平成２８年度 下半期

要望等の要旨・回答
－ 篠山市 －

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
28106

○辻「４本杉」保護保全工事について

H28.10.03
28108

担当部署

要望要旨

受 付 日

社会教育・文化財
課

○堤防陥没箇所の補修工事について

回答内容
四本杉は篠山市の天然記念物に指定されており、天然記念物の保護に必要な工事費に
ついて、平成２９年度予算で補助を行うことを検討します。

地域整備課

H28.10.03

要望箇所の普通河川只越川は、河床洗掘による吸い出しにより堤防等が陥没しており、
修繕の必要があると考えますので、当該予算が確保できましたら、今年度中に河川修繕
工事を実施します。

○市有地（田）と個人所有地（田）の交換は可能か。

管財契約課

土地の交換はできませんが、売却であれば検討します。

28109

○通学路の危険箇所に関する要望（①カーブミラー等の設置、道路の修繕

市民安全課

①平成２９年度に予算を確保し、
「スピード落とせ」
「通学路注意」の看板を設置しま

H28.10.05

等、②看板設置、③街路灯の設置について）

地域整備課

す。市道向山線突起物については、早急に切断等により修繕します。市道向山線の下水

下水道課

道マンホール蓋周辺の路面については、今年度において修繕します。

H28.10.04

②歩車分離の標示版の設置は、公安委員会の所管となります。
③街路灯の設置は、自治会からのご要望を受け設置しておりますので、該当する自治
会と協議調整をお願いします。
H28.10.05

○市道西町西線で、市道と民地の間が５０㎝ぐらいあるので、舗装してほ

地域整備課

平成２９年度以降予算確保後に修繕します。

○国道１７６号線大沢歩道の街路樹が倒れた。

地域整備課

丹波土木事務所の道路第２課へ連絡しました。

○県道の草刈りについて

地域整備課

丹波土木事務所の道路第２課へ連絡しました。

○以前、ペットを葬送する場所を設置してほしいとお願いしていたが、今

秘書課

貴重なご意見をいただきありがとうございました。

秘書課

一括納付をすることは可能であるところ、対応した職員の理解不足により、その対応

しい。

H28.10.05

H28.10.05

H28.10.05

回、市営斎場にペット告別所を設置されることが分かった。市長が意見を
聞いてくださり、対応しくださったことに感謝する。
○医療保険課の窓口で、１期の納付期限が過ぎていたが、確定申告で領収

H28.10.05

書を何枚も添付する必要があるので、一括納付の希望を伝えたところ、納

ができなかったことを説明し、謝罪しました。

付できないと言われた。市民が気持ちよく、早く納税できるような対応は
できないのか。
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
28110

担当部署

回答内容

○街路灯周辺の桜の剪定の要望

地域整備課

※検討中

○曽地口下橋の南側の護岸が崩れている。

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ連絡しました。

○今田小学校の通学路に伴う要望

地域整備課

※検討中

○通学路の適正管理の要望（植栽剪定・草刈り）

地域整備課

国、県道の除草作業の継続及び除草回数を増やしていただくことを丹波県民局へ要望

H28.10.06

H28.10.07
28111
H28.10.12
28112
H28.10.12

しています。
市内の国、県、市道等における除草作業は、平成２９年度以降も前年予算を確保し、
河川及び国、県、市道等の除草作業を実施される自治会に対し、財政的支援を継続しま
す。
また、市道の植栽帯の剪定及び除草については、地元自治会及び業者に発注を行い、
適正な管理を継続的に実施します。
○東吹交差点付近のマンション駐車場から出てきたパッカー車と衝突しそ

H28.10.12

市民衛生課

うになった。

市が収集を委託する事業主に対し、当該運転員に安全運転励行の指導をするよう指示
しました。

○舗装クラックで通行に支障がある。

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。

○マイナンバーの収集について、複数の部署から依頼があり、提出してい

総務課

登録が遅れていること、不信感を抱かせてしまったことに対して謝罪するとともに、

H28.10.13

H28.10.13

たが、最近になって、他の部署から再度の提出依頼があった。

適正な管理に努めていることを伝えました。

提出済みである旨を担当者に伝えたところ、
「提出が確認できない」と言
われた。半年以上暮れても未登録であるということや、紛失されたのでは
ないかという不安、不信感がある。
28113

○地域おこし協力隊の配置について（要望）

創造都市課

※検討中

28114

○教育環境に係る要望書（①空調設備の設置、②門扉の設置、③支援員の

こども未来課

①市内幼稚園の遊戯室におきましては、預かり保育の午睡として使用するなどのほか

H28.10.14

配置について）

H28.10.14

には冷房設備を設置しておらず、身体の発汗作用も含め、扇風機による温度管理を行っ
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容
ています。暖房につきましては、平成２９年度予算で改善できるよう検討します。
②平成２９年度に玄関口へ門扉を設置する方向で進めたいと考えます。
③西紀みなみ幼稚園には、平成２８年度２人の特別支援教育支援員を配置しています。
平成２９年度の配置につきましては、入園予定者等の状況を把握し、市内幼稚園全体の
状況を踏まえた上で、就学前幼児教育の推進に適した受入体制に努めます。

28115

○平成２８年度 児童の教育環境に係る要望事項について

H28.10.14
28116

市民安全課

※検討中

地域整備課
○平成２８年度 児童の教育環境に係る要望事項について

H28.10.14

市民安全課

※検討中

地域整備課
学事課

28117

○平成２８年度 生徒の教育環境等に係る要望事項について

H28.10.14

市民安全課

※検討中

地域整備課
学校教育課

28118

○平成２８年度 児童・園児の教育環境に係る要望事項について

H28.10.14

市民安全課

※検討中

地域整備課
学校教育課
学事課
こども未来課
教育総務課

28119

○防災無線による西紀南小学校区への児童の下校放送について

H28.10.14

地域コミュニテ

西紀防災行政無線の使用を承認します。

ィ課
○西紀みなみ幼稚園における教育環境の充実を求める。

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

○西紀北小学校・きた幼稚園における児童・園児の教育環境の整備（通学

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

H28.10.14

H28.10.14

路の安全確保等）を求める。
○西紀小学校における児童の教育環境の整備（通学路の安全確保）を求め
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
H28.10.14

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

市民協働課

その方の会社を調べたり、勤務先を教えたりすることはできません。

秘書課

事実確認を行い、担当した職員を指導しました。

○過去の要望回答後の状況確認について

地域整備課

平成２９年１２月補正で要求します。

○自宅裏の水路（法定外公共物）から雑木が繁茂し、枝葉が日照を遮って

地域整備課

道路パトロール員及び職員で枝葉を伐採しました。

求める。
○西紀中学校における生徒の教育環境等の整備（通学路の安全確保等）を

H28.10.14

求める。
○近隣の住人が、夜間に車のエンジン音を立てて困っている。警察にも連

H28.10.14

回答内容

る。
○西紀南小学校における児童の教育環境の整備（通学路の安全確保等）を

H28.10.14

担当部署

絡し、対応してもらっている。最近は少なくなったが、勤務先の会社へ注
意を入れたい。
○農地のことについて、農業委員会に電話したところ、担当の職員がぶっ

H28.10.14

きらぼうな返答をし、偉そうな対応をされて非常に不愉快だった。

H28.10.14

H28.10.14

いる。

28120

○大雨時における土砂、雨水等に対する対策について（要望）

地域整備課

H28.10.17

ご要望の砂防堰堤事業、急傾斜地崩壊対策事業については、事業主体が丹波土木事務
所の所管となりますが、土砂災害に対する市民の安全確保のため、本要望書を丹波土木
事務所公園砂防課へ送付するとともに、市も併せて要望事項の事業採択に向けた働きか
けを行います。

○県立田園学校の現在の所在地等について

管財契約課

当該校の所在地及び沿革を伝えました。

○舗装修繕、側溝改修の要望

地域整備課

平成２９年度以降に２か年計画で予算要求します。

○市道不来坂中央線の側溝において、破損したグレーチングを撤去してい

地域整備課

修繕しました。

地域整備課

①③修繕等を実施します。②Ｈ２９以降予算確保後に修繕します。④丹波土木へ連絡

H28.10.17

H28.10.17

H28.10.17

るが、隙間が大きく危険なので、早急に修繕してほしい。
○①法定外水路、道路のＨＰ管詰り、②災害の普通河川高野川の未復旧、

H28.10.18

③普通河川高野川の堤防の陥没、④一級河川高野川の陥没について

しました。
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

○弊社物件の施工において、進入路が工事車両の通行で損傷したが、弊社
H28.10.18

回答内容

地域整備課

通行による損傷は、原因者負担で復旧をお願いします。

秘書課

平成２８年１月に策定しましたが、ホームページに掲載できていませんでした。

で復旧しなければならないか。
○篠山市のホームページ上に、２０１５／１２／２２に「来年の３月まで

H28.10.19

担当部署

に篠山市手話施策推進方針を策定します。
」と掲載されていますが、
「篠山

速やかに掲載します。

市手話施策推進方針」はどこに載っているのか。手話通訳者として地域福
祉課に何度もお願いしたが返事がない。
○①市道小枕北山線の竹木の処理、②市道小枕新田春日線の北山橋のクラ
H28.10.19

地域整備課

①処理しました。②Ｈ２８橋梁点検を実施し、レベル２であると診断しました。

○河川の護岸浸食及び高木の倒木対応について

地域整備課

護岸整備は不要と考えます。倒木については、所有を自治会に確認してください。

○店舗前のグレーチングがぐらついているので復旧してほしい。

地域整備課

グレーチングの底部と側面にゴムシートを設置して固定しました。

○多紀支所に、多紀児童クラブの申込書をもらいに行ったが、職員の対応

秘書課

対応について謝罪し、申込書の内容について説明しました。

地域整備課

当該区画線補修を実施します。

○自宅前の側溝地覆が破損しているので、修繕してほしい。

地域整備課

修繕工事を実施します。

○土砂災害危険区域内の急傾斜地に対する崩壊対策事業の要望

地域整備課

丹波土木事務所公園砂防課に連絡しました。

○土手崩壊への対処について（要望）

農都環境課

要望箇所の井堰は、農業用用水施設であるため、用水施設管理者において維持管理を

ックについて

H28.10.19

H28.10.20

H28.10.21

は愛想が悪く不愉快だった上、帰ってから申込書を見ると多紀児童クラブ
の欄がない。どうなっているのか。
○市道西岡屋立町線（みなと銀行の前）の中央線が消えかかっているので

H28.10.21

修繕してほしい。

H28.10.21

H28.10.24
28121
H28.10.25

お願いします。
○急傾斜地の落石対策について

地域整備課

H28.10.26
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丹波土木事務所公園砂防課へ引き継ぎました。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

○自宅前の里道上のグレーチングがガタついている。

地域整備課

修繕を行いました。

○西岡屋地内の道路脇に立ててある側溝への注意喚起ポールが倒れたまま

地域整備課

取替えを完了しました。

H28.10.26

H28.10.27

になっているので対応してほしい。

28123

○高齢期を安心して暮らせる施策を求める２０１６年度統一要望書

保健福祉部

H28.10.28

１ 医療について

上下水道部

①高齢者の医療費を軽減すること。

総務部

１①イ 医療費は年々増加しており、保険制度を維持していくためには、７０歳以上の
高齢者においても、若年層と同様に保険料を負担いただくことが必要と考えます。
ロ ７０歳以上の医療費窓口負担は、健康保険法施行令等により平成２６年４月以

イ 保険料を引き下げること。

創造都市課

降、新たに７０歳となった被保険者等から段階的に２割となっていますが、高額

ロ ７０～７４歳の医療費窓口の負担は、１割に戻すこと。

人権推進課

療養費の自己負担限度額は据え置きされ、その負担額には配慮されています。そ

ハ ７５歳以上の医療費を無料化すること。当面、広域連合議会の国

農都環境課

うしたことから、医療費負担を１割に戻すことは難しいと考えます。

に対する要望を踏まえ後期高齢制度の特例軽減の継続を国に強く強

ハ 医療費は年々増加の傾向にあり、財政運営が厳しい本市において、多額の財源

いる要望すること。

が必要となる自己負担の無料化は難しいと考えます。

②国保の広域化にあたっては、市町の主体性を尊重すること。

また、後期高齢者医療保険料の特例軽減については、平成２８年６月に全国後期

③国民健康保険料未納者にも保険証を交付し、資格証明書の交付をやめ

高齢者医療広域連合協議会が、国に対して現行の特例軽減措置を維持、継続の要望

ること。

を行っているところであり、更なる要望を行うことはできません。

④高齢者の健康診断項目に心電図・各種ガン及び認知症を加えて無料で

②平成２７年度から、市町及び県で構成する「国民健康保険連絡協議会」において、

実施すること。また、人間ドッグの費用助成を行うこと。

県広域化に伴う運営方針等について、意見交換や検討を行い、各市町の意見等を反映

⑤６５歳以上の高齢者に、肺炎球菌ワクチン接種の年齢指定を柔軟に対

するよう進めています。

応し、インフルエンザワクチン接種とともに無料で実施するための財政

③国民健康保険税負担の公平性を考えると、短期証・資格証の発行は必要と考えます。

措置を行うこと。

資格証明書の発行については、納税相談の来庁を促し、特別事情に関する届出書の提

⑥保険でよりよい歯科医療が受けられるよう、歯科検診報酬を改善する

出依頼及び弁明の機会を付与しても何ら連絡の無い方に対しては、訪問等を行い、対

とともに、保険のきく範囲を広げるよう国にもとめること。

象者と接触するようにしています。以上の方法をとっても、接触できない方に対して、

⑦医療・介護総合法による地域医療構想を明らかにすること。

資格証明書を発行しています。また、
「特別の事情」が判明した場合には、資格証明書

⑧後期高齢者医療広域連合議会議員を、民主的に選出すること。

の適用除外及び保険給付差し止め解除を行い、国民健康保険被保険者証明の発行を行

２ 介護について

っています。

①制度発足の趣旨に戻し、保険適用はずしなどの改悪を行わないこと。

財産の差押さえについては、納付に対する姿勢が見られない方を対象に、法令に基

②第７期の介護保険料を引き下げること。

づき実施しています。また、生活困窮に陥らせることのないよう十分配慮するととも
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

③第６期事業計画・総合支援事業について、貴自治体の進捗状況とその

に、差押禁止財産については、差押えは行っていません。

実情を明らかにすること。

④本市の特定健診の健診項目は、国が定めた特定健診の検査項目以外に「血清クレア

④要支援１・２の介護サービスを第５期事業計画以前の水準に戻し、要

チニン」
「血清尿酸」
「尿潜血」
「ヘモグロビンＡ１ｃ」を追加健診として行っていま

介護１・２の保険適用をはずしやめること。

す。平成２６年度より腎機能をみる新たな検査「糸球体濾過量（ｅＧＦＲ）
」を加え

⑤貴自治体の認知症相談窓口や認知症疾患医療センターの設置状況・利

追加健診を充実させました。詳細検査の「心電図」
「眼底検査」においても国基準を

用状況を明らかにすること。

大幅に緩和し、多くの方に受診いただけるよう対象基準を設けています。

⑥特別養護老人ホームを増設し、必要な利用者に提供すること。

また、歯科健診においても、６０歳７０歳７５歳８０歳に無料クーポン券を発行し、

⑦貴自治体内の老老介護の実態を調査し、必要な支援を行うこと。

受診勧奨に努めています。

⑧介護手当の支給条件を緩和すること。

健診受診料は、国民健康保険加入者及び７０歳以上の方は無料です。月に１回の健

３ 年金・税について

康福祉センターでの健診を軸に３月には６地区６日間の巡回健診を行っています。

①年金の「マクロ経済スライド」は廃止をするよう国に求めること。

⑤肺炎球菌ワクチンは、予防接種法改正により、平成２６年１０月から法定接種化と

②最低保障年金制度を早急に実現すること。緊急措置として、基礎年金

なりました。対象は、６５歳以上及び６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、も

国庫負担分の３．３万円を低年金・無年金者に支給するよう国に求める

しくは呼吸器等の障害のある方（平成３０年度までは経過措置あり）ですが、市では

こと。

さらに接種対象の枠を広げ、６５歳以上の心臓、腎臓もしくは呼吸器の障害のある方

③年金を毎月支給とするよう国に求めること。

も行政措置予防接種として接種していただいています。接種料は３，０００円で無料

④年金支給開始年齢の引き上げと保険期間延長に反対すること。

ではありませんが、阪神地域の市の接種料の約４，０００円と比較すると安い接種料

⑤公的年金控除の縮小をやめるよう国に求めること。

となっています。

⑥年金からのすべての特別徴収をやめること。

また、インフルエンザ予防接種は、今年度は従来の３価ワクチンから４価ワクチン

⑦年金基金積立金の投機的運用をやめるよう国に求めること。

になったことによりワクチン単価が一人あたり約５００円上がりましたが、上がった

⑧消費税の増税をやめるよう国に求めること。

費用分は市が負担し、接種料は昨年と同様の１，０００円の接種料に据え置きました。

⑨住民税を軽減すること。

これも阪神間の市の接種料より安くなっています。

４ 安心して暮らせる地域社会づくりについて

できるだけたくさんの高齢者の方に受けていただけるよう、医師会とも連携し、接

①原発依存のエネルギー政策を転換し、再生可能エネルギー利用政策を

種率の向上に努めています。

すすめること。

⑥診療報酬は、中央社会保険医療協議会への諮問と答申に基づき国において決定され

②高齢者が外出する機会を増やすことは、介護予防の観点からも経済効

ていますので、本市から要望していくものではないと考えます。

果の観点からも重要であるため、現行のコミュニティバスを各地域で、

⑦高齢化の進展による医療・介護の需要増大という社会状況に対応するため、限られ

土・日曜日も運行されるなど、引き続き運行形態の拡充をされたい。

た医療・介護資源を適正・有効に活用することが求められています。このうち医療の
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

③補聴器に対する助成を行うこと。また、公共施設等での磁気ループ等

分野では、医療機能の分化・連携により、患者の状態に応じた適切な医療を提供する

の集団補聴設備の設置を図ること。携帯型磁気ループの貸し出しを行う

体制を整備するとともに、在宅医療の充実等により、退院患者の生活を支える体制を

こと。

整備する必要があります。このため、県民の理解のもと、各圏域において協議の場を

④公務員の憲法順守義務を守り、特に第９条・２５条の精神を自治体運

設け、国・圏・市町の取組みの推進と医療機関等の自主的取組みの促進により、
「住民

営に活かすこと。

が、住み慣れた地域で生活しながら、状態に応じた適切で必要な医療を受けられる」

⑤安全保障法制をただちに廃止するよう国に求めること。

地域医療の提供体制、すなわち「地域完結型医療」を整備することを目的として、平

⑥水道料金は値上げしないこと。

成２８年１０月に策定された兵庫県地域医療構想に準じます。

⑦下水道使用料の減免制度を拡充するとともに、上水道料金の減免制度

⑧候補者の指名推薦を行い、市議会において選挙により決定しています。

を導入されたい。

２①市独自で判断できるものではありませんので、国の方針に従い、介護保険制度が維

⑧公共下水道使用料は値上げしないこと。

持継続できるよう対応していきます。

⑨女性への暴力や性犯罪、ＤＶをなくす取組みを強められたい。

②高齢化が進み、要介護認定者数の増加、介護度が重度化する中、介護給付費は増大

⑩女性センターの講座・教室は、働く女性も参加できる時間帯の開催を

しています。この状況下において介護保険料の引き上げはやむを得ないところであり、

増やされたい。

引き下げることは難しいと考えます。

⑪生活保護基準の一級地への引き上げと「医療券」の現制度を医療証制

③次期の第７期計画を策定するにあたり、第６期計画の評価等を実施する予定です。

度へ切り替えることと、受給期間の制度や医療費負担など、生活保護法

④市独自で判断できるものではありませんので、国の方針に従い、介護保険制度が継

を改定しないように国に強く働きかけられたい。

続維持できるよう対応していきます。

⑫障がい児・者の実態とニーズを把握し、安心して福祉サービスが利用

⑤本市では、平成２７年４月に「もの忘れ相談センター」として、地域福祉課内に相

できるように、施設整備（グループホーム・ケアホームなど）や施策の

談窓口を開設し、精神保健福祉士の資格のある職員２名（専従１名。兼務１名）を配

充実をはかられるとともに、障がい者施設へ独自での運営費補助制度を

置しています。

創設されたい。

平成２８年４月からは専門員と地域包括支援センターの保健師等が協力し、認知症

⑬出張所を増設し、住民票等の発行できる窓口を設置されたい。

の方が早期に医療や介護を受けられるように「認知症初期集中支援チーム」を組織し

⑭ＡＥＤ（自動体外式除細動器）をすべての公共施設等への設置を進め

支援しています。

られ、日常の点検をはじめ、使用方法などの周知徹底をはかられたい。

また、認知症疾患医療センターは、認知症患者とその家族が住み慣れた地域で安心

⑮低所得者や新婚世帯への民間賃貸住宅の家賃補助制度を新設された

して生活ができるための支援を行うことを目的に、鑑別診断や相談対応を中心に起こ

い。

っており、丹波圏域に１か所設置されています。近年では、認知症疾患医療センター

⑯低所得者へのクーラーの設置費、電気代への補助をされたい。

だけではなく、民間病院や公立病院にも認知症専門科が設置されるようになり、認知

⑰国民健康保険については、国に負担割合の増額を求め、一般会計から

症の診断や治療については、身近な存在となってきています。
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

保険料を引き下げるための特別な繰り入れを行い、保険料の引き下げを

⑥待機者の状況等も鑑み、検討していきます。

行われたい。

⑦ひとり暮らし高齢者の実態については、住民基本台帳上だけでなく、毎年１回、民

⑱人間ドックの費用助成を拡充すること。

生委員・児童委員が家庭訪問し実態を把握しています。その数は、平成２８年２月現

⑲過去に肺炎球菌ワクチンを接種した人への助成を国に求められたい。

在で１，４８７人となっており、その内、７５歳以上の後期高齢者世帯が増加してい

⑳国民健康保険一部負担金の減免制度を拡充されたい。

ます。

㉑篠山医療センターを市の基幹病院として夜間休日の医療体制を確立

民生委員・児童委員や民生協力員、福祉委員、愛育班員などが訪問し、気になる家

し、市民に信頼される医療体制・医療水準の充実をはかられるとともに、

庭があった場合には、地域包括支援センターやふくし総合相談窓口に相談があり、地

情報を提供し、意見聴取を行い市民との協働で公立病院の役割を果たさ

域包括支援センター職員が訪問し、相談や適切な社会資源に結びつくよう支援してい

れたい。

ます。

㉒地域医療体制の充実につとめ、特に小児科救急診療を２４時間３６５

⑧本市では、介護手当の支給制度はありません。

日体制で実施できるよう取り組まれたい。

３①少子高齢化が進む中、給付と負担を均衡させるためのしくみとして、
「マクロ経済ス

㉓妊娠健診費用の公費負担をより拡充させ、妊産婦全員の妊娠・出産費

ライド」が導入されており、年金制度の長期的・安定的運営のために必要と考えます。

用の無料化をすすめられたい。

②国の課題であり、市から要望をあげていくものではないと考えます。

㉔介護については特に国の保険料減免３原則に縛られることなく、市独

③国の課題であり、市から要望をあげていくものではないと考えます。

自で低所得者への介護保険料・利用料の低減をはかられたい。また減免

④国の課題であり、市から要望をあげていくものではないと考えます。

制度の拡充をはかられたい。

⑤税の負担の在り方については、国をあげての課題であり、国民的議論が必要と考え

㉕保険料が上がり続ける介護保険制度を抜本的に改善するために、国及

ます。

び県の負担割合を大幅に増やし、保険料負担を引き下げること。また、

⑥法律によって実施が義務づけられています。制度そのものは効率的な納付手段であ

一定所得者の２割負担への増額は行わないこと。

り、窓口で支払う手間が省け、納め忘れがなくなります。

㉖要介護認定者全員に「障がい者控除対象認定書」を発行されたい。

⑦国の課題であり、市から要望をあげていくものではないと考えます。

㉗市民税、固定資産税、国保料などの減免枠を住民の生活実態にあわせ

⑧歳入の確保については、国、地方公共団体の共通の課題であり、税の負担の在り方

て拡大されたい。

については国民的議論が必要と考えます。
⑨住民税は本市の行政を実施する上で貴重な財源の一つであり、地方税法に則り賦課
していることから、一概に軽減はできません。
４①平成２６年度に策定した篠山市新エネルギー・省エネルギービジョンでは、
「資源を
大切に使う自然にやさしいエネルギーのまち」を将来像と定めました。篠山市の特性
にあった新エネルギーの導入、限りあるエネルギーを大切に使うこと、取り組みやす
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
受 付 日

要望要旨

担当部署

回答内容
いエネルギーの推進、災害に強い地域分散型エネルギーの創造、また、まちづくりの
視点を持った取組みを進めていくこととしています。
具体的な重点的施策として、太陽光発電の普及拡大、太陽熱温水器の普及拡大、森
林バイオマスの熱利用、廃棄系バイオマス利用、省エネルギーの推進、クリーンエネ
ルギー自動車の導入促進などに取り組んでいます。
②現在、公共交通の利便性の向上を図るため、コミュニティバスだけでなく、路線バ
ス等も含めた、市全体の公共交通網の再編を計画しています。再編にあたっては、運
航日やダイヤ等も含めて、地域のみなさんのご意見を伺いながら検討していきます。
③補聴器に対する助成について、身体障害者手帳交付者に対して障害者総合支援法に
基づき補装具費を支給しております。また、本市では身体障害者手帳交付対象者に該
当しない１８歳までの軽・中度の難聴児に対して、購入費の一部助成をしております。
公共施設等においての磁気ループ等の設置については、市内に多くの施設を所有し
ており、各施設利用状況等を踏まえ、必要性について検討していきます。
磁気ループの貸出についても、設備設置と同様必要性について検討していきます。
④公務員として、憲法第９条・２５条に基づいて事務を遂行することは、最も基本的
なことであり、地方公務員法においても、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の
利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しな
ければならないこと、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定
める規程に従い、且つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないことが規定
されています。篠山市職員においては、これらを含め、法令順守を当然のこととして、
日々職務に精励しています。
⑤国の安全保障は、国民の生命財産に関わる問題であり、安全保障法制については、
国会の議論を通じて、国の責任において国民の理解と協力のもと進められるものと考
えます。
⑥平成２８年度策定中の水道事業経営戦略における当市・財政計画に基づき、消費税
率の改定など連動する料金改定を除き、今後１０年間は現行水道料金を維持できる見
通しと考えています。
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
受 付 日

要望要旨

担当部署

回答内容
⑦現在、高齢者に対しての下水使用料及び、上水道料金の減免制度はありません。ま
た上下水道料金は特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない（下水道法
第２０条第２項４、水道法第１４条第２項４）ことから、減免制度の導入は考えてい
ません。
⑧本市は水道料金（１か月２０ｍ３の家庭料金）が県下で一番高い状況を踏まえ、現
行の公共下水道使用料を維持する方向で考えています。
⑨セミナーの開催や情報誌「フィフティだより」
、市の広報紙やホームページへの掲載
など、これまでから様々な方法で啓発に取り組んできました。これからも引き続き、
あらゆる機会を通じて、ＤＶについての知識を周知し、ＤＶ防止のための意識づけを
行います。
また、被害者に対する相談窓口の周知についても継続的に行い、他の相談窓口や関
係機関との連携をさらに強化し、適切な支援を行うよう努めます。
⑩本市では、研修会を夜間に開催しています。開催時間帯については、アンケート結
果を踏まえて設定していますが、今後も市民のライフスタイルや価値観など、多様化
するニーズについても把握しながら適切な開催に努めます。
⑪生活保護については、政令及び省令等に基づき適正に実施しています。国への要望
については、近隣市町との均衡を図るため、福祉事務所長会議で協議の上、必要に応
じて行います。
⑫本市においても、他市町村と同様に自立支援給付費は増加の一途を辿っており、安
心して福祉サービスが利用できるよう、施設整備や施策の充実に取り組んでいかなけ
ればなりません。
障がい者施設へ独自での運営費補助制度は設置していないものの、市所有の障がい
者支援施設、児童発達支援施設を設置しているとともに、各社会福祉法人等にかかる
施設整備に対する補助金制度やグループホーム新規開設にあたる住民借上料、備品購
入費を補助する制度を設けており、利用者のニーズに応じた施策推進に取り組んでい
きます。
⑬出張所の増設や住民票等の発行できる窓口のあり方については、本市が進める篠山

- 11 -

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
受 付 日

要望要旨

担当部署

回答内容
再生計画との整合を図りながら、毎年検討し、市民サービスの向上が図れる体制を整
備しています。
⑭現在、６７公共施設にＡＥＤを設置しており、今後も必要と思われる公共施設への
設置を検討していきます。また、ＡＥＤの使用方法に関しては、職員向けの研修会を
実施したり、市民や自治会向けの講習会を開催したりしており、引き続き適正な使用
方法の周知徹底に努めます。
⑮民間への家賃補助などの公的支援につきましては、現在のところ、実施は考えてい
ません。今後も定住促進や子育て支援の施策を継続して推進していきます。
⑯クーラーの設置費や電気代の助成などの公的支援につきましては、現在のところ、
実施は考えていません。
⑰市として、国民健康保険運営が崩壊しないよう、国庫負担割合の引き上げなどにつ
いて全国市長会において提言し、国保運営に必要な内容については、県を通じ要望を
行っています。
また、国民健康保険特別会計への一般会計からの繰り入れについては、市の財政状
況を勘案しつつ適切に対応していますが、当面は基金（平成２７年度末残額３億８千
万円）を取り崩しながら、法定外繰り入れである福祉医療波及分の繰入を行い、国民
健康保険の健全な運営を行っていきます。医療費は、年々上昇していることから、保
険税を引き下げることは難しく、医療費の上昇を抑制するため、国保データヘルス計
画により重複受信訪問事業・ジェネリック医薬品、かかりつけ医制度の普及とともに、
病気にかからない健康事業にも取り組みます。
⑱本市においては、国保・後期高齢者医療共に、申請により２５，０００円を上限と
して人間ドックに係る費用の１／２を助成する制度を設けています。近隣市町と比較
しても同等程度の費用助成となっています。国保・後期高齢者医療加入者は、市が行
っている基本健診やがん検診では、一部を除いて無料となっていますので、市が実施
している健診を受検いただきたいと思います。更なる費用助成の拡充については財政
的な面から難しいと考えます。
⑲過去に肺炎球菌ワクチンを接種した人への助成を国に求められたい。
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
受 付 日

要望要旨

担当部署

回答内容
肺炎球菌ワクチン接種は平成２６年１０月から法定化され、定期接種対象者は過去に
２３価肺炎球菌ワクチン接種歴のない方で、過去に接種した方は定期接種をしたこと
とみなします。法定後２年が経過しており、国への要望は難しいと考えています。
⑳現在の減免制度については、近隣市町と比べても同等程度であり、また、減免制度
を拡充するには、市の財政状況が厳しい中、対応する財源が限られることから、国民
健康保険税での対応となることが考えられ、国保税の上昇が必要となることから、一
部負担金の減免制度の拡充は難しいと考えます。
㉑篠山医療センターを市の基幹病院として夜間休日の医療体制を確立し、市民に信頼
される医療体制・医療水準の充実をはかられるとともに、情報を提供し、意見聴取を
行い市民との協働で公立病院の役割を果たされたい。
本市における救急医療の体制としては、まず、篠山市と丹波市の圏域で、６病院に
よる丹波病院群輪番制度を整備し、休日及び夜間の救急体制を整備、さらに、市内３
病院（ささやま医療センター、岡本病院、にしき記念病院）と協議を重ね、平成２０
年１０月からは、丹波輪番で丹波市内の病院が担当する曜日に、市内３病院が、重複
して担当する「篠山輪番」をスタートさせました。これによって、３６５日市内３病
院での受け入れが可能な体制が整備されています。
しかしながら、脳疾患に対する２４時間の救急医療体制整備は、人材及び設備面で
非常に厳しい状況にありますが、平成３０年に開設される新柏原病院や丹波圏域内の
病院間連携をより一層強化し、安心して医療が受けられる体制づくりに取り組んでい
きます。
㉒本市における小児の救急診療ですが、まず啓発として、母子健康手帳発行時、また
赤ちゃん訪問時に小児救急医療電話相談窓口（＃８０００含む）を紹介、また、４か
月児健診時には小児救急冊子を用いて、お子さまの状態の観察の仕方や救急車を呼ぶ
タイミングなど上手な医療のかかり方をお伝えしています。とは言え、救急車が必要
な緊急の場合には、二次救急である「丹波地域小児救急対応病院群輪番制事業」によ
る小児救急の診察を行っています。この輪番事業は、一次救急では困難な救急患者の
診察を行う二次救急医療で、丹波地域では県立柏原病院（水木以外）とささやま医療
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号
受 付 日

要望要旨

担当部署

回答内容
センター（水木）の２つの病院で平日夜間、休日、年末年始の３６５日診察していた
だいています。
今後も、医師会や病院等の関係機関と協議を重ね、市民が安心して医療が受けられ
る体制づくりに取り組んでいきます。
㉓妊婦健診の費用助成は、妊婦一人当たり１４回１０１，０００円、双胎（双子）の
妊婦に対して助成券４４，０００円分を追加して交付し、妊婦健診にかかる経済的負
担の軽減を図っています。費用助成の平均は１０１，０００円に至っておらず、ほと
んどの妊婦さんに無料での健診を受けていただいているものと認識しています。
また、出産費用の助成については、産婦が加入している健康保険の出産育児一時金
の直接支払制度により一律４２万円が支給されており、概ね対応できていると考えて
います。
㉔法的な縛りはないものの、市独自での減免対策は公平性を保つ面からも難しいと考
えます。また財源を確保し、介護保険制度を維持していくためにも減免制度の拡充は
検討の段階にはありません。
㉕全国的に高齢化が進み、介護給付費が増える中、国、県の負担割合について大幅に
増やすことは難しいと思われます。介護保険制度を維持継続するためには、保険料負
担の増額も必要であると考えます。また、２割負担については、平成２７年度から実
施されています。一定額以上の利用がある方については、高額介護サービス費での償
還払いがあり、多分な自己負担にならないようにはなっています。
㉖障害者控除は所得税法の規定になり、要介護認定の基準と直接的な関係はありませ
ん。ただし、障害のある人や障害のある人の生活の面倒を見なければならない人にと
って税の負担が厳しい状況があることは事実であるため、税の申告に必要な方からの
申請をもって交付している現在の事務を変更する予定はありません。また、要介護認
定を受けておられることにより障害者控除の対象となることについて、広報などで周
知を図っています。
㉗市民税、国保料等の減免については、所得、世帯の状況に応じて軽減制度が設けら
れており、生活実態に応じた賦課がされています。また、固定資産税についても生活
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容
保護等の受給世帯については減免を行うなど適切な負担となるよう対応していると
ころです。税等の減免については、公平な負担からやみくもな拡大は困難であると考
えます。

○里道水路（排水路ほか）の改修依頼

下水道課

自治会において対応願います。

○旧篠山病院の解体に伴う舗装復旧について

地域整備課

工事完了時に復旧対応予定です。

○荒廃農地解消補助事業の創設及び農村リーダーの育成支援を求める。

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

○路面舗装の修理について（要望）

下水道課

マンホールと横断管の区間が舗装沈下しており、予算が確保できましたら、舗装修繕

H28.10.28

H28.10.28

H28.10.30
28124
H28.10.31

地域整備課
○市野々地区においてサル用電気柵の管理が不十分である。指導を徹底す

H28.10.31

べきである。
○市道篠山口停車場線において、個人地宅等出入口に停車等があり阻害し

H28.10.31

農都環境課

工事を実施します。
現地を確認したところ、ご指摘のような状況は見当たりませんでしたが、引き続き適
正管理に努めていただくよう地元自治会にお願いしました。

地域整備課

注意看板を設置します。路面標示については、公安委員会へ要望してください。

○県道下の用水漏水対応について

地域整備課

丹波土木事務所管理課へ引き継ぎました。

○市道西岡屋線の看板が外されている。

地域整備課

看板を設置し、バリケードの交換等を実施しました。

○市道小田中１号線で、南端が行き止まりなのため、バックで切り返す車

地域整備課

近隣の方と共に、来訪者への注意喚起をお願いします。

商工観光課

平日に来場されるお客様を見込むことができず、出店される方々においても開催期間

ているので、路面標示等をお願いする。

H28.10.31

H28.10.31

H28.10.31

両が、側溝にタイヤがはまることが多いので対応してほしい。

B28026

○味まつりを１週間ほど開催してほしい。

H28.11.01

中の継続的な出店が難しいといったことから、現在のような形となっています。
○下水道マンホール周辺の路面沈下による路面補修について

下水道課

H28.11.01
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修繕工事を行いました。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

○西紀支所職員の態度が無愛想であったり、対応している職員の後ろで他
H28.11.01

担当部署
総務課

の女性職員が談笑したりしており、毎回その対応である。職員に対してき

回答内容
職員の会話がそのように映ったのかもしれません。そう見えたことを真摯に受け止め、
誤解を与えないよう当該職員に対し指導しました。

ちんと指導してほしい。
○原発依存のエネルギー政策を見直し、再生可能エネルギー利用政策を進
H28.11.01

農都環境課

平成２６年に策定した新エネルギー・省エネルギービジョンに基づき進めます。

○歩道に段差があり、歩行中につまずいた。

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課に引き継ぎました。

○事務所前の国道１７３号で車両通行時に振動が生じているため、修繕を

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課に連絡しました。

議会事務局

対応を検討中です。

地域整備課

平成２９年度以降に一部撤去及び復旧をします。

○市道本明谷線の陥没について

地域整備課

修繕を実施します。

○味間新地内の里道が路面沈下しているため、通行に支障がある。

地域整備課

補修します。

○１０／１５要望（受付番号１５０）で修繕してもらった鋼板が破損した

地域整備課

修繕を行いました。

めることについて

H28.11.02

H28.11.04

お願いしたい。
○障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見

H28.11.07

書の提出を求める。
○市道本明谷立金線ベルグリーンゴルフ場付近においてガードレールの損

H28.11.07

傷が著しいので、現地確認を行ってほしい。

H28.11.07

H28.11.09

H28.11.10

ため、再度対応してほしい。

28127

○河川補修に伴う市道改修依頼

地域整備課

※検討中

○介護認定結果通知が届き、被保険者証では介護度が要介護４になってい

地域福祉課

経過を報告し、被保険者証の入力ミスについて謝罪しました。今後は、職員２名でチ

H28.11.11

H28.11.11

た。しかし、同封されている資料では、要介護１となっているがどちらが

ェックするよう業務改善を行います。

正しいのか。市として過ちは許されない。
○隣家の住民が庭先に設置した家庭用焼却炉でゴミを焼却する際の煙や灰
H28.11.14

秘書課

により洗濯物や建物に被害を被っており、健康上の被害も懸念される。市
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当事者に指導を行いました。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

から指導してほしい。
○アルパインローズホテルの営業延長を求める。

議会事務局

H28.11.14

第１０７回定例会第１日（Ｈ２７．１１．２９）に、市当局において、十分検討を加
えるよう申し入れました。

○敷地前の一級河川住吉川の護岸が崩れている。

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ連絡しました。

○市道側溝の改修について

地域整備課

現場打側溝幅が一定な箇所と、現場打側溝が狭小化している箇所があり、狭小化して

H28.11.14
28128
H28.11.15
28129

いる箇所は、側溝修繕の検討を行いました。
○児童公園のトイレの設置について（要望）

人権推進課

H28.11.15

現在の公園の利用状況では、費用対効果が低いと考えますので、今後の利用状況を踏
まえ検討します。

○小谷池の水入口付近の道路修繕について

地域整備課

修繕しました。

○下水道公共マス周辺の沈下による調査・補修依頼

下水道課

修繕工事を実施します。

○生活保護費の受給に関して、受給の「辞退届」の提出について、地域福

総務課

担当課と協議の結果、申出人も「辞退届」を自発的に提出したことは認められ、その

H28.11.15

H28.11.16

H28.11.16

祉課の対応に不信感がある。以前は、
「収入もなく、生活が不安定であるか

ことについては納得されました。

ら、生活保護費は切れない」と言っていたのに、先月になって「辞退届」
を簡単に受理されたのはなぜか。応対される職員によって言うことが違う。
先日、総務課に相談したが、このことで不利益を被ったのではないか。
B28027

○入口で困っていた。目が合っても知らない顔をされた。全体的にもう少

H28.11.16

しあいさつ、笑顔があってもいいと思う。

総務課

○安定ヨウ素剤事前配布に関西電力が社員を派遣したり、費用負担するよ 市民安全課
H28.11.20

職員にも周知し、明るいあいさつができる市役所づくり、職員の研鑽に一層努めます。

電力会社に伝えました。

う、関電への協力要請やその上層部と協議を行うべきである。
○公共施設（城南幼稚園・リバーサイド野中地内公園）の敷地内に自己所

H28.11.22

有地があり、その対応を願いたい。

28132

○運動場階段状観覧席の改修工事に関する要望書

管財契約課

※検討中

学事課

平成２９年度の予算化に向けて検討します。

H28.11.24
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

○市道安田三熊線の三熊側は修繕してあるが、幡路側も路面洗掘している
H28.11.24

担当部署

回答内容

地域整備課

平成２８年度に修繕します。

○個別の一般質問の時間が知りたい。

議会事務局

議長及び副議長へ回覧しました。

○県河川の修繕について

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ引き継ぎました。

○要望書（視覚障碍者のための誘導ライン補修工事の依頼）

地域整備課

予算が確保できましたら、道路修繕工事を実施します。

○市道の補修について（要望）

地域整備課

応急的な合材で仮復旧し、本格的な修繕は当該予算を確保したのち、補修修繕工事を

ので、修繕できないか。

H28.11.25

H28.11.25
28133
H28.11.28
28134
H28.11.28
28136

実施します。
○要望（福住地下内生活道路の路肩崩落修理について）

地域整備課

福住下自治会が実施される路肩の修繕工事に対して、材料費を支援します。

○大谷川に架かる市道橋の路面補修要望

地域整備課

できるだけ早期に常温合材で補修し、平成２９年度に道路橋定期点検を行い、橋梁の

H28.11.28
28137
H28.11.28

状況を確認します。
○議員の道路交通法、公職選挙法の遵守を求める。

議会事務局

H28.11.28
○四季の森生涯学習センターで安定ヨウ素剤配布があった休日、電話で問
H28.11.28

議長及び副議長へ回覧し、議会運営委員会で議長から各委員に遵守の徹底を求めまし
た。

秘書課

い合わせたが、対応してもらえなかった。休日に催しがある際、担当者と

安定ヨウ素剤事前配布説明会開催日（前日）は、管理人を置き、対応できるようにし
ていました。

連絡がつくようにしてほしい。
○舗装修繕について

地域整備課

応急補修を実施しました。平成３０年度以降に予算要求します。

○市道舟谷線及び河川の改修について（要望）

地域整備課

予算が確保できましたら、道路修繕工事を実施します。

H28.11.28
28138
H28.11.29

農都環境課
○財政支援措置を講じてほしい。

議会事務局

H28.12.01
28139

第１０７回定例会第４日（Ｈ２７．１２．２２）に、市当局において、十分検討を加
えるよう申し入れました。

○要望書（丹波篠山特産物の品質維持費に伴う補助申請について）

農都政策課
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平成２９年度で対応できるよう検討します。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

H28.12.01
B28028

○川代体育館内運動施設の整備、清掃、見直し等について

地域コミュニテ

１ 現在の玄関前の喫煙コーナーの場所を、少し離れた適切な場所に変更します。

H28.12.01

１ 川代体育館の喫煙コーナーが玄関先にあり、館内に煙が入ってくる。

ィ課

２ 現在、管理人が定期的に清掃を行っていますが、さらに清掃の徹底を図ります。ま

場所を変更してほしい。

福祉総務課

２ 川代体育館の運動器具やその周りが汚れている。定期的な拭き掃除と

た、併せて器具拭き用の布を設置します。
３ ２と併せて定期的に行っている清掃を徹底します。

タオルを設置してほしい。

４ 故障したランニングマシーンは、廃棄します。代替機器については、利用状況から

３ 川代体育館の運動器具庫の窓サッシにホコリがたまっており、窓が開

既存の１台でも運用できる見込みのため更新はしかねます。また、子供用ランニング

けにくい。

マシーンについては、子どもの体力向上のためには体育館アリーナや屋外での運動が

４ 川代体育館のランニングマシーンが６月頃から故障のまま動かない。

適切ですので、新しく導入することは考えていません。

子どもも利用できるマシンを設置してほしい。

５ ご要望の器具は運動方法の指導者も併せて必要になるため整備は考えていません

子どもの遊び場、運動施設の見直しについて

（常時設営した場合に子どもだけで使用した時に危険性が高いため。
）
。

５ 川代体育館に園児等も安全に利用できるよう、運動用マット、ボルダ

６ 現在、清掃事業者による定期的な清掃を行っていますので、清掃の徹底を図ります。

リング壁、跳び箱などの親子で運動できる器具の室内設置（スペース確

７ 体育館の利用後、利用者にはモップ掛け等の清掃をお願いしております。今後も清

保）をしてほしい。

潔な状態を維持し、利用者の方々が気持ちよく利用していただけるよう取り組みます。

６ 四季の森生涯学習センター東館の子どもの遊び場にホコリがたまって

８ 職員がプレイルームで利用者の方々とふれあう時間が増えるように工夫し、利用者

いる。のどが痛くなるのでマットや窓の掃除をしてほしい。

の方々にとって身近で相談しやすい、また明るい雰囲気の交流の場になるよう努めま

７ 子育てふれあいセンターでＢ＆Ｇ体育館を利用する。のどが痛くなる

す。

ので定期的な拭き掃除でホコリの掃除をしてほしい。

９ 今後の利用日時や飲食の関係につきましては、利用者の方々や子育て中の保護者の

８ もっと親子にふれあうような子育てセンターであってほしい。

意見や要望を把握しながら、必要があれば検討していきたいと考えます。

９ 子育てふれあいセンターの時間変更をお願いしたい。土日も含む９時

１０ 来年３月にたんなん子育てふれあいセンターは丹南商工会館に移転を予定してお

～１７時までの利用を検討してほしい。親子で食事ができる施設も検討

り、移転後は０歳児のプレイルームと１歳児以上のプレイルームを分けることができ、

してほしい。

それぞれのプレイルームで安全に遊ぶことができるようになります。運動遊びについ

１０ 移転後のたんなん子育てふれあいセンターは、３歳～６歳児の未就

ては、ささやま子育てふれあいセンターの体育館で、マットや跳び箱、鉄棒などを使

学児が思いっきり遊べる施設であってほしい。
○水路蓋縞鋼板の滑り対策について

って、思いきり体を動かしながら親子で楽しく遊んでいただけるよう充実を図ります。
地域整備課

H28.12.01
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修繕しました。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

○汚水管整備時の暗渠用水管損傷に伴う機能回復について

下水道課

Ｈ２８年度内に修繕工事を実施予定です。

○市道の無許可改築と駐車利用の改善指導について

地域整備課

当事者に確認し、説明しました。

○日本経済大学神戸三宮キャンパスキャリアサポートセンターに勤務して

秘書課

職員採用試験の選考が終了しており、依頼に沿えません。

○側溝の改修について

地域整備課

対応できません。

○市道のレンガ歩道の改修について

地域整備課

修繕します。

○下水道マンホール蓋周辺段差の修繕について

下水道課

仮修繕を行いました。

○補修修繕について

地域整備課

平成２９年度実施予定です。

○市道の安全対策について

地域整備課

カーブミラー設置補助を案内しました。

○自宅前の市道（正覚寺線）について、私有地と道路との境界が知りたい。 地域整備課

道路台帳により道路範囲を伝えました。

H28.12.02

H28.12.02

H28.12.05

いるが、そこに優秀な中国人留学生がいるので、採用面接をしてもらえな
いか。

H28.12.05

H28.12.05

H28.12.06

H28.12.06

H28.12.06

H28.12.06

敷地内に車両が侵入してくることがある。
○合併特例債とその後の対策について、市長に取材させてほしい。

秘書課

H28.12.08

市長、政策部長で取材に対応しました。別冊宝島地方経済ムックに取材内容が掲載さ
れています。

○ＴＰＰについて

議会事務局

議長及び副議長へ回覧しました。

○庁舎外壁工事で屋根瓦修理に来ていただいている職人さんたちに、この

秘書課

褒めていただいたことに恥じないために、さらに挨拶を徹底するよう職員に周知しま

H28.12.09

H28.12.10

市役所の職員はしっかり挨拶してくれると言っていただきました。

28140

○観音湯の営業再開、アルパインローズホテルの営業延長に関する要望書

した。
政策部
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事業者と今後の方向性について協議を行いました。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

H28.12.12
○戦争のない社会実現を求める。

議会事務局

議長及び副議長へ回覧しました。

○八上小学校西側の角切り鉄板の設置について

地域整備課

説明しました。

○住吉台公園等の管理施設における各種整備について

地域整備課

修繕を実施しました。

○公共マス蓋腐食による管理について

下水道課

錆を除去しました。

○市道高坂庄谷線の拡幅要望

地域整備課

自治会での協議をお願いしました。

○水路への不法投棄について

地域整備課

回収しました。

○汚水管閉塞による洗管対応依頼

下水道課

管内洗管作業を行いました。

○篠山市森林組合の間伐助成事業にかかる行為は、詐欺又は横領行為に相

農都環境課

H28.12.12

H28.12.12
28141
H28.12.13

H28.12.13

H28.12.13

H28.12.16

H28.12.19

H28.12.19

当するため告発する。

丹波農林振興事務所が補助事業の現地確認、関係者の聞き取り調査を実施し、補助金
の不正受給には当たらないと判断をしたため、県の判断により重ねての調査は実施しま
せん。

○急傾斜対策事業の説明をお願いしたい。

地域整備課

関係自治会と実施について検討します。

○地域おこし協力隊の配置についての要望書

創造都市課

※検討中

○国保税の計算方法について。個人事業主としての確定申告時には「青色

医療保険課

そのとおりです。

H28.12.19
28143
H28.12.20

H28.12.20

申告」
（６５万）が国保税計算に反映されると聞きました。収入（１００万）
－必要経費（３０万）＝所得（７０万）
、
（７０万）－青色申告（６５万）
＝５万円になると思います。国保税は５万円から基礎控除（３３万）を引
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

く形になるのでしょうか。
○自治会を脱退したのに、部落費や協議費の請求があった。支払わなくて
H28.12.20

自治会長に確認し、ご本人に報告しました。

秘書課

出産祝金の交付要綱では、給付金の一部又は全部を税に充当するとなっているため、

も良いか。
○多子世帯の出産祝金をもらえるのはありがたいが、税の滞納があるため

H28.12.20

市民協働課

全額を税に充てないといけないのか。子育ての必要経費に使えないのか。
○①商店街連合会による商店街の店先の不法占用物件パトロール、②交通

担当課に相談してください。
地域整備課

不法占用物件は、撤去指導をしました。駐車違反車両については、交通管理者で対応

H28.12.20

管理者・道路管理者の合同パトロールについて

しました。

28144

○要望書（市道福住・西野々線ののり面、水路改修について）

地域整備課

道路修繕工事を実施します。

B28029

○障害者用トイレの便座の位置が低すぎて立ち上がりにくい。もう少し高

管財契約課

改修の方法など慎重に検討します。

H28.12.21

くしてほしい。

28145

○都市計画道路大沢味間南線工事早期完工に関する要望書

地域計画課

※検討中

○里道の修繕依頼

地域整備課

横断管の管理者と協議します。

○民間開発にあわせた歩行者の安全対策（歩道整備）について

地域整備課

開発手続及び道路整備の方針を説明しました。

○市道が急勾配で車がスピードを出し危険である。安全対策を希望する。

地域整備課

注意看板を設置します。

○国道３７２号沿い歩道の側溝が詰まっている。以前、周辺の側溝を県に

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課に引き継ぎました。

○市道農場奥山線の側溝修繕について

地域整備課

予算要求の上、修繕を実施します。

○市道新宮鯛中線の舗装修繕について

地域整備課

予算要求の上、修繕を実施します。

○平成２８年の台風１６号で被害を受けた籾井川について、現況確認をお

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ連絡しました。

H28.12.21

H28.12.27

H28.12.27

H28.12.27

H28.12.28

H29.01.05

清掃してもらったので、同様にお願いしたい。

H29.01.05

H29.01.05
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
H29.01.06

担当部署

回答内容

願いしたい。
○篠山市下水道デザインマンホールについて教示願いたい。

下水道課

デザインマンホールの絵柄や展示箇所について回答しました。

○要望書（安口地内市道・立金谷線のアスファルト舗装改修について）

地域整備課

特に損傷の激しい区間について舗装修繕を検討し、当該予算が確保できましたら、舗

H29.01.12
28146
H29.01.13
28147

装修繕工事を実施します。
○旧大芋小学校跡地活用に係る要望

H29.01.16

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課に報告しました。

市民協働課

ささやま荘の担当者へ連絡し、対応を依頼しました。

秘書課

市内の除雪については、業者に委託して行っておりますが、今回のような大雪の際は、

を平坦にしてほしい。
○１２／１３に、ささやま荘の浴室で人命救助をした際に、自分の体も負

H29.01.17

平成２９年度において当該必要経費を交付します。

教育総務課
○１／１４～１／１６の降雪への県道３７号の除雪作業が雑である。道路

H29.01.16

市民協働課

傷した。保険で対応するとのことだったが、なんの連絡も給付もない。
日がたつにつれて、あちこちが痛くなってきた。どうしてくれるのか。
○大雪の除雪対応は大変だと思うが、丹南弁天付近、住吉台等で除雪が行

H29.01.17

き届いていない。除雪機械のレンタルや重機の導入など検討すべきではな

地元の方にも作業を行っていただき、大変感謝しているところです。

いか。
○現在、クアラルンプールに在住しながら、インターネット広告の会社経
H29.01.17

今後の貴重な御意見としてお伺いしました。
秘書課

営をしつつ、アジアの友人が日本に観光する支援をしたいと考えている。

具体的な取組み内容をお知らせし、今後連携できる部分があれば協力してほしい旨伝
えました。

篠山市は外国人にとって魅力のある要素がたくさんあるので、ぜひ紹介し
たい。
○大雪で小坂集落でも積雪が多く、道路を心配していたが、２度の除雪で
H29.01.18

議会事務局

公人でない元議員の名簿については削除します。

地域整備課

対象となる補助はありません。

地域整備課

杉地区の転倒堰を防火用水兼用にされていることから、水位が高い状態です。堰と防

いた。古い情報が出ないようにするべきではないか。
○市道柳下大城線の竹林が道路へ倒れていた。自治会で竹林の伐採をした

H29.01.23

お礼を伝えました。

通行できるようになり感謝している。
○市議会ＨＰ上で、市議会議員名簿をみたところ、古い名簿が掲載されて

H29.01.23

秘書課

が、日当は市から補助できないか。
○普通河川田松川の水位が高く、大雨時に浸水被害があるので対応しても
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
H29.01.23

担当部署

らいたい。

回答内容
火用水を分離する方法を検討することが必要です。

○ガードレールの修繕について

地域整備課

28148

○要望書（通学路における危険箇所の改善について）

市民安全課

H29.01.24

１ 東吹下地区危険箇所の改善等について

地域整備課

（１）
「ショップやなぎもと」から「仲田歯科」までの通学路について

学事課

個人所有地の設置物であるため、対応できません。

H29.01.26

２ 西吹地区危険箇所の改善等について

１（１）平成２９年度以降に予算を確保し、「通学路注意」「スピード注意」の看板を設
置します。
２（１）味間小学校長様等との協議により、できるだけ早期にポストコーンを歩道と車
道との間に設置し、注意喚起を行います。

（１）高速道路高架下について

３（１）平成２９年度以降に予算を確保し、カーブミラーを設置します。

３ 西古佐地区危険箇所の改善等について

（２）要望内容を篠山警察署（公安委員会）へ伝えます。

（１）西古佐郵便局付近の三叉路について

４（１）平成２９年度以降に予算を確保し、カーブミラーを設置します。

（２）西古佐公民館付近の点滅信号の交差点について

５（１）近隣の住民が利用されている道路であり、カーブミラーの設置よりも一時停止・

４ 味間奥地区危険箇所の改善等について

目視での確認・徐行等、地域内の交通安全意識の向上を図っていただくことによ

（１）諏訪園前について

り、完全確保に努めていただきますようお願いします。

５ 中野地区危険箇所の改善等について

６（１）規制に関するような看板は設置できないため『通学路につき通行ご遠慮くださ

（１）オートバックス南側の高架下南側出口について

い』の看板を平成２９年度に予算を確保し、２枚準備したいと考えていますので、

６ 大沢・中野・味間新地区危険箇所の改善等について

地域の協力のもと民地等への設置をお願いします。

（１）
「ＪＡ丹波ささやま農業協同組合本店・丹南支店」裏から「はなぱら」

７（１）平成２９年度以降に予算を確保し、
「通学路注意」
「スピード注意」の看板を設

までの農道について

置します。

７ 大沢地区危険箇所の改善等について

８（１）
「通学路交通安全プログラム」に掲載されましたら、予算を確保し、カラー舗装

（１）前川宅前付近について

を実施します。

８ 住吉台地区危険箇所の改善について

（２）
「通学路交通安全プログラム」に掲載されましたら、予算を確保し、カラー舗装

（１）三叉路について

を実施します。

（２）交差点について

９（１）平成２８年度中にカーブミラーを設置します。

９ 味間東地区危険箇所の改善等について

１０（１）近隣の住民が利用されている道路であり、カーブミラーの設置よりも一時停

（１）小学校体育館北東の川沿いの三叉路について

止・目視での確認・徐行等、地域内の交通安全意識の向上を図っていただくこ

１０ 味間新東地区危険箇所の改善等について

とにより、完全確保に努めていただきますようお願いします。

（１）味間新東住宅内中井宅と畑中宅前の三叉路について

（２）近隣の住民が利用されている道路であり、カーブミラーの設置よりも一時停
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

（２）味間新東住宅地内児島宅前の三叉路について

回答内容
止・目視での確認・徐行等、地域内の交通安全意識の向上を図っていただくこ
とにより、完全確保に努めていただきますようお願いします。

○新潟県糸魚川市の大規模火災へ寄付するため、日本赤十字社の振込先口
H29.01.25

秘書課

聞き誤って日本赤十字社の電話番号を伝えてしまいました。

○要望書（デカンショモニュメントの移設について）

創造都市課

※検討中

○デカンショモニュメントの移設場所を提案する。

議会事務局

議会運営委員会で対応を検討予定です。

○古市児童クラブ利用者増加に伴う施設増改築のお願い

管財契約課

古市保育園跡地に古市児童クラブの施設を新築することに努めます。

座番号を問い合わせたが、電話交換では教えてくれず、電話番号を教えら
れ自分でかけろとのことだった。なぜ教えてくれないのか。

28149
H28.01.27

H29.01.27

H29.01.30

こども未来課
○下水道公共マス付近での閉塞による排水機能停止による対応依頼

下水道課

Ｈ２９年度に公共マスの取替えを実施します。

○下水道管路施設整備時の横断管破損による修繕依頼

下水道課

Ｈ２８年度内に修繕を実施します。

○し尿汲み取り依頼とその対応遅延について

下水道課

対応しました。

○安口西集会場の駐車場を除雪した際、砕石も一緒に畑へ廃雪された。土

地域整備課

地元で対応できない場合は、市で土砂撤去します。

H29.01.30

H29.02.01

H29.02.01

H29.02.01

砂を撤去してほしい。
○市道西蓮寺線がバリケードで封鎖されているので、撤去対応してほしい。 地域整備課

自治会、道路管理、警察により対応し、撤去しました。

○岡野文化会館に昇降用エレベーターの設置依頼について

管財契約課

設置可能場所を調査の上、平成２９年度に設計業務を予定します。

○栗柄地内下水道中継ポンプ更新工事の関係車両が無断駐車している。

下水道課

受注者へ顛末報告と改善方針による指導を行いました。

○市道小立垂水線、路肩が崩れているので修繕してほしい。

地域整備課

平成２９年度で予算要求し、予算確保後に修繕します。

H29.02.01

H29.02.02

H29.02.03
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

H29.02.06
○河川の石積が損傷しているため修繕を願う。

地域整備課

個人宅地の構造物であるため、個人修繕をお願いします。

○川北地区児童の通学路の安全確保に関する要望

地域整備課

予算が確保できましたら、待避所設置工事を実施します。

H29.02.06
28152
H29.02.07
28153

学事課
○市名の検討についてお願い

創造都市課

検討します。

○市名についての要望書

創造都市課

検討します。

○市名についての検討要望

創造都市課

検討します。

○市名について検討を求める。

議会事務局

議会運営委員会で取り扱いを検討しました。

○本来寺線の道路修繕事業について

地域整備課

修繕事業を進めます。

○公衆用道路の払い下げ希望

地域整備課

払い下げはできません。

○古市児童クラブ増床を求める。

議会事務局

総務文教常任委員会で調査中です。

○日米安保について

議会事務局

議長及び副議長へ回覧しました。

28156

○篠山川管理に関する要望書（①護岸損傷箇所の早期復旧及び復旧までの

地域整備課

護岸修繕につきましては、丹波土木事務所管内で多くの要望をいただいており、治水

H29.02.10

維持管理、②河川内樹木の伐採について）

H29.02.07
28154
H29.02.07
28155
H29.02.07

H29.02.07

H29.02.07

H29.02.07

H29.02.08

H29.02.09

安全上危険度の高い箇所から予算の範囲内で実施されている状況ですので、引き続き、
予算要望を行います。安全管理につきましては、張り紙等で注意喚起します。
河川内樹木につきましても、順次実施している状況です。

28157

○要望書（安全に係る改善事業について）

地域整備課
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予算が確保できましたら、区画線修繕工事を実施します。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

H29.02.13
○戸籍の記載内容に誤記があり、戸籍訂正を求められるとともに、今後不
H29.02.13

市民課

速やかに戸籍訂正をし、あわせて経過説明を行い、謝罪しました。

地域整備課

丹波土木事務所へ連絡しました。

○市道藤ノ木北線、ガードレールを設置してほしい。

地域整備課

平成２９年度に実施します。

○市道中原山線、側溝修繕はいつ工事されるか。文書で回答がほしい。

地域整備課

３月中に工事着手する旨文書で回答しました。

○窓口の接客対応が不適切のために不案内となった。市の窓口対応におけ

市民課

不適切な窓口対応について謝罪するとともに、窓口対応の重要性について職員に指導

利益があるかわからないので、戸籍の記載が誤っていたことがわかる文書
での回答をお願いしたい。
○国道１７３号線の転落防止柵が積雪によって倒れたため、修繕をお願い

H29.02.13

したい。

H29.02.13

H29.02.13

H29.02.14

る教育と改善について回答を求める。

しました。

○大沢 安田側の河川堤防の腹が膨れているので、対応してほしい。

地域整備課

要望書の提出を依頼しました。

○大山地区案内図（板）の設置について（要望）

商工観光課

※検討中

B28033

○清掃センターへ持ち込んで処理すべき物を、自宅で燃やしていた。大き

議会事務局

２月２０日（月）正副議長が本人に聞き取りを行われ、木材の焼却の事実を確認後、

H29.02.15

な音をたてながら、煙もかなり出ていたので危険である。消防団員及び議

H29.02.14
28158
H29.02.15

注意をされました。今後このようなことはしないと本人も深く反省されました。

員という立場で行うべき行為ではないと思う。
○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

議長及び副議長へ回覧するとともに、議員に伝達しました。

○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

議長及び副議長へ回覧するとともに、議員に伝達しました。

○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

議長及び副議長へ回覧するとともに、議員に伝達しました。

○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

議長及び副議長へ回覧するとともに、議員に伝達しました。

H29.02.15

H29.02.15

H29.02.15
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

H29.02.15
○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

H29.02.15

ました。
○１月の降雪の重みにより、篠山川沿いの桜の木が倒れているので、処分

H29.02.16

議長及び副議長へ回覧するとともに、正副議長より、議員に事実確認の上、注意され

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ連絡しました。

○市道の張り出した民地の植栽が通行の支障となっている。

地域整備課

伐採しました。

○市道小坂倉本線（小坂地内）における下水道マンホール周辺の沈下によ

下水道課

Ｈ２９年度以降に計画的に修繕実施を検討します。

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。

地域整備課

市内では多数の舗装要望がありますので、順位付けを行い、工事を実施しています。

等の対処をしてほしい。

H29.02.17

H29.02.20

る段差発生を解消してほしい。
○篠山山南線（７７号線）の八上下地内にてポストコーンが設置されてい

H29.02.20

るが、設置の経由が知りたい。

28159

○道路修繕に関する要望書

H29.02.21

下水道課

要望箇所につきましては、広範囲での修繕となりますので、複数年の年次計画をもって、

農都政策課

舗装修繕工事を実施したいと考えます。
マンホール蓋周辺につきましては、応急的に修繕を実施しました。今後は、経過観察
を行い、状況に応じて修繕を行います。
農道の舗装・修繕につきましては、受益者により維持管理をしていただいています。
多面的機能支払交付金の活用による維持管理をご検討ください。

28161

○要望書（土壌検査の実行と災害対策、汚染のない水源確保の業者への指

H29.02.22

導について）

地域計画課

３月上旬をめどに水質検査の結果が出ると聞いていますので、土壌検査の実施に向け
て、引き続き事業者に対し指導します。
また、道路管理者である県土木事務所に情報提供を行っていますが、今後も県と連携
しながら対応に努めます。

28162

○要望（安田川河川堤防の改修について）

地域整備課

※検討中

B28033

○①自宅前の道は里道であり、アスファルトで舗装されているにもかかわ

議会事務局

①及び②について、正副議長が本人に聞取りを行い、里道を担当する市職員とともに、

H29.02.22

らず、アスファルトの端を削り、道がなかったかのように自分の土地のよ

H29.02.22

現場に出向き確認を行いました。里道については、アスファルトを削った形跡は確認で
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

担当部署

回答内容

うにしている。以前は、トラクターが通っていたが、今は人しか通れない

きませんでしたが、里道部分にはみ出した庭石が複数みられましたので、当該市議本人

状況である。また、車が里道に並べて置かれていることもあり、人も通れ

に対処させました。石碑については、地域で対応いただくべき案件であり、関係者に対

ない状況も多い。②地域の洞光寺への道しるべの石碑を自宅の庭に取り付

応を依頼しました。

けていたことがあった。公の物を私物化していると思われる。③その他に

③について、当該市議本人も今回、ご意見箱に寄せられた一連の案件については、深

も市議会議員にふさわしくない行動がみられる。

く反省されており、消防団長からの厳重注意を受けた後、消防団も自ら退団されました。
また、市議会においても総務文教常任員会委員長を辞任、また議会運営委員会委員及び
議会改革調査特別委員会委員も辞任するなど、社会的制裁を受けるとともに、議員とし
て責任を取られています。さらに、今後は地域のために議員として一層貢献していくこ
とを議長にも約束されました。

○議員の日常活動に対する苦言

議会事務局

議長及び副議長へ回覧後、対応を調整中です。

○広報配布について、配布を２名体制で行っているが、うち１名は車に乗

総務課

職員の対応を謝罪するとともに、配布体制について説明しました。

地域整備課

丹波土木事務所河川課へ連絡しました。

○水路へ転落の事故が多数発生していることによる蓋の設置希望

地域整備課

蓋を設置しました。

○市道学校東吹線（味間小学校南側）の横断歩道の設置要望

地域整備課

整備条件付きで、前向きに進めます。

○マンホール蓋（マンホールポンプ）の高さ調整依頼

下水道課

Ｈ２９年度に蓋の高さを調整実施予定です。

○古市児童クラブの保護者会が提案した教室の増床や指導員の配置につい

秘書課

保護者会の要望を受け、保育園跡地に児童クラブを新設するため、予算計上していま

H29.02.22

H29.02.22

ったままで、挨拶もしない。そのような状況であれば、配布は１名で行い、
人件費の削減をしてはどうか。
○日置地内の一級河川篠山川の河川敷から竹が倒れて河川堤防が通れな

H29.02.22

い。

H29.02.22

H29.02.22

H29.02.23

H29.02.03

て、要望を聞いていただきとても感謝している。
○下水道公共マス蓋が沈下している。

す。
下水道課

H29.02.24
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Ｈ２９年度に高さ調整を実施します。

平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

○県道１４１号（黒石三田線）で、直径１５ｃｍほどの舗装めくれが発生
H29.02.24

回答内容

地域整備課

丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。

地域整備課

復旧を実施し、謝罪しました。

○市道小立垂水線の狭小区間の拡幅を要望したい。

地域整備課

自治会内で検討をお願いします。

○栗柄地内の市道栗柄後の上線の下水道マンホール蓋周辺の段差発生によ

下水道課

常温合材で段差解消を行いました。Ｈ２９年度上半期に本復旧実施予定です。

地域整備課

市有の竹林は、適宜対応します。私有の竹林については、地権者に適正管理を指導し

しているので、修繕してほしい。
○以前から依頼している河川護岸への対応の連絡がない。早急に対応して

H29.02.24

担当部署

ほしい。

H29.02.27

H29.03.01

る現地確認依頼
○市道城西線において、道路の東西に竹が繁茂しており、降雨・降雪時に

H29.03.01

しなって、通行に危険である。
○市長日記に掲載されているグラフが、将来負担費比率と実質公債費比率

H29.03.02

ます。
秘書課

修正し、謝罪しました。

議会事務局

議長及び副議長へ回覧しました。

で数値が同じになっているのは間違いではないか。
○地方税の特別徴収税額の決定・変更通知書に共通番号を記載しないこと

H29.03.02

を求める。

B28034

○丹南中学校の環境整備について

学事課

※検討中

○平成２９年度広報ささやま、議会広報ささやまの入札参加依頼

管財契約課

※検討中

○下板井地内の市道下板井一の宮線の路面陥没による現地対応依頼

下水道課

緊急工事を実施しました。

○味間認定こども園に申し込んだが、クラスが満員のため、入所保留にな

秘書課

でき得る対応策を検討します。

○事故による倒木で通行に支障あるので、処理願いたい。

地域整備課

現場で対応しました。

○①敷地内の谷水の土水路を整備してほしい。②山からの谷水の水路につ

地域整備課

①法定外公共物で宅地に浸水被害が無いため整備できません。②原因者で対応してく

H29.03.03
28166
H29.03.03

H29.03.03

H29.03.03

っている。何とか解消できないのか。預ける場所がないと働けない。

H29.03.03
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
H29.03.03

担当部署

いて、下流の住民さんが池に水を引くために堰き止めている。

回答内容
ださい。

○県道の歩行者に対する安全対策について

地域整備課

警察へ要望いただくよう伝えました。

○地域おこし協力隊の受入に関する要望書

創造都市課

※検討中

○地区内市道の拡幅要望

地域整備課

沿道地権者の協力について自治会内で一度協議調整を行っていただき、道路用地提供

H29.03.03
28163
H29.03.07
28164
H29.03.07

の合意形成が図れた上で、事業化に向けて予算の確保を検討します。
○先日、道路修繕の要望書を提出したが、修繕箇所の追加をお願いしたい。 地域整備課

多面的機能支払交付金事業の活用をご検討ください。

○東吹地内の一般県道「池上杉線」の下水道管道路横断埋設箇所における

下水道課

常温合材で段差解消を行いました。Ｈ２９年度上半期に本復旧実施予定です。

地域整備課

平成３０年度以降予算確保後に袋詰玉石工で修繕します。

○黒岡川に架かる割場橋の橋台修繕工事について

地域整備課

平成２９年度補正予算で対応します。

○通学路安全対策工事の市道杉西吹線において、施工方法が以前に指導し

地域整備課

再施工に要する手間等を考慮し、当該箇所は現状のままとします。

H29.03.07

H29.03.08

路面沈下発生による対応依頼
○普通河川水無川の井堰の下の護岸が崩れ、市道福住天王線及び河川の側

H29.03.09

道の下が空洞になっている。

H29.03.10

H29.03.10

た内容と異なる。

28165

○不来坂市道の修繕依頼

地域整備課

早急に修繕を実施します。

○市道大乗寺線で陥没がある。

地域整備課

緊急的に修繕しました。

○波賀野新田１３１－１の西側の水路のコンクリートが破損している。

地域整備課

雨樋の排水による破損のため、市で修繕ができません。

○山内町６４番地先への下水道取付管が閉塞し、宅内排水不可による現地

下水道課

管内閉塞解消作業により機能回復しました。

下水道課

工事の進捗に併せ調整します。

H29.03.13

H29.03.13

H29.03.13

H29.03.13

対応依頼
○南矢代地内の国道１７６号における交差点改良工事による路面高変更に
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日
H29.03.14

地域整備課

丹波土木事務所へ連絡しました。

秘書課

市名変更について調査検討を進めます。

学事課

平成２９年度に、たきこども園（仮称）の整備方針の策定にあわせ、スクールバス駐

がよく開いているので通行に危険である。
○篠山市で生まれ育ち、東京に引っ越したが、外から見た篠山市の良さに

H29.03.15

回答内容

よる下水道マンホール蓋２箇所の高さ調整依頼
○国道１７６号に跨る味間歩道橋の西側がフェンスで囲まれているが、扉

H29.03.14

担当部署

気づき、丹波篠山のブランド力を活かして、丹波篠山市への市名変更をお
願いしたい。

28168

○多紀小学校スクールバス駐車場の整備に関する要望について

H29.03.17

車場の整備についても検討します。
○道路の陥没について

地域整備課

ため池の漏水が原因のため、通行止めの措置を行い、復旧作業中です。

○住吉台地内の下水道公共マスへ落下した。

下水道課

住吉台地内空き地区画の公共マス設置箇所の現地調査を行います。

○市バスを自治会の敬老会事業に使用できないか。自治会がバスを利用す

管財契約課

※検討中

秘書課

良い提案をいただいたことについて、お礼を伝えました。

H29.03.19

H29.03.21

H29.03.21

る方法はないか。
○斎場にペット告別所を設置してほしいとの声をあげたことを取り上げ、

H29.03.21

実現していただき感謝している。

28169

○小枕川左岸の陥没個所の改修について（要望）

地域整備課

丹波土木事務所河川課に対応を依頼しました。

○砂防河川向井川の護岸が崩れている。

地域整備課

Ｈ３０以降の予算確保後に河川修繕工事を実施します。

○一級河川住吉川の堤防で転倒の際に顔面を強打し、損傷した。

地域整備課

丹波土木事務所管理課へ引き継ぎました。

○本郷地内の長谷川の修繕要望

地域整備課

丹波土木事務所公園砂防課から回答します。

○①団地敷地内が契約駐車場である旨を表示する看板等の設置、②敷地内

地域計画課

①設置します。②補修の時にＬＥＤ化します。③補修のための予算を要求します。

H29.03.22

H29.03.22

H29.03.22

H29.03.23

H29.03.24

街灯のＬＥＤ化の時期（未点灯の街灯が１本）
、③庭の柵の老朽化について
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平成２８年度 下半期要望等の要旨・回答
受付番号

要望要旨

受 付 日

○大山上地内の市道古河荒子線で、マンホール蓋周辺の段差発生による現
H29.03.27

回答内容

下水道課

常温合材で段差解消を行いました。

秘書課

保護者あてに教室の配置に関する文書を送付しています。

○普通河川水無川の河川堤防の陥没について

地域整備課

平成３０年度以降予算確保後に河床コンクリート施工します。

○要望書（鳥獣被害への対応について）

農都環境課

営巣木の枝条の伐採や営巣させない追い払いが考えられます。これにかかる経費等に

地確認依頼
○味間認定こども園のクラスが減らされることになり、１クラスの人数が

H29.03.27

担当部署

増えることに大変心配している。何か対策をとるべきではないか。

H29.03.27
28171
H29.03.29

ついては、市の補助金を活用いただけます。
○戦争のない社会実現を求める。

議会事務局

H29.03.30
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議長及び副議長へ回覧しました。

