＊大口利用者は水を多く使うほど
安くなります

水道料金表

近隣市より高い保育料の引き下げを
搗頭久美子 議員

個別需給給水契約をすると↓

議場にて
右から、吉崎、井田、堀口、搗頭の各議員

ホームページhttp://www.jcp-ayabe.jp/

単価 の引き 下げを実 施す
るこ とで、 業務拡大 によ
る地 域経済 の活性化 、給
水収 益の増 加が見込 まれ
ます 。また 、内部留 保金
枯渇 の先送 りが可能 と試
算しています。
た だし災 害発生時 など
飲料 水確保 が困難な とき
は事 業者へ の給水は 停止
する条件をつけています 。

２２０円

水 道事 業 で ある 新 浄水
場 建設は ９月に 完成しま
す 。これ に伴い ３箇所あ
る 浄水場 施設の 水供給能
力 の合計 は２万 ４７５０
立 法㍍で 、必要 給水量の
約１． ５倍となります。
「個別需給給水契約制度」
の創設
工場・ 病院・ 福祉施設
な どの大 口利用 者の給水

「個別 需給給水 契約
制度」の条件は
●上 水道を継 続して
１年以上使用。
●２ ヶ月で６ 千立方
㍍を 超える使 用実
績があること。
●水 道料金を 滞納し
ていないこと。
●用 途が一般 用水で

3001～

あること。
●水 道料金減 免適用
を受 けていな いこ
と。

２４５円

■子育て世代の現状は
号認 定 ）の 比較 を行 っ た。 き決めている。
９０ 年 代後 半の 労働 基 その結果、
国 ・府 の減 免制 度 もあ
準 法改 悪 によ り、 非正 規 ① 保育 料最 低額 も最 高 額 り、 支払 い能 力に 応 じた
労 働者 が ３７ ．６ ％ま で も綾部市が一番高い。
保育料の設定をしている 。
ふ えて い る。 厚生 労働 省 ② 綾部 市と 福知 山市 を 比 【搗頭】
も 「若 年 層の 収入 増加 が 較す る と、 同じ 所得 階 層
保 育料 を比 較す る と、
大 切」 と 言っ てい るよ う でも 綾 部市 が１ 万円 以 上 京都 市は 安く 、北 部 に行
に 、特 に 子育 て世 代の 支 高い層もある。
くほ ど高 い傾 向に あ る。
援は課題である。
③ 階層 区分 は綾 部市 １ ６ 近隣 市で は、 綾部 市 が相
市が 実 施し た「 子育 て 区分 だ が、 福知 山市 ２ ５、 対的に高い。
に 関す る ニー ズ調 査」 で、 舞鶴 市 ２３ と細 分化 さ れ、 保 育料 の引 き下 げ につ
「 子育 て にお ける 経済 的 より 所 得に 合っ た保 育 料 いて は、 市が 「子 ど も・
負 担の 軽 減」 を７ 割が 希 となっている。
子育 て会 議」 に提 案 する
望している。
■ 保育 料の 引き 下げ と 階 べきではないか。
保育 園 児の 保護 者に 、 層区分の細分化を求める
市 長は 「北 部で 一 番子
保 育料 の 負担 感等 につ い 【市の答弁】
育て しや すい 町を 」 と言
て 尋ね る と、 「保 育料 が
北 部 ５市 でみ ると 、 市 われ るが 、近 隣市 並 みに
高 い」 「 給料 が減 って 暮 民税 非 課税 世帯 の保 育 料 保育 料引 き下 げを 実 施す
ら しが き びし くな った 」 平均 が ５７ ４０ 円。 綾 部 るこ と。 また 、保 育 料所
の声が寄せられた。
市は ５ ７０ ０円 だ。 そ の 得階 層の 細分 化を 進 め、
■ 綾 部市 は近 隣市 で保 育 他、 平 均が ２万 ７４ ０ 円 所得 に合 った 保育 料 とす
料が高い
のと こ ろ綾 部市 は２ 万 １ ることを求めました。
私は 、 綾部 市・ 福知 山 ００ 円 とい う数 字も あ る。
市 ・舞 鶴 市の 保育 料（ 保
保 育 料は 「子 ども ・ 子
育 を必 要 とす る２ 号・ ３ 育て 会 議」 等の 意見 も 聞
年分の約５００万円の補助
ＮＰＯ法人「まごころ」などに
金返還命令が厚労省から出
されているようです。
追加の補助金返還か
一方、京都府は、「ＮＰ
２法人は「あやべ・宇治
Ｏ法人まごころ」に対して、
若者サポートステーション」
若者の就労支援など１０事
を運営し、若者の就労支援
業の 検査を行 った結 果、
などの事業を、国や府から
「運営費等の不適切な処理」
委託を受け実施していまし
があったとして４１万円の
た。
返還を求めたとしています。。
ところが、職員の出勤状
況を正確に記録せず、出勤
日本共産党議員団は、引
扱いとして補助金を申請。
きつづき真相究明を求めて
「ずさんな処理 経(理運営 ) まいります。なお、綾部市
により、補助金を申請した」
議会では、政治倫理の確立
として、国・府が補助金の
に努めるため「政治倫理条
返還を求めました。
例」を策定中です。
国の「検査」は更に、２
０１０年 Ｈ(２２ か)ら３年
分が実施され、新たに３ヶ
厚労省は２０１６年３月
に、地域若者サポートステー
ション事業の委託を受けて
いた、「あやべ福祉フロン
ティア」と「ＮＰＯ法人
まごころ」に対して、２０
１３年（Ｈ２５）・２０１
４年（Ｈ２６）の２年分の
補助金１１８２万円の返還
命令を行いました。
その内訳は、「あやべ福
祉フロンティア」に対して
４３６万円を、「ＮＰＯ法
人まごころ」に対しては７
４６万円の合計１１８２万
円でした。

２１５円

４３～3000

配布しているアンケートに
ご協力をお願いします。

封筒には切手を貼らずに投函してください。

9月19日（火）総務教育建設委員会
20日（水）産業厚生環境委員会
21日（木）予算審査
25日（月）本会議 採決
10月2日（月）～決算審査
16日（月）本会議 決算議案採決

９月議会の日程
9月5日（火）本会議
12日（火）一般質問
13日（水）一般質問
14日（木）一般質問
15日（金）総括質疑

40円

30001㎥～

120円
80円

6001 ～10000
10001～30000

料金

５０円

２０㎥以下

建設中の新浄水場 （野田町）

２１～４２

料金

１㎥の料金

使用水量㎥
（２ヶ月）

電話42‐3280
綾部市若竹町 綾部市役所内
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賛成

賛成

賛成

賛成

吉崎 久議員

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

公明党 森 義美
心友会 塩見麻理子

〇
○

賛成

賛成

賛成

賛成

副議長 吉崎 進
議長 安藤和明

〇

賛成

賛成

極的に 取り組ん でいきた
い。
【質問 】では、部 落差別
がなく なったとど のよう
にして 判断する のか。そ
れは人 の内心に 入り込む
ことでありやめるべきだ。
【答弁 】これまで の施策
で生活 環境等の 改善はで
きたが 、意識の方 は現状
として 残ってい る。市民
の気持 ちから意 識がなく
なれば 解決した いうこと
になる。

私は、現在 の同 和行
政の到達点からみて、今、
市が行うべきことは、きっ
ぱりと「同和問題をはじ
めとする人権 教育や関
連事業」は廃止して、一
般施策で行うべきと強く
求めました。

その内容は、
このように、全議員に文書が配

「発言において留意するべき
事項」
議会における発言については、
特定の団体、個人等を出すこと
などにより、自己利益のための
発言と誤解をうけることのない
よう、品位ある質問に十分ご留
意願います。

６月議会の一般質問で、ある
議員が自分自身が仕事をしてい
る農業法人の取り組みや、製品
を紹介しながら「このような農
業者の支援が必要」と述べまし
た。
これについて「自分への利益
誘導のようだ」と市民から批判
がありました。
議会運営委員会では会議録を
精査し検討した結果、発言者に
注意をするとともに、議長名で
全議員に注意を促しました。

となるものであると
考えている。
【質問】この法律は
もともと部落解放同
盟が１９８５年以来
要求してきた「部落
解放基本法」と同様
のものであり、綾部
市もこの法制定の要
求実行委員会の一員
として財政支出も行っ
てきた。それを固定
化して今後強化され
ることになる。それ
は問題ではないか。
【答弁】部落差別が
今あるという認識の
上で、それを解消し
ていくことが目的で
あり、市としては積

〇

〇
〇

新政会

久木康弘
村上宣弘
片岡英晃
日本共産党

賛成

賛成

創政会

〇
〇
〇

民政会

高橋 輝
波多野文義
荒木敏文

３棟目を味方町に設置。
●除雪車が原因でマンホー
ル蓋が跳ね上がり、通行
した車両を損傷させた損
害賠償の額の確定。
●野田町の旧清掃工場解
体撤去工事請負契約の締
結（２億５９５６万円）

部落差別解消推進法に基づく施策は
実施しないことを求める。

賛成

長の同意が必要」と 聞き
ました。
今後は市長の姿勢が問
われます。

賛成

賛成

〇
〇
〇
〇

賛成

賛成

ギャンブル施設は地域活性化に「有効な手段」
と言えるのか

賛成

相根一雄
高倉武夫
松本幸子
種清喜之

賛成

賛成

井田佳代子議員

賛成

賛成

スペース、バリアフリー
化、トイレ改修等）
②人事案件・条例改正等
の主な内容
●法律により農業委員の
選出方法が「市町村長の
任命制」となり、１９名
の任命を承認。
●新築借上型市営住宅の

【質問】国 の同和行 政特
別対策は １５年前に 終了
した。と ころが、昨 年１
２月の臨 時国会で 「部落
差別解消 推進法」が 成立
した。こ れを受け て、市
は今後部 落差別の解 消に
積極的に 取り組むと して
いる。これ は明らか に今
後部落差別を特別扱いし、
部落差別 を固定化・ 永久
化するこ とになるの では
ないか。
【答弁】現 在もなお 部落
差別は残 っている 。また
インター ネットなど でも
残ってい る。それに 対応
する必要 があること から
制定され たもの。部 落差
別解消の 理念法・根 拠法

賛成

文化 に彩られた平和なま とはできない。
ち、ものづく りのまちを
掲げ てがんばっている。 【井田】
地域 の活性化というのは
私は昨年７月、
例え ば水源の里のように、「ミニボートピアを
そこ に住む人が生き生き 考える会」のメンバー
とし 、ほかの 地域の人が とともに、尼崎競艇
応援 したくなるような取 を運営管理する尼崎
組みではないか。
市公営事業局を訪問
【答弁】
し、「綾部にミニボー
議 会報告会で、反対と トピア設置をしない」
賛成 の意見が出されたこ ことを要請に行きま
とは 承知している。現時 した。
点で は舟券売り場立地に
開催運営課長、経
関す る確認できる情報が 営企画課長が対応し、
ない ため、賛成、反対の 「積極的な場外売り
ご意 見をいただいても、 場推進の計画はない。
市と して見解を述べるこ 施設設置には当該市

賛成

①平 成２９ 年度一 般会
計補正予算の主な内容
●救 急・消 防体制 の整
備の ため上 林地域 振興
セン ターと 上林分 遣所
（消防）の建物購入。
●志 賀郷公 民館を 地域
振興 ・都市 農村交 流拠
点と して整 備（多 目的

賛成

〇
〇
〇
〇

【質問】
平成２６年５月、綾部
市民新聞に「渕垣町にミ
ニボートピア建設計画」
の記事が掲載された。そ
れ以降、毎年議会報告会
で、この場外券売り場設
置を危惧する意見が出さ
れ、施設に隣接する住民
から防犯上不安の声も上
がっている。
今年５月の議会報告会
『市民と議会のつどい』
では、「舟券売り場を誘
致してでも、環境を変え
地域を元気にしたい」と
いう意見が出された。
綾部市は歴史と自然、

６月議会

を喚起する対策が
必要だがどうか。
【答弁】小売店舗
では「非常に厳し
い」との声がある。
将来不安などで消
費 者のマ イン ドは 低
下 して いる。 今後 、
会 議所や 関係 者と 協
議 しなが ら、 商店 ・
商品の魅
力を高め
る仕掛け
や支援を
検討した
い。

賛成

堀口達也
搗頭久美子
吉崎 久
井田佳代子

堀口達也議員
加し 「誠 に遺 憾」と 関電 も含 めた 安全 対
指摘 をし た。 ３件の 策の 協議 中に 、再 稼
事故 は質 問の 通りだ。 働に 向け た準 備が 行
われ てい る事 を我 々
はマスコミ報道で知っ
た 。７市 町の 担当者
は 再稼 働に対 して不
信感を持っている。
■商 店・商 店街 への
支援
【 質問 】「北 都信金
景 況調 査」で 、府北
部 小売 業の景 況感は
大 きく 「悪化 」と報
告している。少子化・
高 齢化 などで 市場縮
小 があ るが、 消費不
況 では ないか 。消費
高浜原発
３件の重大事故
（ ２０１６～２０１７年）
①放射性物質を含む
冷却水の漏れ→ネ
ジの緩み
②発送電中に電流が
逆流し、原子炉緊
急停止→プログラ
ムの不具合
③大型クレーンが強
風により倒壊→倒
壊防止マニュアル
違反

②

「高浜原発」クレーン倒壊など事故多発
稼働をストップへ
■高浜原発について
【質問】
３ 月議 会で 、「高
浜原 発の クレー ン倒
壊事故の原因はマニュ
アル 違反 」と指 摘し
たが 、京都 府や 綾部
市な ど３ ０㌔圏 域の
７市 町が参 加す る地
域協 議会 では「 一年
間に 起きた ３件 の事
故」 が問 題にな って
いる 。その 原因 はす
べて 関電 のチ ェック
体制 が「 脆弱」 と議
論さ れてい るが 見解
は。
【答 弁】協 議会 に参

賛成

ボートレース尼崎本会場前

①
一般質問
の有無

議員名

賛成

左記一覧表の議案内容

各議員・賛否の態度
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