
一 般 質 問 発 言 通 告 表 
 

向日市議会 令和２年第３回定例会 

令和２年９月３日 

    
質問順 

   

  
会  派  名 

氏     名 
  

    
質  問  事  項 （要  旨） 

   

１ 
令和新政クラブ 

小 野   哲 

１ 地方行政のデジタル化について 

２ ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて 

３ 第３次都市計画マスタープランについて 

２ 
日本共産党議員団 

山 田 千枝子 

１ コロナ対応最優先の市政にする事について 

２ 生活保護行政の改革・改善について 

３ 
令和自民クラブ 

永 井 照 人 

１ コロナウイルス渦中の納税状況等とその影響について 

２ 観光資源 竹の径と堀薮の存続について 

３ 市街化調整区域の地区計画の手法について 

４ 
公 明 党 議 員 団 

長 尾 美矢子 

１ 児童生徒の登下校の負担軽減やコロナ禍での心のケアに 

ついて 

２ ゴミ対策について 

３ 「断らない相談支援」などきめこまやかな相談体制に 

ついて 

５ 
ＭＵＫＯクラブ 

和 島 一 行 

１ 地域の猫について 

２ 本市のスポーツ行政について 

６ 杉 谷 伸 夫 

１ 新型コロナ問題 ＰＣＲ検査の抜本的拡大が不可欠だ 

２ ＪＲ向日町駅東口の高層マンション計画に対する市民の 

懸念の声にどう答えるか？ 

３ 向日市は、若手職員のＳＯＳをなぜ放置したのか？ 

７ 
日本共産党議員団 

丹 野 直 次 

１ 新自由主義の破綻とコロナ後の地方自治体の役割について 

２ 都市交通のあり方、阪急バス増便を求めること等について 

３ 京都府に要望することについて 

８ 
公 明 党 議 員 団 

福 田 正 人 

１ 市民の生命と生活を守る自然災害対策について 

２ 観光振興の推進について 

９ 村 田 光 隆 １ 市職員逮捕事件の再発防止に向けて 

１０ 
日本共産党議員団 

北 林 智 子 

１ コロナ禍における市民生活について 

２ その他、諸問題について 



１１ 飛鳥井 佳 子 

１ 不必要な薬づけ医療から市民を守ることについて 

２ 差別のない人権尊重社会をつくることについて 

３ 「女性の死体を冷蔵庫に入れて遺棄したケースワーカーを

被害者扱いはおかしい！」ということについて 

４ 動物愛護管理法の改正について 

１２ 
日本共産党議員団 

佐 藤 新 一 

１ 向日市の防災対策について 

２ ゴミ問題について 

３ ぐるっとむこうバス運行１年を迎えて 

１３ 
日本共産党議員団 

米 重 健 男 

１ ＪＲ向日町駅東側再開発について 

２ 森本東部地区開発について 

１４ 
日本共産党議員団 

常 盤 ゆかり 

１ コロナ禍における安心安全な学びの保障について 

２ 個別支援計画ファイルの充実について 

３ コロナウイルス感染者の人権を守ることについて 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括・分割） 

質問者氏名 小野 哲 所属会派名  令和 新政クラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１．地方行政のデジタル化につい

て 

 

 

 

 

 

 

１．Society5.0 下での本市の目指す行政運営について 

２．新庁舎整備にあたり本年度予算で債務負担行為として

計上された新基盤システム整備事業について 

（１）事業の内容について 

（２）専門業者の選定と運用経費について 

（３）事業の効果について 

（４）組織の見直し、福祉事務所の体制について 

３．これからの時代の市民窓口サービスの提供について 

＊待ち時間最小化、オンライン、キャッシュレス、印鑑

廃止への取り組み 

 

２．GIGAスクール構想の実現に

向けて 
１．ハード面の整備において、文部科学省から環境整備の

標準仕様が示され、また共同調達の方向性が打ち出されて

いるが、京都府と本市においてはどのように取り組まれる

か。 

２．ソフト面において、本年 6月追加改訂された教育の情

報化に関する手引きが作成され、この手引きに従って運用

されていくものと考えるが、教育の現場にどのように実施

されていくか。その際の京都府と本市の役割はどうなる見

込みか。 

３．本市教育委員会では、今後どのように進められるか。

海外先進事例等の情報は、収集されているか。 

 

 



傍聴者 配布資料 

 

 

３．第 3次都市計画マスタープラ

ンについて 
１．第 3次都市計画マスタープランに示されている立地適

正化計画について 

 

２．コロナ禍の景気後退下における阪急洛西口駅西地区事

業への影響について 

 

３．幹線道路等の整備について 

（１）西向日駅周辺道路等の整備について 

（２）本市南東部の市街化調整区域と 171号線と結ぶ道路

の整備について 

 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書 総括質問 

 

質問者氏名 山田千枝子 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．コロナ対応優先の市政に

する事について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症は世界で２，０００万人

が感染。本市は京都府内でも感染比率が高い。国・府・

市においては徹底した補償と一体で地域や業種を限

定して休業要請を行うこと・PCR 検査の抜本的拡大

を図ること・医療機関への損失補填も含め医療体制

の強化に取り組むことが急がれる。全国の自治体に

よっては先進的にコロナ対応の強化を行っています

が、市民から「市長のコロナ対応が見えない。」との

声がある。 

①４月に市が「感染症対応業務継続計画」を策定して

から半年近く経過。見直しはどうか。疫病という大問

題であり、市の「ふるさと向日市創生計画」や「都市

計画マスタープラン」に、コロナ対応についても導入

すべきだがどうか。 

②乙訓地域でPCR検査施設を設置して頂きたいがど

うか。 

③「ふるさと向日市創生計画」及び「都市計画マスタ

ープラン」ありきではないか。開発優先よりも命を守

るコロナ対応に市民の大切な税金を優先的に使う必

要があると思うがどうか。 

④嵐山など有名な観光地も人通りが少ない。観光交

流センターが今年中にｵｰﾌﾟﾝされるが利用者見込み

や収支見込みはどうか。ｽﾞｰﾄ市が補助していくのか。

また、阪急洛西口駅西側のホテル開発もこの時期に

進めるのか。計画の進捗状況はどうか。 

⑤第２波を想定し、水道料金の値下げを検討すると

市長は言われていた。値下げを行って頂きたい。 

 



傍聴者 配布資料 

２．生活保護行政の改革・改

善について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２４日、「向日市の生活保護を考える会準備会」

主催で道中向日市検証委員会委員長の講演を中心と

した「市民学習・懇談会」が開催されました。コロナ

禍のもとで道中委員長の真摯な講演に参加者一同、

問題の大きさを知られました。そして市の生活保護

行政を改革・改善しなければと感じ、当日「向日市の

生活保護を考える会」が発足しました。そこで問う。 

７月に福祉事務所長が選任されました。今まで部長

が福祉事務所長だったのに格下げと思われる課長が

選任されました。この方自身は優秀な方ですが、市の

最大ともいうべきコロナ対応の仕事についておられ

ます。生活保護行政の抜本的改善について市長の姿

勢が選任からも見えてこないというのが市民の声で

す。 

①福祉事務所長の選任についての市長の考え方を伺

う。専任の福祉事務所長が必要ではないか。 

今後、生活保護申請が増加するのは間違いないでし

ょう。 

②ケースワーカー１人の担当数は何人にしたのか。

また福祉職員の採用はどのようになっているのか。

職員同士のコミュニケーションの促進整備と生活保

護職員のメンタルヘルス対策はどうか。 

「不当要求行為等対応マニュアル」が６月に策定さ

れた。 

③マニュアルの全職員への徹底及び研修計画につい

てどうか。不当要求対応の条例策定はどうか。 

④生活保護申請の啓発を強めて頂きたい。申請書を

窓口に必ず置いて頂きたい。生活保護申請の４月か

ら現在までの状況、高齢者の申請手続きを迅速にす

ることについてどうか。 

⑤生活保護受給者に夏季加算を市の独自策にして頂

きたいがどうか。国にも強く働きかけて頂きたい。電

気代の節約をしたら命が守れなくなる。 

 

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括質問） 

 

質問者氏名 永井照人 所属会派名 令和自民クラブ 

表題 質問事項（質問の要旨） 

１． 

コロナウイルス渦中の納税状

況等とその影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）地方消費税交付金が減少するとどういう影響が出

るか？ 地方消費税が配分されている事業名

は？ 

2）市民税（国保含む）が昨年は一括納付の納税から

今年度に分割納税に変わった件数は？ 

   コロナの影響による特例納税猶予を利用した件 

数は？ 

３）新型コロナウイルス緊急支援事業補助金で、農業

も対象にした補助金の申請件数は？ 

２． 

観光資源 竹の径
みち

と堀
ほり

薮
やぶ

の存

続について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）今後の筍農家の事業継承の状況調査と日常の手入

れ等の共同化について、話し合いの場をもつ事を

提案するが如何か？ 

2）竹藪をしっかり管理していかないと、観光資源で

ある竹の径と古墳などの価値がなくなってしま

う。今後、役所の積極的な介入と存続の為の特例

措置を国に求めるべきではないか？ 

3）ボランティアによる竹林整備が始まったが、とて

も追いつかないと思う。抜本的な解決方法が必要

であるが如何か？ 

4）竹の径整備に深くかかわって頂いた竹産業振興協

議会の会長が亡くなられたが、今後の準備や施工

態勢は大丈夫か？ 

5）コロナ規制解除後の観光戦略として、竹の径一帯

の整備に係る演出等を専門家に依頼してはどう

か？ 

 

 

 



傍聴者 配布資料 

３． 

市街化調整区域の地区計画の

手法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）市街化調整区域内で開発型の地区計画を行う場合

学校法人や医療法人が建設工事を進めるにはど

のような事が必要か？ 

ア）学校・病院等の単独建設は可能か？  

イ）複数の施設が必要な場合、最低どれぐらいが必要

か？ 

ウ）上記イ）の場合、病院を建設すると仮定するとこ

れに関連する施設のみが複数必要か？ 

エ）条例では認定の条件として地区住民の大多数の

賛成が必要とあるが、農地の場合地権者の数が

少ないが、最低条件はあるのか？  

オ）その他この計画を進めるにあたって必要条件は

あるか？ 

 

2） ふるさと向日市創生計画では防災拠点としての

機能を備えた多目的グラウンドの整備検討があ

げられているが、以下の事を問う。 

ア）いつから検討に入るのか？ 

イ）事業実施となった場合、地区計画で前記と同じよ

うな手続きが必要か？      

ウ）前記の病院などと合体した計画は可能か？                                                    

 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（分割質問） 

 

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．児童生徒の登下校の負担

軽減やコロナ禍での心のケア

について 

 

 

 

 

 

① 登下校時のマスク、日傘の扱いについて 

② 冷却タオルの配布について 

③ 通学時の荷物の重さについて 

④ コロナ感染者への誹謗中傷などの対応について 

 

 

 

 

 

 

２．ゴミ対策 

について 

 

 

① 指定ごみ袋について 

② 24 時間回収される不燃ごみのステーションにつ

いて 

③ プラスチックを資源ごみとして回収することに

ついて 

 

 

 

 

 

３．「断らない相談支援」 

などきめこまやかな相談体制

について 

 

 

① 「断らない相談支援」についてのご見解をお尋ね

する。 

② 神奈川県座間市の取り組みについていかがかお

尋ねする。 

③ 人材確保について現状と課題 

④ おくやみ窓口を設けることについて 

 

 

 

 

 

 



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 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．地域の猫について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、本市に野良猫の被害が寄せられていることはあ

るか。 

 あるなら何件、事例、それに対してどのような回答

を市民に伝えているのか。 

 市民は納得されているのか。 

 

２、野良猫に対して本市行政は関わりが深いとは言

えない。行政としてこれからできることはないの

か。 

 

３、京都市、八幡市では野良猫の避妊、去勢手術に対

して補助金が出る。 

 本市でも実施はできないものか。  

 

４、地域猫に関して環境省はもとより、他の自治体で

地域猫ガイドラインを策定している。 

  本市も困っている市民のために策定する必要が

ある。如何か。 

 

２．本市のスポーツ行政につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、亀岡市が今年度よりスポーツクライミング施設

『カメロックス』をオープンした。 

事業費１，７１６万円、そのうちスポーツ振興くじ助

成金が９５３万９，０００円である。 

市の支出が７６２万１，０００円ということになる。 

このように本市もスポーツ振興くじ助成金を使って

できる本市なりのスポーツの発展、他市から人を呼

び込むことができる目玉商品が必要である。所見を

伺う。 

 

２、本市のスポーツ振興基本計画が策定され今年度

で概ね１０年を迎える。 

最終のアンケート調査の実施はするのか。 

そして５つの基本計画の取り組み状況を伺う。 



傍聴者 配布資料 

３、小中学校の体育館の調整会は体育館の貸し出し

が始まって以来調整会スタイルが変わっていない。

この先も現在のスタイルで続けていくのか。 

新型コロナウィルスが収束していない現状で、体育

館の調整会では完全に 3 密が起こっている。 他に

実施の仕方は考えていないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 -

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．

新型コロナ問題

ＰＣＲ検査の抜本

的拡大が不可欠だ

ＪＲ向日町駅東口

の高層マンション計

画に対する市民の懸

念の声にどう答える

か？

ＪＲ向日町駅東口開設事業に関し、最大 36 階の高層マ
ンションの建設計画に対し、懸念の声が多く寄せられてい

ます。スケジュール優先でなく、市民の疑問や懸念に丁寧

に答えることが重要です。

（１）100 メートル級の高層マンションに対する市民の懸
念は十分理解できます。市は、この懸念の声をどう受け

新型コロナ感染症対策について、市民が国や向日市に

求める最大の要求は、「ＰＣＲ検査の拡大」です。しかし、

検査すらなかなかしてもらえない状態が、今も続いてい

ます。向日市は、市民の要求にどう応えていくべきでし

ょうか。

（１）「ＰＣＲ検査を拡大してほしい」という市民の声を、

市長はどう受け止めるか？

（２）世田谷モデル（大量検査できる体制をつくり、必

要な人がもれなく検査を受けることができること、次

に介護・保育などへの社会的検査の実施）は、多くの

国民が求めるものだと考える。また、検査で感染が確

認された方を安全に隔離する病院や施設の整備も平行

して強化する必要がある。今のうちにめざすべき検査

体制について、市長の考えは？

（３）市民の命と健康を守るのは、自治体の最大の責務

です。ＰＣＲ検査拡大を求める市民の声に対し、向日

市長として何ができるか、市長の考えは？

傍聴者 配布資料



- 2 -

３．

止めているか。都市計画決定はスケジュール優先でなく、

市民への丁寧な説明と理解を得ることが大切と考える

が、見解を聞く。

（２）該当地区の容積率を 750％にする根拠を聞く。

（３）高層マンションは、税収増など短期的なメリットが

ある一方で、中長期的に抱えるリスクについては、検

討・評価しているか？

（４）商業系ビルの内容に、本市はどう関わる方針か。

（５）本市の都市計画変更によって予期せぬ重大な影響を

受ける近隣住民に対しては、当事者の求めがあれば、市

としても何らかの対応、支援が必要ではないか。

昨年、向日市行政は組織的対応の欠如によって、まじめ

な若手生活保護ケースワーカーを犯罪の共犯に追い詰めて

しまいました。職員は自己申告書でＳＯＳを出していまし

たが、向日市はなぜヒアリングもせずに放置し、対応しな

かったのか。誰もが抱く疑問に、答えて頂きたい。

（１）職員の訴えは、どう処理されたのか？

若手職員は、向日市人事課に提出した「自己申告書」に

おいて、精神的にも心理的にも疲弊しているが、休職にで

もなったら職場が崩壊するから、受診自体が出来ないでい

ることなど、切羽詰まった状況を訴えていました。この訴

えは、どう処理されたのか？

（２）職員のＳＯＳに対応できなかった原因は？

向日市は、自己申告制度に基づき切迫した窮状を訴えた

職員に、何の対応もしませんでした。その結果を見れば、

大きな間違いであったことは明白ですが、これは制度の問

題か、運用の問題か。そして、その対策は？

（３）自己申告制度の他に、職員の一身上の事情や人事上

の不服を訴える制度はあるのか？ また、それは職員

に周知され、活用されているのか？

向日市は、若手職員

のＳＯＳをなぜ放置

したのか？
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一般質問通告書（総括質問） 

 

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（質問の要旨） 

１．新自由主義の破綻とコロナ

後の地方自治体の役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１自治体の果たす役割が大きな比重をもってきてい

ます。この時期だからこそ市民に寄り添い生活に

励まし合う自治体が求められています。行政サー

ビスから遠ざけられることのないようにしっかり

とした職員の配置をして窓口業務を「手続き業務」

に終わらせないよう万全の業務遂行を望む。 

２新自由主義批判とその転換を求める市民と野党共

闘で広がっています。共産党は「自己責任」ではな

く人々が支え合う社会をめざして豊かなビジョン

を呼びかけています。 

「新自由主義」が破綻してきました。これを打開する

ため①命を守る仕事が重要視されていない問題 

②人間らしく働ける労働のルールの確立③一人一人

の学びを保障する社会④インバウンドでなく国に

対してゆとりを持って対応できる強い経済をつく

る⑤科学を尊重し、国民に信頼される政治の実現。

全国一斉休校問題は不信だらけ⑥文化、芸術を大

事にする⑦ジェンダー平等社会の実現を掲げて頑

張っているところです。コロナ後の新しい社会が

求められてくるが、 

  市長の自己責任論、新自由主義についての認識

について伺います。 

 

２．都市交通のあり方、阪急バ

ス増便を求めること等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１阪急バスの減便が行われていることに関し 

①住民の足を確保するための公共交通機関である阪

急バス株式会社から、４月ダイヤ改正で減便につ

いて、市は連絡を受けていましたか。 

②市民が困っていることから阪急バス事業者に対し

住民の足を確保するため積極的に働きかけをして

いただきたいがどうか。 

③向日市は阪急バス株式会社に対しこれまでからも

運行支援として財政援助を行っていたが、現在の

支援・援助について伺います。 
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２新たな対策をするために 

①阪急バスと競合する地区に「ぐるっとむこうバス」

を走らすことはできないか。 

②向日市内の阪急バス乗客数が 2580 人となってい

ますが、調査方法と各路線別の内訳について聞く。

（都市計画マスタープラン P１３頁に記載） 

３都市交通の課題について 

①外環第２工区は１０数年前の府公共事業再評価委

員会において廃止決定されています。塩漬け状態

で今でも生きている道路計画とは思えません。廃

止されるべきですが京都府とは協議されているの

でしょうか。改めて市の考えを伺います。 

 

３ 京都府に要望することにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１向日町競輪場でのミッドナイト競輪開催等の問題 

①LED照明設備工事について 

②ミッドナイト競輪開催について 

③場内施設は関係団体や市民スポーツ向上への使用

開放に支障のないようにすること 

④競輪場の広さや立地場所等から考察し市が行う行

事への影響はどうなるのか。 

２府営向日台住宅の建て替え問題 

①今回の建て替えにあたっての現在の取り組みにつ

いてよくお聞きします。判る範囲で結構ですが新

型コロナの影響はあるのでしょうか。府の基本方

針や進捗と今後の計画を伺います。 

②敷地面積と建設の面積との関係で「余剰地」が生ま

れるがその土地活用をするように府に要望すべき

と以前から主張していたが、市長として市民に役

立つ老人、介護関連などの公共施設、子育て支援施

設、教育施設などあるが府に要望されたか。 

３向日消防署の建物は１９８１年８月に完成し４０

年近くの長きにわたって市民からも親しまれてき

ました。関係者の努力によって向日消防署が新し

く建設、移転されます。そこで現在の消防署の土地

は京都府に返されるようでありますが、今後敷地

内の府道拡幅整備がされると思いますが、現在の

建物は市民に役立つように利用できるものにする

ための協議を府に対し働きかけてはどうでしょう

か伺います。 
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一般質問通告書（総括質問） 

 

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．市民の生命と生活を守る

自然災害対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害時の被害を最小限におさえ、適切な救援と 

迅速な復興を進めるための「基盤的防災情報ネッ

トワーク」について本市の考えを聞く。 

② 災害が想定される場面で、現場の状況をリアル 

タイムで安全に確認するためや、発災直後の近寄

ることの出来ない被災現場で、救助を求める人の 

確認や、災害現場の状況掌握を迅速に進めるため 

の、消防本部へのドローン配備について伺う。 

③ 平成３０年の台風２１号で、本市においても大変 

な被害が発生し、一部地域でライフラインの停止 

という事態が発生した。迅速な復旧を進めるため 

のガス・電気・電話事業者との協定について 

伺う。     

 

２．観光振興の推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 本市は観光入込客数の目標を令和６年度、７６万 

５千人。観光消費額を３億３千８百万円としてい 

るが、新型コロナウイルス災害の影響の中、「数の 

観光から質の観光」の観点から、目標数値の変更 

について考えを伺う。 

② 新型コロナウイルス拡大防止の観点から、本年 

１０月オープンを予定している向日市観光交流 

センターのオープンについて、詳細が決定次第、 

本市ホームページ等で発表するという状況に変 

化している。現在の状況とオープンの見通しにつ

いて聞く。 

③ さらに、観光交流センターにおける観光来館者数 

の目標である令和６年度、９万２千人について、 

その目標数値の変更についてどのようにお考えか 

を伺う。 

④ 指定管理者である「船井アソシエイツ」との話合

いは、どのような状況になっているのかを伺う。 
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一般質問通告書（総括質問） 
 

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．市職員逮捕事件の再発防止

に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市職員による死体遺棄事件は、判決が出て検証委員会

による報告書も提出された。市民の信頼を回復し、二度と

不祥事を起こさないための取り組みを報告書に沿って質

問する。 

 

令和 2 年度の職員採用試験で、新たに事務職Ⅲ（福祉

職）が加えられた。 

受験資格には昭和 40 年 2 月以降に生まれた方で、社会

福祉主事任用資格を有する方又は令和 3年 3月末までに

取得見込みの方とされている。 

検証報告書では、現業業務の専門性・技術性が確保され

るよう、社会福祉主事の有資格者の配置にとどまらず、よ

り専門性の高い社会福祉士等の国家資格を有する職員

の配置が望まれる、とあるが見解を求める。 

 

福祉事務所は配属されたくない部署の第 1 位とされてい

るが、働きがい、やりがいのある職場づくりをどのように進

めていくのか。 

 

報告書では、ケース診断会議が開催されていないとある

が事実か。 

 

福祉事務所に警察官経験者を配置するとされるが、警察

権を持たない元警察官ができる仕事は何か。 

向日町署と連携して、現職を配置する又は現場へ同行し

ていただくことが望ましいと思うがいかがか。 

 

また、児童福祉においても専門性を高めるために、児童

相談所に配置が義務付けられている児童福祉司の有資

格者を本市の子育て支援課に配置することを求める。 
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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．コロナ禍における市民生 １）コロナ禍における保育現場の現状について

活について ①待機児童ゼロにする計画は間違いないか。育休中

の上の子どもを２歳以下の入所拡充について。コロ

ナ禍の保育が必要な子どもは増加しているのか。

②保育所に入れなかった保護者に、他の手段の情報

を提供するなど、丁寧できめ細かな対応について。

③長期化が予想される新型コロナウイルスへの対策

は、子どもや大人の安全・安心のためには、速や

かな対応が求められる。保育に関する業務継続計

画書を出していただきたい。

④保護者への周知やお知らせ事項は、公立保育所で

も民間保育園のようにメール配信できないか。

⑤緊急事態宣言が発令の中、より良い保育を実現す

るためにも、計画的な保育所増設や環境整備、正

規保育士増員が必要と考える。国の低すぎる配置

基準や面積の保育基準の引上げを求めること。

⑥在宅勤務の導入については、すでに大山崎町、長

岡京市、京都市なと京都府南部の保育所で導入さ

れているが、向日市での導入について問う。

⑦新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発生

した場合の保護者、保育士への徹底はどうか。

２）子育て支援事業について

保育施設へ通園していない子育て家庭や地域の保育

ニーズに応じて多彩な事業が展開されている。他の

事業と同様、新型コロナウイルス感染拡大に伴って

消毒作業等の業者や相談への対応が増える等の変化

はあったと思うが体制は十分整っているか。また、

これら子育て支援の利用状況はどうか。

３）女性を守る施策について



向日市でも長引くコロナ禍で、１人も取り残さず上

げにくい声を聞くため、パンフレットを制作、配布

されているが、他に訪れやすい場所に相談窓口を置

く、周知や体制の強化充実を図る施策について。

男女共同参画アンケートの結果をどう受け止めど

う取り組まれるのか。今後ジェンダー平等の推進強

化をどのように進めるのか。

４）子どもの権利条約に立ち返って大人ができること

子どもたちからの質問に直接答える機会を持ってい

ただけないか。また、緊急事態宣言で小中学校が休

校になった折りにも、政府発表も突然で、様々な行

事等が突然中止になった。今後も続くコロナ対策に

も、子どもの権利条約の視点を入れて取り組んでい

ただきたいがどうか。

２．その他 諸問題について １）第２留守家庭児童会の入札結果について

留守家庭児童会の増設は待たれています。指導員の

配置基準、子どもの人数、常勤複数雇用など労働条

件の充実が望まれます。向日市でも、安全・安心で

１人ひとりにとって「生活の場」となるために、最

低基準に近づけることについて伺います。

２）独居の高齢者への支援策について

①あんしんホットラインについて

使用中の回線がアナログ回線でない場合は支障を

きたす恐れがあることから、変更の工事が必要に

なるが、その費用（工事費用、解約費用）が実費

となる。出費があると躊躇してしまわれる方もあ

るのではないか。補助制度はできないのか。

②昼間独居の方にも、対象者として拡大できないの

か。

３）ひきこもりに特化した相談窓口の設置を検討

することを求める。
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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． 

不必要な薬づけ医療から市民

を守ることについて 

・ジェネリックの知識を広報で強化してはどうか？ 

・私の提案で実施されたフィットネスクラブ無料利用

券の利用状況と今後、高齢者へも広げてほしいがどう

か？ 

・保健センターに PCR 検査等「医療センター」機能

を持たせてほしいがどうか？ 

・降圧剤の副作用について啓発してほしいがどうか？ 

・高齢者の孤独防止対策に力を入れてほしいがどう

か？ 

 

２． 

差別のない人権尊重社会をつ

くることについて 

ホームレスが殺害されたり、障がい者への虐待があっ

たり、コロナ禍で医療機関にお勤めのかたにも差別の

ある今日、向日市ももう一歩踏みこんで、障がい者や

高齢者や、ホームレスや、外国人の方々が、共生しや

すい、誰一人とり残さない豊かな文化や社会教育を目

指してほしいがどうか？ 

 

３． 

「女性の死体を冷蔵庫に入れ

て遺棄したケースワーカーを

被害者扱いはおかしい！」と

いうことについて 

あくまで被害者は殺された女性であり、犯人に協力し

て死体を遺棄しようとして、逮捕され、有罪となった

職員を被害者とする説に、市民は「死体を運んだら懲

戒免職はあたりまえだ！」「市役所はヒマか？！」と批

判しておられます。 

勇気があれば悲劇をくい止められるのに、強いものに

従い、流されていく弱々しい公務員であっては、市民

こそ不安です。この事件でより生活保護者への差別や

偏見が広がっており、議員の口ききで生保者になった
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という話も聞く。今後はコロナで生保申請が増えるが、

広報にて「ご要望の方は、ご自身で市役所窓口へお気

軽におこし下さい。」と親切に案内し、本当に必要な方

が、保護されるようにしてほしいがどうか？ 

４． 

動物愛護管理法の改正につい

て 

６月１日に改正された動物愛護法について、市民に周

知してほしいがどうか？ 
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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．向日市の防災対策につい

て  

 

 

 

全国の災害が多発する状況から、災害は避けられない

が、減災することが重要になっている。 

２０１６年４月、内閣府(防災担当)は避難所運営ガイ

ドラインを作成しました。 

避難所の環境が第２次被害として大きくかかわるこ

とが調査で明確に出ています。熊本地震では直接死よ

りも関連死のほうが約４倍。東日本大震災でも福島県

に限定すると関連死は１２３％で、災害から助かった

人もその後の避難所生活などの環境が原因で死亡され

ている人が大勢おられます。西欧諸国では避難所生活

を日常生活と変わらない環境にすることが避難者に対

する当然の権利と受けとめて、温かい食事、ベッド、

プライバシーを守る住まいを整える環境づくりが実施

されています。向日市も国のガイドラインに沿って対

策準備状況は如何か。 

 

２．ゴミ問題について ゴミは基本的には製造元責任 

個々人のごみに対する３Ｒ(リデュース：ゴミになるも

のは買わない、リユース：繰り返し使おう、リサイク

ル：活かせば資源)の啓発によるゴミの減量化、それを

後押しする行政の政策など進んでいる自治体がありま

す。向日市の現状はどうなのか。 

不燃ごみ分別収集の現状と改善方法について。 

向日市では市役所に２４時間ゴミステーション、コミ

セン等３か所に２４時間収集場所設置の周知徹底。 

自治会等市民の協力を求めゴミ出しルールの徹底。 

生活様式の変化に合わせて、前日出し、または当日

３０分前倒しなど検討すべきです。 

安易な市民負担を求める指定ごみ袋化や有料化には賛

成できません。 
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３．ぐるっとむこうバス運行 

1年を迎えて 

ぐるっとむこうバスは、２０１９年１０月１日より

運行を始め、約１年を迎えようとしています。コロナ

感染の拡大により外出規制や自粛によりバス乗車数は

半減しています。コロナ禍のために令和２年度第１回

公共交通会議が開催されず書面表決されました。結果

は、令和２年１０月以降も運行を継続。停留所の増設

及びルート変更。バスの時刻表改正についてそれぞれ

承認されました。コロナ禍の状況により表決で済まさ

れているようですがＪＲ向日町駅前開発の取り組みと

比較して如何なものかと思います。 

運行の評価５項目に利用者の声が反映されていませ

ん。７７系統７８系統廃止の声もありますが上植野地

域は長岡京市を生活圏にされている方も大勢おられ朝

晩の通勤時間帯の運行廃止は重大問題です。公共交通

ネットワーク対策として、移動手段を持たない人の立

場に立ち、既存の阪急バスを支援し維持する必要があ

ります。同時にぐるっとむこうバスを利用したくなる

ように運行時間・便数、ルート本数、コース、バス停

など誰もが乗りたくなる理想の運行計画を作り上げ、

課題を一つ一つ改善する努力が求められています。 
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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、JR向日町駅東側再開発に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 億円という額は市の予算から見れば極めて高額

で、厳しい財政状況から見ても大きな負担となる。 

市域の東西連結に最低限必要なものは東口と東西

自由通路であるが、更に拡張を行い橋上駅舎・駅前広

場・駅ビル・タワーマンションが含まれている。JRが

自主的に東口を開設することはないとの事。東口開

設を自ら考えない駅に自治体が改札口を設置する

と、なぜ橋上駅舎が必要か疑問である。利用者の増加

を見込むなら、自社施設の整備に設備投資は当然で

ある。税金で橋上駅舎建設は疑問が残る。 

駅前再開発と言えば商業施設等だが、タワーマン

ションである。京都市域では高さ制限で超高層マン

ションは建設できない。数ｍの距離で可能なのはお

かしい。歴史的景観も市境で変化しない。歴史都市の

玄関口に超高層建築がふさわしいのか。駅前高度利

用も住宅用途である。賑わいの中心は、通常、公共施

設、商業施設等であり、住宅は配置しない。タワーマ

ンションは京都府内に存在せず、超高層住宅で発生

する防災・消防等の対策は手に余る事が懸念される。

真横の住宅は著しい環境変化を受ける懸念がある。 

建築可能な施設の制限があるが、隣接の京都市域

に制限はない。どの様な施設も建設可能で、本市側の

みの規制は有名無実になりはしないか。東西の通行

方法を制限すれば、東西で人の流れが偏り、結果的に

施設の集中する東側に人も集中し西側への悪影響が

生じる懸念がある。牛ケ瀬勝竜寺線と周辺道路の交

通量の増加も予測される。牛ケ瀬勝竜寺線は伏見向

日町線に接続するので、前田地下道等の交通量増加

は安全で円滑な通行への懸念事項となる。 

本計画は、最大規模の影響を都市計画に及ぼし、関

心も非常に高い。都市計画審議会でも委員から説明

の必要性、意見の反映の必要性が述べられていた。積

極的な情報提供と、適切な説明が必要である。 
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１、東側再開発の財政計画の現段階での試算と詳細

の公表について 

２、地区計画変更で建設可能になる建築物について 

３、向日市歴史的風致維持向上計画との整合性 

４、地区計画に対して出された市民の意見はどの様

に計画案に反映されているのか 

５、交通結節点としての東西の接続の確保について 

６、周辺住環境への影響への対策について 

７、京都市側の用途地域の指定による駅周辺環境へ

の影響について 

８、牛ケ瀬勝竜寺線及び向日町上鳥羽線の完成に伴

う交通量への影響予測について 

９、橋上駅舎の必要性について 

１０、超高層住宅における防災・消防等における対策 

１１、地区内に建設される建造物の市民への説明 

２、森本東部地区開発につい

て 

 

 

 

 

 

 

市民からは、近年立て続けに発生している豪雨災

害や河川氾濫により、河道変更や水田の遊水機能が

失われることについて内水氾濫を懸念する声が上が

っている。また、水田であった場所が大規模なビルへ

と変わることによる自然環境の減少を受けて、50ｍ

～80ｍクラスの大規模な建物が建つことや水田が失

われる影響への懸念がでており、進出予定である日

本電産には、地域や環境との調和が実現された開発

が期待されている。日本電産におかれては CSR 行動

宣言で「地域社会との関係」として「Nidec グループ

は、そのビジネス活動により何らかの影響を受ける

と思われる地域住民の見解や懸念事項を開かれた誠

実なコミュニケーションを通じて事業に反映し、地

域社会と良好な関係を築きます。」と打ち出されてお

り、これに沿った開発を要望していただきたい。 

また、森本東部地区開発と JR向日町駅東側再開発

は密接に関連しており、市民からの質問、相談等の受

け付けを一元化した形で構築していただきたい。 

１、開発地域における防災について 

２、開発終了後の財政見通しについて 

３、自然環境との調和について 

４、開発行為における企業責任の在り方について 

５、進出企業と地域住民の連携や融和について 

６、JR 向日町駅東側再開発・森本東部地区開発につ

いて市としての総合的な相談窓口について 
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一般質問通告書（総括質問） 

 

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．コロナ禍における安心安

全な学びの保障について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３か月間の休校があり、短い夏休みを終えて２学期

の授業が始まっている。感染リスクを軽減するた

め、いまこそ少人数学級の必要性が叫ばれてきた。 

１、 学級定数を見直して少人数学級を実現するよ

う関係機関に対しさらに働きかけていただく

こと。 

２、 スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、学習や清掃・消毒、オンライン整備

のための支援員の増員・整備を求める。 

３、 学校休校による学習の遅れと格差、不安とス

トレスを抱えた子どもたちの学びのため、学

校現場の創意工夫、自主性を保障するよう学

習指導要領の柔軟な対応を求めるがどうか。 

４、 家庭での生活支援について 

① 長引く自粛生活で家庭内での葛藤、ストレス

で虐待に至るケースが全国でも報告された。

本市での確認状況、対応強化について聞く。 

② コロナ禍での就学援助の利用数の推移と、周

知。また認定基準の見直しを考えているかど

うか。 

５、 学校施設の整備方針を示した「市小中学校個

別計画」が策定された。 

① ２０２４年度以降、第２向陽小と勝山中学の

全校舎改築、向陽小北校舎の長寿命化とある

が具体的な方法について聞く。 

② 今後学区の再編や施設数の適正化を検討する

とあるが、その予測について聞く。 
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２、個別支援計画ファイルの

充実について 

 

 

 

 

 

 

子どもの成長・発達について、支援に関わる人々や関

係機関の間で、情報共有、認識するためのツールとな

る個別支援計画ファイル作成は、保護者が納得しと

もに作り上げているという実感ができる工夫と充実

を求めるがどうか。 

 

３、コロナウイルス感染者の

人権を守ることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大、感染者が増え、コロナウイルスは身近にあ

り、だれもが感染者になりうるということを自覚し

なければならない。 

大学や高校のクラブ活動において集団感染が発生

し、学生・生徒たちの顔写真が SNS上で出されたり、

誹謗中傷される事態が起きている。 

感染していない学生・生徒への差別や偏見も起き、８

月２５日には萩生田文科大臣から「新型コロナウイ

ルス感染者に関する差別・偏見の防止に向けて」緊急

メッセージが出された。 

１、 緊急メッセージの対応と扱いについて聞く。 

２、 児童生徒、教員など学校現場だけではなく、市

民へも差別・偏見などをなくすことについて

理解を求める方策を求めるがどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


