
一 般 質 問 発 言 通 告 表 
 

向日市議会 令和２年第１回定例会 

令和２年３月４日 

    
質問順 

   

  
会  派  名 

氏     名 
  

    
質  問  事  項 （要  旨） 

   

１ 
公 明 党 議 員 団 

長 尾 美矢子 

１ 市民の健康に関する施策について 

２ 本市の教育に関する施策について 

３ 防犯、防災について 

２ 
ＭＵＫＯクラブ 

太 田 秀 明 

１ 国際交流について 

２ コミバスについて 

３ 生活保護業務上の職員逮捕事案について 

４ 消防庁舎の活用について 

５ スマートインターチェンジについて 

６ 新型コロナウイルス感染症対策について 

３ 
令和新政クラブ 

上 田   雅 

１ 都市計画道路の進捗状況について 

２ 所有者不明土地について 

４ 
日本共産党議員団 

丹 野 直 次 

１ 財政問題と会計年度任用職員制度による職員の処遇改善に

ついて 

２ 府営住宅向日台団地建替えの計画について 

５ 
令和自民クラブ 

松 本 美由紀 

１ 寺戸町周辺の地域開発に伴うにぎわいづくりについて 

２ 子どもを取り巻く環境づくりについて 

６ 村 田 光 隆 

１ 戦国大名斎藤道三は向日市出身！？ 

２ 風水害時のＪＲ京都線以東の柔軟な避難対応を求める 

３ 新型肺炎への感染爆発への備えはできているのか 

７ 
公 明 党 議 員 団 

福 田 正 人 

１ 高齢者支援について 

２ 食品ロス削減の取り組みについて 

８ 
ＭＵＫＯクラブ 

和 島 一 行 

１ 農作物と防犯灯について 

２ 教育現場の防犯カメラ設置について 

９ 
日本共産党議員団 

米 重 健 男 

１ 水道について 

２ 災害復旧について 

３ ＪＲ向日町駅について 

４ 新消防庁舎について 



１０ 飛鳥井 佳 子 

１ 「性暴力被害のない社会」をつくるため、小中学校から 

性被害について啓発、教育、支援活動を行うことについて 

２ ＮＰＯセンターを設置することについて 

３ 用水路の安全対策について 

４ 阪急東向日駅前の美化について 

１１ 
日本共産党議員団 

佐 藤 新 一 

１ 京都市の救護施設建設断念から学ぶべきこと 

２ 市民に愛され喜ばれるコミュニティバスにするために 

３ 市民の暮らしを守る国保にするために 

１２ 杉 谷 伸 夫 

１ 地球温暖化対策に本腰を入れて取り組むことを求める 

２ 子育て支援を最優先課題として位置づけているか？ 

３ 生活保護ケースワーカー事件から見えた本市の生活保護 

行政の課題について 

１３ 
日本共産党議員団 

北 林 智 子 

１ 向日市における保育行政について 

２ 子育て支援について 

３ 災害時の避難所の課題について 

１４ 
日本共産党議員団 

常 盤 ゆかり 

１ 向日市内の歴史遺産の保存と活用について 

２ 子宮頸がんワクチン（ＨＰＶワクチン）接種、および、 

新型肺炎コロナウイルスの対応について 

３ 「引きこもり」への支援について 

１５ 
日本共産党議員団 

山 田 千枝子 

１ 市生活保護ケースワーカー事件の市の責任は重大 

２ 納得できない税投入の（仮）観光交流センター建設に 

ついて 

３ サラトガ市訪問旅費などについて 

４ 資源ごみ回収の抜本的改善で指定袋の有料化をやめる事に

ついて 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（分割） 

 

質問者氏名 長尾美矢子 所属会派名 公明党議員団 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．市民の健康に関する施策

について 

 

① 子宮頸がん予防ワクチンについて 

② 子供の医療費助成について 

③ 新型コロナ肺炎対策について  

２．本市の教育に関する施策

について 

 

 

 

① 読解力のある子どもを育てる取り組みについて 

② GIGAスクール構想の実現に向けての取り組みに

ついて 

③ 学校図書館の充実について 

３．防犯、防災について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 防犯メールの周知、防犯の啓発について 

② 防災メールなど緊急情報の外国の方への対応に

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．国際交流について ①杭州市・サラトガ市との今までの交流において、多く

の市民が享受できたと思われる具体的なメリットは何

であったのかを聞く。 

②杭州市・サラトガ市並びにタイ王国との今後の交流

方針を聞く。 

 

 

２．コミバスについて 利用状況と今後の市の取り組みを聞く。 

３．生活保護業務上の職員逮

捕事案について 

裁判及び生活保護業務上の職員逮捕事案に係る検証委

員会の状況を聞く。 



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

することについて再度聞く。 

５．スマートインターチェン

ジについて 

①市民にとってしなければならない事業なのかどうか

を聞く。 

②目標完成年度と予算を聞く。 

６．新型コロナウィルス感染

症対策について 

    

本市の具体的対策を聞く。 

 



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． 

都市計画道路の進捗状況

について 

 

１ 現在、整備が進められている物集女街道の 

御陵山崎線や桂寺戸線等の道路等の供用時 

期と進捗状況について 

２  これらの道路が供用された後の地域への交 

通安全対策や生活道路への車両流入対策に 

ついて 

 ３  道路が供用されることによる、利便性や防 

災に対する効果について 

 

２． 

所有者不明土地について 

 

１ 「所有者不明土地の利用の円滑化に関する 

特別措置法」に関する市の見解ついて 

 

２ 向日市内に存在する所有者不明土地の筆数 

の推移と固定資産税の徴収について 

 

３ 所有者不明土地に関して、今後の向日市の 

取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 
質問者氏名 丹野 直次 所属会派名 日本共産党議員団 

表   題 

 

質問事項（質問要旨） 

 

１．財政問題と会計年度任用

職員制度による職員の処遇改

善について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、 本市財政収支の見通しについて 

市長の当初予算説明やまちづくり特別委員会での若干

説明がされました。現在市が進める普通建設事業❶ＪＲ

向日町駅東口開設推進、❷森本東部地区土地区画整理、

❸阪急洛西口駅西地区土地区画整理、❹仮称）観光交流

センター、❺物集女街道拡幅整備、 ❻スマートインタ

ーチェンジ開設推進、➐阪急京都線連続立体交差推進の

7主要事業についてこれらの普通建設事業費見込みの事

業費別と財源内訳、収支見込みと償還金ピーク年度は。 

 

２、２０１６年度（Ｈ２８）当初の向日市ふるさと創生

計画の９事業で約３０億円が掲げられていました。（資

料参照）その進捗は 

 

３、地方債の残高について 二つの借金は性格の違うも

のとされていますが、特別債の中の臨時財政対策債の９

８億７２００万円余りのお金は､当初は期限付きの３年

とされていましたが、それが約２０年も続いています。

しかも政府の言い分は後から何とかすると言って責任

は後回しにしてきました。向日市の令和２年度当初予算

では普通債は総務債２７億、土木債２２億、教育債３０

億などで合計約８３億６８９７万円と特別債の９８億

７１８８万円の合計は約１８２億５１５５万円になる

見込みだが､償還に関する市民への説明について。 

 

４、会計年度任用職員制度施行に当たって、この間の

職員組合との交渉経過と処遇改善等について任命、給

与、服務等に関すること。 

これまでの処遇改善等についてどうか。任命、給与、

服務等に関する状況説明は。人数、賃金と期末手当、

勤務時間最短と最長、休暇、諸手当などは。 

 

 



傍聴者 配布資料 

５、地域手当の９％への復活を。 

 

６、 現在の一般職３７８人の職員数は果たして適正な

のか伺います。思い切った職員増員をすべき。計画的

な正規職員の増員を求めたい。 

 

７、昨年１０月からの消費税１０％増税です。日本社

会に悪い影響がはっきり出てきています。 

市公共料金、手数料、使用料は市民負担にしているこ

とについて市長はどのように認識しているのか。 

 

８、 

①歳入で「臨時財政対策債」は100億円に達する事態を

迎えている。向日市では半ば恒常化した形でいるがこの

まま続けて今後もさらに借金の膨張を続けるのか。それ

とも改善策はあるのか。 

 

②財政調整基金、公共施設整備基金、土地開発基金な

どについて基金残高となっているが今後の見込みは 

 

③京都府環境整備事業交付金について増額要求を伺い

ます。府に対し、せめて固定資産税分ぐらいの交付金に

なるよう環境整備事業交付金の増額要望をすべきです。 

 

２．府営住宅向日台団地建替

えの計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 向日市として京都府に対して団地建て替えに当たっ 

ては、向日市のまちづくりにも寄与できるように要望を

京都府に出すようにと提案をしました。 

府も向日市の要望があれば協力をするとの方針であ

ったことを紹介しました。現在もその方向か。    

②PFI方式の問題点についてPFI手法であることで、入戸

数に関係なく維持管理費が支払いされるため入居者が

少なくなれば少ないほど利益があがるしくみがある。入

居者の不便をなくすこと。 

③向日台団地で落雷時には、指定管理者である東急は契

約書に落雷時等の対応が決まっていないとして動かな

かった問題がありました。京都府と指定管理者との契約

書（仕様書）は改善できたのでしょうか。 

 



 

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． 

寺戸町周辺の地域開発に伴う

にぎわいづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ数年で本市では大規模な多くの都市開発が予定

されている。その開発に伴って向日市域、特に寺戸

町にさらなるにぎわいや景気をもたらす施策、見解

についてお尋ねする。 

 

（１）JR 向日町・森本東部地区開発について 

日本電産による開発に伴い JR向日町駅東口の開設

が予定されている。向日市の玄関口である JR向日

町駅西側一帯が駅裏化してしまわないよう観光や消

費の流れを本市に向かわせて、本市がさらなるにぎ

わいあるまちとなるように、今後どのように計画を

お考えかお尋ねする。 

  

（２）阪急東向日駅前商業施設について 

本市で古くから歴史のある駅前商業施設の存続が危

惧されている現状がある。従来より多くの市民、特

に高齢層が買い物に利用しており、民間の建物とは

いえ私たち市民多くに愛されている商業施設であ

る。その施設がなくなれば多くの買い物難民が発生

することが予想される。その施設の現在の状況につ

いて把握されているか？また、阪急東向日駅前の地

域活性化のためにも状況によっては誘地に協力する

などが必要と考えるが、見解を尋ねる。 

 

（３） 大型バスの交通規制の見直しについて 

本年１０月に向日市観光交流センターが開業を控

え、向日市役所新庁舎も建て替えが進む現在におい

て、その両方をつなぐ府道向日町停車場線について

は大型車両の交通が規制されている。府道向日町停

車場線の大型バスの交通規制について見直しをして

いただきたいがいかがか？ 

 



 

２． 

子どもを取り巻く環境づく

りについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年本市では多くのマンションが建設され、他府県

からも若い世帯が多く転入するなど、子どもたちに

よるにぎわいを見せている。現在は本市でも核家族

世帯も多く、生活環境やライフスタイルの変化に伴

い、子育て施策のニーズが高まっている。 

（１）子育て支援医療費助成制度の拡充について 

１２月議会での議論もあったが、財政に問題がなけ

れば自己負担額１５００円から自己負担額２００円

に拡充すべきだと考えるが、見解を尋ねる。  

 

（２）スポーツしやすい環境づくりについて 

本市では小学校以外に球技を行うことができる施設

がほとんどないことから、小学校利用の開放に向け

ての安全面を兼ね備えた条件整備が重要である。た

とえば防御ネットを用いたり使用団体に監督者の配

置を義務化することなどできる限り工夫して使用さ

せていただくことはできないか？また本市の将来的

な構想として、スポーツしやすい環境づくりについ

て本市の構想および見解をお尋ねする。 

 

（３）不妊治療・少子化対策について 

少子化の波を止めるためには、いかに生みたい夫婦

に生んでもらうかが大切となる。高度生殖医療に取

り組む市民のメンタルヘルスが必要になっているの

が現状であると考える。本市においても不妊治療に

関しての施策を一層充実させ、子育てコンシェルジ

ュのような不妊治療に関連するメンタルケアのでき

るメンター制度やコンシェルジュを設置するなどし

てはいかがか？ 

 

（４）新型コロナウィルスの感染症防止対策 

について 

今世界で猛威をふるっている新型コロナウィルスの 

感染症防止対策が本市においても喫緊の課題となっ 

ている。「向日市新型コロナウィルス感染症対策本 

部」について、具体的な感染症対策の施策を伺う。 

取り急ぎ、呼吸器機能の障がいがある方や妊婦な 

ど、また本市職員の安全確保のためにもできるかぎ 

り多くの市民に感染防止のためにマスクを配布する 

など協力いただきたいがいかがか？ 



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．戦国大名斎藤道三は向日市

出身！？ 

 

 

 

 

 

 

 

戦国大名の斎藤道三は乙訓郡西岡生まれであることは

知られていない。 

本市の新たな観光資源として「道三生誕の地」であると名

乗りを上げていただきたい。 

 

向日市観光交流センターを鉄道写真ファンの観光スポット

として PR していただきたい。 

 

竹の径の観光施策を伺う。 

２．風水害時の JR 京都線以東

の柔軟な避難対応を求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風水害時の JR京都線東側の地域に指定避難所はない。 

高齢者や体の不自由な人が徒歩で JRより西側へ避難す

るのは困難である。 

対策が必要ではないのか。 

 

完成予定の新たな公共施設（仮称観光交流センター、か

おりのはなほいくえん仮称）と森本東部地区の日本電産

は指定避難所となり得るのか。 

 

令和元年度に中学校の体育館へスポットクーラーが導入

されたが、小学校への導入は予定されていない。 

小学校にも配置するべきではないのか。 

また扇風機も必要なのではないか。 

 

各指定避難所の設備に不具合はないのか、点検していた

だきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

３．新型肺炎への感染爆発への

備えはできているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12 月より発生した新型肺炎は、中国武漢市の

隠蔽により取り返しのつかない事態にまで陥ってしまい、

全世界へと感染が拡大している。 

安倍政権は口だけで、具体的な対策を講じることなく、右

往左往するばかりで危機管理に対する無策無能ぶりを露

呈してしまった。 

遂次投入ではなく、思い切った対策をしなければ、国民の

命を守ることはできない。 

我が国でも感染が広がっている以上、基礎自治体に於い

て全力で取り組まなければならない緊急事態である。 

① 新型肺炎の簡易検査キットの開発に着手したという

が、開発された検査キットを市として医療機関のため

に確保できるものなのか伺う。 

② 2 月 4 日、中国杭州市へ本市の備蓄物資である防護

服 99 着とマスク 28000 枚を送ったとのことであるが、

本市での備蓄はそれぞれいくつあるのか、消毒液は

確保されているのか、万全なのか伺う。 

③ 本市の医療機関、高齢者施設では、これらの物資の

不足は起きていないのか。（備蓄物資は中国ではな

く、これらの機関・施設に使用するべきではないのか） 

④ 向日市新型インフルエンザ等対策行動計画では「国

及び府、市、医療機関、事業者、個人の間での双方向

のコミュニケーションが必須である。」とあるが、どのよ

うな方法で双方向を行うのか、現状ではできていない

と思うがいかがか。 

⑤ 行動計画は発行から 5 年が経ち、担当部署も名前が

変わっている。改訂版を出すべきではないのか。 

⑥ もはや感染拡大は避けられない状況に陥ってしまって

いるが、少しでも拡大を遅らせるために、本市の催し

を中止または延期するべきではないのか。 

⑦ 妊婦が肺炎に罹った場合、重症化する恐れがあると

のことだが、対応を考えているのか。 

⑧ パンデミックが起こった時、各地域、学校、公共施設、

市民への対策、危機管理をお聞きしたい。 

 

子供の頃に公的な予防接種がなかった男性の世代に、

風疹の抗体検査と予防接種を実施するクーポン券が配布

されているが、現状を聞く。 
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一般質問通告書（総括） 

 

質問者氏名 福田 正人 所属会派名 公明党議員団 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．高齢者支援について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  身元保証人がなければ、病院入院等を拒否され 

 るケースがある。全国の主要病院施設やベッド 

 数２０床以下の施設では、保証人を求める施設 

 は９０％になる。そこで本市において、身寄り 

 のない高齢者の方のための代理保証制度につい 

 本市の考えを聞く。 

②   国や京都府に対し「保証人がなくとも入院でき 

 るための法制度」と制度化を求めてはどうか。 

 

  成年後見制度について 

①  成年後見制度が必要とされる認知症高齢・知的 

 障がい者・精神障がい者の実態を聞く。 

②   本市の成年後見制度の利用状況を聞く。 

③  成年後見制度の周知啓発をどう進めるのか。 

④  民生委員やサポーターへの同制度の教育は 

 どのように進めるのか。 

➄ 一般市民から成年後継人となる人材は、どのよう  

 確保するのかを聞く。 

 

特殊詐欺対策について 

①  本市の特殊詐欺対策は、どのようなものか。 

②  対策として、自動通話録音装置を貸し出しては 

 どうか、考えを聞く。 

２．食品ロス削減の取り組み 

  について 

 

①  昨年１０月１日施行の「食品ロス削減推進法」 

  施行に伴い、本市の考えを聞く。 

②  同法では、１０月を食品ロス削減月間としている 

が,本市の対応について聞く。 

③  本市では、フードバンク活動への支援として、 

過去３年間、向日市まつりで、フードドライブ 

事業を実施しているが、成果と課題を聞く。 

④  フードドライブについては、日常的に収集する 

ため、本年末完成予定の市役所本館に、常設が 

できないかを聞く。   
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傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 

 

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．農作物と防犯灯について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農作物や人間、環境に対して悪影響を及ぼすことを光

害（ひかりがい）という。 

第 4 向陽小学校付近の変電所から洛西口に向かう新

しい道路の 2 本の街路灯が消灯状態にあるということ

です。この場所だけではないが他にもそのような件で

消灯している防犯灯があるのなら、地権者の生活も確

保しながら、市民の安全を守る何らかの対策を考えて

安全なまちづくりに寄与しなければならない。 

市としてこの光害をどのように考えているのかを伺

う。 

 

 

２教育現場の防犯カメラ設置

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、子どもを狙った犯罪が多発している。本来、

安全と考えられていた学校という場所でさえさまざま

な事件が発生している現代、いつ、どこで、児童、生

徒たちが危険にさらされるのかを予測することは非常

に困難。 

何が起こるか分からないからこそ、児童、生徒たちを

守るためにできる限りの環境整備をすることが求めら

れている。  

教育現場に防犯カメラ設置することは外部からの侵

入者をいち早く察知し児童、生徒を犯罪から守ること

ができる。しかし正門、その他の出入り口を巧妙にす

り抜けて侵入した場合も予測しておかければならな

い。 

そして犯罪というのは外部からの侵入者だけではな

いということも最悪認識しておく必要がある。生徒同

士のトラブルもないとは限らない。 

プライバシーの侵害も予測されるが可能な限り重要

なポイントに設置するよう要望するが所見を伺う。 

 

 

 



傍聴者 配布資料 
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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、水道について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府の府営水道の料金統一で乙訓水系の府営水

道従量料金の値下げが行われた。本市でも今議会に

水道料金引き下げの議案が提案されている。 

国の水道法改正以降、京都府でも広域化に向けた

動きが始まっており、府営水道の料金統一はそれに

向けた下準備であると考える。水道事業の広域化は

水道事業の効率化を促進するものの、一方で私企業

の利益のための民営化を進める上で必須のインフラ

整備の側面を持っており、水道の公共性を守るため

にも断固として拒否すべきである。安心・安全の水道

としていくためにも耐震化の管路更新を進める必要

があるが、これは決して民間企業の参入の土台とす

るために進めるべきものではない。 

 本年、6 月 21 日に発生した水道水の異臭騒ぎは府

営水道の取水口から化学物質が混入したものであ

り、地下水源であれば起こりえなかった事態である。

市民への安全な飲料水の供給に万全を期すために

も、本市の水源は地下水を基幹とするべきである。国

の進める北陸新幹線の延伸による京都一円の地下水

系への影響を見極めなければならないと考える。西

山水系の地下水は汲み上げ抑制から相当の時間が経

過しており、現在の状況を的確に把握する必要があ

る。 

２、災害復旧について 

 

 

 

 

 

 

 

 一昨年の台風 21号による風害は向日市全域に大き

な被害をもたらした。完全な復旧には、いましばらく

の時間が必要である。復旧が遅れている要因として

は被害が広範囲にわたったことはもちろんである

が、建設業者の人手不足と修繕にかかる経済的負担

が被災市民に重くのしかかっていることも大きな要

因である。災害後の復旧を迅速かつ円滑に進めるた

めにも、被災した市民を経済的に支える災害見舞金

の制度創設を求めるものである。市としてできうる

ことを進めていくことが必要であると考える。 



傍聴者 配布資料 

３、JR向日町駅について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都府において JR向日町駅周辺再開発事業として

予算が提案されているとの事である。市がこれまで

に明らかにしてきた費用は総額にして 230 億円、う

ち本市の負担が 32億円というものであった。今後、

この額に大幅な変化がないのであれば、この財源を

どのように確保するのかを早急に市民に明らかにさ

れるべきである。 

 この、36階建ての駅ビルは 100mを超えると予想さ

れ、容積率の変更が必要になるものと考える。地区計

画を変更しなければならないが、都市計画審議会で

も審議も決定もなされていない。適正な手続きを踏

まえてのものであるのか市民への説明責任を果たさ

れるべきである。 

また、森本東部で計画されている日本電産の高層

施設と相まって周辺環境に重大な影響を及ぼすこと

が懸念される。市民生活への影響を明確にし、市とし

ての対策を明らかにするべきではないか。 

４、新消防庁舎について  向日市消防署の新庁舎が市民会館跡地に移転予定

である。物集女街道と府道伏見向日線に 2 方向で接

する立地予定地の特性上、いくつかの懸念が生じる

所である。一つは、物集女街道側へ出る際、北側に交

差点が近接しており、南側には陸橋が存在するため、

右折にて出動となるが、場合によっては北側から府

道伏見向日線へと出る事になる。この交差点は物集

女街道、府道伏見向日線ともに渋滞の頻発する場所

でもある。緊急出動の際の動線の確保や周囲の安全

確保について乙訓消防組合のみでなく、向日市とし

ても対応を考える必要があるのではないかと考え

る。二つに、訓練スペースの確保であるが現在の消防

庁舎では、後背の競輪場敷地を利用しての訓練も行

われているところである。今議会において市営駐車

場の提案がなされているが、訓練スペースとしての

利用も考慮に入れる必要があるのではないか。また、

現消防署の移転後の跡地について今後の活用方針は

どのようなものか。 

最後に、消防庁舎移転に当たり周辺にお住まいの

方に説明会を行われているが、この説明会において

どのような意見が出されたのか、懸念をどのように

払拭されるのかをお聞きしたい。 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 

 

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． 

「性暴力被害のない社会」を

つくるため、小中学校から性

被害について啓発、教育、支

援活動を行うことについて 

ジャーナリストの伊藤詩織さんが実名で被害を公表

し、裁判に勝利されたことが大きく報道された。 

・ 小中学校においてセクハラ、パワハラについての相

談件数とその対応は？ 

・ 石川県では、小・中高生の保護者対象とした「性暴

力被害、相談啓発リーフレット」を作成し、県内 4

年生以上に配布しているが向日市でも作成しては

どうか。 

・ 「デート DV」防止啓発事業についての見解はどう

か。 

・ 性感染症の恐ろしさについても啓発してほしいが

どうか。 

・ 性に関する指導はどのように行なっているか。 

・ 専門の外部講師も検討すべきでは？ 

・ 女性センターで「もしもの時は必ず助けます。」と

いう体制づくりをしてほしいがどうか？ 

２． 

NPO センターを設置するこ

とについて 

寺戸公民館内に長年間借りしている「かけはし」は社

会教育法の生涯学習の施設としては目的外使用であり

高齢者の方々の 1階のロビーのイスと机をとりあげて

いるので早く他の所、たとえば、観光交流センターの

中に設置してはどうか？ 



傍聴者 配布資料 

３． 

用水路の安全対策について 

 

全国で毎年 70 人前後が犠牲になっている用水路の水

難事故について、昨年 12月 16日、国はこの転落事故

防止策として都道府県に全額補助をするための予算を

もりこまれました。そこで寺戸中や第４向陽小の近く

の、永田通りの寺戸川の農業用水路や鶏冠井町門戸の

オークリッチむこうまち前等、危険であり、また物集

女地区はとくに溝ブタのない側溝が多いので、児童や

障がいをお持ちの方々のため、この改修予算について

府に要請してほしいがどうか？ 

４． 

阪急東向日駅前の美化につい

て 

 

メイン駅であるのに、喫茶店や商店がなくなる一方で

不安が広がっている。ももじろう跡地を購入していた

だいたが、そこにベンチを配置して公園にしたり、市

民憲章のこわれたモニュメントを直したり、風で紙が

ピラピラ吹き飛ばされる広報掲示板をカバーのあるも

のにかえるなど、駅前くらいはちゃんと美しくしてほ

しいがどうか。 

また、市役所東向日別館前の駐輪スペースは、マナー

の悪い人が車いす利用者への配慮の心がなく、点字ブ

ロックへの気配りもなく反省を求めたいので指導強化

をしてほしいがどうか？ 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 

 

質問者氏名 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） 

１．京都市の救護施設建設断

念から学ぶべきこと 

 

 

 

京都市が向日市に隣接する救護施設建設を断念す

ることになりました。地域住民に知らせるのが建設

間際にしか知らせず、市民の不信を買うことになり

ました。市民の方たちは１５３５３筆の署名を集め

要望されました。向日市議会も市民の声にこたえ全

会一致で意見書を採択するなど行動することになり

ました。京都市が向日市民に説明会を開催されまし

たが理解を得る内容ではなく、その後も開催されま

せんでした。 

行政は施策を始めるときには十分市民に説明を果

たし理解と納得を得ることがなければその計画は失

敗することが今回の最大の教訓にするべきです。 

市長には議会と連携し市民の声を直接聞くことを

求めます。 

２．市民に愛され喜ばれるコ

ミュニティバスにするために 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぐるっとむこうバス営業２か月で早低迷などと京

都新聞に記事が掲載されるなど乗車数が厳しい状況

です。 

運行前の市民アンケートを取られた結果から何を

学ぶのかが浮き彫りにされました。市民の皆様の周

知が足らないこと、乗車した方は自宅近くを走って

くれるので便利と時間さえ合えば乗りたいが本数が

少ないなどの声など多くの要望が出されています。 

高齢化を迎える社会の構造の中でますます公共交

通が求められます。市長には好循環が生まれるよう

にし施策の充実を求めます。 

３．市民の暮らしを守る国保

にするために 

 

 

 

 

 

 

国保制度の高齢者、非正規労働者などが加入する

制度による基本的な矛盾のために払えない保険料で

す。そのような中で１８歳未満の子供さんのおられ

るご家庭への支援をすること。 

国からの支援を求めながらも、それを待つのでは

なく、国保会計へ一般会計からの繰り入れをしてで

も市民生活を支援する必要がある。 
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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．

地球温暖化対策に本

腰を入れて取り組む

ことを求める

子育て支援を最優先

課題として位置づけ

ているか？

１．子育て支援は向日市においても最優先課題だと考える

が、市長の考えは？

２．昨年１２月、議会は市民から請願された「中学校卒業

まで医療費を無料にすることを求める請願」を採択しま

した。中学校卒業までの無償化を早期に実施すべきでは

ないでしょうか。

３．同じく昨年１２月、議会は市民から請願された「私立

幼稚園幼児教育振興助成に関する請願」を全会一致で採

択した。向日市から幼稚園への補助を減らさないこと等

を求めるものだが、向日市はどのように応えるのか。

４．公立保育所の施設・設備・サービスの改善について

公立保育所は設置から長年が経過しており、新しい民

間保育所と比べ施設・設備の老朽化や新しいサービスへ

の対応の面で課題が出てきている。保護者の要望は？そ

の要望にどう応えていく予定か。

（１）温暖化防止の重要性、緊急性に対する本市の認識

を改めて問う。

（２）向日市の温室効果ガス排出削減の目標とその達成

状況、取り組みの現状と評価を問う。

（３）新たな環境基本計画と地球温暖化対策実行計画の

策定に照準を合わせ、本格的な取り組みを求めたい。

①今後の取り組みの目標設定はどのようにする考えか？

②取り組みの体制について

本市では、温室効果ガス排出量の約６割が民生分野な

ので、活動への市民参加が必須です。計画策定にあたっ

ては、積極的な市民参加の体制をつくって頂きたい。

傍聴者 配布資料
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傍聴者 配布資料
３．生活保護ケースワー

カー事件から見えた

本市の生活保護行政

の課題について

昨年６月に起きたこの事件について、「なぜケースワー

カーをここまで追い詰めてしまったのか」など、様々な疑

問の声が寄せられている。この疑問に答えることが、本市

の生活保護行政の課題を明らかにすることになると考え

る。

（１）この事件が起きるに至った主たる原因が市の組織運

営上の問題にあると受け止めているか。

（２）まじめで熱心な職員が、なぜ事件に追い詰められた

のか。

１．事件の半年前からほぼ毎日、元暴力団員の生活保護利

用者で傷害致死事件の被告Ｈから、不当要求を含む毎日

２時間以上の電話が続いていた。なぜそのような異常事

態が放置されたのか。

２．精神的に追い詰められた職員Ａさんは、異動希望を書

いた自己申告書を提出したが、なぜ本人へのへヒヤリン

グもせずに放置したのか。

３．Ａさんは、上司に対して警察と連携することを求めた

のに、なぜ対応がされなかったのか。

４．Ａさんを孤立させてしまった向日市行政組織の不作為

が、Ａさんを事件に追い詰めたのではないか。Ａさんは、

この点では向日市行政による犠牲者ではないか。

５．Ａさんは、裁判で禁固以上の有罪が確定すれば自動的

に失職する。向日市には、犠牲者でもあるＡさんを救済

する道を検討する必要があるのではないか。

６．検証委員会の進捗状況を聞く。報告書はいつ頃になる

か。

検証委員会の報告については、関係文書も含め最大限

の公開を行うことが有益ではないか。



一般質問通告書（総括・分割）

質問者氏名 北林 智子 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，向日市における保育行政 保育所の待機児童解消や保育士の処遇改善など、喫

について 緊の課題への対策について問う。

（１）2020 年 4 月の保育所一斉入所の申込み状況と
待機児童の見込みについて伺う。

①申請状況と入所状況について。

②令和２年度の待機児童は何人か。兄弟別々の園

への入所状況はあるか。

③幼児教育・保育の無償化による保護者のニーズの

変化や影響はあったのか。

④育児休暇中のため退所した子どもの人数は何人

か。すべての子どもが退所しなくて良いよう拡充で

きないか。

⑤待機児童対策のため、保育士確保の取り組みと

して働きやすさや処遇改善が実感できる具体的な改

善策が必要と考えるが改善策はお考えか。

（２）保育環境をさらに進めることについて伺う。

①国の保育士配置基準は適正か。見解を問う。

②保育所を退職人数と新年度採用人数は。

③向日市の保育士配置基準もせめて京都市の配置

基準（0歳児は、子ども 3人に対し保育士 1人、
1 歳児は、4 対 1、2 歳児は、5 対 1、3 歳児は、
15対 1、4歳児は、20対 1、5歳児は、25 対 1）
くらいまでは引き上げることが望ましいと考える

がどうか。

（３）会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例制定に伴う、処遇改善策を具体的に伺う。

（４）保育の一環である副食費は、その意義からも



無償化が望ましいと考えるがどうか。滞納はあった

のか。

２，子育て支援について ①昨年１２月議会で「子どもの医療費助成を速やか

に中学校卒業まで無料に」の請願が採択された事を、

市長は、どう受け止め、いつ実施されようとしている

か問う。

全国知事会や全国市長会は、国が全国一律の子ども

の医療費助成制度をつくるよう提起している。市の負

担を減らす為にも、市からもさらに国へ強く働きかけ

て頂きたいがどうか。

②第３保育所跡地の有効活用について、現在は、どの

ように進んでいるのか。

安心してボール遊びができる等、思い切り身体を使

って遊べる公園に活用できないか。

③第２留守家庭児童会の増築事業の進行が遅れている

とお聞きする。進捗状況と新年度から使用できるか伺

う。

３災害時の避難所の課題につ 全国自治体アンケートでは、９５％の自治体が避難所

いて． の改善が必要と考えていることがわかった。向日市で

の避難所の改善策について尋ねる。

①向日市として、このアンケートに回答されたのか

②向日市では、どのような改善策があるとお考えか。



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括） 

 

質問者氏名 常盤ゆかり 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．向日市内の歴史遺産の保

存と活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党議員団は、「富永屋解体にかかわって、市

の歴史遺産の保存について」申し入れを行った。 

申し入れ文書は、①市内にある「文化財」に対する

評価と認識を強め、歴史や文化的価値（歴史遺産）

の高いものは市の責任で保存の努力をすること。②

史跡長岡宮跡や乙訓古墳群などをはじめ、貴重な向

日市の歴史遺産の魅力を市内外に発信し、積極的に

保存活用すること。とし、提出した。 

富永屋の解体は観光資源の少ない本市にとって貴重

な文化財の損失になった。解体へ至った経緯を振り

返り教訓にしなければないと考える。市長に問う。 

１、 富永屋の持ち主と直接話し合われたか。富永

屋の価値についてはどうだったか。 

２、 文化財指定がなく、補助金の対象にならなか

ったということであるが、市として価値があ

るものは保存へ向けて助成制度をつくること

についてどうか。 

 

２、子宮頸がんワクチン（HPV

ワクチン）接種、および、新

型肺炎コロナウイルスの対応

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、 子宮頚がんの患者数は年間約１万人、約２８０

０人が死亡しており、特に２０～４０代の若い

世代で増加している。子宮頸がんワクチンは、

接種後に運動障害などの症状を訴える報告が相

次いだことから国として積極的な推奨はしてい

ないが、将来多くの女性が子宮頸がんで子宮を

失ったり、命を落としたりという不利益が生じ

ないために科学的見地に立ってワクチンの接種

は必要という声明を日本産科婦人科学会が出

し、積極的勧奨の再開を求めている。ワクチン

の接種で多くの命を救えることは事実である。

HPV ワクチンの接種を推奨することについて

の市の考えと今後の方向を聞く。 

２、 新型コロナウイルスの対応について 

① 感染が広がる新型コロナウイルスの相談につ



傍聴者 配布資料 

いて市の方向を聞く。 

② 公立・民間の保育所、幼稚園、学校現場での対

応についてどうか。 

３、「引きこもり」への支援に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府の調査（２０１９年）で、「引きこもり」は、４

０歳～６４歳で推計６１．３万人。若年層を上回る数

字になった。親が８０代、子どもが５０代になり親子

で生活に困窮する「８０５０問題」が深刻化している。 

１、 現在の本市の相談体制について 

２、 ひきこもりの実態数をつかむこと。何件程度か

予測などはしているか。 

３、 ひきこもりの要因は様々であるが、１０代後半、

２０代前半の若年層のキーパーソンは、小中学

校の先生であるといわれている。学校、教育委

員会としてつかんでいるこれまでの事例や、今

後どのような体制が必要と考えているか。 

４、 ひきこもりへの理解を深めるための研修やサポ

ーター養成などの取り組みをしていただきたい

がどうか。 

５、 社会参加のための居場所づくりが課題となって

いる。市として居場所づくり等の施策、社会参

加を応援する団体や個人への積極的な支援を進

めることについての考えを聞く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






