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今西

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
舞鶴市議会議員
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舞鶴市議会２期目における所属・担当のご紹介
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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

国土交通副大臣に現地要望！

志高輪中堤に排水ポンプ車を配備！
今 西 かつみ

由良川下流部緊急治水対策の早期完成を！

　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、皆様方より絶大なるご支援いただき２期目を迎えさせていただいております。初心
を忘れず、熱い思いを胸に今後におきましても精進してまいります。
　この度、新天皇陛下が即位され、新たな令和の時代を迎えました。新たな時代が豊かさを実感で
きる社会になるようより一層頑張ってまいります。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。

　地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲は拡大され、地方公共団体の果たす役割
は、以前にも増して重要なものとなってきています。こうした中、二元代表制の一翼を担う地方議員は、多様な
民意を反映しつつ、執行機関の事務執行に対する監視・評価機能や政策立案機能のさらなる充実・強化を図り、
市民福祉の向上に取り組んでいくことが求められています。
　舞鶴市議会においては、議員の任期４年間を基準に目指すべき方向性と基本方針を明確にして活動していくこ
とにより、議会・議員と市民が議会活動の全体像を把握することができ、議会活動を総合的かつ効果的に進めて
いくことができるものと考え、「舞鶴市議会活動基本計画」を策定し、これに基づいて活動してきました。これま
で積み重ねてきた取り組みを確かなものとし、今後、さらに議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の負託に
全力で応え、市民福祉の向上と市政の発展に尽くすことを決意し、その実現のための規範として、議会基本条例
を制定したものであります。この条例は、舞鶴市議会の基本理念、議会に関する基本的事項を定めることによ
り、議会及び議員が機能や役割を的確に果たし、もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とし
ているものです。

① 会派　新政クラブ議員団　幹事
② 常任委員会　産業建設委員会　委員長　　
③ 常任委員会　予算決算委員会　委員
④ 特別委員会　議会活性化特別委員会　委員
⑤ 議会運営委員会　委員
⑥ 都市計画審議会　委員
⑦ 山陰新幹線京都北部ルート誘致促進舞鶴市議会議員連盟

舞鶴市議会の概要
議員定数　　26人

会派構成
　〇 新政クラブ議員団（８人）
　〇 創政クラブ議員団（７人）
　〇 公明党議員団（４人）
　〇 日本共産党議員団（４人）
　〇 会派に所属しない議員（３人）

会派…政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する任意の組織

“地元の頑張り”見事に結実～東神崎穴観音

孤立した集落に発電機を配備！ 市内各地で意見交換会開催！

舞鶴市議会基本条例制定！舞鶴市議会基本条例制定！

多々見市長と多々見市長と

国土交通副大臣に現状報告と要望

明倫館と田辺城明倫館と田辺城

市民・市長・議会の関係

提案（条例・予算等）

意思決定（議決）

選挙 選挙
監視請願・陳情

  会議の
公開 市政の  

実施

市　　民

市議会
（議事機関）

市　長
（執行機関）



今西かつみ通信 第５号 令和元年5月発行（2）

“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！

舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施

財政の身の丈を踏まえた持続可能で財政規律のある予算編成
人口10万人のにぎわいを持つまちの指標「経済人口10万人」  新たにスタートした第７次舞鶴市総合計画の推進！

　一般財源（市税・普通交付税等）は、平成23年度をピークに
減少し、更に、人口減少、少子高齢化対策など社会保障関係費
や公共施設の老朽化対策等への財政支出が拡大する中、頻発す
る自然災害への対応による財政への影響が拡大するなどこれら
財政をとりまく環境の変化を踏まえ持続可能な財政運営に向け
た予算としている。
　 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

平成31年度　舞鶴市当初予算額（抜粋）

○　一般会計予算
　　特別会計予算
　　総　　　　額

○　平成31年度予算の重点事項（抜粋）
　①子育て環境日本一を目指して
　　・公立認定こども園（舞鶴こども園）の開設　　　　　　　 １億１，８７９万円
　　・民間認可保育園の幼保連携型認定こども園への移行　　　５億５，９０８万円　
　②防災・減災事業による安心のまちづくり
　　・国府事業と連携した浸水対策の充実・強化　　　　　　　１億３，５００万円（３月補正）２，５００万円
　　・原子力災害対策施設緊急整備による要配慮者の安全確保　２億　　２００万円（３月補正）

伸び率
　同
　同

３４２億２，２４７万円　
２９５億２，７７９万円　
６３７億５，０２６万円　

1.　自治体クラウドについて
 （1）自治体クラウドの導入について
 （2）本市の単独クラウドについて
2.　ヘリ着陸地調査について
 （1）着陸候補地調査の概況について
 （2）海上自衛隊、海上保安庁、京都府警との連携について

　１．１％ 
　　１．３％ 
　０．２％ 

（自主財源　１４４億７，６００万円　４２．３％）

平成30年度との予算額比

平成30年 ３月・9月・12月定例会で一般質問を実施 !!平成30年 ３月・9月・12月定例会で一般質問を実施 !!
由良川緊急治水対策 観光と農業の振興安全安心なまちづくり

平成31年3月議会本会議場にて平成31年3月議会本会議場にて

要望先と要望の概要

多々見市長とともに

質
問

1.　自治体クラウドについて
 自治体の行政事務を効率よく進めるうえで情報通信技術はなくてはならないものであります。
 本市においても基幹業務支援システム同様に今後もクラウド化を進めてまいります。
2.　ヘリ着陸地調査について
 地域防災計画に定める「ヘリコプター緊急離着陸指定地」市内14ケ所を上空からの目視により
 調査、あらゆる事態を想定して海上自衛隊・海上保安庁・京都府警察と連携してまいります。

答
弁

1.　由良川の水防災対策について
 内水被害の軽減対策として、排水ポンプ車を配備したところであります。常設の排水機場の
 設置については、国・府・沿川4市で構成する対策協議会において検討してまいります。
2.　閉校中施設の転利活用について
 市では、閉校５校の転活用を実現するため文部科学省のHPでの事業化の提案募集や、関西
 エリアの企業を対象とした施設見学会などを開催するなど引き続き取組んでまいります。

答
弁

1.　市政運営について
 市長就任以来常に市民、関係団体の皆様と対話を行い客観的な統計数値等も重視し、きめ細や
 かな情報収集によって、現状・課題・ニーズを正しく把握する中で市政を担うリーダーとして
 施策を計画的に進めてまいりました。引き続き多様な連携のもと京都府北部5市２町などの広
 域的な視点をもって将来にわたり持続可能なまちの実現を目指してまいります。
2.　加佐地域農業農村活性化センターについて
 平成27年4月の開所以来、担い手への農地集積などの農業振興支援、6次産業化支援や農業体験、
 地域の魅力発信など、引き続き加佐地域の活性化に向けた様々な支援を推進してまいります。
3.　府道西神崎・上東線の整備について
 油江地区から蒲江地区の道路改良工事につきましては、狭小区間の解消と冠水対策を目的とし
 て進めていただいておりますが、計画区間が地形的な特性から軟弱地盤となっております。
 市としましては、地域の皆様の生活基盤であり、引き続き京都府に対して事業の促進をお願い
 してまいります。

答
弁

1.　由良川の水防災対策について
 （1）輪中堤の内水の現状について
 （2）排水ポンプ車の配備等について
 （3）治水ダムの放流等について
2.　閉校中施設の転利活用について
 （1）転利活用の現状について

質
問

1.　市政運営について
 （1）今後の市政運営に対する市長の思いについて
2.　加佐地域農業農村活性化センターについて
 （1）加佐地域農業農村活性化センターの役割について
 （2）農業振興支援について
 （3）地域振興支援について
 （4）地域おこし協力隊員について
 （5）新たな農業振興支援について
3.　府道西神崎・上東線の整備について
 （1）府道西神崎・上東線の拡幅嵩上げ改良促進について

質
問

3月定例会（一括方式）

９月定例会（一問一答方式）

１２月定例会（分割方式）
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“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！“新政クラブ議員団” 新メンバーで新たなる出発！

舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施舞鶴市・舞鶴市議会 合同要望活動の実施

　昨年11月に執行されました舞鶴市議会議員選挙におきまし
て、新たなるメンバーを迎え、ここに再スタートさせていただ
くことになりました。
　新たに加わっていただいたのは、田畑篤子、仲井玲子、野瀬
貴則議員の３名であります。
　新政クラブ議員団８名は、上野幹事長を先頭に舞鶴市政を担
う多々見良三舞鶴市長、そして市民の皆様とともに舞鶴市発展
のために一致団結して働いてまいる所存であります。
　そして、新たな令和の時代をしっかりと見据え、地方分権の
役割を果たすため、常に公正・公平を旨として市民に開かれた
議会、議会機能の充実、及び効率的・効果的な議会運営に邁進し、市民福祉の向上と市政の発展に努めてまいります。
　どうか、より一層のご支持ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　昨年、舞鶴市、舞鶴市議会、舞鶴商工会議所による合同の要望活動を、NEXCO西日本本社、国土交通省近畿整備局、
国土交通省、そして衆参国会議員の先生方にお願いしてまいりました。私も、経済消防委員会副委員長として議長とと
もに出席し要望してまいりました。

  １．NEXCO西日本本社
　　舞鶴若狭自動車道全線の早期４車線化と高速道路ネットワークの利用促進について
　　（1）福知山IC～舞鶴西IC間の４車線化の早期完成
　　（2）舞鶴西IC以東の全線４車線化の早期事業化
　　　　・高速交通の安全性・安定性・信頼性の確保　・原子力災害を含む大規模災害時における緊急避難路の確保
　　　　・維持修繕作業の効率化、除雪等の作業時における高速交通の確保　・沿線市町の産業振興、文化交流の促進
　　（3）高速道路ネットワークの利用促進
  ２．近畿整備局
　　（1）「京都舞鶴港」の振興と整備について
　　　　・舞鶴国際ふ頭の機能強化　・第二ふ頭の機能強化　・前島ふ頭の整備　・アクセス道路の整備
　　（2）国道27号西舞鶴道路、臨港道路上安久線等の早期整備
　　　　・日本海側拠点港「京都舞鶴港」と高速道路ネットワークとのアクセス強化　・西地区市街地における交通環境の向上
　　（3）舞鶴若狭自動車道全線の早期４車線化と高速道路ネットワークの利用促進
　　（4）「由良川緊急治水対策」の早期完成
　　　　・「由良川緊急治水対策」の強力な推進と早期完成及び対策から外れた西神崎地区の整備
　　　　・輪中堤を含む築堤施工箇所における内水被害の軽減対策の支援　・近年の複数の大規模出水を踏まえた由良川河川整備計画の見直し

　国土交通省におきましては、地元選出国会議員の本田太郎衆議院議員に各要望先の部局に同行していただきました。
衆議院会館におきましては、京都選出の伊吹文明衆議院議員をはじめ、13名の衆議院議員の先生方に、参議院会館にお
きましては、同じく二之湯智参議院議員ほか７名の参議院議員の先生方に堤副市長より舞鶴市の現状報告と懸案事項を
ご説明いただいた後、要望書を提出してお願いしてまいりました。

平成31年3月議会本会議場にて

本田太郎衆議院議員と本省にて 西田昌司参議院議員事務所にて 佐藤正久参議院議員事務所にて

要望先と要望の概要要望先と要望の概要

多々見市長とともに多々見市長とともに
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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

国土交通副大臣に現地要望！国土交通副大臣に現地要望！

志高輪中堤に排水ポンプ車を配備！志高輪中堤に排水ポンプ車を配備！

由良川下流部緊急治水対策の早期完成を！由良川下流部緊急治水対策の早期完成を！
　相次ぐ台風の襲来、豪雨により由良川下流部は農地はもとより、住家の床上・床下浸水など
甚大な被害を被りました。７月下旬、牧野国土交通副大臣、本田太郎衆議院議員、西田昌司
参議院議員に由良川下流部の堤防上において被害の模様を報告し、速やかなる治水対策の推
進と、内水による被害の軽減について緊急要望いたしました。

21号台風による豪雨と暴風により住家近くの山
腹が高さ40メートル、幅10メートルにわたり崩
落！極めて危険なため、地元区長、区長会長、池田
京都府議会議員とともに中丹東土木事務所長に
緊急の要望を行いました。

2020東京オリンピックパラリンピックのホスト
タウンとなっているウズベキスタンから、日本人
抑留者資料館のジャリルスルタノフ館長とその
ご家族が来日されました。夕食会にご招待いただ
きウズベク料理のプロフをいただきました！

昨年の７月豪雨により被災したハウス栽培の
農家を見舞われた“ひげの隊長”こと佐藤正久
外務副大臣！多々見市長とともに市内の被災
状況の現状説明をしてご支援いただくよう強
くお願いいたしました。

“舞鶴海洋少年団入団式”　今年は、６歳から８歳
までの児童５人が入団してくれました。海を訓練
の場としてロープワーク、手旗信号など海に関わ
る実習を通じて強くたくましい海の子を目指し
ます！私もOBとして支援してまいります。

厳寒の12月17日午前5時30分！海上保安学校
早朝訓練に国土交通大臣阿達雅志政務官が激
励にこられました。政務官は、端艇、剣道にも
自ら率先して参加され学生達をご指導いただ
きました。

舞鶴茶は由良川流域の肥沃な農地で栽培され
ます。葉薄で濃度感のある透き通るようなき
れいな水色（すいしょく）が特徴で、特に玉露はま
ろやかな旨味が魅力的です。目指せ６度目の
産地賞日本一！

　一昨年、昨年と相次ぐ台風、
豪雨により由良川下流部は甚大
な被害を被りました。各輪中堤
内に内水による被害も発生し、
床上床下浸水の著しかった志高
地区の輪中堤に舞鶴市では初と
なる排水ポンプ車を２台配備し
ていただき内水被害の軽減に対
応していただきました。

随時更新中!!
今西かつみ

“地元の頑張り”見事に結実～東神崎穴観音“地元の頑張り”見事に結実～東神崎穴観音
　槇山の麓に位置する東神崎地区
に巨石に囲まれた天然の洞窟があ
りお地蔵さんが祭られています。
かつての賑わいを取り戻そうと地
元の区長さん公民館長さんを先頭
に多くの地域住民の皆様が一丸と
なって雑木の伐採、参道、駐車場
の整備などをされ見事に再生され
ました。頑張る地域を多々見市長
に見ていただきました。

孤立した集落に発電機を配備！孤立した集落に発電機を配備！
　昨年７月の豪雨により、大呂地
区に繋がる府道が大規模な山腹の
崩落により通行止めとなり集落が
３日間孤立しました。集落の５所
帯７人の方々は電気も水もなく中
には川の水を飲んでしのがれた方
もおられました。そういった中、
舞鶴市から携帯型プロパンガス発
電機と発光ダイオード（LED)投光
器２台を同地区に配備していただ
きました。配置式には多々見市長
自ら現地を訪問し、住民の皆様に
届けていただきました。

市内各地で意見交換会開催！市内各地で意見交換会開催！
　議員として２期目を迎えさせて
いただいております。各地域の皆
様から「うちの地区でも話しを聞
かせてほしい」とのお声をたくさ
んかけていただき連日それぞれの
地域におきまして「地区手作り」
の意見交換会を開催させていただ
いております。各地区皆様の思い
は共通するところが多いですが、
地域の将来を思われる熱い姿はど
の地区も全く同じです。便利な田
舎暮らしのできるまちづくりを目
指してガンバリマス！

舞鶴市議会基本条例制定！

多々見市長と

国土交通副大臣に現状報告と要望国土交通副大臣に現状報告と要望

明倫館と田辺城


