
一 般 質 問 発 言 通 告 表 
 

向日市議会 令和４年第２回定例会 
令和４年６月７日 

    
質問順    

  
会  派  名 
氏     名   

    
質  問  事  項 （要  旨）    

１ 
令和自民クラブ 
松 本 美由紀 

１ 子ども家庭課の新設に関連して 
２ 学校教育におけるＳＤＧｓの取り組みの推進について 

２ 
  公明党議員団 

福 田 正 人 

１ 物価高騰から市民生活を守る対策について 
２ 高齢者の階段での転倒防止対策について 

３ 
ＭＵＫＯクラブ 
和 島 一 行 

１ 個人情報の取り扱いのリスクについて 

２ 本市のスポーツ振興について 

４ 
令和新政クラブ 

小 野   哲 

１ 自治体ＤＸの取り組みについて 
２ 市職員の技術系職員の採用とキャリア形成について 
３ 向日台府営住宅整備事業について 
４ 新学習指導要領で求められる教育内容について 

５ 
日本共産党議員団 

丹 野 直 次 

１ 暮らしにやさしく強い経済への転換について 
２ ぐるっとむこうバスの利用促進について 
３ 交通安全対策を講じることについて 

６ 飛鳥井 佳 子 

１ 誰もが共生できるインクルーシブ社会について 

２ 医療的ケア児こそ、普通学級で学べるようにすることにつ

いて 

３ スポーツ庁の中学部活、民間移行問題について 
４ 市制５０周年を記念し、『人権平和センター』を設置するこ

とについて 

７ 
令和自民クラブ 
石 田 眞由美 

１ 竹林政策・施策について 
２ まち歩きと公園 

８ 
日本共産党議員団 

山 田 千枝子 

１ ロシアのウクライナ侵略をやめさせるための日本の果たす

役割について 
２ 再び市民温水プールを存続することについて 
３ 他市にない育児休業中の上の子の保育所休園ルールの撤回

を 
４ 老朽化による４向小学校の廊下天井ボードの剥離・落下な

どないよう、すべての学校の早期改修及び快適な学校生活

を 

９ 杉 谷 伸 夫 

１ 就学援助を利用できる条件を保護者にわかりやすく示すこ

と 
２ 向日市水道の水源の今後について 
３ 「ゆめパレアむこう」の今後について 



１０ 
日本共産党議員団 
米 重 健 男 

１ ＪＲ向日町駅について 
２ 水道について 
３ 桜の径について 
４ 森本東部開発地域の交通安全について 

１１ 
日本共産党議員団 
北 林 智 子 

１ 「子ども家庭課」新設について 
２ 保育行政等について 
３ 障がい者・児福祉について 

１２ 
日本共産党議員団 
常 盤 ゆかり 

１ 学校給食費の保護者負担軽減、無償化について 
２ 女性活躍センターあすもあの使用を増やす取り組みについ

て 
３ ヤングケアラーへの支援について 
４ 学校トイレへの生理用品常設を 

１３ 
日本共産党議員団 
佐 藤 新 一 

１ 国保について 

２ ごみ問題 

３ 環境問題について 

４ 都市計画道路牛ケ瀬馬場線 
 
 



傍聴者 配布資料 

一般質問通告書（総括・分割） 
 

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．子ども家庭課の新設に関

連して 
 
 
 
 
 
 
 

 本年度の主要事業として子ども家庭総合支援拠点

整備事業が始まり、子どもの健やかな成長をサポー

トする場所として、子ども家庭支援員や虐待対応専

門員などを配置した「子ども家庭課」が新設される

こととなった。子ども家庭課に関連して、本市の今

後の取り組み等について伺う。 
１．専門職員などの配置について 
 ０歳から１８歳までの全ての子どもとその家庭、

また、経産婦を対象にさまざまな相談に対応し実情

に応じた適切な支援に繋げることを目的とされてい

るが、現時点で職員を含めた専門職などの配置はど

のようになっているか伺う。 
２．記念事業の実施について 
 子ども家庭総合支援拠点整備事業の今後の取り組

みとして、保育園や学校、医療機関など広く地域の

関係機関とも連携を図ることを目的とされており、

子ども家庭課の新設にあたって広く市民の皆さまや

関係機関に認知をしていただくために記念事業を実

施されてはいかがか？ 
３．ヘルプマークの普及・利用促進について 
 外見から分からなくても援助や配置を必要として

いる方々が援助を得やすくなるよう作成された「ヘ

ルプマーク」がある。例えば自閉症や ADHD など

の場合であれば、パニックになってしまった場合

や、感情や行動の切り替えが難しい場合などスムー

ズな支援を得やすくなるよう工夫されている。ヘル

プマークのさらなる普及や認知度向上、また利用促

進のため今後さらなる取り組みを検討していただき

たいがいかがか？ 
４．虐待未然防止のためのプログラム導入について 
 虐待が起こってから対処するのではなく、それぞ

れの状況から未然に防ぐための方法をプログラム化

して学ぶことのできる「トリプル P:前向き子育てプ



傍聴者 配布資料 
ログラム」を、また障がいのある子どもによくある

とされる問題行動や発達面での課題を対処するのを

手助けする「ステッピングストーンズ」を、子ども

の虐待防止のための支援策に取り入れていただきた

いと考えるがいかがか？理事者の見解を伺う。 
２．学校教育における SDGS

の取り組みの推進について 
 
 
 
 
 
 

 「新学習指導要領」の今回の改訂で注目されている

のは「持続可能な社会の創り手の育成」が明記された

ことである。つまり、SDGS の担い手を教育の現場か

ら育成することが目指されるようになった。本市の

公立小中学校の学校現場における SDGS の取り組み

の推進について伺う。 
１．学校用品のリサイクルの実施について 
 「もったいない」を少しでも小さくするために学校

用品のお下がりを活用し支援するため一部 PTA の皆

さんが中心となり取り組んでくださっている。本市

の他の小学校において学校用品のリサイクルの実施

を本市として検討していただきたいがいかがか？ 
２．コロナ禍以後を見据えたタブレットの活用につ

いて 
 コロナ禍以後を見据えたより質の高い教育を提供

していくために、教育の現場でのタブレットの活用

について今後どのように取り組まれるか見解を伺

う。 
３．中学校給食のセレクト給食の導入について 
 食べる喜びにつながる「セレクト給食」について、

ぜひ中学校給食において実施していただきたいと考

えるがいかがか？ 
４．小学校正門へのインターホンの設置について 
 現在小学校の正門の不審者と来訪者を早い段階で

区別しスムーズな来訪を促すためにも正門にインタ

ーホンを設置していただきたいと考えるがいかが

か？ 
５．６向小・留守家庭児童会の児童の増加について 
 第４向陽小学校の児童の増加に伴って６向小学校

の児童の増加の見込み、留守家庭児童会の入会の状

況や今後の対策について、理事者の見解を伺う。 
６．就学援助制度の対象者への対応について 
 申請手続きについて、いじめや心のストレスに繋

がらないように、対象者への対応については個別の

方法で実施を検討して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（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） 

表題 １ 
物価高騰から市民生活を守

る対策について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国の総合緊急対策の地方創生臨時交付金（原油価格・ 
物価高騰対応分）から 
① 物価高騰の中、給食の食材調達の現状について 
② 食材高騰の中、給食費の値上げを抑えるため 

地方創生臨時交付金を活用しては如何か。 
③ 住民税非課税世帯や低所得世帯に対する給付金 

の支給を要望するが如何か。 
④ 子育て世帯の支援として、子育て世帯生活支援 

特別給付額の上乗せが必要と考えるが如何か。 
⑤ 市民生活に対する電気・ガス代を含む公共料金 

の負担軽減の措置についての考えはあるか。 
⑥ 本市を走る路線バス・タクシー各社は乗降客の 

減少と燃料価格高騰が経営収支の悪化をもたら

している。本市コミバスも同様と考える。支援さ

れるお考えは如何か。 
⑦ その他、地方創生臨時交付金のうち、原油価格・ 

物価高騰対応分についての取り組みを聞く。 
 
  

表題 ２ 
高齢者の階段での転倒防止 
対策について 

①  コロナ過により、高齢者の方々は外出を避け 
  家の中に閉じこもる生活を余儀なくされてき

た。 
    その結果として、筋力の低下や歩行障害、視力 
  低下等の要因で、外階段での転倒が問題となっ

ている。公営団地では階段の安全対策や手すり

は設置されているが、民間マンションでは手す

りもなく、安全対策がされていない物件が多く 
  存在している。今後の更なる高齢化が進む中、 
  今後の課題であると考える。本市のお考えと 
  対応について伺う。 
 

 



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 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．個人情報の取り扱いのリ

スクについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

向日市お買いもの応援クーポンの個人情報の取り扱

いの際のリスクについて行政に問う 
前年度のコロナ対策での施策の中のひとつで「向日

市お買いものクーポン」はコロナ禍で冷え込んだ状

況に陥った事業者や消費者には大きな反響があっ

た。そういった声に向日市は今年度もその施策を同

じ形で、しかも拡大して行うことには大きく評価し、

感謝する次第である。 
 ただ懸念されることは、そのクーポンに使用する

個人の住所、名前を記入することが義務付けられて

おり、いわゆる個人情報をその事業者に提供する形

になる。個人情報に敏感になっている昨今、そのクー

ポンに書かれた情報が他にも漏洩せず、安全に市行

政まで届くことが果たして可能なのか。 
事業者、商工会に対して個人情報の取り扱いはどの

ように指導しているのか、そして本市の個人情報の

取り扱いのリスクについて問う。 
 

２．本市のスポーツ振興につ

いて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本市のスポーツ振興をしっかりと前に進めるため

のスポーツの推進について伺う。 
本市として、生涯いきいきと健康に暮らせるよう、

市民の方にあらゆるスポーツが楽しめるように推

進する必要がある。 
本市としての考え、具体的にどのように推進してい

くかを問う。 
 
 ➀本市の市民のスポーツ実施状況を聞く。 
 
 ②本市のスポーツ競技の種類はどれぐらいのもの

かを聞く。 

 

  

 



傍聴者 配布資料 
③最近、アーバンスポーツがオリンピック競技に導

入されていることがわかるが、その競技を楽しむた

めには場所がない。これからのアーバンスポーツに

対する考えを聞く。 

 

 ④自分がやってみたい競技が本市にない場合、他

市に出向いている方も少なくない。本市に無い

ような競技の指導者を発掘していく必要性があ

るのではないか。考えを聞く。 

   

 ⑤本市の学校体育館、グラウンドの貸し出し状況

を伺う。そして現在の登録団体数が増加した場合

の考えもうかがう。 

 
 
 
 

 



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．自治体 DX の取り組みに

ついて  
 
 
 
 
 

① ペーパレス化 1 年を振り返って 

② オンライン申請、相談ならびに Zoom 会議の実施

について 

③ 電子契約書の導入の検討について 

④ IT 弱者の方々に対する支援について 

２．市職員の技術系職員の採

用とキャリア形成について ① 令和 4 年度 4 月 1 日時点で、この間募集されてい

た土木系、建築系、化学系技術職の職員は充足さ

れたかについて 

② 技術系職員の採用後のキャリア形成について 

３．向日台府営住宅整備事業

について 
① 京都府が PFI 手法を用いて取り組まれる本事業

の概要について 
② 本市と京都府の連携・協議について 
③ 大原野口交差点の改良について 

４．新学習指導要領で求めら

れる教育内容につい 
① 外国語教育における学習到達度目標とその達成

状況について 
② プログラミング教育への取組について 
③ 金融教育への取組について 
  ＊京都銀行金融大学校との連携について 

 
 
 
 
 



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（質問の要旨） 

１．暮らしにやさしく強い経

済への転換について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 向日市として物価高騰から市民の暮らしと営業

をまもるため、例えば水道料料金をはじめ公共料

金の引き下げを検討できないか。 
② 前回利用されなかった市民、使われなかった市民

への周知をどのようにされるのか伺います。 

今回の割引き「クーポン券事業」の準備状況等と

効果について伺います。 
③ 市役所で働く非正規雇用、会計年度任用職員の時

給を１５００円にすることについて、市長の見解

を伺います。 
④ 75 才以上の医療費軽減等を講じるべきではない

か。本市で対象は何人か伺います。 １割から２

割への負担は窓口で倍になることから年間でい

くらの影響があるのか夫婦世帯と単身世帯での

影響について伺います。 
２．ぐるっとむこうバス  

の利用促進について  
 
 
 
 
 
 
 
 

① 市は２０２０年１０月のバス停の増設ダイヤ改

正にあわせて、運転免許証を自主返納された方に

２０００円分の公共交通利用券を支給されてい

ます。 もっと拡充すべきです。申請方法と申請

された人数は何人か。この間の実績を伺います 
② 北ルートでも ICOCA カード利用できないかと

の意見があります。利便性向上と改善について

伺います。 

③ 阪急バスは阪急電車と JR 駅の発車時刻表をパ

ネルに映されていますがそうしたサービスをで

きないか 

④ 市民の活動と移動支援を図っていくために、更

に踏み込んでいただきたいのですが、高齢者団

体、介護施設など関係者含め委員の構成につい

て伺います。 
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⑤ 市のイベントや土日・祝祭日のコミバス運行が重

要と考えます。課題について伺います。長岡京市

「はっぴいバス」乗り継ぎについて調査、研究さ

れたい。お所見を伺います。 

 

３ 、 交 通 安 全 対 策 を    

講じることについて 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 住民の方から、交通安全対策として歩行者の通行

のための寺戸幹線６号（市道００５８号）線に一

部に路側帯を設けてとの要望をお聞きしていま

す。箇所は寺戸町古城地内の西部防災センター、

分別ステイション（６２―１番）から市役所の西

側部分で約１００メートル程白線がありません。   

東側は、歩道が未整備となって幅員が狭小になっ

ています。 
② 同じく寺戸幹線６号と府道柚原向日線の交差部

には、市道の南端に停止線はありますが、府道の

角に点字ブロック（黄色）も設置されています。    

横断歩道を設置するなどの交通安全対策につい

て伺います。 
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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． 
誰もが共生できるインクルー

シブ社会について 

労働者派遣法や大店法が、派遣切りやワーキングプア

を増やし、日本にこれまでにない新たな貧困をもたら

した。向日市民が何があっても生涯安心して幸せに生

きられるように「FEC」が重要な課題である。 

F(フード)農業食糧を大切にし、JR 向日町駅が再生す

るので、生産・加工・販売等の物産の準備をしてほし

いがどうか。 

E(エネルギー)地域再生エネルギーとして竹産業を育

成してほしいがどうか。 

C(ケア)介護・医療の充実のため、免疫力アップのノウ

ハウを広報し、健康で長生きできる対策をして欲しい

かどうか。 

今後はホームレスの方の施設を阻止せず「共生と寛容」

の心で他市のように助けてあげてほしい。困っている

方々を喜んで受け入れる街へと発展していくため、人

権尊重への啓発をしっかりしていただきたいがどう

か。 

２． 
医療的ケア児こそ普通学級で

学べるようにすることについ

て 

これまでに母親に育児負担が偏り、キャリアや社会参

画を困難にしてきたが、国が支援法を成立させたので、

自治体の責務として、保育所や学校に看護師を配置す

るのは当然のことである。4月 25 日に府が「医療的ケ

ア児支援センター」を作ったので、府にしっかり要請

して欲しいがどうか。 

当事者にアンケートを取り、希望者を一人でも普通学

級で育つことができるよう積極的な取り組みをして欲

しいがどうか。 
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３． 
スポーツ庁の中学部活民間移

行問題について 

先生の過重労働で辞めていく方が増加しているので、

仕事量や負担を減らしていくことが急務だ。しかしス

ポーツ庁のモデル事業の部活を地域に移行する場合、

参加費や保険料などの部費の保護者負担がこれまでよ

り高くなる恐れがあり、今後、向日市はこの問題をど

のように考え対応されるのかを問う。万が一、部活を

諦める生徒が出ないように、生徒一人一人の身になっ

て、公平な学校生活を保障して欲しいがどうか。 
４． 
市制 50 周年を記念し、『人権

平和センター』を設置するこ

とについて 

乙訓地域で唯一の空襲の犠牲者のお墓が、向日市の寺

戸墓地にあり「機銃掃射により戦死す」とこの方のお

姉さまが石碑を建てられ、その裏面に書かれているそ

うである。 

是非向日市でも、市民に平和への取り組みとして語り

継いでいく努力をして欲しいがどうか。 
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一般質問通告書（総括質問） 
 

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．竹林政策・施策について 

本市北西部にある向日丘陵には、全国的にも有名な

良質な筍を産する竹林が広がっている。散策路、竹

の径が整備され、その手入れの行き届いた美しい竹

林の景観は市民の憩いの場として、そして本市の貴

重な観光資源として活用されている。大切な地域資

源、竹林を、農業×緑地景観×竹産業×観光等の相

乗効果で持続可能とし後世に引き継ぎたいと考え

る。今回は、「令和 4 年度の主要事業と今後の取組

みについて」を中心に質問する。 
 

 
 
 
 
２．まち歩きと公園 
 
 
 
 
 
 

向日市は、概ね、自宅から 300ｍ以内には 1 以上の公

園があるという公園数の多い環境である。広い敷地

の総合公園などはないものの、身近な公園があちら

こちらに点在している。この身近に多く存在する公

園をより活用し、健康福祉や子育て、観光、まちづく

り等に活かせれば良いと考える、今回は、主に「まち

歩きや散歩に役立つ公園づくり」～歩いて楽しい観

光、散歩が楽しいまちづくりに寄与する公園づくり

～について、質問、提案を行う。 
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一般質問通告書（総括） 
 

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．ロシアのウクライナ侵略

をやめさせるための日本の

果たす役割について 
 
 
 
 
 
 

国連憲章をまっこうから踏みにじったロシアのウク

ライナ侵略。「ロシアは侵略やめよ」の一点で、全

世界が団結することです。①市長は平和であるた

めの外交による対話の必要性及び憲法９条の果た

す平和の役割についてどのように考えておられる

のか。②平和市長会の市長は核兵器廃絶を願って

おられる。「核共有」について日本被爆者団体協議

会は国土を廃墟と化す危険な提言とされている。

この提言についてどう思われるか。 
２、再び市民温水プールを 
存続することについて 

 
 
 
 
 
 

市民の関心事になっているのが、市民温水プールの

存続についてです。利用者アンケート結果がまとめ

られました。また６月初旬から市民を抽出し、「アン

ケート」に取り組まれ、秋にはプールの今後を決める

とのことです。①市長は利用者アンケートを読まれ

てどのように感じられたのか。②健康都市宣言のま

ち向日市から考えてもプールの果たす役割は大きい

ものがあると考えるがどうか。③６月初旬の市民ア

ンケートは議会に示されないのか。また現在の規模

での改修費用と規模を縮小した場合の改修費用など

が記載されているのか。④市民温水プールは年間の

来客数はトツプであり、他地域に誇れる自慢すべき

施設だと思われていなかったのでしようか。⑤早期

改修と言われている健康増進センターの改修工事は

いつはじまり、いつ頃再開予定か。 

３．他市にない育児休業中の 
 上の子の保育所休園ルール

の撤回を 
 
 
 
 

本市は現在、育児休業中の上の子の保育継続を２才

以上としています。北部開発などにより待機児童対

策と併行して市の独自ルールがつくられました。し

かし保護者や関係者はじめ党議員団の要求により、

上の子の４才以上からの保育の継続を上の子の３才

以上、昨年から上の子の２才以上を休園しなくても

いい事になり、年齢は引き下げてきたものの、市独自
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 の上の子の休園ルールがいかに間違っているのかと

いうことについて質問する。①子ども子育て支援法

の規則をどのように受け止めているのでしようか。

②市長は他の自治体が行っていない上の子の休園ル

ール化は待機児童解消が目的であり、必要だったと

のことで行ってきた。休園せざるを得ない子どもの

事をどのように考えられてきたのでしようか。③休

園中の子どもの替わりに待機児童が解消につながっ

たのでしようか。④育休中の上の子の休園をルール

化してから現在まで、何人の子どもが休園されたの

でしようか。休園後の子どもが幼稚園に入園された

り、在宅されていたり、どのようにされたかその後を

調査されたのでしようか。⑤安心して出産・子育てで

きるよう、遅くとも来年度から育児休業中の上の子

が保育継続できるよう市独自の休園ルール化を撤廃

して頂きたいが、いかがでしようか。⑥昨年度は休日

保育の対応ができていたのでしようか。今年度も１

０人の休日保育は保障されているのでしようか。 
 

４．老朽化による４向小学校

の廊下天井ボードの剥離・

落下などないよう、すべて

の学校の早期改修及び快適

な学校生活を 
 
 
 
 
 

先日の４向小の廊下天井ボードの剥離・落下の事象

があった。さいわい生徒が下校してからであり、良か

ったものの、２向小や寺戸中でも同様の事象があり、

この間、頻繁に起こっています。殆どの小中学校の老

朽化は著しく事故はいつどの学校で発生してもおか

しくない状況だという事です。①授業中などに事故

があった場合、どのように対応していかれるのでし

ようか。マニユアルが教職員・保護者・子どもに徹底

されているのでしようか。②今回の４向小の天井ボ

ードの剥離・落下の原因と思われる雨漏りをうけて

すべての小中学校で子ども・教職員や関係者の安全

のための調査及び対応などされたのでしようか。③

相次ぐ施設内での剥離・落下があった。学校施設整備

を前倒しにして優先して頂きたいがどうか。④4 向小

の就学予定人数が来年から制限される。4 向小・寺戸

中は今後も就学人数は増えると考える。校区の小中

学校に通学するのは優先です。しかし学校の所在地

問題や少人数学級も拡充されている。4 向小・寺戸中

の増築が必要。今後どうか。 
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一般質問通告書（総括・分割） 
 

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． 
就学援助を利用できる条件

を保護者にわかりやすく示す

こと 
 
 

 就学援助制度は、経済的に豊かでない世帯に、入学

準備費用や学用品費や給食費の給付などを行う制度

で、大切な役割を担っている。しかし利用できるのに

利用申請していない世帯が多いと考えている。利用

案内の改善が必要ではないか。 

（１）向日市の令和３年度における小学校、中学校の

就学援助率は？ 

（２）「就学援助制度についてのお知らせ」に、「経

済的理由により就学が困難」な世帯も援助の対象

と記載されているが、具体的な条件が書かれてい

ない。これで保護者は自分が就学援助の対象とな

るかどうかわかるのか？ 

（３）「経済的理由により就学が困難」とは、向日市

ではどのような基準で判定されるのか。また、そ

れは公表すべきではないか。 

（４）自分が就学援助を受けることができるかどう

か、ある程度目安がつけられることが必要だ。父

４５歳・収入あり、母４３歳・収入無し、中学生

１人、小学生１人の４人家族の場合、援助の対象

となる所得の条件は？ 

（５）こんなご家庭なら就学援助を利用できますよ、

という具体的でわかりやすい事例や説明を「就学

援助制度のお知らせ」に記載して頂けませんか。 
 

２． 
向日市水道の水源の今後に

ついて 

 
 現在京都府が検討を進めている「京都水道グラン

ドデザイン」の改定と、「新・京都府営水道ビジョン

（案）」に対する考えと、本市の今後の水道事業につ

いての考えをお聞きする。 

（１）府営水道ビジョンの第２次案で、乙訓地域の自

己水源を廃止して府営水道に一元化する案が出

ていることについて、どうお考えか。 

（２）向日市民の水源をどうするかは、市民にとって
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とても重要な問題だ。命の水源を手放し、京都府

に一手に握られるようなことは、絶対に行っては

ならない。市長の考えは？ 

（３）府営水道ビジョン第２次案について 

①府営水道ビジョン策定にあたってのヒヤリン

グなどで、本市からはどのような意見を出し、

ビジョン策定にどう反映されているのか。 

②府営水道ビジョン第２次案では、物集女西浄水

場を 2033 年に廃止すると時期まで明記した案

も示されている。このような記載は削除するよ

う求めるべきではないか。 

③今後ビジョン策定の動向を、随時議会に報告し

て頂けるか。 

（４）水道民営化への懸念について 

 国が音頭を取って強力に進めている水道事業

の広域化は、民営化への一歩になるのではとの懸

念がある。この点について、市長の考えは？ 
 

３． 
「ゆめパレアむこう」の今後

について 

 

 ゆめパレアむこうは、今年４月に全面休館し、健康

増進施設（ジム）は大規模改修後に再開する予定だ。

一方プールについては、今年の秋ごろまでに「今後の

方針」を示す予定だが、どのように検討を進める考え

かを聞く。 

（１）向日市は、２－３月に利用者へのアンケートを

実施したが、利用者ならではの意見を十分に聞く

ことができたとはいえない。今後の検討の場に、利

用者の意見を取り入れる工夫が必要ではないか。 

（２）多くの市民が注目している。検討結果に対する

市民の信頼が得られるよう、議論の過程を公開し、

透明性のある検討の進め方をして頂きたい。どん

なメンバーが、どういう場で、どのように検討し、

報告はどうするのか、進め方についてお聞きする。 

（３）市民アンケートについて 

  ①アンケートでは、どのようにすれば市民プール

を維持できるか、市民合意ができるレベルを測っ

て頂きたい。実施するアンケートに内容について

お聞きする。 

②アンケート配布、結果まとめの予定、対象者、配

布・回収方法などについてお聞きする。 
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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 向日町駅について 
 
 
 
 
 
 
 

東口開設と駅東側再開発を進めているＪＲ向日町

駅について引き続き問うものである。 
１，ロシアのウクライナ侵略戦争で建設資材等の調

達価格が上昇している。 
１，既に 42 億円余の債務負担行為を行っているが、

施工にあたり予算額の変更が予測されるか。 
２，財源の確保、公費負担はどの様になるか。 

２，特定業務代行者募集の内容について 
１，業務内容に窓口業務として近隣対応や問い合わ

せ等の対応も含まれている。市が直接対応すると

の事であったがどの様になっているのか。 
２，市民・議会への事業提案項目の内容等の説明な

どは行われるのか。 
３，タワーマンションの持続可能性について 
 １，将来的な維持管理について否定的な見解が多

数述べられている。この課題をどの様にクリア

するのか明らかとはなっていない。この問題に

どのように向き合っていくのか。 
 ２，事業計画では構造物内部に立体駐車場を備え

る形で、多大な電力消費を要求するように見え

る。温室効果ガスの削減目標などへの影響も含

め、タワーマンションが省エネ化、グリーン化の

流れに反するのではないか。 
 ３，駅東側の極限定的な地域に 330 戸と言う通常

の街区の２～3 区画分という高密度地域が形成

される影響及びその対応はどうか。 
４，立地予定地について 
１，ボーリング調査結果等について報告はするの

か。 
２，向日神社に係る歴史的風致地域・古代の街道

に係る歴史的風致地域に指定されているが、タ

ワーマンションは指定地域に相応しいと考え

るか。 
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２．水道について 
 
 
 
 
 
 

愛知県豊田市で明治用水頭首工の漏水事故が発生

し周辺地域で給水困難な事態となった。井戸から地

下水を汲み上げていた病院などは、緊急の対応が取

れたとの報道があった。地下水の利用を促進し水道

機能の強化を図るべきである。 
燃料価格の高騰に加え、円安の異常な進行の影響

により、生活物価の急激な上昇を招き、市民の生活に

大きな打撃を与えている。いのちを守る水として水

道料金の基本料金・従量料金の大幅な引下げと国へ

の財政支援の要請を行うべきである。 
近年は、瞬間的に大量の雨が滝のように降る事が

恒常化してきており、坂の下や平坦地において街路

側溝から急激に水があふれ、道路が水浸しとなる光

景が繰り返されている。呑龍南幹線、和井川 1 号幹

線の完成で広域の浸水対策は大きく前進したことも

あり、今後は管路配置の見直し、バイパス管の設置な

どの対策を行っていただきたいがいかがか。 
１，地下水の維持活用について 
２，物価高騰を受けての水道料金の減免について 
３，局地的な溢水対策について 

３．桜の径について 
 
 
 
 
 

本市の誇る桜の名所であり京都府の景観資産とし

ても登録されている観光スポットでもある。閑静な

落ち着つきのある街並みを彩る桜を街路の両側に配

置し中央部に位置する噴水のある公園へと続く風景

は、周辺市町の中でも群を抜いて美しいものであり

守るべき向日市の景観である。ボランティアによる

清掃や手入れを組織されるなど、景観の保存に努め

られているところである。市民参加のまちづくりと

して、積極的な支援による維持・活用が望まれる。 
１，市民の環境整備活動への直接的な支援強化 
２，歴史的価値の高い街並みの保全を強化 
３，維持、活用の推進 

４．森本東部開発地域の交通

安全について 
 
 
 
 
 

森本東部開発は、今年の 7 月には C 棟が完成する

との事である。牛ケ瀬馬場線及び区画道路もそれに

伴い順次供用が開始されるものと思うが、通学路や

近隣地域との接続部分の交差点や牛ケ瀬馬場線と区

画道路との交差点での信号や横断歩道について地域

からの関心が高くなっている。広く報せることが必

要であると思うがいかがか。 
 １，各交差点への信号・横断歩道の設置について 



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．「子ども家庭課」新設に 強化された体制について尋ねる。

ついて ①子育て支援課と子ども家庭課それぞれの業務内容の

すみわけと連携する課題。他の関係課、関係機関との

連携について伺う。

②子ども家庭課の体制と配置職員の配置基準を伺う。

③向日市が把握されている虐待の件数は、現在１４３

件と伺いました。その中でも見逃せない重大なケース

は、何件ですか。その様なケースに対してどのように

取り組まれるのか。虐待の種類や程度で最も件数が多

いものは何か。

④子ども家庭課となり、体制のほか、特に強化する点

（変わる取り組み）について聞く。

⑤新設されたことが周知され、市民のみなさんに「困

った時には、いつでも相談してね」というメッセージ

が大人はもちろん、特に子どもたちにより広く強く伝

わるよう、学校をはじめあらゆる方法で知らせて頂き

たいが、具体的にお考えはあるか。

これまで、子どもからのSOSで、相談や支援に繋

がったケースがあったか。

２，保育行政等について ① 2022年度の保育所入所決定について。待機児童

は、解消はされたとお聞きしましたが、潜在的待機児

童は、何人とつかんでいるか。

② 幼児の主食提供が、大山崎（9月から）では実施

されます。向日市でも夏期は衛生安全面の向上、冬季

は、温かいごはんを提供できることなど望ましいと思

われ、保護者からの要望としても聞くが、給食調理施

設の規模や調理師の人数等環境整備も必要となる。向

日市で実施するための課題について伺う。

③公立保育所のICT機能活用の、進捗状況を尋ねる。

保護者、保育者双方にどのようなメリット・デメリッ
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トがあるか。保育士の負担軽減に繋がっているか。

④向日市では、医療的ケア児は、何人おられるか。ま

た、今年度、医療的ケア児、難病、慢性疾患、重い障

がいのある子どもなどで保育所入所された子どもさん

はおられるか。今後、共生社会に向けてのビジョンを

どのようにお考えか。

⑤長岡京市では、保育施設利用調整基準の調整指数表

の項目に、児童の状況の調整内容「入所児童自身の疾

病・障がい等の状況により、医療的ケアや発達支援保

育を必要とする場合」という項目があり、指数は１２

点となっている。向日市でも項目に加えて頂きたいが

いかがか。

３，障がい者・児福祉につい 向日市では、「障がいのある人もない人も、いきい

て きと共に暮らせるぬくもりのあるまち」を基本理念と

して障がい者児福祉が進められているが、国の施策の

不十分さも影響して、障がい者児福祉の充実をしてほ

しいという願いをたくさん聞く。

①障がい児やその家族の困りごとに向き合い、今ある

社会資源の中でも最大限に適切な支援や療育を提供す

るために、丁寧な相談体制や制度や情報の周知が不可

欠であると考える。どのように取り組まれているか。

②相談支援専門員、サービスを提供する事業所、市役

所のケースワーカーの連携への取り組みについて聞

く。

③親亡き後、障がい者が安心して暮らせるだけの支援

体制を求める声が多くなって久しく、益々高齢化が進

んでいる。９０歳代の親が６０歳代の障がいのある子

どもを支えるといった家庭もあり、対策は急務です。

向日市として、今後の推移をどう予測して、受け入れ

体制、経済的支援など、親亡き後の支援をどう取り組

み計画されていくのかお聞きする。
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一般質問通告書（総括・分割） 
 

質問者氏名 常盤ゆかり 所属会派名 日本共産党議員団 

１，学校給食費の保

護者負担軽減、無

償化について 

日本の子どもや子育てを取り巻く状況はかつてなく深刻になってき

ている。国連子どもの権利委員会は、子どもの貧困根絶のために適切

な資源を配分するよう日本に勧告している。いま全国の自治体で、学

校給食費の無償化の動きが広がっており、京都府内でも、伊根町・井

手町・笠置町・南山城村・和束町で無料になっている。 

１，物価高騰により給食費の値上げが検討されている。暮らしが大

変ないま、保護者の負担増となる値上げをするべきではない。国や

府への補助を求めつつ、子育て支援として、値上げ分の補助を市と

していただきたい。 

２，向日市の学校給食費は、年間小学校は48,500円、中学校は54,000

円で、保護者の負担は大きい。向日市でも給食費の無償化へ向けて

検討をしていただきたい。 

３，学校給食費の無償化について市長の考えを聞く。 
 
 
 
２，女性活躍セン

ター あすもあ

の使用を増やす

取り組みについ

て 
 
 
 
 
 
 

女性活躍センターあすもあは、2018 年 7 月にオープン。女性の活躍

支援はじめ、男女共同参画、市民の活動拠点としておおいに期待され

た施設であるが、利用者は決して多いとは言えない状況になってい

る。「国の補助金（地方創生拠点整備交付金）を受けて造られた施設で

あるので使用には制限があるが、柔軟な運用の仕方に変えていきた

い」とこれまで答弁されている。 

１，現在のあすもあの使用状況はどうか。 

２，あすもあの施設利用者が増えない理由と課題について聞く。 

３，稼働率を上げるには、さまざまなイベント開催をはじめ、誰も

が気軽に立ち寄れる場所にする工夫が求められる。性別を問わず、

多くの方にあすもあへ来ていただくための取り組みについて聞

く。 

４，学習支援や不登校児童生徒、小中高校生の居場所などへの使用

や開放も検討してはどうか。  

５，今後、館長就任の見通しについて。 
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３，ヤングケアラ

ーへの支援につい

て 

日本ケアラー連盟は「障がいや病気のある親や祖父母など、ケアを必

要とする家族がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、

家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行なっている 18 歳

未満の子ども」と定義している。 

１，学校と自治体において、ヤングケアラーを把握する取り組みが

求められているが、本市で現在ヤングケアラーとされている実態

と、要保護児童対策地域協議会（要対協）のなかでの協議はされ

ているのかどうか。 

２，学校現場においてヤングケアラーの実態をつかむには、教育相

談担当者等を対象とした研修の実施や、自治体において教育委員

会と福祉・介護・医療の部局とが合同で研修を行うなどして、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー含む教職員へ

のヤングケアラーの概念についての理解促進を図る必要がある。

子ども自身にもヤングケアラーについて認知を上げる必要があ

る。ヤングケアラーに関する周知・広報、研修の実施について聞

く。 

３，4月から新設された子ども家庭課との情報共有と連携について 

４，京都府では、「府ヤングケアラー総合支援センター」を京都テ

ルサ内に開設された。連携について聞く。 

 

 

 
 
 
 
４，学校トイレへ

の生理用品の常設

を 

 
 
 
 
 
 
 

生理は心身とも健康な状態であることの権利であり、人権である。 

京都市では 19 校の小中学校で生理用品のトイレへの常設が実現して 

いる。 

向日市では今年 3月に新日本婦人の会との懇談で、学校トイレへの

生理用品の常設を要望されている。 

１，女子児童生徒の「困った」の実態を知ることが必要だと考え

る。実態を知るために、ぜひ一度児童生徒の声を聞くようアンケー

トなど行っていただきたい。 

２，トイレットペーパーと同じように学校トイレへ生理用品の常設

を要望するがどうか。 
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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．国保について 国保は構造的に赤字体質であるから基本的には国が軽減に努力 

することが一番である。 

帯状疱疹ワクチン・加齢性難聴者への補聴器補助を向日市独自

の施策として実施を求める。 

２．ごみ問題につ

いて 

指定ごみ袋を今年２月より実施しました結果について。 

市民の要望について。 

回収拠点の防犯、防火対策について問う。 

一般廃棄物処理基本計画には、有料化について、社会情勢を鑑

み、調査研究は引き続き行うとして有料化の道が残されている

が、社会情勢とはどのようなことを想定しているのか。 

３．環境問題につ

いて 

向日市の第３次環境基本計画策定委員会が開催されてきました

が、今年の１０月頃には計画決定されようとしています。 

向日市としては、２０３０年までに現在より４６％削減目標を

立てています。計画段階ではありますが独自でできる計画を強

力に進めることを求めます。 

４．都市計画道路

牛ケ瀬馬場線 

 

 

 

 

都市計画審議会において、計画原案が認定されましたが、委員

長より、計画変更することによりメリットを受ける人とデメリ

ットを受ける人が生まれる。デメリットを享受される方への丁

寧な説明をするようにとの助言がありました。デメリットを受

ける人への対応を聞く。 

安全対策を優先しひまわり交差点の信号機設置を求める。 
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