい。
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68 旧知井小学校 道路管理 男性 　現場の危険度には、住民と市側に温度差があると思うが。 市長 　危険度については、土木技術者などの専門家が判断しているの
でご理解いただきたい。ただ、情報提供していただかないと、現
場確認できないのも現実なので、ご連絡いただきたい。

69 旧知井小学校 道路管理 男性 　農業集落排水の工事で、中地区から北地区の間、道路を掘削さ
れたが陥没がひどく、３ｃｍほど下がっている場所がある。確認
して欲しい。また、知見口の三叉路は、冬期に雪を解かすための
融雪水が流れる。しかし、朝方には凍り、アイスバーンになる。
子どもたちの通学路に立ち見守りをしてきているが、非常に危険
でもあるので考えて欲しい。

市長 　凍結防止剤の散布や融雪水設備など、融雪や凍結防止の対策は
さまざまある。府道に関することなので、南丹土木事務所と相談
させていただき、どのような形が安全なのか現地を確認したい。
特に子どもたちの安全確保については重要。
【後日回答】
　農業集落排水の工事による陥没については、全面舗装は困難だ
が、危険な場所については補修を行う。融雪水設備については、
現地確認後京都府に要望した。

70 旧知井小学校 有害鳥獣
対策

男性 　熊が美山町全域で出没している。柿を狙っていると思うが、冬
眠の前で狂暴性があるので怖い。学校として、子供たちにどう
いった注意をされているのかお伺いしたい。

教育長 　学校教育では、動物から身を守るために動物の特性や習性に応
じた指導をしているのが現状である。熊に関しては、鈴などを持
つという形で安全指導をしている。今後も、子どもたちの見守り
活動などで、ご協力をいただきたい。

市長 　熊などの野生鳥獣については、頻繁に出没することから目撃し
ても市に通報しないという事例が多くなり、情報が入りにくく
なっている。ＣＡＴＶや防災無線で周知することができるので、
情報があれば連絡していただきたい。

71 旧知井小学校 災害復旧 男性 　平成２５年の台風１８号で、河川に降りる消防道が被災した。
以前から京都府に要望はしているが復旧されない。南丹市から京
都府へ強く要望していただけないか。

市長 　京都府が管理している河川なら京都府の所管となる。状況を確
認させていただき、京都府と相談するので時間をいただきたい。
【後日回答】
 現地確認後、京都府に要望した。

72 旧知井小学校 市政運営 男性 　国や府、市にはさまざまな施策があるが、実際は現場にマッチ
していないことがある。施策を実行し、現場でどうであったの
か、それらをフィードバックすることを市職員の職務として位置
付けられているのか。

市長 　事業の検証を毎年行っている。それぞれの事業を反省し、改善
することで税金を有効に使うことにつながる。また、市民ニーズ
に合った事業を心掛けなければならない。この点については、更
に努力しなければならないと考えている。市役所職員は法律や条
例に基づいて仕事をするのが責務であるが、制度などの改善を国
や府に対して要望もしている。また、住民の皆さんからの声をお
伝えし、要望していくことも大事だと思う。さまざまな制度につ
いても皆さんのご意見をお聞きし、それを反映していきたいと考
えている。

73 旧知井小学校 小学校跡
地活用

男性 　小学校の統廃合により知井小学校も廃校となった。施設の有効
活用については振興会を中心に検討しているが、法律などの制約
もある。市の幹部職員にも相談に乗ってもらっているが、地域の
ためになるように努力していただきたい。

市長 　美山町内においては振興会を核として検討していただいてお
り、それぞれから今後のあり方について提言をいただいた。市と
しても早期に実現をしていきたいと考えており検討をしている。
必要な部分については、補正予算も対応もしている。旧知井小学
校については、振興会と市以外の団体との関係もあり、法律的、
条令的な課題もある。協働担当職員を配置しているので、引き続
き相談しながら進めていきたい。
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74 旧知井小学校 学校教育 男性 　美山の教育について、美山小学校、美山中学校の先生とまちづ
くり委員会とで懇談をした。先生方には非常に頑張っていただい
ており、美山の学校の教育力は非常に高いと今までからも言われ
ている。それは、地域と学校現場が常に交流を持ってこられたこ
とが成果になっていると思う。小学校が統廃合したことから、こ
れから美山小学校の生徒たちと、地域の方との関わりや交流を、
どのようにしていけばよいかというのを振興会でも苦慮してい
る。市からも学校現場への指導をお願いしたい。

教育長 　美山の小中学校の教育力の高さは、これまでの学校と地域との
繋がりの上に築かれてきていると考えている。学校では、地域に
子どもたちが出かけたり、地域の皆さんに来ていただいたりしな
がら、地域を学び、深めていく取り組みも進められている。さら
に、地域の皆さんにコミュニティ・スクールの推進委員になって
いただき、地域の皆さんと学校の先生が一緒になって、地域とと
もにある学校を作っていく仕組みづくりにも取り組んでいるの
で、ご理解とご協力をいただきたい。

75 旧知井小学校 スクール
バス

男性 　遠距離となる美山小学校への通学は、当初心配もされていた
が、先生方の通学指導として援助いただき、無事故で通うことが
できている。しかし、冬場は積雪などで心配がある。早く除雪し
ていただき、通学に支障のないよう、努力していただきたい。

教育長 　除雪を早急にしていただき、学校運営に支障がないように、市
長部局を通じてお願いをしていきたいと考えている。毎日の通学
の状況については教育委員会事務局で把握しているが、突発的な
ことが起こるとも限らないため、その日の天候状況をしっかり見
定めながら、安全な運行と通学の安全指導にこれからもより一層
力を入れていきたい。

76 旧知井小学校 スクール
バス

男性 　今年は雪が多いとも言われている。百聞は一見に如かず。積雪
が多い時に一度見に来てほしい。

教育長 　平成２３年の大雪で小学校の屋根の軒が折れたことがあった。
その時に見させてもらったが、雪の多さに驚いた。雪の深さを実
感しながら、安全についてしっかり考えていきたい。

77 旧知井小学校 学校教育 男性 　知井には山村留学という京都府で唯一の制度がある。その制度
が来年で２０周年を迎える。来年に向けてイベントを準備しなく
てはならないが、ぜひ南丹市も自慢できる制度として、一緒に
なって盛り上げていけるように協力していただきたい。

市長 　関係の皆さんや地域住民の皆さんの協力や理解があって、２０
年も続けていただいていると思う。歴史を大切にしながら、これ
から山村留学をどのようにしていくのか、相談もさせていただか
なくてはいけないと思う。２０周年としていろいろ企画いただ
き、話をお伺いして相談させていただきたい。

78 旧知井小学校 学校教育 女性 　学校での放課後の時間で、バスが出発するまでの間に宿題をさ
せてもらいなさいと言ったら、駄目だと言われしてこない。宿題
は家でするものかもしれないが、疲れて帰ってきて、まだ宿題を
しているのを見るとかわいそうに感じる。配慮していただけない
ものか。

教育長 　ご要望については学校に伝えさせていただく。

79 旧知井小学校 保育所 女性 　来年から保育所に入れようと思っている。以前は市営バスで通
えたのだが、近頃は全て親が送迎していると聞いている。市営バ
スに乗せて通園できないことになっているのか、お聞きしたい。

福祉事務
所長

　十分に状況を把握していなため、状況を聞かせていただいた上
でお答えしたい。
【後日回答】
　原則は保護者の送迎を基本としているが、家庭の事情によって
は市営バスを利用することも可能である。通園時の保育所の受け
入れ対応もあるので、利用を希望される場合は事前に保育所と相
談してほしい。
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80 旧西本梅小学校 有害鳥獣
対策

男性 　有害鳥獣に関してだが、西本梅地域に猿が出没している。猿の
出没に関するメールは、埴生地内で２人が受信しているが、目撃
されたのが昼頃で、メールが届くのが１７時を過ぎてからなの
で、ほとんど間に合わないようなメールだと思う。もし防災無線
などが使えればありがたいと思う。できるだけリアルタイムの情
報がいただきたい。

市長 　野生鳥獣害については、本当に深刻な問題であると考えてい
る。また猿に関しては、西本梅地域はよく出没すると聞いている
が、捕獲が難しいため、追い払いが中心になっている。特に猿の
対策について篠山市と連携し対策を強めており、その一環として
メールも使用しているが、時間が遅いなどの状況や防災無線の活
用について検討していきたい。追い払いについても、他の地域で
効果があることを試していきたいと考えている。皆さんと情報共
有しながら、対策を講じていきたい。

農林商工
部長

　農作物はもちろん、子どもたちにも危害が及ぶ危険性があるの
で、本当に深刻な問題だと考えている。メールについては、もう
少し改善できないか、検討し勉強させていただきたい。また有効
な方法がないか、先進地や研究者に話を聞こうと考えている。
【後日回答】
　メールについては、篠山市が独自にサルの動向調査をされてお
り、１日の出没状況をとりまとめた内容が、兵庫県森林動物研究
センターに送られ、南丹市農林整備課に１７時頃にメールが届く
ことになっている。受信したメールは、農林整備課からすぐ地元
に発信している。現時点では昼間の調査結果を１７時以降に情報
提供されており、リアルタイムな情報を発信することはできない
のが現状である。よって、リアルタイムな情報でないことから、
防災無線でも流すことはできない。今後、より早く情報提供して
いただけないかなどを検討していきたい。

81 旧西本梅小学校 有害鳥獣
対策

男性 　狩猟免許の取得に補助がいただけており、大変ありがたい。数
年前から有害鳥獣駆除の許可を出すのに、マナー講習の受講が必
須となった。平成２４年にマナー講習を受講したが、それ以降開
催されていないようだ。毎年実施されても良いのになぜ開催され
ていないのか。

農林商工
部長

　マナー講習の開催については、調べてから回答させていただ
く。
【後日回答】
　マナー講習は２年に１回開催しており、廃止しているわけでは
ない。毎年の開催について関係機関と検討していきたい。

82 旧西本梅小学校 上水道 男性 　西本梅地域では、新規に水道が引けないという話があった。そ
れでは地域創生にかけ離れた話になっていると感じる。その点は
改善されたのかお伺いしたい。

市長 　水道の供給については、水源がどれだけあるかが重要で、供給
できる量が限られていることがある。そのため計画的な住宅建設
を行なわなければならない。水道事業については独立採算で行っ
ており、需要に見合った水源の開発を行わなければならない。家
がどこにでも建てられ、そこに必ず水を供給できる状況でない現
実がある。それについては、簡易水道と上水道を統合するなど、
改善に向けて工夫したい。

上下水道
部長

　南八田、埴生、若森、南大谷は上水道区域、大河内、天引は簡
易水道事業、法京は飲料水供給事業という形で事業展開している
が、水源を確保し定住促進にも繋げたいとことから、上水道区域
への統合に向けて平成２５年から事業を進めてきた。国の予算が
つかないことから事業が遅れており、平成２９年度の事業完了を
予定している。

83 旧西本梅小学校 小学校跡
地活用

男性 　西本梅小学校については、校舎を建てるときに地元の方にお世
話になって用地が確保できた。使われなくなったら、潰して地元
に返すという話を聞いている。そういう資料があると思う。小学
校が統廃合してなくなっているのに、まだ学校を置いているのは
おかしなことであるし、将来問題を残すことになる。

市長 　西本梅小学校だけでなく、閉校となった各小学校については、
地元の皆さんに活用方法を検討していただき、要望や活用につい
ての提言をいただいた。地元の意向として、この施設が必要ない
ということなら取り壊しをし、地元で活用していただけるのな
ら、活用について相談させていただきたいと思っているので、ま
ずは地元の意見集約をしていただきたい。
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84 旧西本梅小学校 小学校跡
地活用

男性 　私が聞いた話によると、小学校が廃校になったら更地にして返
すという念書があると聞いた。西本梅地域は学校に対する協力を
惜しまなかったのだが、学校としての目的が終わったので、整地
して返すべきではないか。私も念書を確認はしていないが、念書
について確認をしてほしい。限界集落化が進んでおり、今後も地
域で施設を管理しろということは、無理だと思っている。

市長 　小学校の体育館については、万一の場合、公民館などの一時避
難所から移っていただく収容避難所として位置付けている。これ
は西本梅だけではない。施設の活用については地元の方で検討し
ていただいており、具体的な要望などがあれば、その具現化に向
けて相談をさせていただいているところ。潰した方がよいという
ことで地域が合意されたら調整させていただく。しかし、念書や
申し合わせ事項については全く承知していないので確認してみ
る。

85 旧西本梅小学校 小学校跡
地活用

男性 　西本梅の合意があれば、潰す方向もあるという話なので、その
ことは変更のないようにお願いしたい。

市長 　いずれにしても地元の合意が大前提となるので、住民の皆さん
の意見が一致すれば、相談をさせていただきたいと思う。当然、
法律や条令に則って進めなければならないが、その方向で対応し
ていきたいと考えている。

86 旧西本梅小学校 施設管理 男性 　西本梅小学校の体育館は収容避難所になっていると説明された
が、体育館は雨漏りをしている。そういう場所が収容避難所とし
て適切なのか。

市長 　収容避難所として指定しているので、雨漏りなどは改善はしな
ければならない。すぐに調査し対応しなければならないと考えて
いる。

87 旧西本梅小学校 災害復旧 男性 　天引の市道奥山線だが、平成２５年の災害で被災し、復旧して
もらっているがまだひどい。２０ｍ程度掘れているところがあ
る。危険でもあるので修繕をお願いしたい。

道路河川
課長

　ゴルフ場線の事と思うが、平成２５年に被災しており、今年度
過年災害の復旧として調査し、復旧の予定をしている箇所だと思
われる。

88 旧西本梅小学校 災害復旧 男性 　天引の京都府の管理河川だが、河川護岸の６０ｍ程のうち２０
ｍは復旧してもらったが他の部分が残っている。市の方からも京
都府へ要望してほしい。

市長 　京都府に係る河川の話ですが、調査して連絡させていただく。
【後日回答】京都府に連絡し、実施する旨の回答を伝えた。

89 旧西本梅小学校 上水道 女性 　若い者が新築の家を建てたが、水源の量が少ないため新規で水
道が引けなかった。母屋からパイプを引いて繋いでおり、冬期の
凍結も心配である。平成２９年度に工事が完了するとありがたい
のだが、新たに引き込みの工事が必要となる。若い人たちが安心
して生活できるように、また定住促進を進める上でも頑張ってい
ただきたいと思う。

上下水道
部長

　西本梅地域は水源量が限られているため、既存の方の生活に支
障を及ぼすような新規給水は控えていただく形で対応させていた
だいたと考えている。新規の給水申し込みの際には、新規加入者
分担金などの事務手続きが必要となる。また給水申し込みについ
ては、指定工事店に相談し申請をしていただきたい。

90 旧西本梅小学校 財産区 男性 　亀岡市と南丹市の財産区の組合があると思うが、いつまでも今
のような形を継続をするのではなく、持分分割をして清算をして
はどうか。

市長 　本梅のそれぞれの歴史がある中で財産区があるわけだが、関係
する方々や構成する各区のご意志もあるので、すり合わせが必
要。市も話し合いの中に入っていきたいと考えている。

91 旧西本梅小学校 上水道 男性 　水道統合については、当初は議員さんから平成２８年度に完成
すると聞いていたが、２９年度に完成と言われた。西本梅地域は
人口も減少し続けて、水が足りなくなるほど人口が増えているわ
けではない。机の上での事業でなく地元の切実な願いを考えても
らいたい。

市長 　市としても、早急に完成させたく２８年度を完成目標として進
めてきたが、国の補助金が当たらず、やむなく２９年度に完成さ
せることになった。必ず２９年度に完成できるよう努力していき
たい。

92 旧西本梅小学校 施設管理 男性 　体育館の雨漏りについては、今に始まった問題ではなく、以前
からの話である。市には届いていなかったのか。

企画政策
部長

　学校として使用しているときから雨漏りはあった。その時に調
査をしたり、補修をした経過はある。しかし、水がどこからか染
み出し、最後には滝のように流れているとのこと。何度も調査を
しているが、根本的な解決ができていないので、引き続き調査す
るなどの対応をしなければならないと考えている。

93 旧西本梅小学校 学校教育 男性 　西本梅地域の子どもで不登校はいるのか。 教育長 　西本梅地域の子たちに不登校はいない。
94 旧西本梅小学校 公共交通 男性 　横田のバス停留所にはベンチもない。南丹市でベンチを設置す

ることはできないのか。
市長 　ベンチについては道路上のことでもあるので検討させていただ

きたい。子どもたちの安全確保については、中学校と十分協議を
していきたいと考えている。
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95 旧西本梅小学校 学校教育 女性 　警報が出た時の小学校の対応だが、ＣＡＴＶを見るようにとい
うことで、台風のときなどは注意して見ているが、学校や市から
防災無線を使って休校に関する連絡をすることはできないのか。
親は仕事に出るので、学校が始まる連絡などが電話で入る場合、
子ども同士の対応となるので親としては不安である。

教育長 　気象警報発令による休校などの判断は学校ごとに行っている
が、地域の実情に合わせ積極的に活用するように促していきた
い。

96 八木公民館 定住促進 男性 　人口問題は市政にとっては最重要課題だと思う。南地区ではこ
の２０年で人口が８００人減少している。八木町全体では２，６
００人減少している。そうすると、計算上では４０年後に人口が
半減するという状況ではないか。市としてどのように現状を受け
止めておられるのか。これからの対策を具体的にお答えいただき
たい。

市長 　人口問題に対して、地方創生戦略とともに人口ビジョンを掲
げ、国が推計する平成７２年（２０６０年）の人口１８，０００
人を、２４,８００人にする目標を掲げて施策を進めている。人口
減少を食い止めるのは大変大きな課題であるし、難しい課題でも
ある。八木地区においては土地区画整備事業をはじめとするさま
ざまな事業を推進することによって、住める場所を増やし、人口
減少を食い止めるということになる。しかし、南丹市全体で年間
４６０人が亡くなられ、２３０人が生まれている現状が続いてい
る。これらをどのように対応するのかというのが課題であるの
で、地方創生戦略を具現化する中で、対策に努力をしていきた
い。

97 八木公民館 森の京都 男性 　京都府の中部地区は森の京都として位置付けされ、取り組まれ
ているが、八木町は位置付けがされていない。森の京都博という
イベントがあるが、八木町のイベントは一切入っていない。八木
町にも山林はたくさんあり、内藤ジョアンの記念碑もある。八木
町も位置付けをしてほしい。本郷地区の忠魂碑山の付近一帯に山
林公園を新設してほしいという要望もしているので、このような
事業の中で設定してもらえないか。

市長 　京都府において、海の京都、森の京都、お茶の京都という呼び
方で施策が進められており、南丹市を中心とするエリアを森の京
都とされている。今年はそのターゲットイヤーとして、３月には
京都丹波高原国定公園の指定や、１０月には全国育樹祭も開催さ
れ、さまざまなイベントが実施されている。ターゲットイヤーで
終わりではなく、これから地域の発展、活性化や、林業をはじめ
とする産業の振興にも繋げていこうという取り組みである。本郷
地区の山林公園については相談させていただき、森の京都の位置
付けになるのか検討を深めたい。

98 八木公民館 防災 男性 　過去に大きな水害を経験し、毎年６月には水防訓練を６０年近
く続けている。秋には防災訓練も実施している。災害の医療セン
ターという位置づけを南丹病院はされているが、災害発生時、２
４時間～４８時間くらいの間、私ども南地区はどのようにして南
丹病院と関わったらいいか、これは大きな課題だと思う。自分の
地域だけ構っていたらいいとはならないので、そのような点で南
丹病院と南地区、消防団南分団との関わりをはっきり位置付けし
ていただきたいと思う。

市長 　南丹病院の安全対策は大変大きな課題であり、常日頃からこの
問題については検討を深めていただいているが、地域の皆さんや
消防団の皆さんとの連携についても大変重要なことだと思う。病
院にも連絡を取り連携させていただく場を作っていきたいと思
う。

99 八木公民館 市民要望 男性 　平成２８年度の一括要望では６８件のうち１８件が実施または
実施予定であった。その中で、水路の悪臭問題もあり農業用水路
の改修を行ったが、大きな出費となった。補助制度の復活など住
民の切実な要求を、行政で実現していただくよう、よろしくお願
いしたい。

市長 　大変多くの要望をいただいているし、できるだけ対応したいと
いう思いで取り組みしているが、多くあり経費がかかる。１つで
も多くの要望を実現できるように、これからも努力をしていきた
いと考えている。農業用水路については、一般の生活排水路とは
位置付けが異なり、国や府でも基準が変わってくるため苦慮して
いるところ。
　農業用水路の改修は、基本的には一般の土地改良事業補助金
（受益者が事業主体となり、補助率は１／２。事業費の上限あ
り）になる。

100 八木公民館 高齢者福
祉

男性 　独居老人宅で消火器の交換ができていないところが多い。合併
前は消火器の補助金として半額を補助していただいた。そして残
額の半分を自治会が負担していた。しかし合併後廃止となってい
る。独居老人宅だけでも、補助制度を復活させていただけない
か。

市長 　独居老人宅に対する消火器の支援については、とても重要なこ
とであるので、検討課題として持ち帰り検討させていただきた
い。
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101 八木公民館 八木駅舎 男性 　八木駅の改築の問題については議会でも質問されているが、エ
レベーターについては４基と言われていたのに、ＪＲは２基減ら
すと言っている。なんとか前に進めて年度内に協定を結んでいた
だきたい。

市長 　八木駅西土地区画整備事業を着手いただいたことによって、実
現に向かってＪＲと頻繁に調整している。以前から、エレベー
ター４基は住民の皆さんの強い要望であるということをＪＲに要
望しており、話し合いを深めている。ＪＲ西日本で内部協議をし
ていただいており、返事を待っている状況である。また、目標と
して今年度協定を結び早期に着工していただきたいということ
で、強くお願いをしている。

102 八木公民館 有害鳥獣
対策

男性 　我々が住んでいる里山地域は伏流水の豊富な扇状地域で、鹿や
猪などの野生鳥獣が多く出没する。個人的にも調査したが、２０
頭ほどが集団で徘徊している。夜間には身の危険を感じるほど
だ。近くには丹波支援学校もあり、子どもたちも野生鳥獣に遭遇
している。さまざまな法規制もあると思うが、一定の駆除対策を
しなければ、人身に被害が及ぶ状況になっていることを考えて、
今後の対策をしていただきたい。

市長 　野生鳥獣対策は大きな課題であり、他の市町村に比べて面積も
広く、多くの猪、鹿、カワウ、猿などの野生鳥獣がおり、被害対
策について苦慮している。そこで、猟友会にご尽力いただき捕獲
を進め、柵を設置して侵入を防ぐ対策をしている。京都府や近隣
市町村と連携をしながら取り組みを進めているが、妙案がないと
いうのが現実である。丹波支援学校の安全の問題については、連
絡を取り対策について検討を深めていきたい。

103 八木公民館 防災 男性 　東所川に関して、中流部は整備されておらず勾配も緩い。その
ため、上流からの土砂が中流部で堆積している。平成２６年台風
１８号の大雨でもそうだったが、水が流れず広い面積の田畑が冠
水した。京都府が管理する河川であので、京都府へ要望している
が動きがない。南丹市においても側面的に協力をお願いしたい。

市長 　京都府と連携を取りながら対応していくのが、市役所の努めで
あるので、遠慮なく市役所の方に言っていただきたい。

土木建築
部長

　東所川の中流部分については、京都縦貫自動車道の下のみ改修
されているという現状である。現在、八木駅西土地区画整備事業
に合わせて、下流部から改修をしていただいている。中流部分の
改修計画や実施については、京都府から聞いていないが、早急に
確認をさせていただく。
【後日回答】京都府に連絡し、浚渫を実施する旨の回答を伝え
た。

104 八木公民館 防災 男性 　東所川については、抜本的な河川改修を期待している訳だが、
当面は河床が高くなっている部分の浚渫をお願いしている。現場
でも京都府の担当者に説明した。水害対策は重要であるので、よ
ろしくお願いしたい。

市長 　市としても抜本的な改修が第一であると考えているが、早期の
浚渫を京都府にお願いしている。河川断面を広げることは市民の
皆さんの安心を高めることにもなるので、早急に実施していただ
きたいと要望している。

105 八木公民館 有害鳥獣
対策

男性 　野生鳥獣害の対策については、１０年前から電気柵などを設置
している。しかし、野生鳥獣も学習し、対策がいたちごっこであ
る。特に里山周辺では駆除を積極的に行うことを希望する。そう
いう段階に入ってきていると認識している。

市長 　野生鳥獣駆除については大変大きな課題である。南丹地域は猟
銃の数が一番多い。それだけ猟友会の皆さんに積極的な取り組み
をしていてだいているが、更新のときに警察から厳しい指導があ
る。適切な管理をしていただいている以上、許可をスムーズに出
していただくように京都府にお願いをしている。罠や猟銃による
駆除が最大の解決手段だと考えているので努力したい。

106 八木公民館 耐震問題 男性 　地区の公民館は緊急時の一時避難所になっているが、耐震改修
がまだ行われていない。学校についてはほぼ終わってきていると
思うので、いつ頃から地区の公民館はできるのか。

市長 　子どもたちが通う学校、保育所、幼稚園から改修を進め、ほぼ
完了した。次は市民の方が集う公民館やセンターなどの耐震診断
を行い、改修が必要な部分については進めている段階である。地
区の公民館などは一時避難所、各小学校の体育館などは収容避難
所としており、まずは、体育館の耐震化を進めてきた。地区の公
民館は市が所有する施設ではないため、耐震診断や耐震化工事に
対する補助金などについて研究を深めたい。

107 八木公民館 耐震問題 男性 　本郷のコミュニティセンターについては、放課後児童クラブで
使用されている。地区の公民館とは少し違うので、早急に考えて
いただきたい。

市長 　本郷コミュニティーセンターは市の施設であるので、耐震化を
進めていかなければならないと考えている。調べて回答させてい
ただく。
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108 八木公民館 都市計画 男性 　ＪＲ吉富駅周辺の再開発事業の構想と現状を説明してほしい。 市長 　吉富駅の西地区で土地区画整備事業、池ノ内でほ場整備事業の
計画が進められていた。池ノ内のほ場整備については着手され
た。吉富駅西地区の土地区画整備事業については、道路、河川な
どの整備を含めた計画を進められたが、地元で組合の設立や事業
実施に踏み出せないという判断で、現在凍結となっている。市と
しては、ぜひとも早期に地元でご決断いただきたいと考えてい
る。

109 八木公民館 道路管理 男性 　森の京都の関係で、けやき公園のケヤキが天上の木１０選に選
ばれた。樹医さんが見られると老木のため木が弱っているとのこ
とだった。市道の上に今にも落ちそうな枯れ枝もあり、隣接する
家屋に押し付ける形で枝が伸びている状況であるのでご助言いた
だきたい。またケヤキの葉っぱの量も多く、処理する場所も道路
もない。道路整備をする際、堤防も整備していただけたらと思
う。

市長 　天上の木１０選として、南丹市では３つの木が選定された。八
木のケヤキは大変老木でもあるし、歴史があることもお聞かせい
ただいた。身の危険ということもあったので早急に現地調査をす
るとともに、堤防や市道の問題、木の管理などについて地元の皆
さんと調整させていただきたい。

110 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　日吉平の前に、京丹波町へ続く道があるが、あと少しで完成の
ようだが、いつまで経っても完成しない。いつになったら完成す
るのか。

市長 　地元の皆さんのご理解をいただく中で計画を進めているが、地
権者の同意がいただけていない。これについては努力をしている
ところであり、着工、完成に導きたい。

111 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　地権者と交渉されているということだが、その動きはどうなっ
ているのか。

土木建築
部長

　ご意見いただいた中道新田線については、京丹波町と繋がる道
として地権者の方に丁寧な説明をし、ご理解いただけるよう努力
をしているが、了解がいただけていない。

112 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　中道新田線について、京丹波町側は全て舗装されている。こち
らが使えない間にどんどん悪くなっていく。地権者の同意が得ら
れないとのことだが、どうしても拡幅しなければならないのか。
確かに狭い部分はあるが、気を付けて通るということで開通でき
るのではないか。

土木建築
部長

　非常に長く期間が掛かっており、地元の皆さんにご迷惑をお掛
けしている。ただ、道路の形体については、地元の皆さんに協力
をいただき計画的な法線、交差点を形成したいと考えている。公
安委員会との協議の結果、交差点はできる限り直角にするのが原
則になっており、安全を図る上で、直角の交差点を形成するのが
望ましいので、用地の協力をいただけるよう取り組みを続ける。

113 日吉胡麻基幹集
落センター

公共交通 男性 ＪＲのＩＣＯＣＡカードは、同じ市内であっても園部までしか使
えない。日吉を通る部分については、乗降客が少ないのは確かだ
が、人口減少を食い止めるための方法として、困難であってもど
うにか実現するような方策はないのか。

市長 　ＩＣＯＣＡについては、園部以北と以南で利便性が違うのは南
丹市にとって大きな問題である。そのため、毎年ＪＲ福知山支社
にお願いにも行っている。ＩＣＯＣＡの機械を南丹市や京都府で
購入するので設置してもらえないかとまで言ったが、ＪＲのシス
テムの関係もあり、機械を買うだけでは無理とのことであった。
ＪＲも全域にＩＣＯＣＡを張り巡らせたいと思っているが、予算
の関係で難しいとのこと。粘り強く早急に対応してほしいとお願
いしていきたい。

114 日吉胡麻基幹集
落センター

公共交通 男性 　新幹線について、京都府は舞鶴経由を推薦しているようだが、
南丹市は亀岡市と同様に、小浜線から亀岡駅通過する路線を希望
されていると思う。市としてどのような考えか。

市長 　新幹線の件については、小浜から亀岡を経由して大阪へ行くの
は、４０数年前に閣議決定されたことでこれまで推進してきた
し、現在でも気持ちは変わらない。ただ、ニュースで放送された
ように３つの路線の中には入っていない。こうした中で、舞鶴線
が整備されることに反対することはないが、山陰線がこれ以上不
便になるということは絶対にあってはならないと考えている。新
幹線が通り、在来線が不便になる、負担金を出すというようなこ
とはできない。市としては山陰線の複線化、利便性の向上が一番
だと考えている。
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115 日吉胡麻基幹集
落センター

有害鳥獣
対策

男性 　農家を苦しめている野生鳥獣、シカ、イノシシの被害対策につ
いて聞きたい。農家は海苔網や電柵、金網で農地を囲って被害防
止に努めているが、農作物が被害を受けている。シカやイノシシ
の頭数もかなり増えていると思うので、捕獲の対策をしてほし
い。

市長 　野生鳥獣害の問題には大変苦慮している。網や柵による防御も
重要で、国や府の予算措置もお願いしているが、まだまだ地域か
らの要望の方が多いというのが現実である。また捕獲に関して、
銃器については大変警察も厳しく、使える範囲も限られている。
また、罠なども安全上の問題で制約がある。さまざまな先進的な
事例なども研究し、京都府と連携をしながら取り組みたい。

116 日吉胡麻基幹集
落センター

職員対応 男性 　６月１７日、胡麻駅裏の胡麻川において雑木が茂っており、何
とかしてほしいと日吉支所に相談したが、「市の管理河川でな
く、府の管理河川である」と言われ、京都府に連絡をするとのこ
とで、私の連絡先も伝えたが、何の回答もない。何らかの連絡が
あってもよいのではないか。

市長 　支所における対応が事実なら大変申し訳ない。住民の皆さんに
とっては、国のことであっても、府のことであっても、市のこと
であっても関係ないので、市役所に連絡してほしいという言い方
をしている。早速明日にも支所に確認し、京都府と連絡を取り、
連絡をさせていただく。
【後日回答】
　市で経過を確認し、南丹土木事務所に確認したところ南丹土木
事務所の担当者から本人への連絡ができていなかったことが判明
したため、後日京都府が回答した。

117 日吉胡麻基幹集
落センター

ゴミ収集 男性 　ゴミ収集の冊子は確か２年前にできたと思う。それ以降、出し
方に細かい変更があり、変更の部分だけがＡ４の紙で配られる。
しかし、高齢者は最初の冊子で覚えておられ、変更になった部分
をなかなか理解してもらえていない。最初の冊子のまま出される
こともよくあるので、新しく冊子をつくり直してほしい。

市長 　委託先の変更などによって取り扱いが変わることがある。分別
数も多いため、適正な分別のために冊子を配布しているが、更新
ができていない。ご指摘を踏まえて船井郡衛生管理組合と相談さ
せていただき、よりわかり易く適正にお伝えできるよう努力した
い。

118 日吉胡麻基幹集
落センター

ゴミ収集 男性 　ゴミ収集の場所については、市になった当初から変わっていな
いと思う。昔は高齢者も楽に歩いて行けたが、行くのが難しく
なってきている。収集場所を増やしたり、減らしたり、場所を変
更したりといった意見を聞いていただけるような場をつくってほ
しい。

市長 　収集の場所については、原則として各地区１箇所でお願いして
いる。これは大変広域なエリアであるので、効率的な対応をしな
ければならないためである。収集の効率化や限られた車と人員で
行っているのが現実であるが、そのような要望があることを伝
え、船井郡衛生管理組合で検討いただく。

119 日吉胡麻基幹集
落センター

高齢者福
祉

男性 　南丹市内には介護施設がたくさんあるから介護保険料が高く
なっていると聞いた。調べると介護保険料は京都府で一番高い。
しかし、施設に入居しようとしてもすぐには入れないようだ。な
ぜそのようなことになっているのか。

市長 　介護保険制度では、老人ホームなどのサービスに対して、その
費用を利用者負担、国などの公費、介護保険料で分担することに
なっており、サービスの利用者と費用が増加すると、介護保険料
も高くなる仕組みである。南丹市においては、要介護認定者数や
サービス費用の増加などに伴って保険料が高くなっている。これ
から全国的にも高齢化が進み、介護にかかる費用負担がさらに拡
大することも予想される。国における抜本的な施策を強く求めて
いかなければならない。

120 日吉胡麻基幹集
落センター

交通安全 男性 　高齢者の自動車の運転については、南丹警察署だけでなく、市
行政と一体となって対応しなければならないと思う。そのような
窓口があるのか、またないようなら検討してほしい。

市長 　南丹警察署や交通安全協会の皆さんと連携し、高齢者の交通安
全の取り組みを進めている。南丹市では、免許を返納すると市営
バスやタクシーの利用券を交付する制度を設けており、総務課で
受け付けている。全国的に高齢者が加害者になる事故も相次いで
いることから、事故防止について交通安全の観点から考えていか
なくてはならない。一方、南丹市においては高齢者の方も車がな
ければ生活できないということも事実であり、公共交通について
も研究を深めていかなければならないと思う。
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121 日吉胡麻基幹集
落センター

高齢者福
祉

男性 　認知症の方が徘徊され、山の中に入られることがあった。ＧＰ
Ｓの形体もさまざまで、小さく身に付けられるものもある。場所
がわかれば、探すのも早い。大学などと行政がタイアップし、身
に着けやすく、コストが安いものを研究していただきたい。

市長 ＧＰＳ装置については研究も深めているが、装着していただくの
には個人の了解、また人権問題も関わってくるので難しい現状が
ある。災害時に支援が必要な方を登録する制度があるが、これも
本人の了解がなければ登録できない。先日京都府の防災訓練を実
施したが、その際にドローンの飛行実験も京都府にしていただい
た。ドローンには赤外線カメラが搭載され、上空から体温を検知
することができるようだ。まだまだ実験段階のようだが、新しい
技術の検討されている。

122 日吉胡麻基幹集
落センター

公共施設 男性 　学校の駐車場は、非常に少ないと思う。小学校が統廃合し、保
護者の方も多く学校に集まられるようになる。車での来客も多い
と思うので検討していただきたい。

教育長 　学校の駐車場については、遠方から通勤する教職員用の駐車ス
ペースを確保するのが精一杯という状況であり、現在のところ、
学校近辺に広い駐車場を確保することは、どの学校においても困
難な状況であるため、ご理解いただきたい。

123 日吉胡麻基幹集
落センター

公共交通 男性 ＪＲ胡麻駅を利用している。電光掲示板ができて、電車が１５分
以上遅れたら文字で表示されるが、それまでの遅れは表示されな
い。また、ＪＲに問い合わせをしようとしても、無人駅には連絡
先の電話番号が一切書かれていないので、分かるようにしてもら
いたい。

市長 　有人駅であっても問合せ先の電話番号がないのが事実で、ＪＲ
に問い合わせたところ、電話での問い合わせはＪＲ西日本お客様
センターが一括しているとのことであった。また遅れについて
は、複数列車に１５分以上の遅れがあった場合にホームページに
掲載されるとのことで、５分、１０分の遅れは掴めないとのこと
であった。また、人員の体制などもあって駅で電話を受けること
はできないとのことであった。

124 日吉胡麻基幹集
落センター

公共交通 男性 　ＪＲは園部駅までは便数も多く非常に便利であるが、園部駅以
北は便数が少ない。財政上難しいとは思うが、園部駅から日吉や
胡麻までにバスを出してもらうことはできないか。

市長 　高齢化の時代になり、さまざまな輸送手段を考えなければなら
ない中で、デマンドバスや、市営バスをどのように活用するのか
は大きな課題である。民間では、明治国際医療大学が京阪京都交
通と連携し、園部からバスを病院まで運行されている。このよう
なことも含めて総合的に検討を深めていかなければならない。た
だ、採算の問題が難しくなかなか路線拡充に至らないのが事実で
ある。これからも要望を受け取る中で検討を深めていきたい。

125 日吉胡麻基幹集
落センター

施設管理 男性 　園部公園にシダレザクラが３本ほどある。その一本は有名な丸
山公園のシダレザクラの子孫という立札があったと思う。今、そ
のシダレザクラは枯れる寸前である。木の周りを人が歩き根を痛
めているし、管理の不注意ではないか。なんとかうまく管理でき
ないものか。

市長 　園部公園も含め、公園管理は市の仕事である。適正な管理をし
なければならなので、注意していきたい。

126 日吉胡麻基幹集
落センター

安心・安
全

男性 　救急救命の講習会を受け自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い
方を教えていただいた。ＡＥＤは日吉町に14台あるそうだが、患
者が出た場合、閉まっている施設に置いてあっても役に立たない
がどうお考えか。

市長 　ＡＥＤの設置を検討する際、ＡＥＤは高価なものであり、屋外
では管理上の課題があるということで、今は小学校や人がたくさ
ん集まる場所で、開館時に管理ができる場所に設置している。こ
れから増設する場合は、管理上の問題も含めて検討しなければな
らない。

127 日吉胡麻基幹集
落センター

施設管理 男性 　日吉支所は継続していかれるのか。建物には空き部屋が多くあ
ると思われるが、活用方法などは検討しているのか。

市長 　南丹市に合併する前の合併協議会で、４町の代表が集まり今後
のまちづくりについて検討がなされ、支所は概ね１０年という論
議がされた。しかし現状を考える中で、広域な南丹市において
は、当分の間はそれぞれの支所はまだ存続しなければならないと
考えている。日吉支所については合併後、２、３階を中心に使っ
ていたが、職員の連携を強めて仕事を効率的にするため、２階に
ほぼ業務を集約している。今後は、空き部屋も効率的に活用しな
ければならないと考えている。
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128 日吉胡麻基幹集
落センター

定住促進 男性 　日吉平に空き家が増えてきた。空き家対策は市の方で考えてお
られるのか。

市長 　移住促進の１つの手立てとして、空き家の活用を目指してい
る。移住希望者や転入をしたいという方の相談は大変多い。ま
た、南丹市において移住希望が一番多いのが日吉町である。せっ
かく家が空いていて、それを貸そうとお考えなら、活用していく
ことが人口増にもつながるので、さまざまな工夫をし、地域の皆
さんにも理解していただく中で進めていきたい。

129 日吉胡麻基幹集
落センター

定住促進 男性 　空き家バンクは市で登録しているのか。 企画政策
部長

　空き家バンクについては、市の定住・企画戦略課で登録してい
る。空き家バンクは、家を売りたい、貸したい登録と、借りたい
登録の両方がある。不動産業をしているわけではないので、マッ
チングして金額や条件などについては、当事者間で、または心配
なら宅建業者に入ってもらう。要望、意向に応じた組み合わせを
行い、案内の日程調整までを市が行っている。

130 日吉胡麻基幹集
落センター

定住促進 男性 　空き家のままで家が潰れかけているところなどに対して、どう
対応されるのか。

市長 　基本的には、その権利を持っておられる方の責任ということに
なる。ただ、それによって周辺の方への迷惑や危険が生じること
などに対しては、安全の確保や衛生面も含めて対応しなければな
らない。しかし、個人の権利関係などについては行政だけでは分
からない部分もあり、難しいこともあるが市民の皆さんの安全確
保については努力していきたい。

131 日吉胡麻基幹集
落センター

定住促進 男性 　空き家が危険な場合は市で対処してくれるのか。 市長 　強制的にはできない。法律的な問題が生じてくるので、裁判を
起こしたり、危険な場合は行政代執行の手続きを取るなどをしな
ければならない。権利関係などを十分踏まえた上で対応しなけれ
ばならないが、安全確保は重要であるので、何かあれば連絡いた
だきたい。

132 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　山陰本線の踏切近くの府道で道が狭くなっているところだが、
通学路になっている。大型トラックも通行するので、拡幅につい
て早く話を進めて欲しい。

市長 　ご指摘の狭隘部分は課題だと思っている。今、地域でもさまざ
まな取り組みをしていただいている。できるだけ早く解決するよ
うに、努力していかなければならないと思っている。

133 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　用地交渉などについて、進展させるための具体的な策はないの
か。

市長 　今日までの経過を十分に踏まえて、地権者の意向にも配慮しな
がら話をし、ご理解いただくのが市としての立場である。早期完
成、早期解決に向けて努力しているが、現実的に難しい現状であ
る。皆さんからの声が強いことを再認識し、これからも努力して
いきたい。

134 日吉胡麻基幹集
落センター

道路管理 男性 　行政代執行はしたくないのか。 市長 　行政代執行にはさまざまな要件があり、こちらが勝手にもでき
ない。この要件は大変厳しく、裁判所に訴え出て実行するには難
しい現実がある。ただ、ひとつの手段であることは事実であり、
必要な場合は行わなければならないが、基本的には地権者の皆さ
んのご理解を得ることが第一で、粘り強く交渉を続けていきた
い。

135 日吉胡麻基幹集
落センター

地方創生 男性 　地方創生については、やはり人口の増加、若い人や子どもがど
んどん増えなければならないと思う。特に結婚、出産、子育て支
援は大切である。これらの施策で少しでも努力が結ばれたらよい
と思う。

市長 　基本的に人口は継続して減少している。ここ５、６年の傾向と
して、年間、約４６０人が亡くなり、約２３０人が産まれてい
る。また、転入転出などによる増減がある。胡麻地区は新しい住
宅も多く建ち、ＪＲの近くで利便性も高い。保育所の入所数も胡
麻は増えている現状である。これは地域の皆さんのさまざまな取
り組みの中で、若い人にとって住みやすい環境がつくられている
からだと思う。子育てをしやすい町として、医療費助成などの取
り組みをしているが、子育て世代にとって、どのような形が効果
的なのか研究を深め、施策に生かしていくのが重要と考えてい
る。
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136 日吉胡麻基幹集
落センター

市政運営 男性 　南丹市となり１０周年を迎えたが、合併せず日吉町のままなら
どうだったかと考える。合併してどれだけ利便性が高くなり、あ
るいは不便になったのか。自分なりに考えると、一番の物差しは
支所である。しかし、行くたびに職員が少なくなり活気がないよ
うに思う。果たして合併はどうだったのか、自問自答している。
世界中が内向きになっているようだが、南丹市の市民も内向きに
ならないような、施策を実施していただきたいと思う。

市長 　合併については、大変厳しい社会情勢の中で、器を大きくしな
いと運営ができないということがあった。それにより、職員数を
減らし人件費の削減も行ってきた。社会情勢が厳しくなる中で
も、将来に向かって進んでいく責任があるので、地方創生でこの
人口減少を食い止め、地域の活性化を模索しているところであ
る。しかし、市役所だけが考えて実行するのでは、なかなか実を
結ぶことはない。市民の皆さんや団体の皆さんの力を借りて連携
する中で、活性化や施策の推進ができると考えている。そして市
にとって一番重要なことが、市政懇談会の機会などで皆さん生の
声をお聞きし、施策に生かして市民の満足度を高めていくことで
ある。

137 大野ふれあい館 有害鳥獣
対策

男性 　美山町の山間部は猪や猿、熊の出没が日常茶飯事である。獣害
対策については法令を遵守しながら行うのが当然であるが、都会
と山地ではあまりにも温度差がある。南丹市独自の特例を作っ
て、害獣の全体数を減らすような取り組みができないのか。

市長 　野生鳥獣被害については、農業委員会や市議会からも提言や質
問をいただいている。柵などを設置したり、個体数の減少を目指
して猟友会の皆さんに尽力をいただいているが、なかなか減少せ
ず、また猟銃の所持許可についても厳しい現状がある。地域特例
についても検討したが、大変難しい。これからどのような施策を
進めていくか、京都府と連携しながら検討したい。

138 大野ふれあい館 有害鳥獣
対策

男性 　熊の出没情報を放送いただいているのだが、１回目と同じもの
が何回も放送される。最初の１、２回は危機感を持って聞ける
が、何回も聞くと薄れてくる。出没場所を入れてもらったら、危
機感は持てるのでないか。

市長 　担当と調整して改善をしていきたいが、やはり注意喚起は続け
ていかなければならないので、この点についてはご理解をいただ
きたい。

139 大野ふれあい館 スクール
バス

男性 　美山小学校統合後はじめての冬を迎えるが、冬期のスクールバ
スに対してどんな考えを持っておられるか。

教育長 　これまで、バスでの通学状況がどのような状況であったのか、
運行業者と学校、教育委員会事務局が毎日連絡を取っている。美
山は他の旧町と比べて格段に降雪状況が異なるので、より一層の
緊張感を持った安全・安心な通学対応ということが必要であると
考えている。

140 大野ふれあい館 市政運営 男性 　合併後１０年が経過したが、美山支所は住民の皆さんから信頼
されている。市長の考える、今後の支所のあり方とは。

市長 　美山町については、住民の皆さんの自らの力で自らのむらを守
り、発展させたいという強い意志があり、振興会組織と美山支所
が連携を取りながら行政推進をさせていただいている。その中
で、それぞれの支所をまだ廃止するということは難しいと考えて
いる。わざわざ本庁に行かなくても、とりあえず支所に行った
ら、問題が解決できる、処理ができる、というものが本来の姿だ
と認識している。

141 大野ふれあい館 福祉 男性 　私もボランティアで地域の福祉の方で関わらせてもらっている
が、高齢の方や障害を持った方と接する中で特に感じることは、
福祉の谷間で悩む方がたくさんいることだ。厳しい財政状況の中
だが、柔軟な対応をしてほしい。

市長 　制度の谷間については実感している。例えば福祉タクシーにつ
いても、認定を受けている方は使えるが障がいの認定がない方は
使えない。ボランティアの方にお願いするとしても条件がある。
公平性の確保や負担いただくお金の関係もあり大変難しい状況で
ある。地域福祉の対応は、計画も含め社会福祉協議会、民生児童
委員の皆さんとも連携をとりながら進めていかなければならな
い。

142 大野ふれあい館 市政運営 男性 　支所長権限である程度使える特別な予算などを作ってもらえな
いか。

市長 　以前、支所にある程度の権限を持たせたことがある。しかし、
支所長は権限を持たせ、部長には権限を持たさないことなどに課
題があった。予算は税金であり、議会の審議を得て可決いただい
た予算であるので、厳正に取り扱わなくてはいけない。また、緊
急ややむを得ない場合などは、予備費を含めて対応をしていかな
ければいけない。
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143 大野ふれあい館 高齢者福
祉

男性 　美山は高齢化率が４０％を超え、私達は団塊の世代で将来が不
安である。その中で、地域で支え合いをし、地域のために汗をか
こうとする時代ではないかと考える。２０２５年問題など、将来
の不安が多くあるが、今後どのような見通しがあるのか。

市長 　高齢者福祉の問題は全国でも出てきているが、南丹市にとって
も課題である。高齢化率はさらに増加してくる状況である。これ
までと同様の方法では、お金の話を含めて無理である。国からの
補助金を求めているが、厳しくなり削減も考えられる。地域の皆
さんをはじめ、民生児童委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人など
の皆さんと連携しながら、制度や仕組みづくりをしていきたい。

144 大野ふれあい館 学校教育 男性 　南丹市の小中学校のトイレ洋式化について、小学校ではまだ３
５％くらいだと新聞で出ていた。南丹市が９９％であれば、田舎
なのに先進的な町だとインパクトを持ってもらえるのでないか。
また、鶴ケ岡小学校建設時は、地元の寄付金だけでパソコンなど
を購入したことがあるが、そのように、寄附や協賛をしてくれる
市民を増やすような企画をされてはどうか。

市長 　学校のトイレは、家庭のトイレに比べて狭いため、便器を取り
換えるだけでは洋式化できず、改修に費用が掛かる。さまざまな
ご意見をいただく中で、できる限り学校の施設については改修の
努力をしなければならない。また、美山の５つの小学校は、地元
の皆さんが自分たちの山の木を用意して作っていただいたり、親
身になって教職員の先生方と連携しながら学校づくりを行ってこ
られた。今後とも地域と学校の連携を充実させていただきたいと
思う。

教育長 　小学校については和式のトイレばかりであったので洋式化し、
福祉対応型も可能な限り入れたいという思いで改修をしてきた。
また美山小学校はトイレが暗いため、ドアを開けると自動的にラ
イトがつく設備を洋式化とともに導入した。引き続き子どもたち
の健全な育成のため、環境改善に努めていきたい。また、目に見
えない支えも含めて、温かい支えの中で、教職員が一致団結して
取り組んでいくことと思うので、今後ともよろしくお願いしした
い。

145 大野ふれあい館 地方創生 男性 　農家民泊について、民宿を始めたいと思った時に家の周りの整
備などにお金が結構掛かり、ハードルが高いということが分かっ
た。南丹市の地域産業の発展につながる、民宿を始めようと思う
方を支援する制度や補助金などは無いのか。

市長 　農家民泊はそれぞれの地域において実施をしていただいている
が、年間１０泊、２０泊もないという現状がある。さまざまな課
題を解消できる体制づくりが課題であると考えている。これらを
地方創生の枠組みの中で構築できないかについても検討していき
たい。

146 大野ふれあい館 定住促進 男性 　空き家対策について、集落では空き家を提供するのがなかなか
難しいが、借りたいと言う相談も多い。しかし、空き家には家財
道具などもたくさんあり、処分する時間もお金もなく困っておら
れる方は多いと思う。その際の費用を支援するものはないのか。

市長 　空き家は千差万別であり、トイレや風呂、仏壇、家具、ごみの
排出などさまざまな課題がある。また、貸す方、借りる方のニー
ズに合致しないものもあり、苦慮しているところである。市で
は、京都府の移住促進事業などにも取り組んでおり、空き家バン
クを作り登録の呼びかけもしている。今後も、さまざまなニーズ
や意見などを踏まえて検討していきたい。

147 大野ふれあい館 道路管理 男性 　鉄道のない美山にとって道路改良は大事であると考えている。
府道12号線の肱谷バイパスについては、促進運動を行う団体が活
動されている。運動を盛り上げ、早期に実現するような策はない
か。

市長 　インフラ整備は生活の向上のために欠くことのできないもので
あるが、大変厳しい財政状況が続いている。肱谷バイパスについ
ては、京都府にご理解いただき、本格的に着工いただけることに
なった。また国や府を動かすためには、推進運動をしていただく
団体や地元から要望していただくことが非常に有効である。これ
らを踏まえ、市としても要望の実現に向けて努力していきたい。

土木建築
部長

　肱谷バイパスについては、地元で非常に活発な要望をしていた
だく中、平成２６年には土地調査が完了し、現在は設計段階と聞
いている。また京都府は、平成３４年までの完成を目指すという
意思表示もしていただいている。今後は事業の実施について、京
都府と連携して進めていきたいと考えているので、地元の皆さん
にはご理解、ご協力をお願いしたい。
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148 日吉市民セン
ター

公共交通 男性 　ＪＲ山陰本線について、京都園部間は複線化され大変便利に
なっているが、園部以北については単線である。園部京都間に比
べ、差がある。一日でも早い複線化の実現に向け、努力してほし
い。

市長 　ＪＲ山陰本線の複線化については、投資が大きいため、利用が
増えないと難しいとのことである。ＩＣＯＣＡも園部以北は使え
ない状況である。この状況の中、南丹市、亀岡市、京丹波町で山
陰本線京都中部複線化促進協議会をつくり、園部以北の複線化に
向けて活動している。市民や地元の皆さんからもＪＲに対する要
望をしていただいているので、この動きを諦めることなく、しっ
かり続けていかなければならない。早期に実現のための努力をす
ることが市の使命だと考えている。

149 日吉市民セン
ター

ゴミ回収 男性 　ごみの回収について、営業活動で使用したビンなどは回収して
もらえなかった。うどん屋や魚屋は営業活動で出した生ごみを回
収してもらっている。ビンの１本２本はなぜダメなのか。

市長 　住民の皆さんが日常に出される一般のゴミは回収しているが、
それぞれ営業において出されたゴミは、別の収集方法をしていた
だいているという認識である。

150 日吉市民セン
ター

広報広聴 男性 　イベントの宣伝をするために、なんたんテレビを利用したが、
チケットの料金は表示できないと言われた。しかし、京都市の相
撲協会の方は表示されていたがなぜなのか。

市長 　情報センターで受け付けしていることなので、後日返事させて
いただく。地域活性化などを目的とした事業については、市の後
援をはじめ、協力できることはさせていただく。さまざまな条件
があるので、その点はご理解いただきたい。

151 日吉市民セン
ター

施設管理 男性 　旧五ヶ荘小学校の会場で質問した小中学校のごみの件について
だが、教育長はそのごみを確認されたか。

教育長 　指摘いただいたので、次長を通じて学校の方に連絡した。

152 日吉市民セン
ター

施設管理 男性 　議会だよりの中に、美山小学校のコウモリのことが書いてあっ
た。殿田中学校はツバメの巣が問題である。シルバー人材セン
ターとして仕事をしたが、この糞が大変であったので対策してい
ただきたいと思う。

教育長 　ツバメは益鳥という位置付けで、法的に保護されるべきことに
なる。糞については除去する必要があるので、学校による環境整
備が図られるようにしたい。

153 日吉市民セン
ター

交通安全 男性 　殿田の町筋地区の交通安全についてだが、昭和１６年４月の殿
田の大火がきっかけとなり、有事が起こった時のために幅員を広
げられた。また殿田バイパスによって交通量は減ったが、一部は
抜け道として使われ、信号を守らない、３０ｋｍ/ｈ制限を無視す
る車があり危険である。ゾーン３０や路面標示などの手立てはで
きないか。

市長 　小学校の近くで通学路でもあるので、警察や学校関係、道路管
理者も含めて対策を講じ、検討していかなければいけない。また
ゾーン30については、地元の自治会の役員さんにもどういった取
り組みができるか話をさせていただき、警察と連携ができるなら
進めていきたい。

154 日吉市民セン
ター

定住促進 男性 　定住という面で、市は何も問題のない空き家については積極的
に取り組んでおられるが、崩壊や心配の恐れがある空き家に対し
ては、取り組みが見えてこない。

市長 　空き家の管理は市としても苦慮している。近隣の住民の皆さん
が不安であるとか、危険な物件がある場合は、市に連絡いただき
たい。個人の物件でもあるので、所有権などさまざまな問題があ
り、すぐ対応するのは難しいが、安全について課題であれば対応
をしなければならない。

155 日吉市民セン
ター

市政運営 男性 　支所は１０年が目途ということで合併したと思うが、支所につ
いては、この前の組織改編によって現状のようになった。今後、
支所はどうなっていくのか。

市長 　現状においては、支所をやめて本庁に一本化するのは無理だと
考えている。南丹市の広いエリアの中で、市民の皆さんが行政を
利用していただくために、現時点では３つの支所は存続させなけ
ればいけないと現時点では認識している。

156 日吉市民セン
ター

耐震問題 男性 　本庁の１号庁舎の改築などを検討されるということだが、今後
どうなっていくのか。

市長 　市役所の１号、２号庁舎の耐震診断をすると、１号庁舎は震度
６の地震が来ると倒壊の恐れがあり、２号庁舎は１号庁舎と比べ
て少し危険性は低い結果になった。庁舎整備検討委員会で専門家
の皆さんから、１号庁舎については建て替え、２号庁舎について
は耐震化して使う方向ではどうかというご意見をいただいた。熊
本地震の際は、市役所の庁舎が使えなかったことで、市民生活や
復興に障害になったという事実が指摘されている。万一の際には
防災の拠点施設として使うことを重視して対応を考えたい。
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157 日吉市民セン
ター

市民後見
人

男性 　一般市民が活動を行うための市民後見人養成講座に着手され、
現在専門家などが講座の実施要領の検討を行っていると聞いてい
る。成年後見制度は支える市民、支えられる市民、双方にとって
良いものにしなければならないと考えているので、その講座の実
施要領を検討する市民のチームを作り、出た意見を要領に入れて
もらえないか。

市長 　京都府全体でどのように取り組みを進めるのか、専門家の皆さ
んによる検討が行われており、市としてもこれを踏まえて考えて
いかなければならない。養成講座の内容について、社会福祉協議
会をはじめ関係者の皆さんと協議して実施する方向だが、今後、
成年後見制度自体、南丹市の中でどのように推進していくのか、
さまざまなご意見を踏まえて十分検討していかなければならな
い。

158 日吉市民セン
ター

道路管理 男性 　中学校の通学路について、府道沿いは歩道があり、自転車も通
れるし、広いが、外れた道に入ると狭くて危険である。また、草
などが生い茂ってトンネル状になっていたり、冬場は危険であっ
たり、側溝からも草が生えていたりしている。公用車などで巡回
して、草を刈ったり、側溝を掃除したりしてほしい。

市長 　市道の管理は市の責務であるが、総延長は５００ｋｍを超えて
おり、大変苦慮している。毎日通っているが、見落としている場
合もあるので、危険な部分はご連絡いただければありがたい。

159 日吉市民セン
ター

市政運営 男性 　市政懇談会での意見について、行動としての答えがほしい。こ
こで回答しただけでは納得できない。

市長 　市政懇談会の内容は、取りまとめて広報なんたんに掲載する。
またそれぞれの職場でその意見を共有し、必要なものがあれば返
事をさせていただく。決して軽視しているわけではないのでご理
解いただきたい。

160 日吉市民セン
ター

財政 男性 　広報なんたんに平成２７年度の決算承認の報告があった。収入
に対して、未済の税金や水道料金など、特別会計も合わせると、
５億数百万円が収入となっていない。私たちの納税は、口座振替
または年金から引かれている。これから人口も減ると、回収が難
しい情勢になる。私の試算では、収入の３％強が未済になってい
るが、どうなっているのか。

市長 　税の公平性からも、税金や料金を払っていただいている方に
とっては当然のことであり、また年金や給料は手元に入る前に徴
収され、未徴収に対する不公平感を持たれることも認識してい
る。当然、収納については職員も努力をしているが、払いたくて
も払えないという方がおられるのも事実で、個別に相談させてい
ただいている。税金は市政運営の原資であるので、より一層の徴
収努力をしていきたいと考えている。

161 日吉市民セン
ター

高齢者福
祉

男性 　高額医療について、後期高齢者医療の場合は、医療費が高額に
なったからこれだけお返ししますと、振り込みをいただいている
が、国民健康保険はそうではなくて、医療費が高額になったから
申請をしてくださいという通知がくるので申請しに行かなければ
ならない。後期高齢者と同じようにしてほしい。

市長 　制度的なものであると思うが、詳細が分からないため調べて回
答させていただく。
【後日回答】
　後期高齢者医療では高齢者が被保険者であるため、制度発足時
から、国の指示で高額療養費の２回目以降の申請書提出は不要と
なっている。国民健康保険制度においては、医療機関での自己負
担金未納の課題などもあり、現状では毎回の申請が必要となって
いるのでご理解いただきたい。

162 日吉市民セン
ター

耐震問題 男性 　園部公民館について、今後どうしていくのか。あれだけ広い
ホールがあるのは南丹市では園部公民館だけ。いろんなイベント
で活用していきたい。

市長 　園部公民館の耐震調査をすると、ホールの部分がとりわけ危な
いということで、ホールの部分を閉めている。研修室棟も、この
まま使い続けるということは困難なので、来年の３月末に閉める
予定。これからどうするか、社会教育委員会で協議していただい
ておりどのご意見を踏まえて、教育委員会や総合教育会議で決定
していく。

163 国際交流会館 防災 男性 　平成２８年台風１６号の時、総雨量が１００ｍｍ/ｈ程度で横田
橋周辺が浸水しそうになり、車を移動させ畳を上げる必要があっ
た。河川の水位上昇に伴って逆流防止弁が閉まり、内水の行き場
が無くなって水が溢れ出すという状況なので、排水ポンプ車を南
丹市で配備していただけないか。

市長 　平成２５年の台風災害以降、内水が大きな問題ではないかとご
指摘いただいている。下水や土木の関係について、京都府を含め
て検討いただいている。今回のご意見を踏まえてさらに検討を深
め、京都府などにも要望し、地域の皆さんと連携を取りながら施
策を進めたい。
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164 国際交流会館 防災 男性 　土砂災害特別警戒区域について、今まで指定されてきた中で、
地権者さんへの対応などはどのようにされているのか。また地域
指定に関して、区長はどこまでの責任があるのか。承認の決定
は、区長にとって非常に責任のあることだと思う。

市長 　土砂災害警戒区域等の指定については、京都府が危険な場所を
調査をされ、結果の内容を地元の方に説明している。指定されれ
ば新たに家を建てられないなどの制限が発生するが、国や府から
は具体的な施策について何も示されていない。該当する住民の方
にとっては大きな不安となるので、不安の解消にむけて努力して
いかなければいけない。また区長の立場については、各地区の事
情によって異なるので、大変難しいが、気軽に市役所にご相談い
ただきたい。

総務部次
長

　現在南丹市において、土砂災害警戒区域、特別区域含めて１，
７５２カ所ある。そのうち指定されたのが１，０８２カ所で、７
００カ所近くは指定が進んでいない。地域に説明させていただい
たが、保留されている地域もある。京都府としては、今年度には
何とか指定に向けた話をしていきたいとのことである。対応につ
いては、指定地に収容避難所や一時避難所がある場合は対策を進
めたり、災害が発生した住宅地などには京都府が急傾斜地を保全
する事業を進めておられる。

165 国際交流会館 防災 男性 　土砂災害警戒区域等の指定をする権限はどこにあるのか。 総務部次
長

　土砂災害防止法に基づく指定なので、京都府が指定する。その
中で、京都府としては市長の意見、地元の皆さんの意見を求める
ことを条件としている。そこで、地元の承認を得るため、地域に
入って説明をしている。

166 国際交流会館 防災 男性 　横田の内水問題について、排水ポンプ車について話があった
が、根本的な解決にはならない。内水はどこを通って流れている
のかを勉強するところからスタートするべきではないか。

市長 　河川対策や内水問題については、京都府の管理のもとで連携し
て取り組んでいる。抜本的な対策をしていかなければ解決になら
ないので、府と市の関係部局で勉強会を開催したり、国や府に強
く要望しているところであり、平成２５年台風１８号のようなこ
とは二度と起こらないように河川対策を講じていかなければなら
ない。

上下水道
部長

　勉強会については、京都府と市の土木建築部、農林商工部、総
務部、上下水道部が合同で平成２６年１１月に開催し、積極的に
取り組んでいる。また横田区で開催された説明会で、地域の方か
らの切実な声をお聞きし、実行的な対策を検討するため市の関係
部局が協議を行っている。河川整備計画が若干伸びるという話も
あるため、それについての勉強会も調整している。
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167 国際交流会館 防災 男性 　南丹市の各部の部長に聞きたいが、横田の災害に関して、実際
の災害を見られ、何が原因だったとお考えか。

土木建築
部長

　平成２５年台風１８号による横田の大きな被害の原因は、第一
に堤防が決壊したことであると考えている。しかし、内水問題も
大きな課題であり、関係する各部で検討している。まずは状況を
把握し、ポンプ排水も含めて、市として何ができるのかを具体的
に検討していきたい。

農林商工
部長

　少し遠い視点であるが、洪水緩和を目的とした、いわゆる田ん
ぼダムなども含めて、さまざまな視点で研究をしていかなくては
ならない。京都府の研究会にも参加しており、それぞれの分野で
できることを考える必要がある。

総務部長 　総務部ではハザードマップの見直しを行っており、土砂災害や
浸水地域についても具体的に掲載する取り組みをしている。ま
た、園部中学校を避難所に指定しているが、災害時、園部中学校
へ逃げるのが非常に危険であったため、園部海洋センターに避難
いただくという対策も取った。ボランティアセンターの活動拠点
が園部海洋センターのそばにあり、備蓄品なども常に設置をして
いる。災害を教訓にし、取り組みを行っている。

市長 　それぞれの部長は、担当分野において大きな災害への対応や原
因を考えながら対策を講じ、また、京都府との連携も図ってい
る。水害に関しては、桂川上流における総合的な対策を早急に講
じていただくのが第一である。現状を把握し対策を講じさまざま
な施策をチェックし、対応していくことが行政全体に基本的な課
題である。さまざまなご意見を受け止め、市として園部川の災害
対策のさまざまな事業を推進する。

168 国際交流会館 防災 女性 　東京都では、災害時の適切な行動を指南する冊子や、避難生活
の知恵が詰まった知恵袋のような冊子を配っていると聞いた。南
丹市でもハザードマップとともにそのような冊子を作り、勉強会
を開いてほしい。

市長 　知恵袋のような冊子や勉強会などについては、実施に向けて計
画を深めていきたい。せっかく作っても、理解していただけなけ
ればならないので分かりやすい内容になるよう努力したい。地域
全体でどうやって避難するのかは、住民の皆さんにも考えていた
だく課題でもあるので、防災マップを活用していただける努力を
していきたい。

総務部次
長

　ハザードマップについては、知恵袋のようなものも参考にさせ
ていただきながら、土砂災害の関係や浸水想定区域など詳細な地
図を、来年度に作成していきたいと考えている。

169 国際交流会館 防災 女性 　国や府にではなく、南丹市独自の施策はないのか、また国や府
の許可が必要で勝手には動けないのか。

市長 　国、府、市にそれぞれの責任分野がある。園部川のような川
は、京都府が管理者となり、責任がある。その中で国や府に要望
を続けており、市は市として責任がある分野で、できることをし
ていかなければならない。

170 国際交流会館 防災 女性 　内水問題について、以前は園部中学校あたりが遊水地で、現在
は中学校が建った。これによって、横田地区の水がどのように流
れ、どこへ抜けていくのか調べられていないのか。

市長 　内水については、京都府だけに押し付ける問題ではなく、市も
努力をしなければならない。園部中学校が建てられた前後で、横
田地区の水がどう流れ、どう変化したのかは、それぞれ河川の整
備計画の中で検証し、専門的な立場における対応を考えている。

171 国際交流会館 防災 男性 　勉強会では、大雨の時にどんな現象が起こったのか、まず原因
をまとめて、改修することで、１５０、２００ｍｍ/ｈの水量でも
安全が確保できる対策が取れると思う。京都府との勉強会を強調
されていたが、その結果を住民に知らせていただきたい。

市長 　内水、堤防、排水の問題などの課題があり、京都府などと連携
しながら研究を深め、それぞれの施策について努力している。ど
のような施策が必要なのか説明する機会を設けるとともに、皆さ
んからもご意見をいただきたいと思う。
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172 国際交流会館 防災 女性 　洪水対策を考える上では、俯瞰する視点が必要ではないかと思
う。単に河川改修をするだけではなく、山林を整備することも必
要。山林の手入れを行わなければ山の保水力も失われる。保水力
が上がれば結果的に川に流れる水も少なくなるのではないか。

市長 　洪水は地球温暖化など地球環境を巡る大きな問題でもあり、根
本的な視点も持たなければならない。二酸化炭素の削減について
も、小さな町であるが努力をしていかなければいけない。また、
きれいな水や空気は、管理が行き届いた山や田んぼによって作ら
れるものだという、基本的な認識を持たなくてはならない。国は
環境税を創設し、京都府は平成２８年４月から「豊かな森を育て
る府民税」を創設し、自然を守るための取り組みをしていただい
ているがまだまだ十分とは言えない。

173 国際交流会館 地域振興 女性 　地域おこしに対する助成金などが出ているが、3年間という期限
がある中で、多くがそれを活用して地域おこしをされていると思
うが、なかなか地域活性化につながってないと思う。お金がない
とできないような印象がある。市役所と連携して地域の活動を育
てるシステムを考えてほしい。

市長 　助成金が出る3年間は何とか実施できたがその後は厳しいという
声も聞く。また、少しお金を出してもらったので事業ができたと
いう声もある。さまざまな相談をいただく中で、より良い制度に
改善していければと考えている。財政の問題もあるので、全て希
望通りにはならないかもしれないが、市民ニーズを受け止め、工
夫していかなければならない。施策を実施していくのも大切であ
り、職員も含め資質向上を図り、より良い施策の実施に努力して
いきたい。

174 国際交流会館 地域振興 女性 　小さなグループではなく、旧４町それぞれの特色を生かして、
何か地域おこしすることがあれば良いと思う。

市長 　南丹市全体の統一的な施策ももちろん必要だが、旧４町はそれ
ぞれ地域性や特色も異なっているので、町や地域の特色を生かし
たまちづくり、地域づくりが重要だと考えている。

175 国際交流会館 市民協働 女性 　高齢者対策は行われているが、子どもたちや若い人に対する支
援が少なく感じる。住民の提案だけでなく、このようなことを一
緒にやっていこうという、市からの働きかけも必要ではないか。

市長 　市役所だけで施策が進む時代ではなく、市民協働やそれぞれの
団体、大学などとの連携を深める中で、新たな施策をしていくこ
とが地域問題解決につながっていると思う。そのような仕組み作
りも検討を深めていきたい。そのためにもさまざまなご意見やご
要望を伺うことがスタートになると考えている。

176 氷室の郷 安心・安
全

男性 　園部駅から吉富駅間の山中３１ｈａにメガソーラー設備ができ
ようとしている。今まで水害が多い地域であったので、山の保水
能力がなくなることを危惧する。調整池ができるそうだが、池の
排水が用水路を通り、田んぼへの影響や、土砂流出も懸念する
し、中心地にそのような施設ができるということを疑問に思う。

市長 　林地開発という形で京都府と協議される中、さまざまな点につ
いて許可条件が示され、許可されることになる。市としては市民
の皆さんに負担や不安を与えないことが責務であるので、京都府
と調整していきたい。

177 氷室の郷 公共交通 男性 　ＪＲ吉富駅改札の手前のフロアは、冬になると凍ったり、雪で
滑りやすくなるので改善してほしい。

市長 　現地調査を行い安全対応をする。吉富駅の施設は市とＪＲの両
方の部分もあるので、ＪＲと連携しながら進めたい。

178 氷室の郷 スクール
バス

男性 　子どもがスクールバスで八木東小学校に通っているが、先日ス
クールバスの添乗の先生の削減について説明があった。当初２年
間は添乗の先生を乗せると聞いてはいたが、保護者としては引き
続き乗せてほしいと要望していた。しかし、先生からは教育委員
会の指示なので対処できないと言われた。また、１２月から添乗
の先生を徐々に減らすとも聞いた。２年間は当初からの約束であ
るので、３月までは確実に添乗してほしい。

教育長 　教育委員会としては、小学校再編の際にスクールバスを配車
し、２年間の限定ではあるが加配の先生を要望し、新たにスター
トした学校全てに加配措置をしていただいた。その先生の業務内
容については、校長の考えに基づいたものになる。保護者と学校
とでよく話し合って、安全なよりよい方法になるようにしていた
だきたい。
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179 氷室の郷 都市計画 男性 　ＪＲ八木駅の改築や本郷地区の開発などを聞いている。今さら
人口が著しく減った中で、開発は遅いのではないかと思う。市
は、今後の採算性を見込んで開発されていくのか。

市長 　少子高齢化が進み、八木町の人口は減少してきた。また新たに
住める場所が少なく、家を建てる場所がないので千代川方面に
引っ越されることもあったと思う。以前から、ＪＲ嵯峨野線の複
線化や京都縦貫自動車道も完成し、京都駅から３０分で着く八木
駅の好条件を生かしきれていないと指摘もされた。開発を契機
に、南丹市の東の玄関としての八木町の新たなる発展と、ひいて
は南丹市の発展に生かしていきたい。八木駅舎の改築もＪＲと調
整しているので、これらの相乗効果も踏まえて進めていきたい。
土地区画整理事業を含め、府道や河川の改修も行い、住民に快適
で住みやすい環境をつくるという側面も達成できるので、早期に
完成できるよう努力をしていきたい。

180 氷室の郷 市政運営 男性 　八木駅西土地区画整理事業によって、人口が増えたらいいと思
う。駅や病院、学校も近くにあり、住むにはとても良い場所で、
近くに支所もある。支所については窓口として機能させていくの
か。もしくは合併後１０年が経過しているので、本庁に人員が集
約されるのか、どういった人員の計画になっているか。

市長 　合併前の合併協議会で、新しい南丹市のあり方を検討され、支
所は概ね１０年は設置するという協議がされた。またこれまで職
員数の適正化のため職員数の削減を行ってきたが、これ以上削減
すると市民ニーズに応えられるのかということになってくる。広
域な市域の中で、支所が果たす役割は大きい。合併後１０年は経
過したが、支所は当分の間必要であると考えている。今後どのよ
うな環境になるか、地方自治体と国との関係や合併特例債の区切
りなどの点に十分留意しながら、行政運営をしていきたい。

181 氷室の郷 市政運営 男性 　現在のところ、支所を閉じる考えがないと伺い、地元住民とし
ては安心している。しかし、支所がなくなると何のために合併し
たのか、という気持ちになる。八木町という１つの自治体があり
賑わいがあったが、合併後は全て園部に吸い取られ、人材やお金
などが園部に集中し、周辺は寂れていく。今の日本を見ているよ
うで、これで良いのか、と八木の住民として思う。地方創生の声
が掛けられているが、南丹市でも中央だけ繁栄するのではなく、
周りにもきっちり物や人が行きわたるような施策をしてもらう必
要がある。

市長 　決して、園部だけが良くなり、周辺地域はおざなりにするよう
なことは考えていない。地方創生という言葉で表現されている
が、言い換えれば、旧小学校単位や旧村単位などで各地域の振興
が図られる必要があると思っている。今は小学校の跡地利用につ
いても旧小学校単位でいろいろご検討をしていただいているが、
これらの取り組みは、市としても連携することが重要だと考えて
いる。また、それぞれ地域の特性や特徴があるので、ご意見いた
だいたことも踏まえ、地元の皆さん方の思いが実現するように施
策を講じていきたい。

182 氷室の郷 財政 男性 　市役所本庁舎の建て替えが検討されていると聞くが、合併特例
債を使うと思う。合併特例債を使って建てる際には、財政にどの
ような影響を及ぼすのか。合併特例債といっても借金ではないの
か。また、建て替えるにあたり、どのくらいのお金が必要で、国
がどれだけ出して、市の借金がどれだけ残るのかということにつ
いて、数字で示してほしい。

市長 　合併特例債は平成３２年度末までの期限のある制度で、今後の
ことを十分配慮しながら使うことが重要である。市役所本庁舎は
耐震診断を行った結果、１号庁舎は大きな地震が起きれば大変危
なく、２号庁舎も危ないが、１号庁舎に比べると少し危険度が低
い。専門家を含む外部委員会から、１号庁舎は新たに建て、２号
庁舎は耐震補強をしてはどうか、とのご意見をいただいた。熊本
地震では、災害対策の拠点施設となる市役所が壊れて使えないと
いうことが大きな課題であったと指摘されているため、本市も改
修を検討しなければならないと考えている。今後改修案をお示し
し、市民の皆さんからの意見を聞くパブリックコメント（※）も
行う予定である。議会には、建築の専門家に入っていただく委員
会の設置について提案した。これらを含め、数字などが今後具体
化していくと考えている。

183 氷室の郷 消防防災 男性 　平成２８年３月、地元の消防団に新しい車を入れていただいた
が、前の車が２月中旬に車検切れとなるということで、その間の
ために車検を受けた。新しい車をあと１カ月早く入れていただい
たら、そうはならなかった。以前から廃車になることは分かって
いたので、車検が切れる前に新しい車を入れてほしいと声を出し
ていたが、なぜ聞いていただけなかったのか。

総務部次
長

　消防団の積載車については２０年で更新を計画しているが、車
検の月は以前から課題がある。車検を受けてから２、３カ月で更
新されるという状況は承知していた。南丹市になってからは更新
の時期を３月と決め、まとめて入札した方が費用が安価なためそ
のようにしている。今後は更新も車検も３月に統一されていく。

27 / 28



平成２８年度市政懇談会 質疑応答集

番号 会場 区分 質問者 ご意見 回答者 回答

184 氷室の郷 八木駅舎 女性 　八木の駅舎に関して、開発や改築をするということで交渉に参
加させていただいていたが、こういったことは何十年も経たない
とできないのか。住民みなさんの要求なので、もう少し早くでき
ていくのが当然だと思う。

市長 　八木駅舎の建設は合併以前から大きな願いであり、市長になっ
てＪＲに要望に行ったが、その時は改修の予定はないというもの
であった。その後も引き続いてさまざまな要望を続ける中で、乗
車人数の少なさが課題として挙げられたことから、八木駅西土地
区画整理事業を進めてきた。土地区画整理事業の着手を受けて、
具体的な協議を進めているが、エレベーターの台数や建築費の負
担割合なども決定には至っていない。皆さんの長年にわたる要望
はＪＲにも十分伝え、引き続き一日も早い完成に向けて努力して
いきたい。

185 氷室の郷 スクール
バス

女性 　スクールバスの添乗員のことだが、教育委員会と保護者、校長
先生との三者が相談をしながら、よい方向へもっていくのが普通
ではないかと思う。

教育長 　登下校の安全指導については、法令に基づいて校長がたてた年
間の指導計画に基づき、教職員が分担しながら取り組みや指導の
中身を具体化している。教育委員会はあくまでも条件整備を行う
ことが責務であり、学校と保護者の皆さんが、共通理解を深めら
れ、一致して取り組んでいただくことが重要だと考えている。

186 氷室の郷 農業振興 女性 　最近、耕作放棄地がとても目立ってきている。南丹市の農業の
未来をどのように考えておられるのか。

市長 　地域農業は後継者や担い手の問題を含め、大変厳しい状況にあ
り、耕作放棄地が課題となっている。さまざまな国や府の施策が
あり、八木町では京野菜をはじめとする特産物の生産振興にも努
力をいただいている。このようなことも踏まえ、輝く未来に向
かって努力をしていかなければならないが、来年からすぐに良く
なるとか、補助金が出るということではない。国もＴＰＰを一つ
の契機として、施策の打ち出しを行っており、この点も重視しな
がら、地域農業が成り立つような施策を、市としても講じていか
なければならない。

187 氷室の郷 定住促進 男性 　５年、１０年後には、恐らくこの家はもう空き家になってしま
うだろうという家がある。その時、地元としてどのように対応し
たらよいのか、市の考えを聞かせてほしい。

市長 　空き家の存在は日本中で大きな課題となっており、南丹市にお
いても課題である。ただ、空き家といっても千差万別で難しい。
お風呂、台所、トイレなどが完備していなければ、生活ができな
い状況である。空き家バンクなどの制度をよりニーズに合ったも
のにしなければならない。また、地元の皆さんのご理解やご協力
なしには進まないと考えているので、今後ともご提言などをいた
だきたい。

188 氷室の郷 安心・安
全

男性 　メガソーラーの件について、法律や条令に則って行われるべき
だというご回答だった。もうすでに園部第二小学校近くの徳雲寺
から吉富駅の近くのゴルフ練習場手前くらいまで、工事用道路の
ようなものが付いているが、これは法令などに抵触しないのか。

市長 　太陽光発電関係の工事用道路の件については、承知していない
ので確認する。法令、条例に基づかないもの、また、それに違反
しているものは適正に対処しなければいけないと考える。

189 氷室の郷 スクール
バス

男性 スクールバスの添乗の件については、全国的に例がないと聞いて
いる。南丹市は添乗員をつけてまで子どもたちの命を守っている
と、全国に発信してはどうか。

教育長 　小学生のスクールバスに添乗員という対応は、私も例を聞いた
ことがない。交通安全指導の一環として、学校の先生がバスに乗
車したり、巡回したりして指導を行っている。学校の指導計画に
基づいて、取り組みを重ね、子どもたちの安全を確保しながら登
下校する力を身に付けさせることが学校の指導だと考えている。

190 氷室の郷 公共交通 男性 　以前、京都駅の０番ホームも滑りやすいと苦情があり、テープ
を敷いて滑り止めをされた。吉富駅についても何か対策をしてほ
しい。

市長 　京都駅の例も参考に、現状をきっちり把握しながら、またＪＲ
とも協議して、適切な措置を検討していく。

191 氷室の郷 スクール
バス

女性 　スクールバスについて、子どもたちと運転手しか乗っていない
場合、事故が起こった時は誰が責任を取るのか。安心、安全を考
えると、添乗員は必要だと思う。

教育長 　警察や関係機関と連携するなど、総合的な取り組みや地道な取
り組みの中で、子どもたちの安全を図りたい。
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