
令和元年度 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 南丹市役所 公共施設 男性 それぞれの施設は目的があって作られたものなので、目的を達

成していれば見直す必要があるし、新規の建設も既存の施設の
補修などで対応できないか考えてほしい。

市長 公共施設の見直しは進めていかなければならない。例えば保育
所は、市が直営で施設を整備すると何億円ものお金が必要とな
るが、民営で施設整備をしていただくと、かなりの割合の国の
補助金がいただける。市がやる部分と民間に委ねる部分に分
け、役割分担しながら市の財政負担を減らしていけたらと考え
ている。

2 南丹市役所 地域振興 男性 オリンピックの聖火リレーに参加しないと聞いたが、南丹市の
園部の運動公園で陸上競技場でちょっとしたことができないも
のなのか。

市長 聖火リレーに参加するには1千万円以上の費用がかかる。千万超
えてくると、やはりこれは平成30年7月豪雨の災害復旧を待たれ
ている市民の皆さまにそのお金をまわすべきだと考えた。
できれば、パラリンピックの聖火に南丹市が関わらしていただ
きたい。これについては京都府のスポーツ振興部や、文化ス
ポーツ部を通じてパラリンピックの組織委員会に働きかけてい
る。

3 南丹市役所 公共施設 男性 火葬場の件について、もう場所は決まっているのか。 市長 内林と上木崎の間の現火葬場の上側に建設されると決められて
いる。進入路や財源（補助金）の課題もあるので、課題解決に
向け今後とも取り組んでいきたい。

4 南丹市役所 空家対策 男性 空家が点在している。老朽化も進み、瓦が落ちてくるとか、本
当に建物が崩れてくる被害もわずかではありますけど、年々増
えていると聞く。南丹市としては空家対策をどういう方針でや
られているのか。

市長 お願いから勧告、命令そして、崩れかけて危険な状態で放置さ
れているものは除去するという取り組みを進めていきたい。
活用という観点からいきますと、仏様があるとかお墓参りの時,
その家は便利だとか少し寄るのにいいという理由があり活用が
難しい。しかし、不動産屋に仲介してもらうと上手くいった
ケースもあると聞いている。
絶対権限は市にはないが、一度ご連絡いただきたい。

5 南丹市役所 業務改善 男性 ＩＴの活用による申し込みや申請の業務の効率化は考えておら
れるか。

市長 非常に関心の高い分野。保育所の入所基準をＡＩ化するとボタ
ン一つで査定できたりする。現在も一定進めている。良い事例
があればコストと相談して進めていきたい。良い情報があれば
教えていただきたい。

6 南丹市役所 商工・観光 男性 ものづくりの町としてあった新光悦村の現在は。
旧４町で違った個性があるが、今後の方向性は。また、駅周辺
（特に園部駅）のにぎわいがない気がする。玄関口としてもっ
と活気づけばいいと思う。

市長 新光悦村の山際の土地が全て土砂災害特別警戒区域ということ
で、建築制限がかかり大変困っている。それ以外の使えるとこ
ろについてはもう足らないぐらいに埋まってきた。今年の京都
府要望や国の要望などでも、それをアピールしていきたい。
違った個性を持ったものが手を結べばもっと光ると思う。園部
に観光協会設立し、4町を巡るルートなどがつくられれば奥行き
がかなりでる。これからどう連携していくかが大きな課題であ
る。
昔は飲食店などがあったが、駐車場に変わってきた。土地を流
動化させることが必要。地権者の皆さんがテナントビルとか、
そのような活用をされると新しい取り組みができるのではない
かと考えている。

7 南丹市役所 観光 男性 園部駅の西口のところに観光の方が降りてもバス停が分からな
いし、何時に来るかも分からない。

市長 園部に観光協会をつくり、園部駅前で観光案内ができるように
したい。旧4町が連携して美山も含めて案内できたらと考えてい
る。
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8 南丹市役所 公共交通 男性 園部駅から美山へ行くバスが無くなり、日吉駅に集約された

が、事前告知もなく突然無くなった。観光に来られた方も困惑
したと思う。

総務部
長

ＪＲ園部駅以北がまだ単線である。その辺の利用促進というこ
ともあり、日吉の発着というような形にさせていただいた。Ｉ
ＣＯＣＡのカードが今、園部駅までしか使えない。それがよう
やく以北の方でも使えるようになるので、そのような事へのつ
ながりということで、個々の利用形態はご不便なところはある
かと思うが、市全体で交通の体系を考えてやっているのでご理
解いただきたい。

9 八木公民館 災害 男性 西日本豪雨並びに台風による災害により甚大な被害を被った。
南丹市自治振興補助金により応急的な処置はできたが、現在も
土砂が溜まっており、雨が降ると斜面が削れ、またその横に土
砂が溜まる。豪雨に備えた予防的、恒久的な対策を行うには莫
大な費用がかかり、自治会だけでは対応が困難であるため、財
政的支援並びにアドバイス等をお願いしたい。

市長 京都府に対して小規模治山事業の要望を提出いたしましたが、
該当しないということで、現在新たな制度を探している状況で
ある。

10 八木公民館 災害 男性 本町六丁目区内の市道八木鹿草線（寅天堰の向かい側西側）の
土砂崩れについて、昨年7月豪雨で崩れ応急処置として市に土嚢
100個を積んでいただき、安全確保のため通行止めとしていただ
いた。この箇所についても恒久的な対応をお願いし通行可能と
してほしい。

市長 土嚢をもう少し手厚く整備しながら、できれば交通に支障が無
い程度まで抑えていきたい。市単費では困難なため、起債事業
等の活用による財源確保が必要であるが、見通しは立っていな
い状況である。
点検や補強は続けていく。

11 八木公民館 文化財 男性 地元の貴重な文化遺産である“城山”の安全な登山道の復旧整
備と歴史文化の発信に支援をお願いしたい。

市長 昨年補正予算で特殊な航空写真測量を行った。もう少し城全体
の詳細全容調査を進めながら、京都府と共に文化財保護的な観
点から考える必要があるが、歩道については、文化財保護行政
の立場から、重機を入れての登山道の再整備は難しいと考える
ため、文化財保護行政と登山を観光資源として活用することが
共存できる方法を探っていきたい。今後、史跡指定に向けての
動きについても相談させていただきたい。

12 八木公民館 公共施設 男性 南地区自治振興会館の今後の在り方について 市長 新たにお金をかけて自治振興会館を立て直すのも一つの方法で
すし、今の施設を補強し長寿命化したり、耐震化をして補強す
る方法もありますが、何も決まっていない状況ですので、今
後、施設の再配置計画の中で具体的に協議をする内容であると
理解している。

13 八木公民館 区画整理 男性 八木駅西の土地区画整理区域の中で、八木西線が歩道と車道の
形ができてきている。それから府道長谷八木線まで接続される
ようにホームページの都市計画図には書いてある。延伸計画は
あると思うが、事業着手の予定はあるのか。

市長 八木駅西土地区画整理事業エリア内の街路整備を最優先として
いきたい。単独事業での整備は厳しいと考えている。

14 八木公民館 区画整理 男性 生津川について、今の都市計画区域図では、本郷垣内線という
外周道路ができている。そこは都市計画区域外、市街化調整区
域となっており、生津川の河川中心線までとなっているが、広
げられるのか、広げられないのか。また、そこを市街化として
整備するべしと思われるか。

市長 市管理河川ではあるが、この前の災害で損傷した箇所も京都府
と連携し修繕を行った。現在の河川整備計画では現状のままで
あり、拡幅予定はありません。100年に一度の水害などを考慮し
て計画を立てていく必要があるが、現在は財源の見通しが立た
ない状況である。また、市街化区域を広げることについては、
許可が得られないのが現状である。

15 八木公民館 区画整理 男性 生津川のところに水門があるが、その水門は京都府の事業によ
り整備されると聞いている。また、その整備が進まないと東所
川の北進や、八木駅西土地区画整理事業も進まないと聞いてい
るが、南丹市としては京都府にどのような働きかけをされてい
るのか。また、情報があれば教えてほしい。

市長 水門整備の事業化は視野に入っているが、その中で、八木駅西
土地区画整理事業エリア内の東所川の改修を進めないと区画整
理事業が終了しないため、事業を進めていくということで京都
府とは調整が終わっている。
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16 八木公民館 区画整理 男性 吉冨駅西区画整理事業については平成19年に都市計画区域決定

がされ、事業認可をとったが、10年以上事業が凍結しており、
府道竹井室河原線、準用河川板野川及び下水道の整備が全く進
まず、地域活性化あるいは地域の発展に大きな阻害要因として
今日まで発展を妨げているので、事業化をお願いしたい。

市長 区画整理事業は地域の皆さんの協力がないと事業化は難しい
が、区画整理組合準備会の解散というような情報を得ている。
現在、民間の力を活用するなどの手法を探している状況であ
る。

17 八木公民館 区画整理 男性 この事業予定地については、調整区域から市街化区域になり本
来は市街化区域並みの固定資産税等々になる。長らく据え置か
れてきたが、平成30年4月から上がっている。これは準備組合あ
るいは地権者と約束していた内容を反故するということになっ
ている。そのことについてどうお考えか。

市長 市街化に編入されると市街化区域の評価がされ税金も上がる
が、10年間は抑えていこうということで、取り組みが進められ
てきたのが現状であり、制度的な限界である10年が経てば、と
いうことについては、区画整理組合の役員さんには早い段階で
申し上げ、一定の広報をさせていただいている。ただ、その辺
りのやり取りは引き続きさせていただく。

18 八木公民館 食育 女性 教育委員会の方へ八木西小学校の「お弁当の日」といのをお願
いしているが、どうなっているのか。

市長 八木西小学校の方でもそういう取り組みをしてほしいというこ
とは伺っておりますので、学校と十分相談させていただき、良
い方向に行くよう考えていく。

教育次
長

「お弁当の日」の取り組みは教育委員会だけでなく、具体的に
取り組みを進めているのが保健医療課ですので、保健医療課と
十分調整をしながら、学校に働きかけをしていく。

19 八木公民館 人口減少 男性 人口の減少を止めるのに、今日現在までどのように取り組んで
きたか。また、これからどのうように取り組まれるか。

市長 Iターン、Ｕターンのための空き家バンクを設け、空き家の積極
的な活用や新規就農者を増やしていくなどの取り組みを実施。
地域の魅力を発信しながら興味をもっていただき、地域に入っ
てもらう。また、就労先の拡大や土地区画整理事業による住宅
開発を進めていきたい。

20 八木公民館 公共施設 男性 公共施設の更新問題について、若い人たちを含めた住民の声を
どう集約されていくのか。このような場で市民の声を聴くのも
一つの手法とは思うが、このような場に中々若い人は来られな
い。ただ、将来中心となる若い人たちの声を集約することは必
要だと思う。具体的には、ホームページの中にサイトを作って
自由に議論に参加してもらうなど、自分のまちの事を考える良
いきっかけになると思う。

市長 若い人の声等はこれから検討していく必要がありますが、例え
ば、インターネットを使って情報発信して意見を求めるという
のも一つの方法と考える。現に市ホームページでは意見募集の
ご意見箱を設けておりますが、具体的に公共施設の再配置の原
案を提示しながら意見を求めていくことも一つの方法と考え
る。

21 八木公民館 公共施設 男性 ゴミ焼却場とか八木駅舎の改築の問題とかさまざまな大型の公
共施設、それから園部の大ホールの建築とか、これからもたく
さんの公共施設を作っていかなければならない状況の中で、市
役所の改築問題が具体的にどうなっているのか。

市長 本庁舎については庁内で検討を進め、議会でも庁舎専門の特別
委員会を設け議論されている。既存の庁舎建物はできるだけ活
用したいと考えている。場所は現庁舎付近を予定している。

22 八木公民館 公共施設 男性 議会の方でも公共施設の更新問題は大きな問題と思います。こ
こ数年一般市民を対象とした会が開かれていませんので、是非
これをテーマにした懇談会等も議員の皆さんも考えていただき
たい。
【ご意見のみ】

- -

23 日吉市民
ホール

市長姿勢 男性 市長が当選してから1年以上経つが、西村市長の政治的姿勢を見
ていると、国や京都府に対して反目されているように感じられ
る。この件については６月議会でも追及している議員がいた。
自分の政治的信条を曲げてでも、国や府との結びつきを強める
ような姿勢を示すことが、南丹市民にとってプラスになるので
はないかと考えるが、どうか。

市長 国会議員、府議とは既に協力関係を築いて要望活動などを行っ
ており、実際に補助金を獲得した経過もある。選挙の際には特
定候補の応援をすることもあるが、選挙後には当選議員と協力
関係を築いていくことで合意している。質問の通り、柔軟に動
くことが住民のプラスになるため、今後も連携を図っていく。
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24 日吉市民

ホール
市議会 男性 南丹市議会のＣＡＴＶ中継で、議員の質問が聞こえにくい場合

がある。情報センターに確認したところ、固定のマイクなので
動かせないという回答だったが、改善していただきたい。

市長 音量が小さいということなので、市議会議長を通じて、議員に
マイクに近づいて質問していただけるようにお願いするなど、
改善に向けて動く。

25 日吉市民
ホール

地域振興 男性 新規の町おこし事業については助成金・補助金の制度がある
が、歴史ある地域伝統行事の維持に対しては補助する制度が無
いと感じる。検討していただけないか。

市長 南丹市には地域の伝統行事が複数あるが、例えば無形文化財と
して京都府の指定を受けると衣装や小道具の購入に対して補助
が出る場合がある。ただ、運営面の補助には手が回っていない
のも事実。補助金行政については京都府と連動しているものが
多く、市単独で動くのは難しい面もあるが、地域の自主的な市
民活動に対する市民提案型の補助金制度等も検討してみたい。

市長 小規模農業者への補助として、南丹市では「南丹市がんばる農
業応援事業」という農業機械を揃えるときに支援できる制度が
ある。

農林商
工部長

国については大規模化・農地の集約化についての補助事業は多
くある。市については「南丹市がんばる農業応援事業」という
機械等の補助金制度があるが、これは一定の売り上げや経営面
積が基準になっており、個人に対してのトラクターへの補助金
は現在のところ無いのでご理解いただきたい。

農林商
工部長

財源の関係もあるので、一度持ち帰り、検討する。

市長 小規模農家の経営については意見を受け止める。なお、耕作放
棄地の活用も併せて、南丹市の農業の今後については市民の
方々からも知恵をいただきたい。

28 日吉市民
ホール

農業施策 男性 園部町農業公社には合併当時補助金が出ていたと思うが、現在
も補助金は出ているか。

市長 現在は補助金は無い。

29 日吉市民
ホール

上下水道 男性 雨水の利用のために、雨水を受けるタンクを購入・設置する
と、タンクの購入費用に対して補助が出ると聞いた。現在も制
度はあるか。制度利用は何件あったか。また、上限金額は。

上下水
道部長

雨水貯留施設の補助金制度については現在もあるが、利用件数
については資料がないため機会があれば後日回答する。上限金
額については４万５千円。
≪制度利用件数≫　Ｈ29年度：9件　Ｈ30年度：6件

30 日吉市民
ホール

上下水道 男性 雨水の利用のために補助金を出すより、農業用機械の購入等に
補助を出す方が良いのではないか。

上下水
道部長

雨水の利用のみならず、当制度は京都府下での雨水による河川
氾濫等を防ぐことを目的の一つとしている。

31 日吉市民
ホール

市政懇談会 男性 市政懇談会の市民来場者が非常に少ないように感じる。特に市
政懇談会開催地域の住民に対しての広報はしっかりとされてい
るのか。

市長公
室長

お知らせなんたん、広報なんたん、に告知を掲載し各戸配布
し、ＨＰやＣＡＴＶでも告知しているが、ご意見の通り本日の
来場者は少なく、今後も広報については努力していく。

32 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

空き家対策 男性 平成27年5月26日に全国一斉に、空き家対策特別臨時措置法が施
行、実施された。11月に定住企画戦略課に相談に行ったが、こ
の4月にその部署は廃止となった。
今後どのように対応していただけるのか。

市長公
室長

特定危険家屋等については、企画財政課に継承している。
今年度計画を作り、条例を提案し議会で審議いただいて進めて
いきたい。現在その専門家の方々のご意見を頂く中で、準備を
進めている段階である。

26 日吉市民
ホール

農業施策 男性 日吉町の農家の多くは耕作面積が小規模であるが、その小規模
耕作に適した小型のトラクターの更新については京都府の補助
金が出ない。国の施策としては農地の大型化、集約化という方
向性のようだが、地域の零細農家は非常に困っていると感じる
が、どうか。

27 日吉市民
ホール

農業施策 男性 日吉町の農家には商売としてではなく、自給自足のような形で
農業をしている人が多い。国、府に小規模農家向けの補助がな
いとしても、南丹市は南丹市の地域特性を生かした農業施策を
するべきではないか。例えば南丹市で農業機械を購入して、小
規模農家に貸し出すなどの方法を考えてほしい。
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33 日吉胡麻基

幹集落セン
ター

空き家対策 男性 国の法律に基づいて南丹市自体の体制、条例等の整備はどのよ
うになっているのか。

市長 法に基づく市町村の空き家対策の計画を立て、制度を設けてい
きたいと考えている。代執行までは費用がかかるので難しい面
もあるが、少なくとも改善命令は出していきたいと考えてい
る。空き家対策の市町村計画と条例化の話は現在進めており、
パブリックコメント、いわゆる意見聴取をしてから、実際に議
会に提案していく。

34 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

支所機能 男性 支所が4月から縮小化になったが、将来的にはもう廃止というか
たちを考えているのか。

市長 支所の問題については、職員が合併時から80人あまり減ってい
るが、定数管理をしながら人件費を抑えることによって、財政
が健全化できるよう支出を抑えている。交付税もこの5年間で10
億円減ってきており、財政的にも非常に厳しい。職員の定数を
減らすと同時に組織体制を見直さないといけない状況である
が、支所は残していきたいと考えており、また、それを補完す
るような機能が必要でないかと考えている。

35 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

環境 男性 ソーラーを設置されているところがあちこちあって、隣の家の
庭が日陰になったり、高さが一番高いところだと、3ｍもあるよ
うな大規模なソーラーを設置されたものもある。9月頃に条例化
すると聞いたが、進捗状況をお聞かせてほしい。

市長 ソーラーについては、9月に条例の提案をする予定である。太陽
光発電の条例の規制については、いろいろなレベルがあり、罰
則規定等を設けていたり、あるいは企業名を公表するような
ケースがあるが、南丹市で計画しているのは、規制条例と言う
よりも、ルールを定めて、それに基づいてやりなさいというも
のである。当然周辺住民への説明や協議をいただくということ
は規定している。まず南丹市としては、ガイドラインに近い緩
やかな届出条例を設け、指導をして、十分でない場合は条例を
強めていこうと考えている。ただ、既に設置いただいたものを
遡って指導していくことは難しいところである。

36 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

駐車場 男性 市役所の駐車場に、職員の車が停まっている。南丹市は範囲が
広くて交通の便が悪いから車で通勤をさせているということで
あるが、例えば駅の近くに市の駐車場があるが、そこを利用し
ている方は駐車料を払ってお勤めに出られている。一方、市の
職員はそこに停めて仕事をされている。駐車料は払われていな
い。庁舎の一部に民間地があるそうで、その分の借地料であ
る。その土地に職員の車が停めてあるわけです。平たく言え
ば、職員の駐車料を市が払っているわけである。仮に3千円払っ
ていただいたとして、300人おられて年間百万円です。このこと
についての考えは。

市長 職員の駐車場の問題について、南丹市の場合、広域なところで
車以外の交通手段というのが難しいということで、自動車通勤
が合理的だと考えている。職員駐車場を確保していくというこ
とが、福利厚生対策でもあり、料金を徴収するのは難しいと考
える。

37 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

学校教育 男性 小学1年生のランドセルが体重の1/4ほどの重さがあり、しかも6
年生と1年生の歩き方が全然違うため、小走りで付いて行かない
といけない。バスの通学は4㎞以上という決まりがあるそうで、
3.9㎞を自分の体重の1/4以上あるもの背負って通学をしないと
いけない。このことについての考えは。

教育長 小学生のランドセルの重さについて、文科省から通達も出てお
り、また、学校でも教科書などは置いて帰るように指導してい
ることもあり、現在はかなり軽くなっている。
以前にも上級生には１年生のことも考えて、歩くスピードを考
えるよう話をしたことがあるが、校園長会でも再度伝え、徹底
をしたい。
来年からバスのコースの見直しについて、学校教育課で取り組
みを進めている。このバス通学については、以前から4㎞以上と
されていたが、もう少し柔軟に対応した方がいいのではないか
と感じており、見直しに取り組んでいるところである。
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38 日吉胡麻基

幹集落セン
ター

公共交通 女性 ダイヤの編成があまりにも偏っており、昼間のダイヤが全然な
い。車に乗れない人のことも考えて、利便性をよくしてもらい
たい。デマンドバスもあるが、前日に予約しないと乗れない
し、曜日によってコースが決められていて、制約が多くて使い
づらい。一週間に1回でも園部の商店街を回って、市役所を回っ
て、2～3時間経ったらその人を拾って、日吉に帰ってくる路線
バスがあれば嬉しい。
300円出すと3年間有効で運賃が半額になるバスの割引パスの
カードを作ってもらえるが、南丹市もほとんどＰＲしていない
し、知らない人はたくさんいるのでもっとＰＲしてもらって、
安い運賃でバスが利用できるいうことをわかってもらったら、
利用する人も増えてくると思う。

39 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

公共交通 女性 大きいバスでなくても、マイクロのような小さいのにしても
らって、買い物にも行けるようにしてほしい。そういう点をも
う少し考えてもらったら、利用できる人は増えてくると思う。

40 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

道路改良 男性 道路について、日吉平の未開通の部分について、早く開通でき
るようにお願いしたい。

市長公
室長

日吉平の道路の関係については、進められる条件ができつつあ
る。

41 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

ホームペー
ジ

男性 市のいろんな情報というのはホームページで見ております。
ホームページはいつごろリニューアルされるのか教えていただ
きたい。

市長 ホームページは、昨年と今年度とかけてリニューアルに向け作
業を進めており、今現在、最終段階まで来ているので、まもな
く新しい画面を見ていただける。使いやすくなっているところ
も、ご確認いただければ嬉しい。

42 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

道路改良 男性 日吉から27号線へ抜ける道路について測量にかかっていただ
き、ありがとうございました。

土木建
築部長

胡麻停車場線、富田胡麻停車場線のことだと思っております
が、この路線につきましては、それぞれ地元の促進協議会、地
元の地権者等、ご尽力とご理解をいただく中で、昨年境界確定
の立会が完成した。それぞれ地図の確認等を終え、ほぼ境界確
定が完成をしております。今後はそれに基づき、この道路の用
地をどれだけお世話になりたいということを出し、それぞれ協
議会への説明をした後に、個人さんへの協力のお願いをし、順
次、了解いただいた所から道路の工事をさせていただきたいと
考えている。

43 日吉胡麻基
幹集落セン
ター

防災 男性 防災無線の放送について、行方不明者と火事が発生した時に、
いかに皆さんに早く知らせるかが大切なのに、放送を中止され
た。合理化は必要ですが、緊急対応が必要なものは残していた
だきたい。

市長 プライバシーの問題の訴訟は敗訴することが多くあることか
ら、放送の中止に至っている。法的にも整理して、可能な部分
は放送していきたいと考える。

44 氷室の郷 学校教育 男性 教育予算の在り方について（問題点、課題が反映されていな
い）

教育長 教育予算については、年度末に学校からあがってきた要望を基
に、各学校事務職員を通じて予算の配分をしている。学校の担
当者とともに、予算の要求等も工夫していく。

市長 現場の声が吸い上げられるよな取り組み方、方法などを考え
る。

今まで公共交通にスクールバスを兼用してきたのは、バスを一
路線増やすにはかなりの費用がいるので、経費を抑えてきたと
いう側面がある。小さな自動車で上手くカバーをしていくこと
が必要である。最近は、福祉車両や地域でNPOを立ち上げて運営
されるなど、全国ではいろんな取り組みをされている。ここ胡
麻で小さな拠点づくり事業でコミュニティバスという話題も出
ておりましたが、ただひとつ言えるのは、民間のタクシー会社
があるところでは、了解がいるので、参入しにくい。なかなか
小回りの利く方法が組めないわけであるが、不便を強いられて
いる実態というのは、本当に身に感じている。貴重なご意見と
して、聞かせていただきたい。

市長
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45 氷室の郷 民生委員 男性 民生委員の任期が11月末で満了となることから、区長が人材選

出について努力をされてる。区長も各区任意の区長と規則で定
められた行政区の区長の二面がある。民生委員の推薦選考につ
いては、任意の区長としてお願いしていると聞いているが、お
願いしている最中に事故や怪我をされても保障がない。区長に
依頼をするのであれば、権限と身分保障をするべきと思うが。

福祉保
健部長

八木地域においてこれまでは、民生委員推薦準備会の委員さん
が区と連携を図っていただき、その時の区長さんと調整してい
ただいていた。今回は区長さんの方である程度推薦していただ
けないかとお願いしたところであるが、権限の把握については
不十分であった。民生委員については、最終的に推薦準備会で
決定すると法律で定められているので、難しい中ではあるが、
推薦準備会の委員さん、また区長さんを含めて話し合いをしな
がら進めていく。

46 氷室の郷 民生委員 男性 委嘱の業務をしている場合は、身分保障がある。行政区長が業
務を行っている場合は非常勤公務員として身分保障がされてい
るのか。

総務部
長

区長の活動に関して、公務の保障や災害補償の対象にはなりに
くと考えているが、その辺りを明確にできるように整理する。

47 氷室の郷 公共施設 男性 市内には、多くの集会施設などがあるが、全部の場所を直す、
修理するのではなくて南丹市として一つの大きな施設にするの
はだめなのか。

市長 市内でまとまったホールは一つでいいと考える。ただ、それぞ
れ地域を上げて取り組まれた経過があるので、調整していく必
要がある。また、他市では集会施設を民間が創意工夫を凝らし
て、運営され使用の幅を広げるなどされている。本市でも、今
後考えていく必要がある。

48 美山文化
ホール

地域医療 男性 美山診療所については、西村市長も積極的に直営ということを
含めて提案されておられるが、住民の命と健康を守るために、
最低限今の美山診療所の機能が残るように行政の方のお力をお
願いしたい。
【ご意見のみ】

- -

49 美山文化
ホール

地域医療 男性 直営診療所というかたちで府と協力してお願いしたい。
直営化について、どういうかたちになるのか説明していただき
たい。

市長 直営化とは公設ということで南丹市が直営していくということ
です。その方向で現在すべての準備をしている。

50 美山文化
ホール

地域医療 男性 美山診療所の今後について、どれほど住民が情報をいただける
かということが非常に大きな問題だと思う。少なくとも現状維
持、今の状態を何とか公設公営でお願いしたい。
【ご意見のみ】

- -

51 美山文化
ホール

公共施設 男性 旧平屋小学校の跡地利用については、あゆみ工房が来られると
いうことで地域の受け入れも着実に進んでいます。また、狭
かった道路も改善していたき利用しやすい施設になっていくと
思う。あゆみ工房が入った後も、旧平屋小学校は３階まである
のでどのようにしてより良い利用ができるかを跡地管理委員
会、平屋振興会等もこれからも頑張っていきますのでぜひ応援
の方もよろしくお願いしたい。

市長 周辺、小学校前あたりの道路の課題などまだまだやらなければ
ならないことがたくさんあり先行して準備できないという点は
あるが、今後の旧平屋小学校の使い方については、費用面での
支援にご不満の点はあるかもしれないが応援していきたい。

52 美山文化
ホール

地域医療 男性 直営診療所の運営体制等は決まっているのか。 市長 申し訳ないですが、詳しいことが言える段階ではありません。

53 美山文化
ホール

公共施設 男性 公共施設の集約化等のスケジュールは決まっていますか。 市長 庁内で検討する内容は、施設が多くあるため一度には進まない
し、原案を固めるのに相当な議論時間を要すると考えられる。
少し時間をいただきたい。市民サービスと財政・財源の妥協
点、合意点を考えながら進めていきたい。

54 美山文化
ホール

公共交通 男性 深見からのデマンドバスと南丹市バスの連携が全然考えられて
いない直せるところは直していただきたい。この場で住民の皆
さんにもっと市営バスを活用しようという訴えと、それから住
民として限られた数ではあっても、大事な交通手段ですので、
今後もこういう体制を続けていただくことをお願いする。

地域振
興部長

ダイヤついて一昨年にアンケート調査をして、ダイヤの更正を
したところ。ダイヤをもっとわかりやすい表にする工夫も今後
していきたい。南丹市の路線バス案内マップが届いてないよう
であでば公民館等への設置も考えたい。
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55 美山文化

ホール
景観 男性 以前にも意見を言わせていただいた件ですが、屋外広告物（の

ぼり、看板など）は時期など止むを得ない部分もあるが、一定
規制をして美山の街を守る、景観を守る必要があると考える。

市長 ご発言の趣旨としては大変大事なことだと思う。住民合意を
作っていかねばならない話であり、地元から声をあげていただ
ければ行政も動きやすくなると考えている。

56 美山文化
ホール

学校教育 男性 地域の子供たちが自分たちの考えや意見をもつ機会である子ど
も議会について、昨年度に引き続き今年も実施していただきた
い。

教育長 「子ども議会」ではなくて「市長と語ろう私たちのまちづく
り」ということで、今年は少し時期を早めて8月23日に開催す
る。今年は環境問題について意見を聞きたいと考えている。

市長 市の方でも、子どもたちの意見も聞きながら、将来のまち・環
境問題をどうしていくのかなということについては、しっかり
聞いていければと考えている。

57 美山文化
ホール

景観 男性 南丹市という地名を向上していくためにも、この美山地域を
「日本で最も美しい村連合」の地域会員に登録して、南丹市の
知名度向上、あるいは美山の知名度向上につなげてはどうか。

市長 景観を大切にしたまちづくりについては非常に賛成する。登録
するとは即答はできないが、どのようなものか調べさせていた
だいて取り組み方について今後考えていかねばならない課題で
あると考えている。

58 美山文化
ホール

人権政策 男性 南丹市ケーブルテレビで児童の修学旅行や卒業式などを放送を
していますが、児童の人権という立場で公共の電波で放送すべ
きなのか疑問を感じている。放送について教育長の見解をお聞
きしたい。

教育長 最近の子どもたちは自己肯定感がなかなか持てないと、そうい
う意味も含め、自分が活躍しているところを自分自身も観た
り、あるいは家族の人、地域の人も観たりということで、学校
教育の内容を一般の方々に知っていただくのは非常に大事なこ
とだと考えている。
現在、地域と学校と一緒に子どもを育てていただくというコ
ミュニティースクールに取り組んでおり地域の方に子どもたち
の状況を知っていただき、そして地域全体で子ども達を守って
いただくという部分でかなり効果があるのではないかと考えて
いる。
子どもの中にも賛否両論あるかもしれないが、今後一度子ども
たちの状況も学校に聞き、工夫をしなければならない部分が出
てきた場合は、考えさせていただきたい。

59 旧鶴ヶ岡小
学校

地域医療 男性 30年後、35年後の人口の見通しを見ると、鶴ヶ岡は消滅してい
くと危機感を持ちながら、地域づくりをどうしていくのか考え
ている。
一番大きな問題は美山の医療をどう守っていくか。直営型には
期待している。鶴ヶ岡にも林健センターがあり貴重な医療の場
所、大事な施設だと考えているので、継続した運営をお願いし
たい。

市長 理想としては美山診療所に複数の医師に居ていただいて、調整
をしローテーションを組みながら、知井や鶴ヶ岡に出向いてい
ただく形が良いと思う。中部総合医療センターにも協力いただ
きながら、地域医療の推進に努めていきたい。

市長 南丹市で橋梁改修の順位付けをしている。大事な橋として順位
付けはしており、府とも連携して財源を付けていきたい。

土木建
築部長

昨年、調査を完了し、今年度には地元区に概要説明をしたいと
考えている。内容にご了解がいただけたら、次年度以降に基本
設計を行いたい。
市単費では非常に厳しい状況ですので、府の補助などを見据え
ながら進めたいと考えている。

鶴ヶ岡小学校は平成28年に閉校となり、平成25年頃から活用に
ついての振興会内で検討してきました。鶴ヶ岡小学校が地域振
興の拠点になるようにと思っています。
また集落へ向かう勢老橋、旭橋は大型バスが通れず、改修につ
いても毎年市長さんにお願いしている。橋げたには鉄筋が見え
ているところもある。

旧鶴ヶ岡小
学校

道路改良 男性60
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61 旧鶴ヶ岡小

学校
有害鳥獣 男性 獣害は非常に深刻な問題で生産意欲を無くしている。夜に狩猟

ができるなどの特区をつくるなど、市をあげて、抜本的で思い
切った獣害対策をうっていただきたい。

市長 昨年からは、JAからの申請による駆除等も行われ、市の施策と
併せて努力頂いているところ。さまざまな方法を検討しなが
ら、また国への鳥獣対策要望でも特区の件を話題にしたい。

市長 へき地教育の研究会では、美山学の取り組みが発表され、教室
から飛び出して地域の家庭や行事に入り込むなど、非常に感動
したところがあった。
また、里山経済学のように上手く経済を回して、近所の人を2、
3人雇って一緒に仕事するといった所が多くできればと考えてい
る。

教育長 美山地域の良さを子どもたちは、優れた感性でとらえている。
美山学の発表を見ていても、子ども自身も地域の良さを感じて
いると思う。

63 旧鶴ヶ岡小
学校

地域医療 女性 美山診療所が直営になり大勢の医師に来ていただけたら、出張
診療もできると思う。住民の命と暮らしを守るために、直営化
をよろしくお願いする。

市長 出張診療は、市内でも園部町南八田診療所と八木町神吉診療所
で、地域の開業医にお世話になり出張診療が行われている。こ
のように美山診療所もできたらと考える。

64 旧鶴ヶ岡小
学校

学校教育 女性 美山の子どもはバス通学のため、普段は姿が見えず声が聞けな
いが、CATVに出たり午後7時の防災無線で声が聞けたりすると嬉
しい気持ちになる。

教育長 子どものことを知れてありがたいという声も聞いている。今後
の学校と地域をつなぐ地域コーディネーターやコミュニティス
クールについてもご理解をお願いする。

65 旧鶴ヶ岡小
学校

人権政策 女性 女性の船の役をやっており、市の人権政策課に頭が上がらない
ほどお世話になっておりますので、お礼を申し上げたい。
【ご意見のみ】

- -

66 旧鶴ヶ岡小
学校

地域医療 男性 医療は皆が安心して暮らせるための基本インフラだと思うの
で、市や府、南丹医療圏での協力など、安心できる医療体制を
作っていただきたい。
【ご意見のみ】

- -

67 旧鶴ヶ岡小
学校

防災 女性 鶴ヶ岡小学校が避難場所になっているが、配布いただいたハ
ザードマップでは浸水地域になっている。昨年の避難指示でも
私の集落で避難した人はいなかった。

市長 全部浸かってしまう地域では逃げ場がないが、やはり近くに避
難所を置いている。また公民館に避難するなどの取り決めをさ
れているところもあり、次の手を考えたい。
また、災害の大きさや期間の長短で、避難の仕方や場所も立て
分けて考えている。

68 旧鶴ヶ岡小
学校

防災 男性 最近よく避難指示が出るので、9月29日開催の南丹市総合防災訓
練の第２部では、住民にも防災意識を持ってもらいたい。
【ご意見のみ】

- -

69 旧鶴ヶ岡小
学校

- 市長 （こちらからの質問で申し訳ないが）農業や生活物資の購買、
福祉分野まで手掛けるタナセンの経営が厳しいと伺った。行政
として何ができるか、お聞きしたい。

男性 現状としてタナセンの経営は非常に厳しい。農地をどのように
守りながら収益を上げていくか検討されているところ。また、
地域づくりはタナセンと振興会が車の両輪のようにして取り組
んでおり、府の補助金なども活用している。
今後とも市からご支援ご指導をいただきたい。

70 旧摩気小学
校

企業誘致 男性 施設を維持するには多額の経費がかかるというお話であった
が、そんな中で企業誘致を充実させてお金を集めることが大切
である。企業誘致に対する働きかけはどのようにされています
か。

市長 企業に来ていただける場所がないため呼べないというのが実情
である。現在、京都府や国に新たな調整区域で工場立地ができ
ないか訴えている。また、京都府にも新光悦村の区画の見直し
を要望している。もう一度、工場に来ていていただける土地づ
くりに取り組んでいかなければならいのが実情である。

学校教育 男性 地元に愛情を持つような教育というのは公教育では難しいのか
なと感じる。地元で暮らすことの素晴らしさなどが伝わってい
ないと思う。
また工場でたくさん人を雇うより、個人がいろんな職業持っ
て、いろんなことをやりながらその地域に住むということは大
事かと思う。

62 旧鶴ヶ岡小
学校
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番号 会場 区分 質問者 ご意見 回答者 回答
71 旧摩気小学

校
地方創生 男性 若者が、東京や大阪、京都などの都市部へ出ていくことに対し

て食い止める取り組みはされていますか。
市長 今日まで内林の区画整理事業、そして八木駅西区画整理事業を

立ち上げて住む場所づくりや空家の登録をしていただいて、Ｉ
ターン、Ｕターン者への空家紹介など精力的に取り組んでいる
が、人口減少に歯止めがかからない中で、国に現状に歯止めを
かける一極集中を止めるための具体的な政策を打ってほしいと
考えている。例えば東京一極集中を抑えるような法律をつくっ
て、地方に企業を分散していただくような取り組みをして頂き
たいと考えている。

72 旧摩気小学
校

外国人人材 男性 海外からの人材の受け入れについて、現在南丹市は何人の方を
受け入れているのか。

市長 すでに民間で取組が進んでおりベトナムや中国の方が増えてき
ている。今後、日本語教育の取り組みを行っていきたい。

市民部
長

労働力不足の関係で南丹市内に住民票をおいている方だけとは
限らないが、今年7月末現在で住民基本台帳に登録いただいてい
る外国人の数は、339人となっている。

73 旧摩気小学
校

農業施策 男性 農業についての取組、農業行政をどのように思っておられるの
かお聞きしたい。

市長 米作については、国の方針である事業の拡大、集約化の取組を
京都府の農政と一緒になって取り組んでおり、株式会社のライ
スセンターを立ち上げられるなどの取り組みが進んでいる。一
つの大きな流れとして、今までは集落営農という共同作業に
よって農地を維持し作付を行っていたが、それが農業後継者の
問題などで見通しが立たないところも出てきていることをから
農業を法人化して企業的な農業の生産形態が一方では進んでい
くと考えられる。
農業後継者の取組については、がんばる農業応援事業という支
援事業で集落営農組織や認定農業者などを補助対象者にして支
援を広げてきた。
農作物の販売については、周辺にある野菜の販売場所を、もう
少し真ん中辺りにもってこれる取組ができればと考えている。
また、農作物のブランド化については、朝倉山椒を丹波栗の増
産と合わせて少し品目を絞った取組ができないかと考えてい
る。
鳥獣対策については、昨年、ＪＡにお願いして檻(おり)設置な
どを進めていただいた。引き続いて出来ることはやっていきた
いが、難しいのが事実。
今年は京都が斎田を設置してお米を献上する大嘗祭がある。京
都丹波に斎田が来るとブランドイメージが上がりお米の認知度
も上げられる。また小規模な各集落のライスセンターができる
と個性化が進みブランドとしてお米の値段を上げる要素になる74 旧摩気小学

校
有害鳥獣 男性 市長 鳥獣対策については、農水省でも有効な手立てがなく頭を痛め

ている。難しい問題でありすぐに答えは出せないがおしゃって
いただいている内容は痛いほどわかる。高い柵の話は少し調べ
させる。
市民から見放されてしまうと行政は終わりであり、そのような
意味では打つ手立てがすぐできなくても、聞いた以上は全国の
先進事例をもう一度調べなおしたりなど、何か動いていかない
と前に進めていかないと、行政の役割は果たせない考えてい
る。大きな問題はすぐには解決できないがお声掛けいただけれ
ば大変ありがたい。
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75 旧摩気小学

校
市民検診 男性 毎年、船阪が摩気地区の市民健診場所に設定されているが、船

阪公民館前の府道大河内口八田線の片側車線に200ｍ近く20,30
台ぐらい受診者が車を止めて、京阪京都交通や一般車両の妨げ
になっている。向い側に親水公園という場所があり駐車スペー
スがかなりあるので、来年以降はそちらを活用するよう注意喚
起を促すような手立てをとっていただきたい。

福祉保
健部長

他の健診会場でも同じようなお話をいただいてる。今いただい
た分も含め抜本的な対応、交通誘導など何らかの手立てが出来
るように持ち帰り検討させていただきたい。

76 旧摩気小学
校

定住、バス 男性 南丹市で人口が増えて活気付いているところは内林地区だけだ
とは思うが、南丹市自体は活気付いているところにばかり力を
入れている（市営バスの増便など）気がする。その辺を早急に
改めていただきたい。

市長 確かに今、内林は子供が100人超えている。
京都府に対しては、京都府知事に権限がある市街化区域、市街
化調整区域などの従来の線引きを何とか外してもらえないか話
している、それができなくても集落内の空き地などに家を建て
る制度として住民の合意のもとで土地利用や整備目標などを定
めた地区計画がつくられれば家を建てることができるのでどこ
かでモデル的に取組ができないかと考えている。

地域振
興部長

市営バスの増便については、昨年実施した市営バスの利用状況
調査の結果を踏まえ、今までスーパーマツモト園部店、長生園
の前を通るルートが地域公共交通の空白地帯であったためそこ
に便を増やすこととし、園部駅西口から新光悦村への便も増便
するダイヤの改正を今年度１０月１日にする。摩気地区のダイ
ヤについては、農芸高校の生徒の方が通学しやすいような便を
早朝に走らす予定である。
定住政策について、人口減少が著しい地域においては、移住地
域、移住促進特別地区域という地区指定をしている。Ｕター
ン、Ｉターンの方には新築、改築費用を南丹市商品券等で支援
している。また、定住促進サポートセンターの開設や空家バン
ク創設などの取り組みもしている。この摩気地区は移住促進特
別地区域に指定して取り組みをしている。今後も地域の方々や
郵便局長などになっていただいている「いなか暮らしのナビ
ゲーター」の方と連携して地域が元気になるように取り組んで
まいりたい。

77 知井小学校 防災 男性 知井も含めて美山町のハザードマップが5枚配られた。なぜ鶴ヶ
岡や大野のハザードマップの災害時危険個所の説明がいるの
か。

危機管
理監

自らの地域の部分だけで良いということかもしれないが、状況
によっては他の避難場所への避難も考えられるので、全体情報
も必要と考え全てが解る形で配布させていただいた。

78 知井小学校 有害鳥獣 男性 南丹市においても11月か12月頃に猿や猪、鹿の被害調査を毎年
行われているが、調査書類を出すばかりで実態調査は全くな
い。出さない場合は来年度の施設の設置は認めないとのこと。
毎年出しても集落に返ってこない。出したものが受け止められ
ているのか、また、それに対してどういう考え方をされている
のか。

農林商
工部長

各地区に対して毎年12月に獣害の被害調査をさせていただいて
いる。それとは別に10月頃に防除施設の調査もさせていただい
ている。防除施設は国からの補助金をもらう関係で来年度の予
算・経費の必要額を事前に把握する必要がある。地元に入って
の実態調査については、そのような形で取り組めるよう考えて
いきたい。

79 知井小学校 地域医療 男性 医療の問題について、現状機能を維持および拡充しつつ、安心
して住める状況を作っていただきたい。

市長 人材と財源の確保、また地域の皆さんの協力によってどこまで
できるかは決まっていないが、大変大きな要望として受け止め
させていただく。

80 知井小学校 地域医療 男性 美山診療所の安定した経営のために直営化を目指すということ
で方針を出されているが、具体的にはまだまだこれからと言い
ながら時間があまりない課題である。具体的にいつ直営に切り
替わっていくのか具体的に示して欲しい。

市長 確保できている医者は来年4月1日から美山健康会に所属いただ
き、その間に運営方法や医療職の給与体系など詳細に決め、令
和3年度から運営できればと思っているが、まだ十分な詰めがで
きていないため、相談しながら決めていきたい。

11 / 13 ページ



令和元年度 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
81 知井小学校 上水道 女性 河内谷の貯水池について、ズタズタに壊されてからいろいろな

手立てはしていただいているが、具体的にはいつどの程度の補
修工事がされて、いつ完成するのか。

上下水
道部長

施設については、現状維持の中で日量270トンという事業認可の
数値で運営をしており、現状維持の方向で考えている。前年度
の被災の際には取水施設、導水管が破損し応急処置の後、本復
旧を行った。浄水場自体の修繕計画は現在検討中であり、この
場でお伝えすることは難しいと考えている。

82 知井小学校 上水道 男性 知井地区もかなりＩターンの方が来てくださり、地区を支えて
いただいているが、貯水池の水量に限りがあるため、新築が建
てられないことを知った。過疎に歯止めをかけるという意味で
は、Ｉターンの方がどんどん入って来られて新築を建ててくれ
たら嬉しいが、市の見解は。

上下水
道部長

既に住んでおられる方に供給する水を確保するためには、新規
の方が50から60トン使われると、すごく影響が出るため、現状
では中々難しい状況である。例えば現在空き家となている家屋
に入られた場合など、閉栓になっている水道を使っていただく
ことは可能と考える。簡易水道というのは、地域の方が拠出さ
れて地域に住んでおられる方の生活を守るために施設を整備し
ておりますので、できましたら、新規の方については空き家等
を活用していただければと考えている。

83 知井小学校 上水道 男性 去年困ったのは、貯水池が一箇所だけであったことだと思う
が、リスク分散という意味からも新しい貯水池も考えていく必
要があると思うが、どのように考えているか。

上下水
道部長

旧美山町時代に、田歌あるいは知見等と統合され、現在に至っ
ている。南丹市になってから施設の統合ということで、平屋地
区あるいは内久保地区等と施設・事業統合して、水の安定的な
供給計画をしていたが、調整が整わず頓挫した状態になってい
る。今後の大規模な統合については、事業体として検討、検証
する必要がある。

84 知井小学校 上水道 女性 統合することだけが経済性があり財源を助けることとは思わな
い。かえって分散した方が有事の際にリスクが減り、経済的に
も長い目で見てたらいいのではないかと思うが、検討いただき
たい。

市長 今即答はできないので、これからどうしていくのかという事
は、もう少し戦略を立てて考える。

85 知井小学校 上水道 男性 家を建てた（芦生）ときに水道の口径を指定したが、送る水の
量が無いからダメと言われた。実際、大学の宿舎など当時と比
べると相当減少しており、戸数からしても十分可能なはずであ
る。前市長の時に、私の次に家を建てられた方が、本管から水
を引くのに70万円の工事費がかかると。その方は結局、隣から
貰い水をされ、新しい家を建てられ住んでおられる。南丹市は
人口を増やそうと住んでほしいと思っているのか。これは医療
や学校の問題も一緒である。一旦住もうとしたら、70万円かけ
て管を引けというようなことが言われてしまう状況をどう考え
るのか。人口をこの周辺の集落の中で減らさず、増やそう住ん
でほしいという努力を総合的に進めていただきたい。

市長 水道の引き込みについては、簡水が設置された時には国の補助
金を得ながら、その地域全体に水道の引き込みをした。しかし
現在は、他の地域でも新たな引き込みの場合はお金を頂戴して
いる。
人については、増やしたいが直ちに手当できない部分であり、
解決していかなければならない大きな課題と認識している。
なお、ルールがある中で、特例的に進めることはできない。

86 知井小学校 地域医療 女性 老健の関係、入院の関係、リハビリのことも同じように、今の
現状を維持していただけるのか。

市長 まだ、はっきりしていない事であり、今申し上げることはでき
ない。

87 知井小学校 資産活用 女性 知井小学校の隣に京都府の森と緑の公社があったのですが、今
は荒れ果てた状態になっている。これ以上、施設を増やさない
ためにも、利用できるものは利用していくべきと考える。
（知井小学校の下にある住宅が使えない状態で、入る人が入れ
ないという状況であれば、公社を活用できないか。）

市長 具体的な希望があれば府に働きかけることは可能である。京都
府に声掛けをする。

美山支
所次長

≪後日、質問者に回答≫
京都府としては、今後の事業に使用する可能性もある。また内
部には機材等を補完しているため、引き続き府で管理させてい
ただく。
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88 知井小学校 上水道 男性 昨年の災害で知井の浄水場が機能しなくなった。そうした中、

ライフラインの一環として電気・水道・電話といったものは日
常生活に欠かせないものであるため、2ルート化を検討いただき
たい。

市長 これからの水道の事業計画の中で、2ルート化の意見も住民ニー
ズとしてあることを受け止め、計画を立てていきたい。

89 知井小学校 職員対応 男性 市役所並びに支所の電話対応について、さわやかな対応をして
いただくためにも、総務部長通達で全課・全職員に、朝は「お
はようございます」という言葉を添えて「○○課担当○○で
す」という形で部課名と氏名を名乗って電話対応をするよう通
達を出していただきたい。

市長 大変大事なことであるので、管理職だけでなく、全職員に周知
できる方法を考えたい。また、電話のマナー研修も新採職員を
中心に実施しているが、全職員での対応も考える。

90 知井小学校 市民協働 男性 美山で開催される各種イベントについて、基本的に市としてあ
まり職員の配置をしない、庁舎も使えるかどうか、という話を
聞いた。皆さんイベントの成功のために頑張っておられる。市
の職員もいろんなイベント、また建物等の対応についてもでき
るだけ後退しないようにお願いしたい。

市長 補助金を出しているイベントにおいて、企画面や経理面も行政
が行うとことに不都合が生じる。今後は実状を見ながら理解も
しながら徐々に変えていく。また、美山支所についても使用可
能としている。

91 知井小学校 市政 男性 美山町は2030年には高齢化率が60％になり、人口が44％2015年
に比べて減るという数字が出ている。人口も3,800人ほどが
2,200～2,300人になる。そうなると、今までのルールをそのま
ま使うことは中々厳しい状況と思う。行政が率先してルールを
府や国に訴えながら変えていただくことを望む。ルールを変え
ていくという意味ではお金はかからないと思うので、ルールを
変えて解決できることは解決していただきたい。

市長 直ぐに変えられるルールは変えたい。多少お金を出してでもで
きそうな事はやっていきたい。

92 知井小学校 地域医療 男性 診療所について、今働いておられる職員の雇用を十分に守って
いただきたい。

市長 はっきりした事を今申し上げることはできない。

93 知井小学校 有害鳥獣 男性 鳥獣被害（猪）が非常に多い。既に網の設定はしているが、猪
の被害により10回ほど修理をした。現状、市が設置している鳥
獣網については少しスカートが短い。規格とは聞いているが、
もう少し長いスカートにしてもらえたら、被害が無いのではな
いかと思っている。また、修理資材にも費用が掛かるため補助
をいただきたい。

農林部
長

維持修繕について、直接の補助金制度はない。
維持修繕する場合は、多面的機能支払交付金や中山間地域等特
別支払交付金を活用しながらお願いしたい。

94 知井小学校 要望 男性 市に対して5月の区長会の後、市に要望書を出している。危なく
ないものは要望していないので、できるだけ通してほしい。併
せて府の関係も一緒に出しているが「府の方に要請します」と
の回答が返ってくる。もう少し市の方から厳しい言い方で府へ
お願いしてほしい。

市長 要望についてはすべて市長まで上がってくる。京都府への要望
については府に働きかけをしている。要望については優先順位
をつけて実施しているが、事業実施に向けできるだけ予算確保
をしていきたい。

95 知井小学校 子育て支援 男性 知井保育所について、いつ頃まで継続していただけるのか。 福祉保
健部長

継続で存続していくという方針のもと、保育の在り方について
は保護者と協議を重ね、方法を考えているところである。
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