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第４回市民と議会の意見交換会開催報告  

 

１．日時  

  平成28年5月22日（日）   午後2時01分  ～  午後3時36分  

 

２．場所  

  地域福祉センターきりしま苑  3階大会議室  

 

３．説明員  

議  長       上  村  真  造  

副議長       浜  野  利  夫（司会）  

   議会運営委員長   進  藤  裕  之  

   議会運営委員等   綿  谷  正  已     小  原  明  大  

    近  藤  麻衣子     三  木  常  照  

    田  村  直  義     福  島  和  人  

 

４．来場者  

  市民（10人）  

  報道（1人・京都新聞社）  

 

５．出席議員（8人）  

冨  田  達  也    白  石  多津子    大  伴  雅  章  

中小路  貴  司    野  坂  京  子    住  田  初  恵  

山  本    智    八  木    浩  

 

６．その他の出席者  

   議会事務局（6人）  

 

７．内容  

  (1) 開会の挨拶  〔上村真造議長〕  

  (2) 平成28年度予算審議を含む3月議会を終えての議会報告  

〔進藤裕之議会運営委員長〕  

  (3) 各会派からの議会報告  

   〔日本共産党長岡京市議会議員団・小原明大議員〕  

 〔民主フォーラム・綿谷正已議員〕  

〔平成市民クラブ、平成同志クラブ、平成西山クラブ・三木常照議員〕  

〔公明党長岡京市議会議員団・福島和人議員〕  
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(4) 議会報告への参加者からのご質問、ご意見  

【新庁舎建て替えに向けて市役所に必要と考える機能は】  

○市民  3月議会のエポックメイクなところでは、中学校給食が具体的に予算

拡充されたり、防災の金額が増えたり、市役所庁舎の予算が具体的についた

りしていると思います。なかでも市役所庁舎について、せっかく建て替えた

り改築するんであればこういう機能が市役所庁舎にはあったらほうがいいよ

ねとか、必要だよねというのがあれば教えていただければと思います。  

○進藤裕之議員（議会運営委員長）  まず、中学校の給食については、この

28年度で具体的な検討を進め、4つの中学校のうちの1つからモデル的に実

施をしていくと聞いています。次に、防災については、南部地域防災センタ

ーを整備する予算ということで大きく増えています。最後の市の庁舎につい

ては、市長としては自分の1期目の任期で何とか着工まで持っていきたいと

いう答弁があり、これから具体的な検討を進めて行くという状況になってい

ます。庁舎の持つ機能については、各会派でそれぞれの思いがあると思いま

すので、それぞれ回答をよろしくお願いします。  

○小原明大議員（日本共産党）  市役所ではいろんな部署が分かれていて、手

続きをするのにあっち行ってこっち行ってしないかんということも多いんで

すけど、ここへ来たら全ての用事が一体にできるというサービスをぜひ取り

入れるべきではないかなと思っています。  

○綿谷正已議員（民主フォーラム）  行政機能だけではなくて、ある一定の複

合施設、具体的なところはいろいろな意見があると思うんですけども、そう

いった機能をとり入れていっていただきたいと思います。また、民間資本の

活用についても考慮しながら進めて行っていただきたいと思っています。  

○三木常照議員（平成クラブ）  私どももできるならば複合施設、今までのお

役所だけではなく、例えば商工会が市庁舎の中に入ってそのフロアをお貸し

する。また、民間施設等も入って活性化できるような建物になれば一番いい

のではないかなと考えています。  

○福島和人議員（公明党）  民間の活用はいろいろこれから検討していきます

が、理想としてはやはり庁舎に市民が来ていただいて、いろんな用事だけで

なく、憩いの場というか、市庁舎で市民の方が気軽にゆっくりできるような

空間になればいいなと思っています。  

【一般質問などの通告書にもっと工夫を】  

○市民  3月の市議会を傍聴したんですけれども、質問通告書を事前に公開さ

れることになっていますね。私はこの事前通告書を見て傍聴してみようかな

という内容ではないと思います。これも一つのプレゼンテーションという

か、話のつかみ方、通告書の書き方をもっと工夫されてはどうかなと思いま

すが、どのように考えていますか。  
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○進藤裕之議員（議会運営委員長）  一般質問や総括質疑の事前通告書は、そ

れぞれの議員が思いを入れた中で書いているかと思うんですが、市民の方に

はそういうふうにとらえられてしまっているのかなと思います。傍聴に来て

いただく方がなかなか増えない、動画配信もなかなか視聴が伸びないという

ことにもつながってきているんではないかと思っています。我々議員として

も、プレゼンテーション能力を今後高めていかなければならないと認識をし

ていますし、気をつけてやっていきたいなと思っています。  

【組織改正への考えは】  

○市民  組織改正で総務部とか企画部とかがなくなって、新しい名称ができた

と。これは新しい市長の意向だと思うんですけど、その意向を各議員さん

はどんなふうに受け止めているのかお聞かせください。  

○小原明大議員（日本共産党）  市の組織は市長側の仕事のやり方の部分が大

きいですので、意見は言いますけれどもあまり大きく反対するものではない

と思っています。実は、この組織改正の議案の審議のときに、賛成討論とい

うものをさせていただいたんですけれども、一面期待もしながら一面やりに

くくなる部分も当然あると思いますので、それをクリアして市民の皆さんに

対していい仕事をできる体制であっていただかないかんなと思っています。  

○綿谷正已議員（民主フォーラム）  私ども正直最初に案を聞いたときには違

和感がありました。今まで総務とか企画に慣れていたということがございま

すけれども、対話推進をしていくといった市長の思いがそこに込められてい

るとお聞きしました。市民の方にもしっかりと訴えていっていただくことを

市長にお願いしながら賛成させていただきました。  

○三木常照議員（平成クラブ）  これまでの総務部と企画部を足しまして、こ

れを対話推進部、市民協働部、総合政策部の3つに分けました。正直我々平

成クラブの議員団の会議の中でも当初は喧々諤々議論をいたしました。市民

との接点、対話を強力に推し進めて行こうという中小路市長の強い思い入れ

があり、我々平成クラブもその方向に賛成をして、市民の方々に説明させて

いただこうと考えています。  

○福島和人議員（公明党）  やはり総務部や企画部というのは長年世間的にも

こういった名称が根付いているのでかなり戸惑いもあったんですが、一番市

民と接する部分を扱うところを対話推進部という名称にしたということもお

聞きしています。組織が変わって戸惑うのは市民ですから、我々としても名

称変更について市民が理解できるような対策も行いながら推し進めてくださ

いという意見を言い賛成させていただいたところです。  
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(5) 議会についての参加者からの質問、意見  

【市議会での質問の範囲は】  

○市民  長岡京市議会というのはあくまでも長岡京市に関する話を話し合うと

ころだと思うんですね。ところが、例えば中小路市長に憲法に関する考え

方を問うような一般質問があるわけですね。それってどういうことかと思

うんですね。また、1月の補選のときに長岡天神駅前やＪＲ長岡京駅前で選

挙妨害を行っている会派がありました。そういうやり方はどうかと思うん

ですが、皆さんの考え方をお聞きしたいと思います。  

○進藤裕之委員（議会運営委員長）  1点目につきましては、議会運営委員会

の委員長の立場からお答えしたいと思うんですが、基本的に市議会に対して

提案されている議案について審議をしていくのが本会議や委員会の場であ

り、一般質問というのは一般的に何に対して質問してもいいという場になっ

ています。ただ、例えばその場で今国会で審議をされている法案に対しての

質疑をすることは逸脱している、国会の場で論議をして国会議員が決めるべ

き問題だと思います。実際にそうした質問がこれまでなされているとは思っ

ていません。憲法に対して一地方自治体の首長としてどう思われた中で市政

の運営を推進していますかという質問であれば、市議会の範疇だと考えてい

ます。  

  2点目の質問に関しては、具体的に明確にならない以上、申しわけないで

すけどもこの場での回答はそぐわない内容だと思いますのでよろしくお願い

します。これについては、その会派の議員や幹事さんに直接ご意見を求めて

いただいたほうがいいかと思いますのでよろしくお願いします。  

【議会だよりに会派に所属しない議員の意見欄は】  

○市民  会派に属さない議員の方にお聞きしたいんですけど、議会だよりに一

般質問や採決の結果は出てるんですが、会派の意見欄には何も出ないんです

ね。ルールで決まっていることだと思いますが、意見を載せて欲しいと思い

ませんか。  

○八木浩議員  長岡京市議会では会派主義をとってるということをよくよく理

解しています。議会だよりだけでなく、予算や決算の総括質疑も委員になれ

ないなどのルールがあります。会派に所属しない議員の扱いについては、僕

らも声をあげながらやらさしていただきたいなと思うところです。  

○冨田達也議員  議会だよりに載せたいかと聞かれたら載せたいです。しか

し、議会は会派主義で動いてますので、そこは重々承知の上で会派に所属し

ないという立場をとっております。ただ、正月号のときの写真は載りたかっ

たなと思います。  
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【普段の議員活動や市民との活動は】  

○市民  この会に初めて参加させていただきました。日頃議会以外で市民との

間でどういう活動をしているのかが意外と見えないんですね。具体的な市民

活動だとか、調査とかをどんなふうにされているかをお答えいただければと

思います。  

○進藤裕之議員（議会運営委員長）  まず、正副議長については議会を代表す

る顔ですので、年中休みがない状況でいろいろな場に顔を出されています。

そのほかの議員については、例えば議員によっては朝街頭活動ということで

駅に立って話をしたり、後援会等への活動をしたりされていると思います。

ただ、我々の実際の活動不足という面もあるんですが、なかなかタイミング

が合わないと見えにくい部分もあります。ホームページや紙面ベースで活動

報告を出している議員さんもおられますし、それをポスティングされている

議員さんもおられます。待っているだけでなくて、お困りごとはないですか

というような働きかけもしていかなあかんと思います。いつでも結構ですの

で議員にこれどないなってんねんとか、ここはこうすべきやというような意

見や提案がありましたらいただけましたらと思います。現在、市議会では議

員政策研究会というものを立ち上げようと考えています。そういったところ

で皆さんの意見も吸い上げさせていただきながら、政策提言や議員提案条例

の制定も行っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。  

【議員それぞれの得意分野のＰＲも】  

○市民  議員さんはいろいろな活動をされていると思うんですけど、例えば子

育てが得意な議員ですよとか、いろいろ得意分野があると思うんですね。で

も、今そういったものは発信されてないと思うんです。そういう得意分野を

ぜひＰＲしてもらったら、市民としてはこういう問題やったらこの議員さん

に相談に行こうかというようなことも出てくるんじゃないかなと思います。  

○進藤裕之議員（議会運営委員長）  貴重なご意見として、それぞれの議員の

皆さんもＰＲをぜひお願いしたいと思います。  

【若い世代への印象、働きかけは】  

○市民  18歳の選挙権が始まります。長岡京市の若い人たちを見ていると、

引っ込み思案というか自分から積極的に行動するのが苦手な人が多いなと感

じるんですが、それぞれお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。  

○小原明大議員（日本共産党）  個人的な話になりますが。若い方が社会のこ

とに関心がないわけではないかなと思っています。こちらから話しかけてい

けば答えは返してくれますし、それぞれの考えを持っている面もあります。

ただ、まわりにすごく気をつかって合わすということがなんとなく風潮にな

っている面があるんじゃないかなと思います。若い方といろいろ話す機会を

作りながら、同じ主権者としてがんばっていきたいなと思っています。  
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○綿谷正已議員（民主フォーラム）  個人的な意見になりますけど。若い方に

無関心が多いかと言えばそうではないという部分もあると思っています。た

だ、マスコミの報道等やネットの情報では、国政の記事が多いわけで、長岡

京市よりもそちらのほうの関心があるのではないかと思います。18歳にな

って大学あるいは就職とかで、長岡京市を離れる方も多い部分もあると思い

ますので、ぜひ長岡京市へ戻ってきていただけるようにいろんな施策の中で

訴えていきたいと思っています。  

○三木常照議員（平成クラブ）  これは決して長岡京市だけの若者の気質がこ

んなんやということと違って、やはり日本全国の若者に一定の共通点がある

と思っています。それは、自分からなかなか意見を発信、主張しない。た

だ、ちゃんとお話をすると意見はあります。大人がしかけをつくって、もっ

と若者の意見を吸い上げる努力をするということが必要だと思います。  

○福島和人議員（公明党）  我々はそういったことも危惧していまして、党を

挙げて若者を集めていろんな話し合いをやらしてもらっています。ただ、個

人的にとなるとなかなかそういった場を設けるのも難しいんですけども、や

っぱり今いろんな情報が多くある中で、どういった方向で発信していくのか

が今後の課題やと思っています。  

○近藤麻衣子議員（平成西山クラブ）  私個人のことですけれども、なかなか

若い方とのコミュニケーションがとれていないなと実感しています。こちら

からアクションしていかないといけないと思いますし、やはりまだまだ若い

方の政治離れが非常に多いと感じています。そこをなんとか私たち若い議員

が先頭に立って、もう少し交流を持っていかないといけないなと思っている

ところです。18歳選挙権を得られる方のための何か催しというものも議会

で考えていかないといけないと思っております。  

○八木浩議員  政治とかまちとか国とかについても、小学生は小学生なりに、

高校生は高校生なりに考えてると思うんです。ただ、政治不信が生まれるこ

とを極力避けていくような活動を議会としてもみんなで発信をしていって、

あきらめることなく希望を持ってまちづくりに進んで行ける一票が投じても

らえるようしっかりと思いを発信していきたいなと感じています。  

○冨田達也議員  主権者教育を進めていくべきかなと思っています。高校とか

に議員が出前ミーティングみたいなことをしてもいいのかなと思っていま

す。また、私自身では大学生のインターンの受け入れをし、少しずつでも政

治を知っていただければと思っています。政治に興味がないということでは

なくて、政治と今の生活がどのようにつながっているのかがわかっていない

ことが現状なので、そこを伝えていきたいと思っています。  
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○浜野利夫副議長  大事なことだと思うんです。ちょうど、議会としては小学

生と保護者が一緒になった「議会体験ツアー」を行っていまして、今の話を

通して、小学生、中学生含めて、保護者と一緒になって議会活動の模擬体験

をしながら考えていく機会が今後もっと要るのかなと思っています。  

【中学校給食導入にむけて・女性が生きやすい社会へ】  

○市民  神足小学校から長岡第四小学校が分かれた昭和42年当時、体育館も

音楽室も給食室もまだなかったときに、ＰＴＡのみんなでやっぱり給食だけ

はしてやろうやないかということで、父兄が協力して自動車を借りて神足小

で給食を作ってもらって、第四小学校に運んだ例があります。中学校給食の

検討の中でぜひ一度調べてみてください。もう1つは、ずっと昔にドイツを

視察したときに、そこの保育所自体が幼保一元化だったんです。長岡京市で

も、長岡第七小学校に保育所を併設されました。そして、神足小学校でもさ

れています。幼保一元化的な考え方をされるんでしょうか。保育所の建て替

えの中で複合化もされていますが、もう少し母親が安心して子どもを預けら

れるような体制の保育所を作ってやっていただきたいなと思います。世界中

で日本の女性ほど大変なことはないんじゃないかと思います。社会の体制そ

のものが、子育てとか介護とか、それは女の仕事やというような考え方にな

ってると思うんです。社会的な事業としては会社にしても何にしても同じよ

うにしながら、女には女の特別違った課せられた役割というものを背負って

いるというところに、女性の大変さを今しみじみと感じています。  

○進藤裕之議員（議会運営委員長）  まず、1つ目の第四小の給食のお話は、

私も初めて聞いた大変貴重なお話でした。中学校給食の実現に向けて、これ

から具体的な提案がなされていくと思うんですけども、しっかりと議会とし

ても意見反映していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。  

2つ目は、長岡京市には公立の幼稚園がないという状況の中で幼保一元化

の子育て施設に関しては、実は今回こども認定園で幼稚園が基本的に保育所

に参画ができるというような形の中で公募もしたんですけれども、手をあげ

ていただく民間の幼稚園がなかったという状況です。今後の検討課題だと認

識していますので、取り組みを進めていきたいと思っています。  

 

(6) 閉会の挨拶  〔浜野利夫副議長〕  

 

 


