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報告会報告会報告会報告会

●９月１４日（土 「市民参加でまちをつくる会」で報告します。午前 時～ 時・杉谷ひろ） 10 12

ば（向陽幼稚園から東向日駅方向へ約 ｍ向かい側）100



このまちのこのまちのこのまちのこのまちの主人公主人公主人公主人公はははは、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの市民市民市民市民ですですですです！！！！

ぜひぜひぜひぜひ傍聴傍聴傍聴傍聴におにおにおにお越越越越しくださいしくださいしくださいしください！！！！

９９９９月議会月議会月議会月議会はははは、、、、決算審議決算審議決算審議決算審議をするをするをするをする特特特特にににに重要重要重要重要なななな議会議会議会議会ですですですです！！！！

８月２６日（月） 本会議（提出議案等の説明・質疑等）

私は13:30～15:30時頃私は13:30～15:30時頃私は13:30～15:30時頃私は13:30～15:30時頃９月 ４日（水） 本会議（一般質問）９月 ４日（水） 本会議（一般質問）９月 ４日（水） 本会議（一般質問）９月 ４日（水） 本会議（一般質問）････････････････････

５日（木） 本会議（一般質問）

６日（金） 本会議（一般質問・予備日）

９日（月） 厚生常任委員会

１０日（火） 建設環境常任委員会

１１日（水） 総務文教常任委員会（私が所属）１１日（水） 総務文教常任委員会（私が所属）１１日（水） 総務文教常任委員会（私が所属）１１日（水） 総務文教常任委員会（私が所属）

１７日（火） 本会議（決算その他議案等の討論・採決）

■時間：すべて午前１０時からの予定

■会場：本会議は、議場（市役所本館２階の西端）

委員会は、大会議室（市役所本館３階の西端）

■本会議は、自由に傍聴できます（途中で出入り可能 。）

委員会は、休憩時間等にしか出入りできません。

向日市議会 第３回定例会

（９月議会）の日程

★★★★皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見・ご・ご・ご・ご要望要望要望要望はははは、、、、杉谷伸夫杉谷伸夫杉谷伸夫杉谷伸夫までまでまでまで

どんなことでもどんなことでもどんなことでもどんなことでも気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください！！！！



一般 質問 通告 書

№ １／５

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

１１１１

①向日市地域公共交通検討委員会は 「市内巡回バスを走らせてほしい」という市民の、

声を受けて発足したものですが、まずこの基本的な認識について確認したい。

②検討委員会では、巡回バスについて、ルートや、需要数、事業費用等、具体的な検討

は全く行わないまま中長期的課題とされました。短期的課題とされた路線バスの再編

についても、何らの方向性も示されていません。市民は「何を走らせてくれるのか」

。 。と待っていたのです 市民の思いと検討委員会の報告には大きな食い違いがあります

私は、こ２年の歳月と１千万円近い予算の無駄遣いになったと考えます。

この教訓から、次のステップとして、報告書の提言通り地域公共交通会議を設置す

るのであれば、以下のことが必要と考えます。市の見解を求めます。

( ) 提言されている地域公共交通会議の仕事は あくまで協議・連絡・調整です 市1 、 。「

内巡回バスを待ち望む市民の願いに答える公共の足をいついつまでに確保する」と

いう明確な市の方針・目標が据えられなければなりません。

( ) 地域公共交通会議は、要綱ではなく条例で設置するべきである。会議の性格、目2

、 、 、 。的 構成 検討事項などを議会に諮って 最初にしっかり議論することが大切です

審議会の条例設置は地方自治法においても求められているものです。

見解を求めます。

「 」 、③検討委員会報告書で 路線バスの再編 が短期的課題のトップに上げられている中で

この年末に阪急の路線バスを一部廃止・減便する計画が明らかになりました。３年前

に向日市の南部から市役所へのバスがなくなり、今度は長岡京方面へのバスが更なる

減便となります。阪急の路線バス減便に反対姿勢を明確にしている長岡京市、大山崎

町と連携して、年末のバス減便を止めてください。市の対策方針を問います。

④「巡回バスを走らせてほしい」との願いに対し、久嶋市政の残り任期１年半の間に、

何をどこまでやりとげるつもりですか？ 検討する は何度も聞きましたので 何「 」 、「

を成し遂げるか」を答えてください。

市内巡回バス実現と阪急路線バスの廃止・減便を止めること市内巡回バス実現と阪急路線バスの廃止・減便を止めること市内巡回バス実現と阪急路線バスの廃止・減便を止めること市内巡回バス実現と阪急路線バスの廃止・減便を止めること

についてについてについてについて

２年の歳月と１千万円近い予算をかけた成果物として「向日市地域公共交通

検討委員会報告書」が７月末に市長に提出されました。この評価と今後の方針

について問うものです。



一般 質問 通告 書

№ ２／５

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

２２２２

高度成長期に大量に建設したインフラの老朽化問題が、今注目されています。そして

。 、インフラの多くは自治体が建設し管理しているものです 公共施設や道路・上下水道が

今後続々と更新時期を迎える事態に対し、どう対応していくか、全国各地の自治体で検

討が進められつつあります。

17 40一例をあげると、神奈川県秦野市(人口 万人)では公共施設白書を作成し、今後

、 、年間で現在の施設の更新費用は 億円 ピークの 年からの 年間に約 億円758 2036 10 400

。 。年間 億円と試算しています 人口比で向日市の規模に換算すると年間約 億円です40 13

東京都国立市（人口 万人）では、今後 年間に必要な更新費用は約 億円、年7.4 40 450

間平均約 億円、現在の年間施設整備費の 倍以上と試算しています。11 2

これらはすべて道路や下水道を含まない試算です。そして新規施設の建設抑制や既存

施設の統廃合・複合化などの基本方針が示され、大きな議論を呼んでいます。試算の条

件で費用は大きく異なりますが、今後のまちづくりにとって大きな課題になるのは明ら

かです。この課題に本市はどう取り組んでいるのか、現状と今後について問います。

（１）向日市の公共施設（上下水道、道路を含む）が更新時期を迎えるピークはいつ頃

と見込んでいますか。また更新に要する費用は、概略どの程度の規模と見込んでい

るか。

（２）２年前、議会答弁で「一元的に公共施設の管理運営を行う部門や方針を立案する

総括的な部門の設置など、本市の実情に応じた公共施設のマネジメント体制の構築

」 。 、 。に努めてまいりたい と答弁がありました 以降 現在までの進捗状況を問います

（３）本問題は、今後のまちづくりを左右する重要な課題です。上下水道については、

検討が進められつつあるようですが、向日市の管理する全ての施設・インフラを包

括して調査検討する必要があります。今後の推進体制と計画について説明してくだ

さい。

（４）市民には、自分の生命や財産に重大な影響を及ぼすことについて知る権利があり

ます。現状を正しく市民に伝え、今後の調査・検討にあたっては、進捗状況と最新

情報を広く市民に情報公開して進めるべきであると考えますが、見解を問います。

向日市の公共施設の更新・管理計画について向日市の公共施設の更新・管理計画について向日市の公共施設の更新・管理計画について向日市の公共施設の更新・管理計画について

今後老朽化した公共施設が続々と寿命を迎えるため、建て替え等大量更新

が迫られるが、その全体像の把握が遅れている。今後のまち作りに大きな影

響を与えるこの課題に、向日市はどう取り組もうとしているのかを問う。



一般質問通告書

№ ３／５

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

３３３３

自治体が市民生活のために行う仕事は、予算に表現されます。市民の声が市政に反映

されるかどうかは、端的には予算にどう反映されるかにかかっています。ところが、予

算案づくりの現実は、市民からは全くのブラックボックス。議会に提案されるまで、何

もわからず、予算案が出てきてから知ったのでは遅いのです。市民の声が、予算にどう

反映されようとしているのかを市民が知り、意見を言える機会を保障すべきです。

（１）市政への市民の信頼を獲得するために、予算編成過程の公開を！

市民参加は、これからのまちづくりの最重要課題と認識されていると思います。情報

公開は、市民参加の前提であり、市政への市民の信頼の基礎となる最も基本的な条件で

す。わがまちのこれからの事業が、どう検討され、来年度はこうする、という過程を市

民にオープンに伝えることは、極めて重要です。

大切なことが決定されていく過程が市民に見えないことが、行政に対する市民の不信

と市民参加を阻む要因となっています。行政のもつ情報は市民のものであるとの基本認

識のもと、予算編成・決定過程の情報をはじめ、まちの重要な情報は要求されなくても

、 、 。積極的に公開していくことが あるべき基本姿勢であると考えますが 見解を問います

（２）積極的に予算情報を公開し、市民が意見を述べる機会の保障を！

予算案の編成について、向日市では、例年 月に市長の予算編成方針が示された後10
は、議会に提案されるまで、全くのブラックボックスです。

鳥取県は片山知事の時代に、予算編成過程を全面公開し、注目を集めました。以降、

予算編成過程の公開や予算原案段階での市民意見の募集を行う自治体が増えてきていま

す。このような流れに対し、向日市はどのような認識を持っていますか。

（３）来年度予算の編成が秋から本格的にスタートします。この秋から予算編成過程の

公開と、市民意見の募集＝パブリックコメントを実施して頂きたいが、どうか。

できる所から直ちに実施に着手していただきたいが、見解を問います。

予算編成過程の公開と、予算案への市民意見の反映について予算編成過程の公開と、予算案への市民意見の反映について予算編成過程の公開と、予算案への市民意見の反映について予算編成過程の公開と、予算案への市民意見の反映について

市民の声が市政に反映されるかどうかは、端的には予算にどう反映されるか

にかかっています。来年度予算編成過程を公開し、市民意見を反映するように

改革を求めます。



一般質問通告書

№ ４／５

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

４４４４

８月１日から生活保護基準の引き下げが実施されましたが、これは前例のない大改悪

です。

①基準の引き下げの規模は３年間で平均 ％、最大 ％という大幅なもの。かつて6.7 10

基準の引き下げがあったのは 回ですが、 回とも ％未満の小幅なものでした。2 2 1

。②政府が２％の物価上昇と５％の消費増税を予定している中での引き下げであること

政府は社会保障費全般の削減を進めようとしていますが、その最初の突破口として生

活保護制度がターゲットとされました。それは、①生存権保障の基盤である生活保護を

崩せば、他の社会保障制度の削減に道が開くこと、②生活保護受給者は社会的に弱い立

場にある上に 「生活保護バッシング」で声をあげにくく、叩きやすいからです。前例、

を見ない生活保護基準の大幅引き下げは、社会保障全般の削減の最初の一歩なのです。

また保護基準の引き下げは、たとえば就学援助や住民税、国民健康保険、介護保険な

ど様々な低所得者支援施策に影響が及び、低所得層全体に打撃を与えます。

（１）市長の認識を問う

年間にわたる引き下げが実施されれば、収入のほぼ全てを消費支出する保護世帯に3

とっては、物価が ％上がる中で、収入が ％、最も減る人は ％も減ることになり7 6.7 10

ます 「健康で文化的な生活をするための最低限度の生活費」が実質 ％前後も減らそ。 15

うとしているのです。

①今回の基準引き下げによる影響について問います。

今回、保護の停止・廃止になった方はいるか。また、３年間にわたる引き下げが予

定通り実施された場合、保護の停止・廃止がどの程度予想されるか。

②政府が物価を上昇させ、増税を行う方針の一方で、逆に保護費を減らすことは矛盾し

ていると思いますが、市長の考えを問います。

前例のない生活保護制度の大改悪から市民を守ることについて前例のない生活保護制度の大改悪から市民を守ることについて前例のない生活保護制度の大改悪から市民を守ることについて前例のない生活保護制度の大改悪から市民を守ることについて

８月１日から実施された生活保護基準の引き下げは、前例のない大改悪で

す。市民の福祉の改善を図る自治体として、生活困窮者の生活をいかに守る

べきか、見解と対策を問います。



№ ５／５

③向日市の被保護世帯をはじめ生活に困窮する多くの市民が、このような事態に直面し

ていることに対し、向日市民の福祉の改善を図る責任ある市長として、どのような認

識をお持ちか。

④政府に対して、生活保護基準引き下げの中止・見直しの要求をしていただきたいが、

どうか。

（２）就労・自立支援事業について

新規大卒の若者ですら就職がままならない現実があります。健康その他様々な事情が

あって保護を受けるに至った人たちが、ハローワークに頻繁に通ったからと言って、な

かなか職が見つかるものではありません。

そんな中で厚労省は 月 日 「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針」5 16 、

を出し、 月から就労活動促進費を新設する一方、自立活動確認書への署名・提出を求8

め、一定回数以上の就労活動を義務づけ、従わない場合は保護の停止・廃止を検討する

よう指示しました。

①向日市において、就労・自立支援事業の対象となる方の人数、自立活動確認書の提出

を指導済みの方の人数・提出した方の人数を報告してください。

②この指針に基づく強制的な就労指導と、保護の停止・廃止は行うべきでないと考えま

すが、向日市ではどのような運用をしていく考えか。

（３）保護の申請から開始までの緊急貸し付け制度を設けることについて

生活保護申請に来た時点では、すでに所持金は全くなく、今日の食事代にも困ってい

るという方も多いと聞きます。その場合、保護決定までの２週間をどうしのぐのか。制

度的な救済措置はないのでしょうか。自治体によっては「緊急貸付制度」を設けていま

す。困窮している市民も救われるし 「どうしようもありません。自分で何とかしてく、

。」 。 。ださい としか言えない窓口担当職員も救われます 金額はごくわずかで良いのです

本市においても制度の設置を検討すべきと考えますが、どうか。


