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心がかよう豊かな地域づくりと 市民のための市政をめざして
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深緑の候 皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶びを申し上げます。
平素は、今西克己並びに今西かつみ後援会の活動に格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
私、今西かつみは４年前に議員として送り出していただいた時のあの緊張感と、皆様の熱い思いを胸に
頑張って参りました。今後も、初心を忘れることなく精進して参ります。
どうか引き続き、変わらぬご指導とご教示を賜りますようお願い申し上げます。

今 西 かつみ
舞鶴市議会 1 期 4 年目における担当のご紹介
①
②
③
④
⑤

会 派 新政クラブ議員団 所属
常任委員会 予算決算委員会 委員
常任委員会 経済消防委員会 副委員長
特別委員会 山陰新幹線誘致特別委員会
ICT ワーキンググループ 副座長

委員

舞鶴市政・市議会・議員活動
動

報告会 開催

予算・決算の概況、常任委員会、一般質問、地域の各種要望についてご報告致しました！

議会報告会の模様（加佐公民館２F ホール）

ご出席いただいた多々見市長様、本田衆議院議員様、池田府議会議員様

早いもので、皆様方に市議会議員として送り出していただき３年が経過し４年目を歩んでおります。
加佐公民館 2F ホールにおいて開催させていただきました 今西かつみ議会報告会 では、この 3 年間、議
会にて、また議員として取り組んで参りましたことを舞鶴市政の目指すところと併せ報告させていただきま
した。週末のお忙しい中、172 名もの多くの方々にご来場、ご拝聴いただき、誠にありがとうございました。
また、ご公務多忙の中、多々見良三舞鶴市長様、本田太郎衆議院議員様、池田正義京都府議会議員様に駆け
つけていただき、身に余るお言葉を頂戴いたしました。本当にありがとうございました。これからも初心を
忘れることなくより一層精進し、地域のため舞鶴市発展のために全力で取り組んで参ります。
※議会報告会の詳細は、今西かつみ後援会 HP にて閲覧していただけます！
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過去 7 年間の実績を活かした平成 30 年度予算を承認！
舞鶴版・地方創生 「交流人口 300 万人・経済人口 10 万人」都市・舞鶴の実現に向けて
平成 30 年度予算については、これまでの基礎固めの実績を活かす
とともに、国、京都府とさらに連携を強化し、舞鶴版・地方創生を
実現するため、３つの重点事項を柱とした予算、及び平成 29 年度補
正予算と連動した切れ目のない施策の推進を図る「16 か月予算」とし
て編成。昨年 10 月に襲来した台風災害からの復旧・復興と舞鶴市総
合計画の総仕上げに向けた予算としています。

① 心豊かに暮らせるまちづくり
② 安心のまちづくり
③ 活力あるまちづくり

3 月議会本会議場にて

平成 30 年度
○

一般会計予算
特別会計予算
総
額

３３８億４，８００万円
２９１億３，４８９万円
６２９億８，２８９万円

○

歳入（収入）
主なもの
自主財源
（市税）

３３８億４，８００万円

○

歳出（支出）

舞鶴市当初予算額（抜粋）
平成 29 年度との予算額比
伸び率 ▲ ２．１％
同
１．６％
同
▲ ０．４％

１５３億
円
（構成比４５．３％）
（依存財源１８５億円（同５４．７％））
（１１６億４，５７０万円）
▲ ３．４％
３３８億４，８００万円

etc...

29
例会で一般質問を実施 !!
29 年、すべての定
定例会で一般質問を実施
安全安心なまちづくり

由良川緊急治水対策

３月定例会（一括方式）
1. 京都府庁知事部局の移転設置について
（1）港湾部局設置に伴う執行体制について
（2）港湾部局との連携について
2. 安全安心なまちづくりについて
（1）安全・安心協定締結後の取り組みと連携について
（2）子どもの規範意識を高める学校教育について
3. 整備新幹線について
（1）市の整備新幹線の誘致について
（2）整備新幹線誘致担当課長の活動について
4. 海上保安学校について
（1）海上保安学校への思いについて
（2）海上保安学校周辺の環境整備について
６月定例会（一括方式）
1. 舞鶴の農作物の状況について
（1）大雪被害の復興状況について
（2）万願寺甘とうの販売促進について
（3）地理的表示保護制度 GI について
2. 小中学校のパソコンウイルス感染の状況について
（1）ウイルス感染の状況と原因及び今後の対策について
3. SNS の小中学校での状況について
（1）小中学校での利用状況について
（2）スマホやタブレット利用によるルールについて
4. 防災アプリの活用について
（1）Yahoo 防災速報の活用について

観光と農業の振興

9 月定例会（一問一答方式）
1.

由良川水防災対策について

（1）輪中堤、宅地嵩上げの整備状況について
（2）樋門の管理区分、各樋門の状況について
（3）樋門への排水ポンプの設置について
（4）排水ポンプ車の配備について
（5）樋門の通信手段について
（6）樋門へのサーチライトの設置について
（7）河童内樹木管理について
2.

神崎海水浴場について

（1）神崎海水浴場の現状と課題について
（2）砂浜の浸食について
（3）神崎海水浴場の活性化について
12 月定例会（一括方式）
1.

由良川水防災について再質問

（1）輪中堤に排水ポンプを設置することについて
（2）志高大排水路の進捗状況について
（3）排水ポンプ車の購入配備について
（4）樋門にサーチライトを設置することについて
2.

職員団体について

（1）政治的行為について
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今西かつみ後援
今西
かつみ後援 会

早春
早春の集い

開催
開催

１月 20 日正午より、地元「はまや」にて 今西かつみ後援会 早春の集い を開催させていただきました。週末の
お忙しい中にも関わらず、ご支援いただいております多くの皆様にご出席を賜りました。本当にありがとうござ
いました。
また、ご公務多忙の中、本席にご臨席いただきました多々見良三舞鶴市長様、本田太郎衆議院議員様、池田正義
京都府議会議員様から身に余るお言葉を頂戴致しました。本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げ
ます。本田太郎衆議院議員様におかれましては、通常国会の開会を明後日に控えたこの時期に東京から駆けつけ
ていただき、心よりお礼申し上げます。
私儀、市議会議員として皆様に送り出していただき早や３年が経過し４年目を歩んでおります。この間皆様か
ら頂戴致しました多くの要望や課題に取り組んで参りました。その中でも 20 数年来、40 数年来の地元悲願の大
きな要望も昨年末及び本年３月中旬より着工、本年度中には完成の運びとなりました。これもひとえに多々見舞
鶴市長様、池田府議会議員様、そして地元の役員の皆様を始めとする関係各位の皆様の深いご理解とご支援の賜
物であります。
今後も、皆様とともに地域、舞鶴市発展のために全身全霊を持って取り組んで参ります。今西かつみは、
『今
日一日あるのみ』の思いで、今後とも一生懸命頑張って参ります。どうか変わらぬご支持ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

81名ものご出席をいただいた会場

本田太郎衆議院議員様との交歓

防犯対策施 設 整備
防犯対策施設
整 備 事業
事業
の実施
の実施
業の実施
犯罪抑止効果の高い街頭防犯カメラ、市内タクシーへのドライブレコーダー導入！
舞鶴市が安全で安心して暮らせるまちづくりの実現のためには、舞鶴市と舞鶴警察署が連携し安全・安心な地域
社会の構築に向けた各種の取り組みを協働、推進していくことが重要であるとの思いから、舞鶴警察署との間に
「安全・安心協定」を締結していただくお考えはないか、平成28年３月定例会において一般質問をさせていただきました。
多々見市長からは、
「安全・安心協定の早期の締結に向けて協議していく」との答弁をいただき、同年８月、
誰もが安全で安心して暮らすことのできる豊かで住みよい地域社会の実現を目的とした『国際港湾・交流都市舞鶴、
住んでよし、働いてよし、訪れてよしの安全・安心まちづくり協定』を締結していただきました。
そして、平成 29 年度当初予算にて、防犯対策施設事業として予算化してい
ただき、犯罪抑止効果の高い「街頭防犯カメラ」を市内各所に定点的に設置し
ていただくとともに、その定点カメラを補完して広範囲を見守ることができる
防犯効果の高い「ドライブレコーダー」を市内のタクシー会社に対して、その
導入費用の一部（補助率１ /2：限度額 20 千円 / 台）を補助していただきました。
タクシー会社の運転手さんからは、ドライブレコーダーを設置していただい
てから、 犯罪の抑止力になり本当に助かります との声をお聞きしています。
今後も防犯対策施設事業の継続実施によるさらなる効果が期待できるところ
でありその事業の展開に尽力して参ります。
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地元悲願の府道２車線化工事着工！
58年の時を超え実現！
岡田中西方寺地区では、昭和 34 年の伊勢湾台風により岡田川が氾濫し、付近一帯は大きな
被害を受けました。翌年 35 年から、農地等災害復旧工事を施工、周辺の整備をしていただい
ておりました。
現場の五明地区は、地元住民の皆様からご要望のありました府道地頭四所停車場線の換地
工事が始まった西方寺五明地区
作業等が長年滞っており、片側１車線通行を余儀なくされご不便をおかけしておりました。
そこで平成 27 年、舞鶴市と京都府に対し改めて要請し、同線の２車線化工事着工、現在、本年 7 月末を目途とする一期工事が
始まっておりその完成が待たれるところです。地元の皆様を始めとします関係各位の皆様におきましては、お力添えをいただき
ありがとうございました。

上村・宇谷・西方寺・河原地区の要望書提出！
府道舞鶴福知山線・地頭四所停車場線の整備を！
上村・宇谷地区の府道 55 号線舞鶴福知山線は、由良川の増水時に冠水し、地区全体が孤
立、危険な状態となります。また、未整備区間だった府道地頭四所停車場線小俣峠、同線河
原地区の拡幅拡張工事のお願いを地元役員の皆様、池田正義京都府議会議員様と共に要望し
て参りました。中丹東土木事務所長様からは、早期の一部実施という非常に前向きなご答弁
を頂戴いたしました。

本田代議士 舞鶴に事務所開設！
昨秋、谷垣禎一先生の後継と
して立候補され見事ご当選され
た本田太郎衆議院議員様が、舞
鶴市に事務所を開設されました。
舞 鶴 市 を は じ め、京 都 府 北
部、そして我が国発展のため、
全力を尽くして政治活動に邁進
していただけると確信しており
ます。

京都府中丹東土木事務所長に要望書を提出

女性棋士大活躍！
舞鶴囲碁協会では、赤れん
がカップ囲碁大会及び団体戦、
女性囲碁大会など多数の大会
が開催されています。
近年、囲碁への女性参加に
目覚ましいものがあり、伝統
ある囲碁の益々の発展に寄与
していただけるものと考えて
います。

今西かつみ 主な活動のひとコマご紹介！

本田太郎衆議院議員様、池田正義京都府議
会議員様とともに、舞鶴市長浜の海上保安
学校を訪問し、学校長ほか幹部の皆様と意
見交換を行いました。

均衡ある国土の発展のため、官民一体となっ
て日本海側国土軸を形成する山陰新幹線を早
期実現させなくてはいけません。実現に向け
て、委員会の一員として頑張って参ります。

舞鶴茶は、由良川水系の豊かな土地だから
こそ薄い葉で濃度感、透明感のあるきれい
な緑色のお茶が栽培できます。皆様、ぜひ
一杯を…！

台風21号は、舞鶴市内、加佐地域に甚大な被害
をもたらしました。多々見市長様、本田衆議院議
員様に加佐地区の見分をしていただきました。
引き続き一日も早い復旧復興をして参ります。

安寿姫の冥福を祈る夜祭（慰霊祭）は、安寿
が入水したといわれる佐織池の周辺で提
灯やフロートキャンドルに火が灯され、幻
想的に往時を偲ぶことができます。

エフエムまいづるに出演してきました！
4月に行われた議員定数をテーマとする
意見交換会の模様と、6月定例会の報告を
させていただきました。

活動等のご報告は、その都度、今西かつみ後援会のホームページとフェイスブックでもより詳しくご紹介しておりますので、ご覧いただきますようご案内申し上げます。

各地域を回らせていただいております。ご意見、ご要望等お伺い致します。 今西かつみ

今西かつみ

随時更新中 !!

