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◇
「力強く『新時代福知山』を次のステップに進める
7つのまちづくりスタート！」予算を可決！

4月・5月臨時会
4月・5月臨時会において、新型コロナウイルス感染症関連緊急追加対策第3弾・第4弾として、
家計への支援や、経営状況が悪化した中小企業者などへの支援に係る補正予算を可決しました。
■４月・５月臨時会で決まった主な案件
（一般会計：86億2600万円 特別会計
（1会計）：105万円 企業会計（2会計）：△284万円）
●新型コロナウイルス感染症関連
・家計への支援
◇特別定額給付金事業（感染症拡大に対する緊急経済対策として、1人10万円を給付）
◇あんしんマスクお届け事業（全世帯にマスク購入券を発行し確実な入手を支援）など
・事業者への支援
◇休業事業者応援事業（感染症拡大防止のため休業された事業者に対し支援金給付）など
・福知山公立大学学生への支援
◇学生修学支援基金設置事業（感染症拡大で経済的に困窮する公立大生のため基金に拠出）
●条 例

◇ 国民健康保険条例の改正（新型コロナウイルス感染症への感染に対し傷病手当支給）
など

●意見書

◇「新型コロナウイルス感染症対策に関する支援の強化を求める意見書」

6 月 定 例 会
６月定例会では、6月14日に再選を果たした大橋市長の2期目の肉付け予算となる「力強く『新時
代福知山』を次のステップに進める7つのまちづくりスタート！」予算を中心に新型コロナウイル
ス感染症関連緊急追加対策（第5弾・6弾）など47議案が市長から提案され、全議案原案どおり可決
しました。また、本定例会の代表質問・一般質問は、9日、10日、13日の3日間で行われ17人の
議員が質問を行いました。なお、本会議には、延べ27人の傍聴がありました。
■６月定例会で決まった主な案件（一般会計：17億887万円 企業会計（2会計）：１億3916万円）
●肉付け予算関連
◇教育情報化整備事業（小・中学校）
（全ての市立小・中学校生に１人１台、タブレット型PCを配布）
◇消防団活動事業（消防団員の活動服を安全性の向上を図るため一新）
◇街路灯LED照明化事業、公園灯LED照明化事業、小・中学校施設改修事業など
（施設の照明をLED化し、地球温暖化やSDGｓへ対応）
●新型コロナウイルス感染症関連
・事業者への支援
◇テナント家賃支援事業（感染症の影響を受けた事業者に給付金を支給し家賃負担を軽減）
◇指定管理者関係（三和荘等施設管理運営事業など）（感染症に係る休業要請に対し支援）
・福知山公立大学学生への支援
◇学生修学支援臨時交付金事業（感染症拡大の影響を受けた困窮学生に授業料減免の措置）
など
・教育への対応
◇新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小・中学校）
（衛生用消耗品および備品の購入）
など
●条

例

◇市税条例の改正、消防団員等公務災害等補償条例の改正など

など
●そ の 他 ◇下水道ビジョンの改定、訴えの提起（1件）、物品の取得（6件）、工事請負契約の変更（２件）
●人事議案

◇公平委員の選任（2名）、教育委員の任命（１名）、農業委員会の委員の任命（２０名）

●意 見 書

◇「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源
の確保を求める意見書」
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臨時会・定例会

（第３弾〜第６弾）
を迅速に可決！

４月 ・ ５月 臨 時 会 ／ ６月 定 例 会

◇新型コロナウイルス感染症の緊急対策

月臨時会／

月定例会

委員会審査報告
月定例会

主な議案審査

車は中央︑大正︑細見の３分
団に配置する︒
︵全員賛成で可決︶

■教育厚生委員会
物品の取得︵健康医療課︶
あんしんマスクお届け事
業の売れ残ったマスクを市が
買い取る根拠は︒
事業の実施にあたり当初
から市が仕入れ価格で買い取
ることを条件としていた︒
市の負担額はいくらか︒
今回の買い取りが４７９
０万９９６１円︑販売差損に
係る負担金が９３０万１９１
４円︑販売手数料が７２０万
８３１８円であり︑合計で
６４４２万１９３円である︒
負担金としての当初の予
算額５５９６万９千円と実際
の市の負担額との差額の要因
は︒
当初の見込みよりも買い
取り数が増えたため︑所要額
が増加した︒
買い取りを行うマスク約
１００万枚の取り扱いは︒
約 万６千枚については︑
同じく新型コロナウイルス感
染症対策として実施する健康
危機管理対策事業において予
定していた購入分に充当し︑

それ以外の約 万枚について
は︑第２波︑第３波に備えて
備蓄する計画である︒
︵全員賛成で可決︶

■産業建設委員会
訴えの提起︵上訴及び裁判上
の和解を含む︒
︶
判決に対する市の考え方
は︒
平成 年当時は︑ハザー
ドマップを全戸配布する中で
情報提供を行い分譲地の販売
を行った︒そうした考え方が
今回の判決で認められなかっ
た︒判決について︑市として
は受け入れがたい点がある︒
︵賛成多数で可決︶
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月・

月臨時会
■総務防 災 委 員 会
福知山市国民健康保険条例の一

になる︒コンサートも対象に
なる︒
事業用家屋に係る固定資
産税などの軽減措置は︑個人
の自宅を事業に使用している
場合も対象になるのか︒
現時点では事業用家屋が
対象になる︒
︵全員賛成で可決︶
■総務防災委員会
工事請負契約の変更
屋外スピーカーの新設数
と場所はどこか︒
夏間︑千束︑上川口小学
校︑大正小学校の４局である︒
︵全員賛成で可決︶
物品の取得︵危機管理室︶
デジタル式戸別受信機が
市民に配布される時期は︒
本年度なるべく早く配布
して︑デジタル式に置き換え
ていきたい︒
︵全員賛成で可決︶
物品の取得︵消防本部︶
はしご付消防ポンプ自動
車の使用年数は︒
使用年限は使用開始から
年である︒現行車両は平成
年式で 年経過である︒
現在使用中の高規格救急
自動車の使用年数と処分方法
は︒
平成 年導入で︑ 年経
過︒防衛省補助事業のため︑
指示により廃車処分になる︒
購入する消防団車両５台
の配置先分団は︒
多機能型小型動力ポンプ
付積載車は修斉︑河守上の２
分団︑小型動力ポンプ付積載
11
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■産業建設委員会
訴えの提起︵上訴及び裁判上
の和解を含む︒︶
原告より︑市道通行に支
障のある所有地内の立木の伐
採を依頼され︑市が立木を伐
採する時に︑原告の立ち合い
ができなかった理由は︒
原告は他県在住であり︑
現地で立ち会う機会も少なく︑
綿密な連絡が取れなかった︒
本来︑伐採時に原告と現地に
おいて︑伐採する立木の打ち
合わせを行い︑確認ができて
いれば双方の認識の相違もな
かったと考えられた︒
訴えの提起をした理由は︒
原告が一審判決を不服と
して控訴した︒今回︑控訴に
対応するため︑附帯控訴を提
起することとなった︒
︵全員賛成で可決︶

下水道事業の広域化︑共
同化の計画は︒
京都府内を３ブロックに
分け︑北部ブロックは９自治
体１組合で検討を始めている︒
各自治体の地理的条件もさま
ざまで︑自治体間の施設の共
同化は現在︑困難と考え︑薬
品の共同購入や災害時の資機
材の分担所有など︑ソフト面
で連携が考えられる︒
︵賛成多数で可決︶

福知山市下水道ビジョンの改定

22

部改正

傷病 手 当 金 制 度 は 新 型 コ
ロナウイ ル ス 感 染 症 の 関 係 で
今回新設 さ れ る も の な の か ︒
傷病 手 当 金 は ︑ 保 険 者 が
保険財政 上 余 裕 が あ る と き に
条例に定 め て 実 施 で き る 制 度
であり︑ 今 回 ︑ 国 が 緊 急 的 ・
特例的措 置 と し て 支 給 に 係 る
費用の財 政 支 援 を 行 う こ と に
なった︒ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感染拡大 防 止 に 関 わ る こ と に
限定して ︑ 今 回 新 た に 条 例 制
定に至っ た ︒
︵全員賛成で可決︶

月臨時会
福知山市税条例の一部改正

■総務防 災 委 員 会
イベ ン ト 中 止 な ど に よ る
個人市民 税 の 寄 付 金 税 額 控 除
の対象と な り 得 る 事 例 は ︒
文化 庁 ・ ス ポ ー ツ 庁 が 指
定した行 事 を 前 提 に ︑ 例 え ば
延期にな っ た 東 京 オ リ ン ピ ッ
クのチケ ッ ト を 払 い 戻 し し な
い場合︑ 申 請 に よ り 控 除 対 象
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コロナ関連対策予算
全議案可決
４月臨時会
■特別定額給付金事業
給付については︑できる限
り早い対応が求められるが︑申
請開始時期が５月下旬になる理
由はなぜか︒
ＤＶ被害者などへの対応の
ために自治体間の調整や︑二重
払いの防止対策などの徹底︑住
民の異動状況を把握しながら︑
約３万６４００件の申請書の発
送を確実に行うためである︒

■福知山市小規模事業者等
持続化支援事業
実際に支援金を支給できる
時期はいつになるのか︒また︑
啓発の方法は︒
連休明け５月上旬には制度
を開始し︑５月末から６月当初
には支給できると考えている︒
啓発については︑市ホームペー
ジ︑新聞広告︑金融機関︑商工

56

■ふくちやまデイユースプラン
活用支援事業
事業費の中の需用費と役務
費の内容は︒
需用費は利用券とＰＲ用の
パンフレットの印刷製本費であ

さらなる支援の充実に向け取り
組んでいきたい︒

■生活困窮者自立支援事業
就労形態によって制度の対
象外となる場合はあるのか︒
収入金額の基準を満たして
いれば︑正社員かアルバイトか
などといった就労形態に関わら
ず支給対象となる︒
対象者の要件である﹁誠実
かつ熱心に求職活動を行う﹂こ
との確認方法は︒
生活困窮からの自立支援に
対応するものであり︑求職活動
の支援も行う中で︑面談におい
て判断していきたい︒

６月定例会

■三和荘等施設管理運営事業
支援金の支払根拠は︒
新型コロナウイルス感染拡
大防止による施設休館に伴う支
援金は︑市が指定管理者へ行っ
た休業要請に基づく支援金とし
ている︒その考え方や算定方法
などについて︑市は統一的な対
応を行うこととし︑過去３カ年
の利用料金・指定管理料などの

平均売上高から休業に伴う変動
経費および平均黒字額を差し引
いて年間の開館日数で割り︑１
日当たりの基礎支援額を算出す
ることとしている︒そして︑条
例で定める定休日を除いて基礎
支援額に休業要請を行った日数
を乗じて算出した︒
■ひとり親世帯等
臨時特別給付金事業
給付金の支給時期はいつか︒
対象者のうち︑令和２年６
月分の児童扶養手当の支給を受
けている方は申請が不要であり︑
８月末頃の支給を予定している︒
その他︑申請が必要な対象者に
ついては︑８月から申請を受け
付け︑９月以降に支給できるよ
う進めたい︒
■福知山市テナント
家賃支援事業
申請書類の簡素化が必要だ
と思うが︑どのような書類が必
要か︒
各給付金の給付決定書︑賃
貸契約書︑賃料の支払が確認で
きる書類などの写しと︑本事業
の申請書︑市税の滞納がないこ
とを確認する書類が必要である︒
実態として賃料が払えない
事業者もあると思うが︑必ず賃
料の支払が確認できるものが必
要か︒
賃料の支払の書類は必要で
あるので︑ご理解いただきたい︒
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予算審査委員会
る︒役務費は地元新聞紙に掲載
会議所などで広く周知発信して
する広告料である︒
いきたい︒
■あんしんマスクお届け事業
７月からになっている実施
期間を︑もう少し早くできない
小売店での販売価格と仕入
のか︒
原価との差損に係る市の負担金
実施までに︑市は事業者の
の積算内容は︒
プランなどが目的に合っている
小売店での仕入原価をマス
かを確認する期間が必要である
ク１枚当たり 円とし︑１箱
と同時に︑事業者もプランの販
枚入りで２８００円と設定
売方法を検討する期間が必要と
し︑市民が購入される際の税込
み２１７８円との差額について︑ 考えている︒
全世帯︵約３万６４００世帯︶
■福知山公立大学
のおおむね８割が購入されると
学生修学支援基金設置事業
いう見込みで負担金額を積算し
アルバイトを行っている学
ている︒
生の現状は︒
市民が購入されずに残った
大学において学生を対象に
場合の対応はどうするのか︒
アンケートを取った結果︑回答
した約６割以上の学生のアルバ
小売店が自社で使用される
イト収入が減っている︒このよ
こともあり得るが︑未購入と
うな厳しい状況の中︑本市の業
なった分については市の備蓄用
務で学生を活用するような取り
として買い戻すことで対応した
組みを進めており︑ハローワー
いと考えている︒
クなどにも協力を呼び掛けてい
る︒
他の奨学金を活用している
場合︑卒業後に二重の返済が必
要になってくるが︑返済を必要
としない﹃支給﹄という支援は
５月臨時会
考えられないか︒
今回の補正予算は︑他の大
学にもあるような最低限のセー
フティネットを公立大学におい
ても構築するためのものである︒
今後︑国の第２次補正で示され
る支援制度とも併せて︑学生の
50

■学校給食管理運営事業
本事業は主食および牛乳の
２事業者に対するキャンセル料
相当額の支払であるが︑野菜な
どの納入業者に対する対応の状
況は︒
野菜類については︑インフ
ルエンザや台風などによる臨時
休校措置と同様に対応したが︑
地場野菜生産出荷組合連絡協議
会において転売などに努めてい
ただいた後の差額について支払
を行った︒

６月定例議会
一般補正予算可決
■丹波漆等伝統文化
活用・支援事業
委託販売先は現時点で決
まっているのか︒
京都市内で２店舗を目標に
考えているが︑１店舗は２年続
けて出店している京都市内のホ
テルのギャラリーで調整してい
る︒
増産のために漆の苗の購入
に対する補助金が計上されてい
るが︑植栽する場所は決まって
いるのか︒
夜久野地域が望ましいと考
えている︒しかし︑さらにエリ
アを広げ福知山市の隣接市町村
で︑ＮＰＯによる指導が行き届

施設の適正な機能集約として
く範囲も植栽エリアとして考え
ワールドマスターズゲームズが
ている︒
中止になっても整備は行う︒
■外国人等介護職員
雇用推進事業
介護職員雇用奨励金におけ
る外国人新規雇用人数の設定根
拠は︒
現在は２法人に 名の技能
実習生が来られている状況であ
る︒今後︑新たに受け入れを予
定されている法人からの聞き取
りに基づいて 名と設定した︒
■国際大会開催準備事業
交付の対象となるのはいつ
からか︒
ワールドマスターズゲーム
８月から制度を適用したい
ズの開催に向けての整備と思わ
れるが︑仮に中止になっても整
と考えている︒
備は行うのか︒
■北陵総合センター
現在︑三段池公園のテニス
施設除却事業
コートについては︑人工芝生化
平成 年７月豪雨により法
以降︑利用者が増えている一方︑ 面が崩壊してから︑現在までの
２年間の状況は︒
和久市のテニスコートについて
は利用者が半減している︒公共
同センターの基幹施設であ
る﹁こぶし荘﹂のあり方につい
ては︑市の第三者評価委員会か
ら機能廃止の報告を受け︑地元
は検討委員会を設け︑用途廃止
することとなった︒なお︑地元
から地域公民館は存続してほし
いとの要望を受け︑法面復旧工
事をする中で︑地元と相談しな
がら︑レッドゾーンおよびイエ
ローゾーンにかからない近辺で
安心安全な場所を確保すること
を検討している︒
予算審査委員会

42

34

北陵総合センター基幹施設

■橋りょう長寿命化
対策事業について
現在までの点検の進捗状況
と今後の計画は︒
全部で１０８１橋ある橋
りょうについては︑法律で５年
に一度の点検義務があり︑一巡
目としては全て点検が終わって
いる︒その中で点検結果は︑１
から４までのランクがある︒４
ランクは緊急措置段階で︑通行
止めをして直ちに修繕が必要で
あるが︑福知山市では該当する
橋りょうはない︒また︑３ラン
クは早期措置段階で︑５年以内
に修繕する必要がある橋りょう
であり︑ 橋が該当する︒今回
の補正では ７橋の修繕費を計
上しており︑当初予算の１橋と
合わせて８橋の修繕工事を行い︑
残り４年間で 橋を修繕する予
定である︒
■消防団活動事業について
消防団員用活動服の配布時

期および消防団員定員数と購入
数の差異の理由は︒
配布時期については︑ 月
中旬の納品を予定しており︑順
次配布していく予定である︒差
異については︑４月１日現在の
消防団員の実員数は１６５ ２
名であり︑うち︑基本団員の
１５８８名に配布するため︑今
回１６００着を購入することと
した︒
■福知山市教育情報化整備事業
導入スケジュールと︑タブ
レット型パソコンの仕様やタッ
チペンの有無は︒
物品取得の契約手続きが
月になると見込んでおり︑年度
内には導入したいと考えている︒
また︑仕様については︑京都府
において現在作成中の統一仕様
に準拠することになる︒タッチ
ペンは︑含まれていないが︑使
用する学年をどうするかも含め︑
今後検討する必要がある︒
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タブレット型PCを使用した授業風景

布貼り皿・絵付

三段池公園テニスコート

30
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6月定例会
請願第１号

市民の皆さんからの請願審査

福知山市の子ども医療費助成制度拡充を求める請願
きりむら

■請願者／子ども医療費福知山ネット
■目

代表

いく こ

桐村 郁子 氏 他３名

的／福知山市の子ども医療費助成制度「ふくふく医療」の通院助成について、中学卒業まで１医療機
関一月200円への助成拡充を求める。

■請願賛成討論
「全ての子どもに医療費助成拡充を」…………………………………………………………………… 金澤 栄子
府北部自治体が負担している子どもの医療費助成額を、平成31年度予算一般会計に占める割合で見てみる
と、京丹後市0.55％、舞鶴市0.68％、綾部市0.45％、福知山市0.3％となり負担が大きいとは言えない。本
市の医療費が無料となっている子どもの割合は10％だが、全ての子どもに医療費助成制度を拡充するべきで
ある。
■請願反対討論
「相談、支援体制が充実している」……………………………………………………………………… 吉見 茂久

■議決結果／不採択

議会から国への意見書

←意見書は
こちらから

4月臨時会

6月定例会

新型コロナウイルス感染症対策に関する
支援の強化を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書

（以下要旨のみ掲載）

国におかれては、市民の命と健康を守るための感
染拡大の抑制と事態の早期収束に向けた取り組み
と、事業者が直面している厳しい経営状況に対する
支援について、下記の事項を強く求める。
記
１ 医療・介護・福祉・保育・教育等を安心・安全に、
かつ安定して事業継続するため、必要な資材の生
産・供給体制の強化、さらに十分な検査体制の確立
と安全な治療薬及びワクチンの開発を早急に進める
こと。
２ 地域経済への影響を最小限に食い止めるため、中
小企業・小規模事業者、個人事業者等、様々な業種
や事業内容に対応できる給付制度を早期に実施し、
迅速に支給を開始するとともに、その財源について
は国の責任において十分な予算を確保すること。
また、自治体が実施する対策に対しては、特別交
付税の増額など財政措置を確実に講じること。
※全文は福知山市議会ホームページをご覧ください。

（以下要旨のみ掲載）

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延
し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面し
ている。地域経済にも大きな影響が及び、本
年度はもとより来年度においても、地方税・
地方交付税など一般財源の激減が避けがたく
なっている。
地方自治体では、医療介護、子育て、地域
の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需
要への対応はじめ、長期化する感染症対策に
も迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生
じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが
予想される。
よって、国においては、令和３年度地方財
政対策及び地方税制改正に向け、財源の確保
を確実に実現されるよう、強く要望する。
※全文は福知山市議会ホームページをご覧ください。

No.127 議会だより 6

請願・意見書

子どもの医療費助成は非常に重要である。通院にかかる費用を所得制限を設けず、中学３年生まで一律に
一月200円で要望されるが、コロナ禍では今後、歳入など市財政に与える影響を勘案すべきである。子育て
に関するニーズは多様であり、本市では総合相談窓口を設置して、個々に応じたきめ細かい支援体制で対応
している。

4 月 臨 時 会
■全員賛成で可決・承認となった議案
議第1号

令和２年度一般会計補正予算
（第３号）

議第2号

令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予
算
（第１号）

議第3号

令和２年度病院事業会計補正予算
（第１号）

議第4号

福知山市国民健康保険条例の一部改正

討 論

議第１号〜議第７号

議第5号

財政調整基金の繰入れ

議第6号

専決処分の承認(福知山市税条例の一部改正)

議第7号

専決処分の承認(福知山市都市計画税条例の
一部改正）

市会発意
第1号

新型コロナウイルス感染症対策に関する支援
の強化を求める意見書

令和２年度一般会計補正予算（第３号）ほか

「市長の身を切る覚悟が必要」 荒川 浩司
まず、医療従事者の方々を中心に、新型コロナウ
イルス対応に対し感謝する。本市のコロナ対策は、
他市と比べて手厚いと評価する。しかし、明日の
賛成

生活に悩んでおられるという住民の声が日増しに
増えている。緊急事態宣言が延びると、国や府の財
源確保は続かない。市長には、行政の身を切るなど
の覚悟に期待する。

5 月 臨 時 会
■全員賛成で可決となった議案
議第 8号 令和２年度一般会計補正予算(第４号)
議第 9号 令和２年度水道事業会計補正予算(第１号)

議第12号

福知山市後期高齢者医療に関する条例の一部
改正

議第10号 福知山市税条例の一部改正

議第13号 財政調整基金の繰入れ

議第11号 福知山市都市計画税条例の一部改正

議第14号 訴えの提起
（上訴及び裁判上の和解を含む。)

議決結果・討論

6 月 定 例 会
■全員賛成で可決・承認・同意となった議案
議第１6号 令和２年度病院事業会計補正予算
（第２号）
議第１7号 財政調整基金の繰入れ
議第１9号 令和２年度一般会計補正予算
（第６号）
議第20号 令和２年度水道事業会計補正予算
（第２号）
議第21号 令和２年度下水道事業会計補正予算
（第１号）
議第22号 福知山市税条例等の一部改正
議第23号

福知山市消防団員等公務災害等補償条例の
一部改正

議第24号 福知山市都市公園条例の一部改正
議第２５号 福知山市こぶし荘条例の廃止
議第２６号 福知山市山村基幹集落センター条例の廃止
議第２７号

工事請負契約の変更
〔福知山市デジタル防災行政無線整備工事〕

まき

議第37号 公平委員の選任

（牧
くろ き

議第38号 公平委員の選任

（黒木
お だ

議第39号 教育委員の任命

ひさ こ

壽子 氏）
ひさし

寿

氏）

のぶ お

（織田 信夫 氏）
あ だち

かつゆき

議第40号 農業委員会の委員の任命 （足立 勝之 氏）
たに

議第41号 農業委員会の委員の任命 （谷
おおつき

かずしげ

和茂 氏）
なおたけ

議第42号 農業委員会の委員の任命 （大槻 尚武 氏）
おおつき

ひろし

議第43号 農業委員会の委員の任命 （大槻

紘

た ぶち

あつゆき

氏）

議第44号 農業委員会の委員の任命 （田淵 厚幸 氏）
あんたつ

けん じ

議第45号 農業委員会の委員の任命 （安達 賢治 氏）
お はら

かずひろ

議第46号 農業委員会の委員の任命 （小原 一泰 氏）
かど の

てるあき

議第47号 農業委員会の委員の任命 （角野 照明 氏）
つぼうち

しげ き

おぎ の

こう じ

ふじ た

しげゆき

たにがき

くにかず

たかくら

よし き

〔小谷ヶ丘調整池整備工事〕
議第２８号 工事請負契約の変更

議第48号 農業委員会の委員の任命 （坪内 茂樹 氏）

議第２9号 物品の取得
〔防災行政無線戸別受信機〕

議第49号 農業委員会の委員の任命 （荻野 功治 氏）

議第30号 物品の取得〔25ｍ級屈折はしご付消防ポンプ自動車〕

議第50号 農業委員会の委員の任命 （藤田 重行 氏）

議第31号 物品の取得
〔高規格救急自動車〕
〔多機能型小型動力ポンプ付積載車〕
議第32号 物品の取得
議第33号 物品の取得
〔除雪ダンプトラック〕
議第34号 損害賠償の額
議第35号

専決処分の承認
〔市長等給与条例及び特別職
の退職手当条例の一部改正〕
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議第51号 農業委員会の委員の任命 （谷垣 邦和 氏）
議第52号 農業委員会の委員の任命 （髙倉 芳喜 氏）
ふじわら

議第53号 農業委員会の委員の任命 （藤原
あし だ

すすむ

進

氏）

ひろゆき

議第54号 農業委員会の委員の任命 （芦田 寛行 氏）
えつ こ

議第55号 農業委員会の委員の任命 （荒木 悦子 氏）

かたおか み

え こ

議第60号 令和２年度一般会計補正予算
（第７号）

議第56号 農業委員会の委員の任命 （片岡美惠子 氏）
いずみ

議第57号 農業委員会の委員の任命 （泉

あき ら

議第61号 物品の取得
〔マスク〕

昌良 氏）

た なか

きよし

議第58号 農業委員会の委員の任命 （田中

淸

きたむら

氏）

市会発意
第2号

すすむ

議第59号 農業委員会の委員の任命 （北村

進

氏）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方
財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を
求める意見書

※荒川浩司議員
（無会派）
は病気療養のため欠席

■議員別議案賛否一覧表（賛否が分かれた議案のみ賛否状況を掲載しています）

※芦田眞弘議員
（新政会）
は議長職のため表決に加わっていません。 所属会派は、7月27日現在

訴えの提起（上訴及び裁判上の和解を含む。）

9月定例会の予定（63日間）
10日㈭

11日㈮
14日㈪
15日㈫
16日㈬
17日㈭
25日㈮

田中 法男
今回の議案は裁判における結果について、控訴する
かしないかが問われている。この事案は議会として、現
状では判断の材料が揃っているとは考えにくいものがあ
る。お互いの主張をどこまで認めるかどうかは、あくまで
も司法の場に委ねるべきものであり、
お互いが一審だけ
でなく上級の司法の場で討論する機会を持つことが、適
切と考えられる。

本会議〔提案理由の説明（補正予算、条例等）
〕
※先行議決分（提案理由の説明、
質疑〜委員会付託、所管別委員会）
本会議 ※先行議決（委員長報告〜採決）
〔質疑〜委員会付託（補正予算、条例等）、
提案理由の説明（決算）、一般質問〕
本会議〔質疑〜委員会付託（決算）
、一般質問〕
本会議〔一般質問〕
各所管別委員会〔条例・その他〕
予算審査委員会〔補正予算〕
予算審査委員会〔補正予算〕
、討論・採決
本会議〔委員長報告〜採決（補正予算・条例等）
〕

民間委託導入の可能性も検討する。
しかし、市では昨年
より上水道において包括的民間業務委託を行っている
が、評価についてはこれからである。下水道ビジョンは、
住民の利益と地域の条件に応じた計画とすべき。

※この会議予定は、
今後変更になる場合があります。
また、
このほかに、
全議員協議会などの会議を開催します。

9月 28日㈪
29日㈫
30日㈬
10月 1日㈭
8日㈭
13日㈫
21日㈬
28日㈬

決算審査委員会〔所属別質疑〕
決算審査委員会〔所属別質疑〕
決算審査委員会〔所属別質疑〕
決算審査委員会（予備日）
決算審査委員会（総括質疑）
決算審査委員会（自由討議）
決算審査委員会（意見提言の確認）
決算審査委員会
（執行部との意見交換会、決算の討論・採決）
30日㈮ 本会議〔委員長報告〜採決（決算）〕
11月 2日㈪ （会 期）
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議決結果・討論

中村 初代
「福知山市下水道ビジョン」は、広域化・共同化の検
討を掲げている。またPPP、PFIなどの促進で、包括的

1日㈫

賛成 「お互いの主張をさらに深めるために」

福知山市下水道ビジョンの改定

反対 「地域に応じた下水道ビジョンを」

9月

荒川 浩司

×××○○○○○ ××× ×××××× ×××××欠

塩見卯太郎
訴えの提起は、台風で浸水被害を受けた住民が、水
害の危険性を十分説明しないまま、造成した宅地を販売
したとして、市に損害賠償を求めた。市は、危険性を示
すハザードマップを配布したと主張したが、配布しただけ
では、住民に危険性は十分に伝わらない。市は治水対策
を行い、住民が安心して住める地域の願いに応え、控訴
すべきではない。

議第３６号

無会派

○○○××××× ○○○ ○○○○○○ ○○○○○欠

反対 「住民に説明責任を果たさず控訴は問題」

討 論

尾嶋 厚美
藤本 喜章

議第１８号

大槻 泰德

○○○××××× ○○○ ○○○○○○ ○○○○○欠

○：議案に対して賛成 ×：議案に対して反対 欠：病気療養のため欠席

討 論

田渕 裕二
柴田
実

福知山市の子ども医療費助成制
度拡充を求める請願

中嶋
守
小松 遼太
田中 法男
森下 賢司

請願第1号

新政会

○○○××××× ○○○○○○○○○ ○○○○○欠

不採択

議第36号 福知山市下水道ビジョンの改定

馬谷 明美
桐村 一彦

訴えの提起
（上訴及び裁判上の和
解を含む。）
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未来の会

決

議第18号

大志
の会

可

議第15号 令和２年度一般会計補正予算（第５号）

蒼士会
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髙橋 正樹
野田 勝康
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議 案

金澤 栄子
中村 初代

結

日本共産党
市会議員団

紀氏百合子
塩見卯太郎
𠮷見 純男

吉見 茂久
足立 伸一
大谷 洋介

福知山市
会派別議員名（議決結果） 議 議会公明党
決
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ここが聞きたい！ 6月定例会

代表質問・一般質問

スマートフォンからもご覧になれます

録画配信中！
代 表 質 問

問
代表質
員
質問議

１．福知山未来の会

森下 賢司 議員
２．新政会

柴田

代 表 質 問・一
般質問の録画
配 信 はこちら
から

問
一般質
員
質問議

７．福知山未来の会

小松 遼太 議員
８．大志の会

実 議員

３．福知山市議会公明党

大谷 洋介 議員
４．日本共産党福知山市会議員団

塩見卯太郎 議員
５．蒼士会

足立 治之 議員
６．大志の会

桐村 一彦 議員

13．日本共産党福知山市会議員団

金澤 栄子 議員
14．日本共産党福知山市会議員団

馬谷 明美 議員
９．新政会

吉見 純男 議員
15．新政会

藤本 喜章 議員
10．新政会

尾嶋 厚美 議員
16．福知山市議会公明党

田渕 裕二 議員
11．日本共産党福知山市会議員団

中村 初代 議員

吉見 茂久 議員
17．日本共産党福知山市会議員団

紀氏百合子 議員

12．福知山未来の会

中嶋

守 議員

※所属会派は7月27日現在
※この代表質問・一般質問の掲載内容は、質問内容をもとに各議員が作成しています。
※市長選挙直後に行う定例会では、会派を代表して行う代表質問と一般質問を併用しています。
9 議会だより No.127

Q 地元譲渡後の財政支援の拡充を

A 譲渡に向けて不安の解消に努める

福知山未来の会

公共施設マネジメン
ト前期実施計画を終えて
課題点は何か︒
３ 点ある︒地域事情
を踏まえたまちづくりの
視点で住民理解が必要な
こと︑廃校など施設の規
模が大きく利活用の検討
に時間を要すこと︑集会
施設の譲渡について地元
への丁寧な説明が必要で
時間を要すことだ︒
︵財務部長︶
市長公約の﹁総量削
減ありきを見直す﹂とは︒
総量削減するととも
に︑施設ごとの点として
捉えるだけでなく︑中長
期的なまちづくりの観点
で面として捉え︑エリア
としての地域の価値向上

その他の質問

・大橋市政２期目の施政方針は

・由良川河川改修に連動する事業の現
状とこれからは

議員

実

柴田

代 表 質 問

新型コロナウイルス
感染症対策による市経済
への影響と各種支援策の
状況は︒
３月ごろは観光・宿
泊・小売・飲食事業者に
大きな影響が認められた
が︑現在は建設業・製造
業などにも広く拡大して
いる︒市としては︑相談
窓口の開設や小規模事業
者等持続化支援事業・休
業事業者応援事業など多
くの支援・給付事業を実
施している︒今後︑影響
のピークを迎える企業も
あると聞いており︑市内
の経済状況を注視しなが

・大橋市政２期目の基本政策に
ついて

ら︑必要な対策を迅速に
実施したい︒
︵産業政策部長︶
マスクの常時着用が
当たり前になっている状
況の中︑障害重度の人や
感覚過敏の人はマスクを
つ け ら れ ま せ ん ︒﹁ マ ス
クがつけられない人﹂の
ことを多くの人に知って
もらうために︑広報して
ほしいとの要望があるが︑
市としての取り組みは︒
障害特性や感覚過敏
により︑マスクの着用が
困難な人が︑周囲から偏
見を持たれたり非難され
たりしないよう︑広報ふ
くちやま・市ホームペー
ジや市主催の研修会など
で正しい理解・啓発に努
めていきたい︒
︵福祉保健部長︶

その他の質問

に力点を置いた︒
︵財務部長︶
広域避難所である集
会施設は︑﹁避難のあり方
検 討 会 ﹂の 議 論 と リンク
さ せ て 考 え る ︑と のこ と
だがその後の議論はどう
か︒
地域としっかり協議
調整を行いながら進めて
いく︒ ︵危機管理監︶
地元譲渡を求めるな
ら︑譲渡後の補助金施策
の拡充が必要であるが︒
譲渡後の維持管理や
改修費確保に不安を抱く
自治会もあり︑既に譲渡
を受けた自治会のノウハ
ウ情報を共有し︑不安の
解消に努める︒
︵地域振興部長︶

広域避難所となっている
地元譲渡対象の集会施設
（庵我会館）

議員

森下 賢司

Q マスク着用が困難な人への理解を

A 広報誌などで広く市民に啓発する

新政会

「マスクつけられません」
カードで正しい理解の啓発を
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Q 特別定額給付金の支給の工夫は

A 申請書発送以上に給付に全力傾注

福知山市議会公明党

その他の質問

・新型コロナウイルス感染防止と社会的経済活
動の両立について

・コロナ禍を踏まえた防災・減災対策について

・コロナ後の市関連施設の経営面・運営面の影
響、課題、今後の取り組みについて

A 住民の環境を粘り強く求めていく

日本共産党福知山市会議員団

代 表 質 問

その他の質問

・新市長の所信を問う

・抜本的な有害獣対策強化について

11 議会だより No.127

採択を受け事業者に請願
パーム油発電の現状
の内容を説明し対策を求
と市の対応は︒
めた︒しかし地元住民の
３月５日以降メンテ
皆さんの納得される結果
ナンスのため停止してい
る︒停止中︑地元と騒音︑ には至っていない︒生活
低周波の現状調査を３月︑ 環境が一日も早く改善さ
れるよう︑地元自治会の
６月に４回実施した︒事
意見も聞き事業者に粘り
業者には再稼働の時期の
強く要請していく︒
聞き取り︑地元との面談
︵市長︶
など再三要請した︒今後
も事業者と地元が直接話
舞鶴では環境問題で
し合いができるよう要請
発電事業者が撤退した︒
していく︒
パーム油バイオマス発電
︵市民総務部長︶
は地球温暖化︑二酸化炭
素の排出など︑あり方に
稼働中に市長は２回
問題があるのか︒
視察されたが︑今後︑安
心・安全・快適な生活の
ＳＤＧｓ が掲げる持
ための対策は︒
続可能な目標達成へ︑住
民生活の安心と産業立地
昨年９月議会の請願
環境の両立に向け︑今後
検討していく︒
︵市民総務部長︶

停止中の土師のパーム油発電所

見︑苦情も多数あったと
思われる︒いかに工夫さ
れたか︒
本市の申請書の送付
は︑比較的後発であった︒
しかし申請受付開始から
短期間で迅速に給付金を
お届けすることができた︒
国の申請様式を分かりや
すいものに変更し︑業務
を分業して申請書を早く
処理した︒電話回線を増
設しサポートも行った︒
大きなトラブルもなく正
確性︑迅速性を確保した
と考えている︒今後も︑
もれなく給付されるよう
に︑緊張感を持って取り
組んでいきたい︒
︵福祉保健部長︶

・これからの税収・財源の見通しについて

１人当たり 万円を
給付する特別定額給付金
は︑短い時間の中でミス
のない給付が求められた
が︑取り組み体制は︒
社会福祉課５名︑会
計室８名を増員し準備を
開始した︒最初に給付シ
ステムを開発・導入し︑
受付の開始後は︑庁内各
課から︑休日も含め職員
を動員︒臨時職員５名︑
学生アルバイト９名を雇
用︒１日最大 名の体制
で︑封筒の開封︑書類確
認・審査︑システム入力
などの作業を進めた︒
︵福祉保健部長︶
他市に比べ︑申請書
の発送日が遅いとの報道
や︑市民からの厳しい意
給付金の一刻も早い支給に奮闘する市職員

議員

塩見 卯太郎

議員

大谷 洋介
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Q パーム油バイオマス発電の対応は

Q 本市の農業政策の展望は

A 優良農地の保全と耕作放棄地抑制

蒼士会

本市の農業政策の展
望で︑農振農用地のあり
方と﹁ふくちやまエエも
ん発掘事業﹂に関係する
地域の特産品についての
考え方は︒
農振農用地は﹁農業
振興地域整備計画﹂にお
いて今後おおむね 年確
保すべき農地として指定
している︒農業従事者の
高齢化が進み︑担い手不
足から再生困難であると
思われる農地については
農振農用地から外し︑今
ある優良農地を保全し︑
耕作放棄地となることを

その他の質問

・力強く新時代福知山を、次のステッ
プに進める７つのまちづくりについ
て

・今回の市長選挙を振り返って

その他の質問

・子どもを守り育てる対策
（家庭、教育支援）
に
ついて

・避難所の対応について

議員

桐村 一彦

代 表 質 問

福知山市の将来目標人口

として︑ワンストップ窓
公約を踏まえて︑少
口で移住施策の展開︑さ
子・高齢・過疎化の︑人
らなる企業誘致︑雇用環
口減少社会への対応は︒
境の充実︑福知山公立大
本市の最重要課題で
学と産業支援センターと
あり︑子育て・教育・医
連携したミニスタート
療環境などの充実や︑働
アップ企業産業の育成︒
く場︑就業機会の確保な
また公立保育園・幼稚園
ど推進施策を行う︒高齢
者の安心安全な生活環境︑ のこども園化など子育て
や教育環境の充実などに
文化スポーツの充実も進
よる少子化対策を進める︒
めていきたい︒︵市長︶
︵市長公室長︶
具体的な対策は︒
人口ビジョン対策は︒
自然減を抑制する取
り組みとして︑子育て総
出生数の減少による
合相談窓口︑ＬＩＮＥに
少子化対策は一朝一夕に
よる子育て相談︑小中学
効果の発現は困難である
校の教育環境の整備など
が︑子育て環境︑教育環
に取り組んでいる︒社会
境︑若者の移住定住施策
現象を抑制する取り組み
へのさらなる充実に向け
た取り組みを進めていく︒
︵市長公室長︶

・空き家対策の実情と課題について

抑制していく︒﹁ふくち
やまエエもん発掘事業﹂
については︑これぞ福知
山と言える農産物や加工
品を作り上げ︑販路の拡
大の支援を続けて行く︒
︵市長︶
稼げる農業にしてい
くために︑第６次産業の
みならず︑地域の農産物
販売に力を入れて行く予
定は︒
本市のような中山間
地域の条件不利地では︑
付加価値の高い農産物を
作ることが必要となり︑
現在推進している﹁ふく
ちやまエエもん発掘事
業﹂においても福知山の
特産品を利用し︑生産販
売の拡大を支援する︒
︵産業政策部長 )
手入れの行き届いた夜久野高原の栗畑
（農振農用地の一例）

議員

足立 治之
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Q 公約の人口減少社会への対応は

A 人口減少対策は最重要課題

大志の会

No.127 議会だより 12

Q 本市のコロナ対応の評価は
A 適切だったと考えている

福知山未来の会

全国的に︑子どもの
陽性者︑重症者︑死亡者
は他年代と比べ少ない︒
京都府でも重症者は約 １
カ月出ていない︒元々医
療崩壊を起こさないため
の自粛のはずだが︑本市
において緊急事態宣言後
のコロナ対応をどう評価
しているか︒
京都府の処置に準じ
て︑社会生活維持に必要
な施設以外の全ての施設
を休館︑そして外出自粛
要請を行ったが︑適切な
対応だったと考えている︒
︵市長︶
コロナ禍︑見えない
ウイルスとの戦いで市民
との意識の共有や協力の
呼びかけが必要だと思う
※エッセンシャルワーカー…
社会機能を維持するため欠かせない仕事を担う人。
医療・介護従事者や物流や小売業、インフラ、公務
員などを指す。

その他の質問

・野良猫の対策と保護について

13 議会だより No.127

と本市で連携して取り組
大江地域の水害対策
んでいきたい︒︵市長︶
公手川︑蓼原川工事の現
在の進捗状況は︒
大江地域の由良川の
河川空間の利活用は︒
市管理河川公手川の
河川改修工事は今年度詳
昨年︑大江地域で映
細設計業務を行うため︑
画が撮影され︑その関係
現在︑発注に向けた事務
者から︑都会にない美し
を進めている︒その後︑
い風景や豊かな地域資源
用地買収や改修工事を実
が︑ここには残っている
施予定である︒京都府管
と高い評価をいただいた
理河川である蓼原川の河
ことは︑本市として大変
川改修については︑河守
喜ばしいことである︒地
〜公庄の内水対策であり︑ 域住民をはじめ関係団体
京都府からすでに︑測量
などと共にワーキンググ
業務が完了しているとお
ループを組織し︑由良川
聞きしている︒今後も早
河川空間を活用する取り
期完成に向けて︑京都府
組みや地域資源を活用し
た交流人口拡大の検討を
進めている所である︒今
後とも︑地元と本市など
関係機関が連携して由良
川を生かす取り組みを進
める︒
︵市長︶

一 般 質 問

大雲橋下流によるカヌー教室
（今年度は中止）

が︑市長の動画などを活
用した発信は︒
適宜︑的確な情報発
信を行っており︑今後も
素早く分かりやすい発信
を心がける︒
︵市長公室長︶
行動自粛をしている
※
方が多いエッセンシャル
ワーカーや公的なセク
ションの方々へ安全宣言
や︑バイローカル︵地域
消費︶などの前向きな呼
びかけをするつもりは︒
感染拡大のリスクが
ゼロでないので︑考えて
いない︒感染防止と社会
経済活動のバランスをと
り︑慎重な対応を考えて
いる︒
︵福祉保健部長︶
地元の商店等で買い物をするBUYLOCALなど
地域経済の下支えが重要
（写真は舞鶴市の取組）

議員

馬谷 明美

議員

小松 遼太

Q 治水対策と河川空間の利用は

A 災害のない町・地域資源の活用

大志の会

Q 保育士など本市独自での慰労金は
A 国の動向注視し、制度創設進める

新政会

その他の質問

・土師川右岸
（高畑地内）
連続堤防整
備について

・福知山公立大学における今後の取
り組みについて

80

※

その他の質問

・社会体育活動と小中学校の体育館の使用
再開について

・中心市街地の細街路交差点などの交通安
全対策について

中活計画ハード事業
の目標達成状況について︒
ハード事業は︑京町
線の道路美装化︑城下町
風のまちなみ環境整備︑
観光誘導看板の設置︑広
小路通りアーケード撤去
と電線地中化が完成しお
おむね目標を達成した︒
︵産業政策部長︶
主要事業である厚生
会館改修事業の方向性は︒
昨年︑福知山市文化
振興基本方針を策定し文
化活動の核となる施設の
場所・規模など民間活力
を導入した集約・複合化
を検討し︑改修ではなく
新たな文化ホールを建設
する方向である︒
︵地域振興部長︶

・福知山市民病院(地域拠点病院)の災害対応
と浸水対策について

※中活計画…福知山市中心市街地活性化基本計画

議員

田渕 裕二
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一 般 質 問

本年度末で中心市街
地基本計画は２期目が終
了する︒主要事業の成果
と３期目への方向性は︒
主要事業で下柳町に
歴史的建築物を活用した
飲食・宿泊・土産物店
が完成した︒駅正面リ
ニューアル事業は現時点
で８店舗が新規開店し︑
町屋を活用した駅前ゲス
トハウス事業では ％以
上の稼働実績であり︑い
ずれの事業も好調で新し
い人の流れと活気を創出
し︑大きな成果と実績が
上がっている︒まちの顔
である中心市街地活性化
の方向性は活性化協議会
の意見も参考に判断す
る︒
︵市長︶

電線地中化工事が完了し、広々とした
広小路商店街道路・歩道

を行った︒
新型コロナウイルス
︵子ども政策監︶
感染症防止に向けた保育
現場の現状と本市におけ
市独自として保育士
る支援策は︒
などへの慰労金給付は︒
緊急事態宣言以降も
国の第２次補正予算
社会を支える基盤の一つ
では医療・介護従事者へ
として保育所は国から事
の給付はあるが︑厚生労
業の継続を要請されてい
働省は子どもが重症化す
た︒各園ではマスクや消
るリスクが必ずしも高い
毒液などの確保に苦労さ
とは言えず︑子どもが休
れながらも本市では１園
んでも運営費は減額され
も休園されることなく︑
ず支給されるため保育所
保育を継続していただい
は給付の対象とはならな
たことに感謝申し上げる︒ いとしている︒しかし︑
本市としては備品や消耗
感染予防に努めながらも
品購入補助や本市独自で
社会活動への貢献をされ
３月の家庭保育協力期間
てきた保育現場の状況は
に給食副食費の還付補助
認識している︒今後︑国
の動向を注視し︑国の制
度創設がなければ本市独
自の慰労金制度を進めた
い︒
︵市長︶

保育所風景

議員

藤本 喜章

Q 中心市街地活性化の推進について

A 福知山市厚生会館は新築で協議中

新政会

Q 交流拠点施設は行政財産で活用を
A 持続可能で適切な管理運営を検討

日本共産党福知山市会議員団

市長公約では﹁更な
る大江山グリーンロッジ
の利用促進を進める﹂と
あるが︑その内容は︒
大江山の豊かな自然
を生かし︑トレイルラン
や大江山グリーンロッジ
の集客など相乗効果によ
る地域振興を促進する︒
︵市長︶
今後の運営は︑経営
上の問題だけではなく︑
観光や産業施策と一体化
した検討が必要だが︒
大江山周辺は魅力あ
る観光資源が多数ある︒
多様な強みをもつ地域交
流拠点施設として︑総合
的に考えていく︒
︵地域振興部長︶

その他の質問

・新型コロナウイルス感染症対策、介護・福
祉施設への支援について

・由良川流域の内水対策・災害対策について

・非核平和のまちづくりについて

市街化調整区域の規
制により所有地が自由に
活用できないが︑市の発
展を妨げるのでは︒
都市づくりの基本的
な枠組みとして線引き制
度を適用し︑市街化区域
においては︑都市計画事
業によりインフラ整備を
して良好な市街地形成が
大きく進んできた︒本市
においては︑制度が有効
に作用しており今後も利
便性の高い魅力的な市街
地を維持していくには線
引き制度を継続すること
が妥当と考えている︒
︵市長︶

一 般 質 問

その他の質問

・不足している保育士の人材確保について

・親子で体験できる屋内施設について
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商業地や工業地の開
発を認めていく方が産業
振興に寄与するのでは︒
将来の人口増加や社
会経済環境の変化に合わ
せて市街化区域を見直す
ことも必要となる︒現在
の区域の中で土地利用を
誘導することが健全なま
ちづくりにつながる︒
︵建設交通部長︶
調整区域の定住人口
の確保策は︒
市街化を抑制する区
域とされているが︑農林
漁業用施設と従事者の家
族の住居を認める︒
︵建設交通部長︶

地区計画を活用した事例（戸田地区）

今後２年間で検討す
るとのことだが︑その間
に住民の意見を聞いて進
めることが必要だが︒
これまでも自治会長
会や大江まちづくり協議
会で意見を伺ってきた︒
今後も機会をつくってい
く︒ ︵地域振興部長︶
地域の交流拠点施設
はなくてはならない存在︒
民間に貸し付けをするの
ではなく︑行政財産とし
て活用すべきだが見解は︒
経営について専門家
から指導も受け︑地域拠
点施設として︑持続可能
で適切な管理運営が行わ
れるように検討していく︒
︵地域振興部長︶

地域交流拠点施設 大江山グリーンロッジ

議員

守

中嶋

議員

中村 初代

Q 福知山市に線引き制度は必要か

A 計画的な土地利用を推進していく

福知山未来の会

Q 子どもの医療費負担を月200円に
A 総合的支援を推進することが重要

日本共産党福知山市会議員団

昨 年 ９月 か ら﹁ ふ く
ふ く 医 療 費 支 給 制 度 ﹂に
おいて新たに医療費無料
となった 住 民 税 非 課 税 世
帯の子どもの人数は︒
人︒
︵子ども政策監︶
医療費無料世帯の子
どもの割合は ％になる
が︑どう見るのか︒
本市の相対的貧困世
帯は ％で︑ひとり親医
療費助成制度など︑無料
の子どもの人数も ％と
なり︑貧困家庭への医療
費制度は︑おおむね行き
届いている︒
︵子ども政策監︶
京都府内で福知山市
と京都市を除く他の自

・新型コロナウイルス感染症による長期一
斉休校から今後の学校教育について

・再エネ省エネについて

・福知山市男女共同参画の方向性について

・福知山市の農業振興について問う

・デマンド交通の拡充について問う

41

10

吉見 純男
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一 般 質 問

・三和町、大江町のスーパーマーケット市バ
ス停留所に雨よけとベンチの設置を

在︑鋭意検討を進めてい
るところだ︒ ︵市長︶
﹁全体を公的施設と
して維持していく︒﹂
とい
うことは︑三和荘および
関連施設について︑現在
の指定管理期間終了後も
指定管理による運営をし
ていくという理解でよい
か︒
指定管理制度による
運営も含めて検討を進
めるということであり︑
しっかり説明をしていき
たい︒︵地域振興部長︶
福知山市は伴走型の
支援をする必要があるが︒
将来にわたり持続可
能な施設運営をしていき
たい︒︵地域振興部長︶

その他の質問

議員

今回の選挙で市長は
三和荘を﹁公共施設とし
て果たす役割︑民間活用
を整理し︑必要な投資も
行い︑全 体 を 公 的 施 設 と
して維持していきます︒﹂
と公約されたが︑これま
で市が説明してきた運営
方針とどこがどう違うの
か︒
三和荘は一体的な建
物の中に︑宿泊観光や公
的役割を果たすホールな
どの複数の機能があり︑
全体を公的施設として位
置づけ民間的活用と各機
能のサービス向上などを
図るために必要な投資も
検討し︑持続可能な地域
の交流拠点となるよう現

拠点的総合施設 三和荘

90

その他の質問

治体は月 ２００円負担
になっている︒５月に
１２００筆の署名ととも
に﹁住んでいるところや
親の経済条件で医療に格
差があってはならない︒
医 療 費 助 成 拡 充 を ︒﹂ と ︑
市長に要請書が出された︒
無料世帯はそのままで︑
あとの ％の子どもたち
に１日５００円から１月
２００円へ助成拡充をし
て﹁子育てするなら福知
山﹂として︑子育て世代
を応援してはどうか︒
子ども医療費の観点
からでなく︑持続可能な
子育て支援策や貧困家庭
への支援策を総合的に推
進することが重要だ︒
︵子ども政策監︶
三段池公園・大はらっぱで市民に要請署名を

議員

金澤 栄子

10

10

Q 市長公約の三和荘運営方針は

A 指定管理制度も含め検討

日本共産党福知山市会議員団

Q コロナを考慮した防災の課題は

A 感染リスク下の的確な避難の啓発

新政会

その他の質問

・公共施設マネジメントの考え方を見直
し魅力あるまちづくりについての考え
方について

・介護、高齢者の見守りについて市とし
ての考え方と現況は

コロナ禍では物に触
れる行為について社会全
体が敏感になってきてい
る︒視覚障害のある人に
とって︑手はセンサーの
役割であり買い物では手
の感触で確認しながら商
品を購入されている︒そ
の行為に理解を示すこと
が大切であり︑本市とし
てサポートをお願いした
い︒
視覚障害のある人は
ガイドヘルパーなどの腕
や肩を持ち︑接触した状
態で歩行したり︑商品を
何度も手に取り︑顔に近
づけて確認したりするこ
とは視覚障害のある人に
とって必要不可欠なこと
である︒このことは広報

一 般 質 問

その他の質問

・本市の移住・定住促進施策と今後の展開は
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ふくちやまに掲載し啓発
している︒さらに市の
ホームページやＳＮＳを
活用し︑正しい理解の啓
発に努めていきたい︒ま
た︑本市では誰もが障害
の特性や障害のある人が
困っていることを理解し
て配慮や支援を実践する
﹁あいサポート運動﹂を
実践しているところであ
り︑その推進の重要性を
改めて感じている︒今後
も﹁あいサポート運動﹂
やコミュニケーション支
援研究などをさらに充実
させ障害のある人が安心
して暮らせる地域社会と
なるよう努めていきた
い︒
︵市長︶

障害のある人への理解と
必要なサポートを推進

コロナを考慮した今
①在宅避難︵垂直避
後の防災の課題は︒
難︶②避難所避難③中長
期化の場合ホテル避難を
感染への不安から避
ちゅうちょ
検討④青空避難︵テン
難を躊躇されることがな
ト・車空間利用︶⑤縁故
いよう命を守るため早め
避難による避難先の選択
早めに的確な避難をして
肢を広げる啓発を行って
いただくことを啓発する
いる︒ ︵危機管理監︶
ことが重要な課題︒
︵市長︶
避難スペースと設備
その運用は︒
感染症拡大時の災害
からの避難の考え方は︒
新型コロナ感染症防
止対策マニュアルに基づ
三つの基本方針︑一
き質問票により健康確認
つ目は避難者の分散化︑
し体調不良者は︑特設避
二つ目は避難所における
難スペースでの保健師に
感染防止対策︑三つ目は
ちゅうちょ
よる体調の確認や医療機
避難を躊躇されることな
く確実な避難で対処する︒ 関への搬送の判断など行
い感染症疑いの方︑濃厚
︵危機管理監︶
接触者は︑保健所と連携
新たな時代の﹁分散
し個別対応する︒
避難﹂の考え方は︒
︵危機管理監︶

新型感染症に留意した多様な避難

議員

吉見 茂久

議員

尾嶋 厚美

Q コロナ禍の障害のある人に理解を

A 正しい理解の啓発に努めていく

福知山市議会公明党

Q「農匠の郷やくの」全体の存続を

A 民間貸付で存続と活性化を目指す

日本共産党福知山市会議員団

・「一人暮らし高齢者の集い補助事
業」
の復活を

・下夜久野駅前の駐車場の確保につ
いて

・親谷
（夜久野地域）
の土地の有効利
用について

・避難所の安全の確保について

地域の拠点とするた
め活用事業者を公募し︑
市の直営施設と一体とし
ての活性化を考えてい
る︒﹁農匠の郷やくの﹂
の集客を増加させること
で﹁やくの高原市﹂をサ
ポートし︑相乗効果を期
待している︒
︵地域振興部長︶
貸付の結果︑もし立
ちゆかなくなったらどう
するのか︒
存続あるいは活性化
を目指し取り組む︒これ
を大前提に考えている︒
︵地域振興部長︶
農林商工祭や夜久野
高原まつりの会場は︒
今後も継続して使用
できるようにしていきた
い︒ ︵地域振興部長︶

その他の質問

﹁農匠の郷やくの﹂
の存続について市長の選
挙公約に無かったが︑ど
う考えているのか︒
令和元年度にサウン
ディング型市場調査し民
間貸付の形で活性化でき
る可能性を把握した︒今
後はプロポーザル方式で
事業者を公募する︒
︵市長︶
最終的には売却も考
えているのか︒
貸付の形で新たな管
理運営者を募集する︒
︵地域振興部長︶
独自に運営されてい
る﹁やくの高原市﹂や︑
市直営の﹁木と漆の館﹂
﹁化石・郷土資料館﹂な
どはどうなるのか︒
「農匠の郷やくの」
の中心施設
「夜久野荘」
（左）
と
「夜久野高原温泉ほっこり館」
（右）

議員

紀氏 百合子

活動日

水害や土砂災害により地域が
孤立した場合︑土砂や倒木など
の撤去を行えること︑火災現場
では危険活動排除のために︑建
物解体や重量物除去ができるこ
となどを学んだ︒
また︑人が近づけない土砂災
害現場などで︑操作員が乗車せ
ずにリモコンで遠隔操作できる
こと︑土砂搬出のためにベルト
コンベヤーや︑発電機︑投光器
なども積載していることを確認
した︒

次いで︑消防職員による実演
展示訓練を視察︒きびきびとし
た動きや︑重機を適切に操作さ
れる様子を確認し︑非常時に備
えて平常時からしっかり訓練さ
れている状況を確認することが
でき︑充実した視察だった︒

リモコンによる重機の遠隔操作を視察
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委員会活動報告

緊急消防援助隊とは︑消防庁
長官から出動の求めや指示を受
けた場合︑京都府土砂・風水害
機動支援部隊として出動し︑被
災地の消防本部︑消防団︑他の
都道府県からの応援消防隊など
と連携して活動するものである︒
また︑京都府内では本市消防本
部が唯一︑無償使用車両として
配備されることになった︒
まず︑緊急消防援助隊の仕組
みや︑配備された重機と搬送車
の概要や仕様について詳しく説
明を受けた︒

配備された重機や搬送車の説明を受ける

一 般 質 問
５月 日㈬
27

福知山市消防防災センターを
訪ねて管内視察を実施した︒総
務省消防庁から︑緊急消防援助
隊として車両の無償使用を受け
た重機や搬送車が配備されたこ
とに伴い︑その運用状況を調査
した︒

総務防災 緊急消防援助隊による無償使用車両の運用状況を視察
委 員 会 〜重機や搬送車の作動状況や日頃の訓練状況の確認を〜

活動日

月 日㈭
現地視察

■市議会の対応

１．令和2年度の政務活動費においては、1人あたり年間上限
額18万円のところ、1人あたり10万円を削減します。

市議会では、皆さんからいただきました貴重なご意見をもと
に、担当部署との調整や本会議における一般質問を行いました。
なお、今後も市や国・京都府とも連携し、市民の皆さんの健康と安
全を第一としながら、引き続き対応に全力を尽くしてまいります。

２．上記の削減額から生じた財源240万円を、新型コロナウ
イルス感染症対策に活用されることを要望します。

・特別定額給付金10万円の早期給付を
・個人事業主への対応と特別給付金の申請書送付・支給の
早期対応を
・「マスクがつけられない人」のことを広報してほしい など
福知山市議会は、政務活動費を削減し、新型コロナウイル
ス感染症対策への財源として活用いただくことを目的に、令
和2年7月21日に市長に対して申し出を行いました。

ホームページで募集した皆さんのご意見
政務活動費の一部を
新型コロナ対策の財源活用に

勉強会

国土交通省から河川事業について
説明を受ける

前田地区 桜橋から川北橋左岸
側の全長１６５０ｍ の区間で築
堤工事が急ピッチで進められて
おり︑令和３年度末の完成予定︒
川北地区 川北橋延長工事を挟
む由良川右岸側１４４０ｍ の区
間で築堤盛土工事が令和２年５
月末に完成し︑治水安全度を向
上させる効果が発現されること
になった︒

■申し出内容

編集後記

コロナ禍において市民の
皆さんも︑ご心配やご不便
なこととお察しします︒本
定例会もコロナの事案︑支
援策について大半を占めま
した︒
ステイホーム︑クラス
ターやオーバーシュートな
ど横文字が並び︑不要不急
の外出は控える・３密を避
けることが長期化すると︑
世代間や市町間での分断を
招くこともあります︒
コロナの情報を取得する
メディアによりコロナの影
響や感じ方は人それぞれだ
と思いますが︑情報を取捨
選択し︑自ら考え行動する
力が改めて必要だと感じま
す︒議員もさまざまな地域︑
年代の声を聴き︑市政に届
けるよう最善の努力をして
いきます︒
最後に︑共にまちの﹁未
来﹂を創るため﹁今﹂を助
け合い︑日々心穏やかに人
生を歩んでいきましょう︒
︵広報広聴委員会︶

委員会活動報告
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戸田地区の樹木伐採・河道掘削の現地視察

戸田地区 川北橋・戸田橋付近
の中流域では︑樹木伐採・河道
掘削が実施され 万 ㎥の土砂が
撤去されている︒川幅が大幅に
広くなったことで︑増水時の流
速や水位の低下が実現するとの
説明があった︒
また︑造成工事が進む戸田防
災ステーションなども視察した︒
52

８

６

由良川の治水対策および内水
氾濫防止対策等の調査研究の一
環として︑国土交通省近畿地方
整備局福知山河川国道事務所の
北方副所長・松本調査課長から︑
令和２年度の由良川における河
川整備事業の実施状況について
産業建設委員会と合同で詳細な
説明を受けた︒
由良川下流部の輪中提や市街
地での排水機場の増強について
は︑おおむね整備の完了を迎え︑
本年度は緊急的な治水対策の完
了に向けて中流部の連続堤防の
整備を行っている︒また︑﹁防
災・減災︑国土強靱化のための
３か年緊急対策﹂として︑樹木
伐採と河道掘削などの実施状況
の説明を受けた後︑意見交換を
行い現地視察を実施した︒

由良川緊急治水対策における中流部の
連続堤防・河道掘削・樹木伐採などの現地視察
由良川改修促
進特別委員会

福知山市議会では、令和2年4月30日から6月19日まで、新
型コロナウイルス感染症に関する市民の皆さんのご意見を議
会活動に生かすことを目的に、市議会のホームページで募集
しました。
■いただいた主なご意見

ふくちやまCAP「子どもの人権を大切にするまちを目指して」

暴力防止のためには︑
周りの大人の支援やフォ
ローも不可欠であり︑保
護者向けと教職員向け

パワーを養います︒

す︒また︑
﹁自分や他人の
権利︵人権︶﹂を知り︑本来
持っている力を発揮する

どもたちが自分を守る方
法を豊かに発想し︑友達
に助けてもらう力︑友
達を助ける力を学びま

という授業を行います︒
寸劇を交えることで︑子

福知山でさまざまな活動を通じてがんばる人を議員が訪問し取材します︒

な ぜ﹁ ふ くちやまＣＡ
Ｐ﹂という 団 体 名にさ
れたのですか？

いじめ根絶対策事業
（広報ふくちやまより）

私たちは︑福知山市を
一人ひとりが大切にされ
るまちにしたいと思い
﹁ ふ く ち や ま Ｃ ＡＰ ﹂ と
いう名前にしました︒ま
ず︑﹁子どもたちの人権
を大切にするまち﹂を子
どもと共につくり︑その
子どもたちが︑大人に
なった時に次の世代の子
どもたちを大切にする︑

ス感染症への心配や不安

な気持ちがストレスとな
り 配 偶 者 の ＤＶ が 増 加 し ︑
子どもの心の傷につなが
り子どもへの暴力として
現れてきており︑早急な

対策が必要であると考え
ています︒

を対象に︑家庭や子育て
の悩みを話す場所として
毎 月 １ 回﹁つながるーむ﹂
親( 子 サロン を) 開 催 し て
おり︑虐待と子育ての孤
立を防ぐための必要不可
欠な場所となっておりま
す︒Ｗ ｉｔ ｈコロナの状
況がしばらく続くと予想

今︑子育て中の保護者

今後の活動展開は？
子どもワークショップ（小学生）

今回は︑﹁ふくちやま
Ｃ Ａ Ｐ﹂ の 足 立 淳 子 さ ん
と山口陽子さんをお訪ね
しました︒

キ ャ ッ プ

﹁ふくちやまＣＡＰ﹂
はど
のような団体ですか？
ふ く ち や ま ＣＡＰ は ︑
２０ ０ ３ 年 か ら ﹁ 特 定 非
営 利 活 動 法 人 Ｃ ＡＰ セ ン
ター・Ｊ ＡＰ ＡＮ﹂に登
録 し ︑ ﹁ Ｃ ＡＰ プ ロ グ ラ
ム﹂︵子どもたちがいじ

される中︑今後は３密に
ならないようオンライン
での﹁つながるーむ﹂開
催も企画しています︒悩

ホームページ
ＱＲコード

まずに今すぐお電話を︒
℡090−8794−2272
足立淳子さん

■今回の訪問議員：足立 治之 ・ 足立 伸一

議員訪問インタビュー

人権講座
足立さん
（右）
、山口さん
（左）

め・虐待・性暴力などの というサイクルを作り出 ワークショップも同時進
さまざまな暴力から自分 すことにより︑福知山で 行で開催します︒地域の
を守るための予防教育プ 生活する誰もが︑心豊か 方の人権研修講座として
ログラム︶を用い︑日々 に生き生きと暮らしてい も ご 利 用 い た だ いており
活動しています︒
けるようになると考えて ます ︒地 域 ・ 家 庭 ・ 学 校
が一体となって子どもた
現在メンバーは９名︒
い
ま
す
︒
ちへの暴力を絶対に許さ
それぞれ想いを持った幅
活動内容は？
ないという強いアピール
広い年代の者達が色々な
分野から集まっており︑
学校や園から依頼を受 を続けて行くことが重要
新たなメンバーも募集中 け︑Ｃ ＡＰプログラムの であると考えています︒
特に今︑コロナウイル
﹁子どもワークショップ﹂
です︒

ふくちやまＣＡＰ連絡先
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広告

議会だより表紙の写真 ・ 議員訪問インタビュー「元気やで福知山！」
の取材先を募集！ 詳しくは、
市議会事務局
（TEL24-7031）
まで
（次回の議会だよりに掲載の有料広告も募集しています）

