
一 般 質 問 発 言 通 告 表 
 

向日市議会 令和元年第３回定例会 

令和元年９月９日 

    
質問順 

   

  
会  派  名 

氏     名 
  

    
質  問  事  項 （要  旨） 

   

１ 
日本共産党議員団 

佐 藤 新 一 

１ 救護施設みなと寮建設について 

２ コミュニティバス運行について 

２ 
令和自民クラブ 

石 田 眞由美 

１ ふるさと向日市創生計画「歴史あふれるまちづくりの推進」

について 

２ ふるさと向日市創生計画「産業の活性化」商工業の活性化

について 

３ 
公 明 党 議 員 団 

長 尾 美矢子 

１ 防犯について 

２ 防災について 

４ 
ＭＵＫＯクラブ 

和 島 一 行 

１ 学習支援の更なる拡充について 

２ 教育現場でＵＤフォントの導入を 

３ 多様性を認める教育について 

５ 
令和新政クラブ 

上 田   雅 

１ 大型事業の進捗について 

２ 観光と商工業等について 

６ 飛鳥井 佳 子 

１ 「機能的非識字」や「スマホ認知症」をなくすことについ 

  て 

２ 「８月１５日」等に向日市独自の平和行事を強化すること

について 

３ シルバー人材センターの充実強化について 

４ 府営水道料金統一による向日市の今後の見通しについて 

７ 
日本共産党議員団 

米 重 健 男 

１ 森本東部地区開発及びＪＲ向日町駅東口開設について 

２ 国民健康保険について 

３ 商店リフォーム助成制度の創設について 

４ 前田地下道及び寺戸森本幹線１号の交通安全対策について 

５ 私道改修補助について 

８ 
令和自民クラブ 

松 本 美由紀 

１ 災害時の女性目線および多様性を備えた災害対応について 

２ 自転車競技・ＢＭＸの地域活性化および東京オリンピック

有力選手の支援による本市ＰＲ活動について 

９ 
ＭＵＫＯクラブ 

太 田 秀 明 

１ 空き家対策について 

２ 大型プロジェクトについて 

３ 一部事務組合の管理と統合について 

４ 消防庁舎の活用について 

５ ２０２０年度開設予定の救護施設みやこ（仮称）について 



１０ 杉 谷 伸 夫 

１ 平和を願い取り組む市民との共同について市の姿勢を問う 

２ ＪＲ向日町駅東口開設事業の財政見通しと駅ビル事業の検

討内容の報告を求める 

３ 生活保護ケースワーカーが犯罪に引き込まれた事件につい

て、市の組織的課題の解明をどう進めるか 

４ 被災世帯に対する公的支援制度の創設を求める 

５ 職員・市民に、強引なマイナンバーカードの申請・取得勧

奨を行わないこと 

１１ 
日本共産党議員団 

北 林 智 子 

１ 保育行政及び幼児教育・保育の無償化について 

２ 中学校卒業まで通院を無料にするなど、子育て支援につい

て 

１２ 村 田 光 隆 
１ 市民のための選挙を行うつもりはあるのか 

２ 市長選と市議選のＷ選挙実施に向けて 

１３ 
日本共産党議員団 

山 田 千枝子 

１ 高い水道料金値下げと府営水よりも地下水の増量を 

２ 職員が関連した死体遺棄事件の市の責任と今後の対応につ

いて 

３ ごみ減量の環境づくりこそ力を注ぎ、ごみ指定袋は有料化

しないこと 

１４ 
日本共産党議員団 

常 盤 ゆかり 

１ 市役所東向日別館へ寄せられている諸課題について 

２ 公園の遊具整備及び安全対策について 

３ 学校給食の課題について 

１５ 
日本共産党議員団 

丹 野 直 次 

１ 投票率を上げることについて 

２ 改訂版向日市「防災マップ」を元にさらに災害に強いまち

を目指すこと 

３ 阪急東向日駅前等整備とスーパー閉店問題について 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（分割） 

 

質問者氏名 佐藤 新一 所属会派名 日本共産党議員団 

表題  質問事項（質問の要旨） 

１．救護施設みなと寮建設に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市、みなと寮があくまで予定地に建設する意向

を示していることに対して市長の見解を問う。 

救護施設には２つの役割があること、生活保護者が

一人で生活ができない方を対象にする救護施設と緊急

一時宿泊施設があること、その方たちが（現在年間７

５０人利用）社会復帰するためには現在あるボランテ

ィアの方や支援する機関などの社会復帰を支援する機

能が低下すること。 

耐震対策、防音対策を講じなければならない建設現

場の環境。 

京都市、みなと寮が「第５向陽小学校区内等の住み

よい住環境を創成するまちづくり協議会」には積極的

に説明をしようとしているが、もっと開かれた説明会

をしなければ地域と共生するとは名ばかりです。 

市民の皆さんが自主的につくられて運動されてきま

した「みなと寮建設を考える向日市民協議会」の皆さ

んが１５，３５３筆の署名を集められ 4点の要望をさ

れましたが、いまだ市長は明快に答えておられません。

要望項目についての現在の市長の見解を問う。 

 

 

２．コミュニティバス運行に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運行することについて賛成しますが、コミュニティ

バスの運行により、阪急バスの減便による阪急長岡天

神駅方面に向かう阪急バスが減便されることによる弊

害についての救済策を求める。 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括・分割） 

 

質問者氏名 石田 眞由美 所属会派名 令和自民クラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．ふるさと向日市創生計画

「歴史あふれるまちづくりの

推進」について。 

① 歴史・文化拠点の整備と活用について、進捗状況と

現在の課題について伺う。 

・歴史文化拠点整備について。 

・散策ルートについて。 

・地域の活性化、より良く暮らす方策について。 

② 目指す姿・目標に向けて、課題に対する今後の具体

的な取り組みについて伺う。 

  

２．ふるさと向日市創生計画

「産業の活性化」商工業の活

性化について。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市としての創業や新規事業立ち上げ等に対するサポ

ート体制・取り組みについて伺う。 

② 取り組みに対する進捗状況と現在の課題について伺

う。 

 ・創業件数／成功事例等について 

③ 目指す姿・目標に向けて、課題に対する今後の具体的

な取り組みについて伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

 





傍聴者 配布資料 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書 総括質問 

 

質問者氏名 和島 一行 所属会派名 MUKOクラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．学習支援の更なる拡充に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの学習支援事業が展開されているが、本来

は塾に行けない子どもたちのために行われている事

業だが、その中でもスポーツ、文化を習いたい子ども

たちのために向日市は何かできないのかを伺う。 

 

来年、オリンピックイヤーを迎える。それに連れ、テ

レビでもスポーツ番組が盛んになってくる。そこで

生活困窮家庭の子どもたちの中にも当然スポーツが

大好きな子どもたちもいるはずである。 

現在行われている『子どもの学習支援事業』に参加し

ている子どもたち、そして対象だが参加していない

子どもたちの中にはスポーツをしたいという希望者

が存在すると思う。その子たちを向日市で活動して

いるスポーツ、文化団体、他につなげ、未来のスポー

ツ選手、個人の文化資産を身に付ける必要がある。市

の見解を伺う。 

 

２．教育現場で UDフォント

の導入を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字の読みにくさは書体によって左右される。わ

ずかな変化で劇的に改善されるケースがある。学習

障がいの一種でもあるディスレクシア（読字障がい）

他発達障がいの子たちにも読みやすく理解しやすい

UDフォントを本市でも教育現場に導入し、効率の良

い学習環境を提供することが必要である。 

 

今年の 3 月に奈良県生駒市教育委員会が大手フォン

トメーカーモリサワの開発した UD フォントを小中

学校に導入したことを発表した。 

是非、本市の教育現場にも取り入れ、あらゆる障がい

を持つ児童生徒や学習に後れを取っている児童生徒

の為に導入することで学習に集中できる子が増える

のではないか。教育長の見解を伺う。 

 

 



傍聴者 配布資料 

３．多様性を認める教育につ

いて 

 

多様性を認める社会を創っていく上で小学校、中

学校ではどのような教育をしているのかを伺う。具

体的にお答えください。 

 

１、現在は普通学級と特別支援学級に分かれている

が、普通学級児童生徒に対して『障がい者を理解する

教育』はどのように行われているのか伺う。 

 

 

２、教育現場、特に中学校の生徒に対して性的マイノ

リティ教育はどのように行われているのかを伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括・分割） 

 

質問者氏名 上田 雅 所属会派名 令和新政クラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１． 

大型事業の進捗について 

 

向日市では大規模な公共事業や民間の事業 

が計画又は実施されている。これらの優先 

順位等について伺います。 

２． 

観光と商工業等について 

 

１．（仮称）長岡宮内裏観光交流センター 

（旧上田家住宅）の運用について 

 

２．観光振興の推進と商工業の活性化に 

関する現在の状況について 

 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書 （総括質問） 

 

質問者氏名 飛鳥井 佳子 所属会派名 会派に属さない議員 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１． 

「機能的非識字」や「スマホ

認知症」をなくすことについ

て 

 

中学 3年生の 15%が短文も理解できないという調査結

果があり、ラインやフェイスブックは読めるが、新聞

は理解できない「機能的非識字」や「スマホ認知症」

で 1970 年代後半生まれのインターネット・パソコン

世代の「脳機能低下」の問題は深刻である。 

大切な「人間らしさ」をつくっている脳が、正常な判

断ができにくくなり、スマホから受けるダメージで、

「脳がゴミ屋敷状態」になっているので、スマホ依存

から脱却し、難解な書物を読みこなす力や体験学習重

視の教育に変えていく努力が必要だと考えるが、教育

長のご見解と今後のとりくみについて問う。 

２． 

「8月１５日」等に向日市独自

の平和行事を強化することに

ついて 

安田市長におかれては毎年 8月 6日広島平和記念式典

に出席され、向日市平和行動計画を自ら実践されてい

ることに敬意を表する。国はいまだに「核兵器禁止条

約」に批准せず、戦死者の遺骨捜査にも消極的ですが、

向日市独自で平和行事を行ってはいかがか？ 

① ８月１５日に、長野県松本市のように「平和祈念式

典」を実施してはどうか？ 

② 6日の広島のみならず、9日の長崎や、福島のアウ

シュビッツ平和博物館等にも市民派遣をしてはど

うか？ 

③ 平和外交を広げるため、タイ王国と姉妹都市等、交

流を深めてほしいがどうか？ 



傍聴者 配布資料 

３． 

シルバー人材センターの充実

強化について 

 

 

 

 

多くの市民から敬意と感謝をされているシルバー人材

センターの皆さんはおケガをされることもある中、が

んばって下さっている。配分金が府の最低賃金の改定

に伴い、4月から 860円から 880円に増額されたが、

しかし府の最賃は 882円なので、これに合わせるか、

890円に増額してはどうか？ 

４． 

府営水道料金統一による向日

市の今後の見通しについて 

 

 

 

 

8 月 22 日府営水道事業経営審議会は、2020 年から 3

水系を統一する答申を発表され、向日市にとっては朗

報である。 

今後２市１町の首長と連携し、この答申が実り、水道

料金が値下げになるよう、とくに府議時代にこの経営

審で努力してこられた安田市長のご見解を問う。 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括・分割） 

 

質問者氏名 米重 健男 所属会派名 日本共産党議員団 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．森本東部地区開発及びＪ

Ｒ向日町駅東口開設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この間 1 億 2 千万円あまりの予算を使用し調査を

行ってきている。市民に対し市税を使用した調査の

結果をしっかりと報告するべきである。 

本計画は周辺地域の環境を大幅に変更することに

なる。市内でも初となる超高層建築物であるが、情報

の公開が進んでいないことから、一般的な事例にお

ける超高層建築物を建設した際の弊害を念頭に置く

こととなり、市民の方々の中にも疑問や不満の声が

ある。こうした疑問や不満の声について、市として事

業主体者である日本電産及びまちづくり協議会に対

して説明を求めるなどの対応が必要である。また、疑

問について市民の意見として納得のいく回答を求め

るべきではないか。 

１、現在の進捗状況について 

今後の報告について、報告書として取りまとめて市

民に公表してはどうか。 

１、森本東部地区開発計画の現状 

２、ＪＲ向日町駅東口開設計画の現状 

２、今後の財政計画について 

１、森本東部地区開発の今後の計画について 

２、ＪＲ向日町駅東口開設の今後の計画について 

３、第 139回京都府都市計画審議会について 

１、桂川氾濫時のリスク想定について 

桂川氾濫時の浸水想定は 1～3ｍとなっている、本

市では対応についてどのようにしていくのか。 

２、容積率の設定について 

8 月 24 日付京都新聞報道において、本市におい

て 300％として提出した地区計画が 400％と決定

されている旨の報道がなされたがなぜか。 

４、今後の周辺住民への意見聴取の予定 

  周辺住民に聞き取り調査を行うなど地域住民の

意見の実情把握を行い、市民の不安に向き合い、調

整に当たられるべきではないか。 



傍聴者 配布資料 

２．国民健康保険について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者への過大な負担が軽減されるためには国

費の大幅な投入による、保険料の決定方式そのもの

の変更が必要である。 

市としてより一層の国の支援を仰ぐとともに被保

険者の負担軽減も同時に図るべきである。 

１、一部負担金減免制度の窓口、ＨＰでの案内・広報 

制度の周知徹底を図るためにも窓口への案内の掲

示やホームページへの掲示を行えないか。 

２、保険料減免についての広報 

保険料減免について、前年度所得を参照にするの

であれば、対象市民への確定申告が必須である旨の

案内を個別に行うべきではないか。 

３．商店リフォーム助成制度

の創設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家、空き店舗の活用方法として、こうした商

店、商業事務所の利用が考えられるものである。本市

における小規模商店の事業展開を容易とするために

積極的な支援を願いたい。 

１、新規出店での店舗リフォームの助成 

新規出店におけるハードルの一つである店舗の確

保への支援を行い、また、既存建築物の改修により、

空き家、空き店舗の利用促進を図ってはどうか。 

２、既存店舗のリフレッシュ 

現在、営業中の店舗においても、老朽化した店舗を

改修することによって全体として雰囲気の刷新をは

かり、利用者の増加につなげてはどうか。 

４．前田地下道及び寺戸森本

幹線 1号の交通安全対策につ

いて 

府道伏見向日線及び市道寺戸森本幹線 1 号の交通

量が約 10％の増加がみられるとの事である。通行車

両の通過速度も、概ね 40～50キロと法定走行速度を

上回っている。近年の調査で、横断歩道で停車するド

ライバーの比率は 10％程度との報告もあり、安全対

策に信号機が必要不可欠である。 

１、前田地下道西側交差点への信号機の設置 

２、寺森幹線 1号と 2号の交差点への信号機の設置 

５．私道改修補助について 私道改修補助制度の利用率は大きな伸びは見せて

いない。各自治会などから制度を利用し道路の改修

を行いたいが手続きがあまりに煩雑であり、利用に

踏み切れないというご意見をいただいている。 

１、申請手続きの簡素化による利用促進 

制度の利用促進を図るため、申請手続きなどの簡

素化や事務手続きの支援などの仕組みづくりに取り

組んでいただきたいがどうか。 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 

 

質問者氏名 松本 美由紀 所属会派名 令和自民クラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１． 

災害時の女性目線および多様

性を備えた災害対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害の続く近年、本市においても北部開発において

約３０００人の新たな市民、多くの子育て世帯が増加

している。そのような状況の中、災害時に本市がどの

ように女性目線および多様性をもった災害対応を行

っているか問いたい。 

 

避難所運営について 

１）これまでの災害において実際にあった問題に、洗

濯物干し場などのプライバシーの欠如、若年層や授

乳時などの性被害の報告や、孤独、相談できないこ

となど精神的なストレス等による自殺などが報告さ

れているとお聞きしているが、本市として特に女性

目線や多様性を備えた避難所運営の取り組みとし

て、どのような整備をされているかお尋ねしたい。 

 

 府・市女性センター連携による災害時の人材育成に

ついて 

２）本市においては北部開発により新たに多くの市民

や子育て世帯が引っ越しをしてきており、女性目線

を含めた災害対応の準備が急務であると考える。災

害時の女性目線を含めた災害対応については、京都

府男女共同参画センターが「災害時女性相談サポー

ター養成講座」を実施し、被災時において不安や困

難を抱えた人からの相談に傾聴し情報提供や専門相

談員に連携するという女性ならではの活動を行う女

性相談サポーターを養成している。この養成講座を

本市でも活用し、当センターと連携して本講座を本

市においても開催して人材を育成するなど、万一の

発災時にも多様な対応ができるような体制を整えて

はいかがか？ 
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２． 

自転車競技・BMXの地域活性

化および東京オリンピック有

力選手の支援による本市 PR

活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向日町競輪場には昨年１２月に日本最高峰の世界

水準の BMX パークが新設され、現在世界ランキング

上位の選手が本市をホームグラウンドとして、東京オ

リンピックのメダリスト候補者として活動し、メディ

アにおいても日々多方面で注目されるなど脚光を浴

びている。 

京都府内唯一の自転車競技施設を有する向日市に

おいて、BMX を含めた自転車競技を地域特化スポー

ツとして位置づけ、向日町競輪場の民間委託先企業な

どと連携して地域活性化を行い、本市の PR に繋げて

はどうか？ 

 

 自転車利用の促進・自転車競技の活性化について 

１）自転車利用が促進されると、健康増進やエコ、道

路渋滞の緩和などに繋がる。自転車活用推進法をよ

り加速させ、向日町競輪場を活用して向日市を自転

車推進の拠点にし、競輪場を運営する民間委託先企

業と連携するなどして、向日町競輪場を活用した親

子や高齢者向けなどの自転車教室を開催するなどし

てはどうか？ 

２）現在向日町競輪場の民間委託先企業によって運営

されているサイクルクラブやサイクルパークと連携

するなどして、自転車競技を地域スポーツとして活

性化してはどうか？ 

 

 BMX フリースタイルパークの活用および連携につ

いて 

１）本市をホームグラウンドとして東京オリンピック

のメダリスト候補者として活躍する選手や連盟等と

連携し、たとえば市民応援団を形成するなど、本市

が BMX 競技や有力選手の取り組みを支援すること

で本市の PRに繋げてはどうか？ 

２）向日町競輪場にある日本最高峰かつ世界水準の

BMX パークを、所有者である向日町競輪場の民間

委託先企業と連携し、本市としてジャパンカップや

アジア大会などの誘致に取り組むことで本市の PR

に繋げてはどうか？ 

 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括質問） 

 

質問者氏名 太田秀明 所属会派名 MUKOクラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．空き家対策について 

  

空き家対策計画の進捗状況を聞く。 

２．大型プロジェクトについ

て 

  

１．スマートインターチェンジ開設計画の事業費用と

用地買収面積、事業効果と実現性を聞く。 

  

２．ＪＲ向日町橋上駅舎・駅ビル建設・自由通路・駅前

広場等の事業進捗状況を聞く。 

 

３．一部事務組合の管理と統

合について 

 

一部事務組合の管理者と構成団体の首長を兼ねるこ

との問題点と３組合統合について再度聞く。 

 



傍聴者 配布資料 

４、 消防庁舎の活用について  

  

移転後における現消防庁舎を市民が活用出来るよう

にすることについて聞く。 

５．2020 年度開設予定の救護

施設みやこ（仮称）について 

  

本市の責務と本意を聞く。 
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一般質問通告書（総括質問・分割質問）

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派名 会派に属さない議員

表題 質問事項（質問の要旨）

１．

２．

３．

平和を願い取り組む

市民との共同につい

て市の姿勢を問う

ＪＲ向日町駅東口開

設事業の財政見通し

と駅ビル事業の検討

内容の報告を求める

ＪＲ向日町駅東口開設事業の財政見通しと事業の全体像

を示さない状況は、もはや許されないと考えます。

①ＪＲ向日町駅東口開設事業の事業費総額と市民負担の見

積もりについて、現状報告を求めます。

②駅ビル事業について検討の現状と内容報告を求めます。

生活保護ケースワー

カーが犯罪に引き込

まれた事件について

市の組織的課題の解

明をどう進めるか

この夏に市民グループが開催した『戦争なんか大きら

い』という絵本の原画展の後援申請を向日市および教育

委員会は不許可にしました。

１．「平和、いのち、憲法について考える」市民の自主的

な取組を行政が支援するどころか、後援の名義貸しす

ら断る姿勢は、いかがなものか。見解を問います。

２．戦争をなくし平和をめざす取り組みをしている市民

との共同について、どう進めていこうと考えますか。

６月中旬に向日市で起きた、市職員である若手の生活保

護ケースワーカーが死体遺棄に関わった事件について、市

の生活保護行政さらには市組織の問題としての徹底した課

題の解明を進めることが求められています。

（１）事実解明について

①殺人を行ったとされる容疑者の要求を把握し、組織的

対応をしていたか。

②容疑者を困難ケースとして組織的対応をしたか。

③組織として容疑者への援助方針は定まっていたか。

④反社会的ケースに対する対処マニュアル等はあるか。

（２）今後の課題解明にむけて

①市の今後の取り組みの方針について。

②行政内部に設置した「検証委員会」の「目的」は何と

傍聴者 配布資料
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４．

５．

被災世帯に対する公

的支援制度の創設を

求める

本格的な台風シーズンを前に、被災世帯に対する向日市

独自の支援制度の創設を行うべきと考えます。

１．昨年の台風２１号災害のように災害救助法の適用対象

とならない災害対しては、被災者への支援がない。被災

者を支援できる制度の必要性について、認識を問います。

２．本市が大規模な災害にあう前に、近隣市町の先行例を

参考に、向日市独自の生活再建支援制度を創設すること

が必要ではないか。

３．全壊・半壊・一部損壊という罹災証明の線引きのみに

とらわれること無く、被災した市民の生活の実態に即し

て必要な支援を行える制度の検討が必要ではないか。

職員・市民に、強引

なマイナンバーカー

ドの申請・取得勧奨

を行わないこと

低迷するマイナンバーカードの取得促進のため、国は地

方自治体を通じて職員や来庁する市民に対してカードの申

請・取得を勧奨するよう求める通知を出しました。強制と

受け取られかねない国の要請に対し本市の対応を問います。

（１）マイナンバーカードを取得するかどうかは個人の自

由であり、取得の義務はないこと、万が一にも強制と受

け取られるようなことがあってはならないこと、以上の

基本原則について本市の認識を問います。

（２）総務省通知にどう対応していくのか。

①組合員（職員）、被扶養者への勧奨はどういう方法で行

なうか。カード申請しない場合に不利益扱いしないこと。

②非正規職員や採用予定者への勧奨は違法ではないのか。

勧奨に応じない者への不利益扱いをしないこと。

③カード取得の申請・取得状況を調査し、報告することは、

「思想調査」にも等しい。向日市はどう対応するのか。

④全ての来庁者に対してのカード取得の勧奨は、「個人の

自由」の侵害です。どう対応する考えか。

定めているか。本市の生活保護行政に重大な課題があ

るとの認識はあるか。

③京都府による生活保護の監査で、組織体制の問題に関

する指摘事項は？

④第三者による検証委員会を設置すること。専門知識や

経験を有する研究者や弁護士に入っていただくこと。

（３）職員の処分については、検証委員会の検証などを踏

まえて慎重に行うべきではないか。

傍聴者 配布資料



一般質問通告書（総括・分割）

日本共産党議員団質問者氏名 北 林 智 子 所属会派名

表題 質問事項（質問の要旨）

１．保育行政及び幼児教育・ １，財源について

保育の無償化について ①消費税増税を財源の保育料などの無償化について

②保育所や幼稚園を利用するすべての子どもを対象

にした無償化が必要ではないか

２，公立保育所の存在意義

①国の公立保育所のみの市の全額負担について

②現在の３つの公立保育所を必ず残すこと

３，無償化に伴う、保育需要の拡大が予想されるが、

その対策について

①直近の待機児童は何人か、無償化に伴う保育需要

と対策について

②民間を含む保育内容の現状をつかみ指導・援助を

すること

４，副食材料費について

①副食材料費の徴収方法と徴収業務による新たな保

育士などの人員配置について

②副食材料費の滞納があった場合、公立及び民間で

の保育の利用を中断しない事について

③副食材料費の無償化に向け、国や京都府にも声を

あげると共に、当面は副食費を安くすること

５，保育士の職員配置基準について

①国は、保育士の配置基準を７０年間見直していな

い。国や府に基準の改善を働きかけること

②向日市は、1歳児については、国の基準よりあつ

いが、他は京都市より低い、基準を京都市並に引

き上げること



２．中学校卒業まで通院も無 １，向日市は中学生の通院を３０００円から１５００

料にするなど、子育て支援 円に拡充されたが、９月から長岡京市では中学生の

について 通院は無料にしている。向日市でも長岡京市のよう

に、中学生の通院も無料にすること。

２，小中学校の修学旅行の補助金復活を図ること

３，第３保育所跡地利用について



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（分割） 
 

質問者氏名 村田光隆 所属会派名 会派に属さない議員 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．市民のための選挙を行うつ

もりはあるのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年第1回定例会で、和島議員と私、村田が参議院

選挙と市議会選挙の W 選挙を行うよう質したが、本市選

挙管理委員会は頑なに拒否した。 

 

案の定、市議選の投票率は過去最低を更新し、38.91%と

なった。 

市民のための選挙を心から行おうという気持ちがあった

なら、このようなことにはならなかったはずである。 

これは行政の怠慢である。 

反省の弁はあるのか伺う。 

 

 

期日前の投票率が、府議選、市長選、市議選とも 4 年前

と比べて増加している。 

これまでに複数の議員の方が、投票所、期日前投票所を

増やすよう質問されているが、選管は拒否している。 

 

寺戸町七ノ坪地区と同町寺田地区には、大規模マンショ

ンができており、4年前と比べて人口も増えている。 

しかし、新しく引っ越して来られた住民は投票所が遠いう

えに、今回の市議選では 8 月の酷暑の中での投票所へ

足を運ぶことを強いられた。 

 

人に危害を及ぼすほどの暑さの中、市民に選挙をさせる

ということを大変申し訳なく思う。 

選管も北部地域の投票率の低さを認識しているはずであ

る。 

 

自分達選管の都合ではなく、市民のために選挙を行う気

持ちがあるのか問いたい。 

 

 



傍聴者 配布資料 

２．市長選と市議選の W選挙実

施に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向日市では、わずか 3 ヶ月の短い間に府議選、市長選、

参議院選、市議選と 4回も選挙を行い、市民に 4回も投票

所へ足を運ばせることを強いた。 

 

どの選挙も、投票率が過去最低を更新した。 

その上選挙管理委員会は、投票率向上のために知恵を

貸して欲しいと他人事のように言う。 

 

大阪市では、府議選、市議選、知事選、市長選と4つの選

挙が同時に行われている。 

大阪市に出来て、なぜ向日市で出来ないのか？ 

大阪市でもポスターの掲示場が狭い場所があるだろうし、

向日市だけが特別狭いわけではない。 

 

選管委員長は、3 月定例会、6 月定例会で、経費削減に

加え、衆参、市議選のトリプル選挙の回避、投票率向上

のために、市長選と市議選の W 選挙が有効であると述べ

られた。 

 

 

以下市民負担軽減のため、W 選挙を実施するに当たって

の手続きを市民にお示しするために、質問する。 

 

1. 先の定例会で委員長は、経費削減を言っておられた

が、市長選と市議選を個別に実施した時と、W 選挙を

実施した時の費用をお示しいただきたい。 

2. W 選挙を実施するためには、議会での手続きが必要

であると思うが、市民にお示しいただきたい。 

3. 大阪市では先の統一地方選で、4 つ同時に選挙が行

われたが、向日市ではなぜできないのか、改めて問

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 







一般質問通告書（分割）

質問者氏名 所属会派名
常盤 ゆかり 日本共産党議員団

表題 質問事項（質問の要旨）

１．市役所東向日別館へ寄せ 市役所東向日別館が開所され１年４ヶ月経過した。

られている諸課題について イオンフードスタイルと東向日別館を利用される方

の自転車があふれ、スペースが足らず、別館への入

り口がふさがれていたり、点字ブロックの上に置か

れており、車椅子等が通れない。東向日別館開所前

には車、バイク、自転車の駐車台数について指摘を

してきたが、自転車の駐輪台数について 「駐輪で、

きる面積は東向日別館のほうが広いことから、駐輪

台数を確保出来ているものと考えている」との答弁

であった

１，市の想定していた自転車、バイク台数の見込み

はどうだったか。

２，店舗や別館入り口がふさがれ、車椅子やベビー

カー、バギー、配慮が必要な方の通行を防ぎ、転倒

等の危険がある。別の駐輪スペースを確保するなど

対策を取っていただきたい。

３，イオンフードスタイル、管理組合、タイムズ、

向日市間で協議されていると聞いているが、その

内容について聞く。

４，イオンフードスタイル・東向日別館を利用され

る方から建物前・横への屋根の設置を求める声が

寄せられている。

利用者の利便性のために必要と考えるがどうか。

２．公園の遊具整備及び安全 平成３０年度事業として、史跡長岡宮跡大極殿西・

対策等について 北面回廊地区の保全整備がされ、遺構表示、建物復元

などの史跡整備工事が行われた。整備に伴って、北大

（ ） 、極殿公園に設置されていた遊具 滑り台 が撤去され

利用をしていた地域の方からさまざまな声が寄せられ

ている。

１，北大極殿公園について

傍聴者 配布資料



①史跡公園整備にあたって、遊具（滑り台）が撤去

された理由を聞く。

②撤去の際、公園利用者や周辺住民へ説明や意見を

聞いたかどうか。住民合意は出来ていたのか。

③他にも一方的に撤去されたケースはないか。

④子どもや保護者、地域の方から声があがれば再設

置はあるか。

⑤今後必ず当事者である公園利用者の意見を聞いて

いただきたいがどうか。

２，寺田西公園北側 「竹の広場」に設置されてい、

る竹のベンチにはテープが貼られ 「使用禁止」ま、

たは 「調整中」となっている。使用できない理由、

と今後の見通しについて聞く。

３，子どもたちが雨の日でも安心して遊ぶことが

出来る場所が欲しいとの声がある。再度設置を求め

るとともに、前向きに検討していただきたいがどう

か。

３，学校給食の課題について 今年１月から開始された中学校給食は、生徒の心と

身体の成長を大きく支えているものになっており、保

護者からも大変喜ばれている。

早期の給食開始のためにリフト等の整備は見送った

ということだが、

， 、 、１ 給食の配膳時間短縮にもなり 生徒の負担軽減

十分な喫食時間確保のためにも、本市でもリフト等

の設置を求めるがどうか。

２，市の校舎そのものの建築年数が経過しており、

最後に建てられ寺戸中学校でも４０年近い。学校施

設及び、公共施設整備計画について聞く。

３，少子化、子どもの貧困対策を進めるうえで、教

育費の負担軽減は重要な課題となっている。

京都府内では、伊根町、和束町、笠置町、井手町、

南山城村の５自治体が給食費の無償化に取り組んで

いる。市の考えを聞くとともに、国や府に対して保

護者の教育費の負担軽減を実施するようぜひ求めて

いただきたい。

傍聴者 配布資料



一般質問通告書（総括）

日本共産党議員団質問者氏名 丹野 直次 所属会派名

表題 質問事項（質問の要旨）

１．投票率を上げることにつ 市長が、長岡京市内で、選挙応援で発言された内１、

いて 容について質問します。

①市長に質問します。発言は事実か。

②京都選挙区（定数 ）で共産党倉林明子議員は再選2
されています。先日､市長に倉林参院議員が表敬訪問

をしていますがご感想を下さい。

２、投票しやすい環境を整備することについて期日前

投票所の利便性の高めるため駅前、東向日別館や、シ

ョッピングモールを票所にするなどこと、高齢者や移

動困難者等の選挙人への対策が必要だ。

①向日市議会議員選挙は最終確定で３８．９１％でし

た。４割を割り込みました。選管としてこの結果をど

のように検討課題としているのか。

②投票所の熱中症対策としてエアコンの整備を急ぐこ

と

③市議会議員選挙で各投票所ごとの実際の投票者数と

率、又各年代別の投票率とあわせお答え下さい。

④投票率の低いところを明らかにし、全体を見直しし

てはどうか。

２．改訂版向日市「防災マッ ①水害に遭わないのか。緊急時と平時の境目は何㎜と

プ」を元にさらに災害に強い 考えているのか。

まちを目指すこと ②用水路・小河川の等の管理の実態について。

最近では防災カメラなどの監視をされているところも

増えてきているが、今後の対応を考えているか。

③「一時避難場所」になっている箇所は３３あります

が、大牧公園を改修することについて質問します。

④危険なブロック除去は完了したのか。

⑤道路面に接している「危険ブロック」の改修には、

最大１５万円の補助金制度がスタートしています。市

民からの申請の件数はどうか。

傍聴者 配布資料



傍聴者 配布資料
⑥災害から住民を守る対策に本腰をいれて対応するこ

と 空き家 対策をあわせ対応をお聞かせ下さい 空。「 」 。「

き家」対策の条例化の予定を示してください。

⑦熱中症予防と急な降雨などの対策に有効なバス停に

屋根設置を要望をさせていただいていたがどうなって

いるか。設置困難とされる課題解決に向けての取り組

む方策を

⑧「指定避難所」にエアコン整備を要求したが、今年

度予算に若干反映されているが進捗状況はどうか。

指定避難所全ての学校の洋式トイレ改修の進捗は

「指定避難所」公民館にエレベーターの設置は必要だ

⑨災害時に生活に一番困るのは、停電と断水です。昨

年の２１号台風通過後に市内で停電発生した経験から

関西電力との情報共有できる体制をとること

３．阪急東向日駅前等整備と ①スーパー「ライフシティ東向日」が閉店することが

スーパー閉店問題について 市民で話題になっています。新たな商業施設ができる

計画もされているようですが、どのような計画になっ

ているのか。

②駅前を明るくする照明をできないか。春先まで、バ

ス停横の喫茶「ルナ」がありましたが、閉店になって

います。まちを明るくしてイメージをよくしていくた

め、市としての積極的な対応を求めたい。

③東向日駅前の整備についてはこれまでからも質問を

してきましたが、確かに道路状態は良くなり、歩行者

の安全、自動車の通行は良くなってきている。

今後更に交通安全をすすめていく対策が望まれている

のです。

この間、銀行やお買い物の市民が、歩車道が分離の

柵がされていない部分で歩行者が車道を横断する際に

誤って段差に足を取られて、転倒するといったことが

あります。抜本的な対策をできないものでしょうか。

④今後の駅前整備について市の方針を伺います。

結局駅前の用地が阪急であることから、阪急本社との

協議はどうか。


