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処理
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未済

未済の場合 その処理状況

1 24 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　自主財源の確保に関して、ふるさと納税に力を入れる
べきではないか。猪名川町では地元の名産品をプレゼ
ントすることによって、寄附金が多く集まっている。ま
た、ＰＲ手段としては、ふるさと納税応援サイト「ふたく
す」等を利用してはどうか。

　ＰＲの手法や寄附者への記念品の内容等をはじめ、
より効果的な運用方法について、他自治体の取り組み
も参考にして検討する。

　答弁に同じ。

未済

　効果的な運用に向けて検討する。

2 24 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　ふるさと納税について、寄附金を増やすために、市外
在住の市職員に納付を呼びかけてはどうか。検討して
いただきたい。

　市外在住の市職員に対して、ふるさと納税への協力
を求めることは、強制できるようなものではないが、呼び
かけは可能であるので、今後検討する。

　答弁に同じ。

未済

　市職員へのふるさと納税の協力呼びかけ
について検討する。

3 24 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　新名神高速道路サービスエリア内にＡＴＭ付きのコン
ビニエンスストアが設置されるよう要望してもらいたい。

　ATM付きコンビニエンスストアなど利便施設の設置に
ついて、NEXCO西日本など関係事業者に要望してい
く。

　サービスエリアの設置、管理、運営を行う事業者につ
いては未だ決まっていないが、機会を見て関係事業者
に要望を行っていく必要がある。 未済

　サービスエリアの設置、管理、運営を行う事
業者については未だ決まっていないが、機
会を見て関係事業者に要望を行っていく。

4 24 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　中筋2丁目の市有土地の活用について、地元は公園
の整備を望んでいる。

　今後、十分に検討を行い地元の皆さんの希望を踏ま
え、前に進められるよう協議していく。

　逆瀬台1丁目の土地の活用の問題との関係も念頭に
置きながら、当該地にかかる活用方針を決定していく
必要がある。 未済

　平成24年度末を目途に、当該市有地の活
用について方針を決定していく。

5 24 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　（仮称）宝塚スマートインターチェンジ及び（仮称）宝
塚北スマートインターチェンジ利活用等地域活性化推
進協議会について、市の北部開発プランがない中で検
討会議を進めるのではなく、まずは市内部で北部開発
にかかる検討を行うことを求める。

　推進協議会は、市が関係各団体に呼びかけ組織す
るもので、地域活性化策の検討を行うとともに、参画各
団体による活性化策の具体化に向けた取組を進める。
　北部地域における今後のまちづくりは、大規模な新
都市開発ではなく、北部地域の持つ豊かな自然環境
を保全・活用したまちづくりを基本に、現在の北部地域
の現状や課題に対応した取組を進める。

　答弁に同じ。

未済

　喫緊の課題である地域活性化策を検討し
ていく中で、庁内関係各課とも協議、議論を
深めていく。

6 24 9 定例 本会議 企画経営部 行財政改
革担当

　行政のスリム化、効率化を目指し、市の事業をリスト化
し、市民、団体、事業者から民間で実施できるものを提
案してもらう提案型民営化制度の導入について検討し
てはどうか。

　これまでの行財政改革の取組で民間委託等に鋭意取り
組んできており、また、協働の視点からＮＰＯとの勉強会も
実施し、委託できそうな業務について相談等も行ってき
た。提案のあった制度について、今後、研究していく。

　実施に要する手間、費用に対して実際にどの程度効
果があるのか。他市の実施状況を考慮しながら実施の
是非も含め、研究を進める。 未済

　平成24年度に調査、分析を行う。

7 24 9 定例 本会議 市民交流部 市民協働
推進課

　中山桜台幼稚園跡施設の利用者をどこかで続けられ
る対応をしてほしい。

　中山台コミュニティなど地域の意向をふまえ、事業の
実施方法など様々な角度から検討し、どう工夫したら事
業が継続できるか一緒に考えて対応していく。

　中山台コミュニティと連携し、利用者と行政担当部署
をつなぎ、活動場所の選択も含め利用継続の取り組み
の進捗を図る。

未済

　活動場所の確保について課題は多いが、
鋭意地元と協議を進めていく。

8 24 9 定例 本会議 市民交流部 市民協働
推進課

　まちづくり協議会の活動拠点がない地域の一つとし
て、すみれガ丘があるが、拠点整備に向けて早急に地
元と協議をしてほしい。

　既存施設の活用も含め、色々な施策を工夫し地元と
協議していく。

　答弁に同じ

未済

　拠点施設の整備については、課題が多く
十分な検討が必要であるが、鋭意地元と協
議を進めていく。

9 24 9 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

　国民健康保険税の納付相談に来ている人の中には、
失業や生活困難な人もあり、そのことが税減免につな
がっていないケースもあるのではないか。一人ひとりの
生活実態の把握ができるような応対マニュアルを作る
べきではないか。

　国民健康保険課での納付相談や市税収納課での減
免相談が発生した場合については、両課が連携を密
に取るようにしている。
　今後も、両課の連携が薄くなっているという心配を払
拭するような親切丁寧な応対を心がけ、一人ひとりの生
活状況の把握に努め、生活実態に寄り添った対応をし
ていく。

　今後も両課が連携を密にし、親切丁寧な応対を心が
け、一人ひとりの生活状況の把握に努め、生活実態に
寄り添った対応をしていく。
　また、窓口での納付相談や減免相談等の応対につ
いてのマニュアルとなるチェックシートの作成を検討す
る。

未済

　今後も両課が連携を密にし、親切丁寧な応
対を心がけ、一人ひとりの生活状況の把握
に努め、生活実態に寄り添った対応をしてい
く。
　また、窓口での納付相談や減免相談等の
応対についてのマニュアルとなるチェック
シートの作成を検討する。
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10 24 9 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

　国民健康保険税の「最低生活の維持困難」による事
由（生活保護減免）の適用について、生活扶助保護基
準額の1.2倍以下から1.3倍以下に引上げてはどうか。

　減免基準の「1.2倍以下」を「1.3倍以下」に引上げるこ
とによって、対象、件数、減免金額とも増えるが、生活
実態が厳しいことも理解しており、1.3倍以下に引上げ
ることについて検討し、導入の方向で取り組んでいく。

　実施に向けて検討する。

未済

　実施に向けて検討する。

11 24 9 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

　自殺予防の対策として、国民健康保険課の窓口に自
殺予防や多重債務の啓発ティシュやパンフレットなどを
配置してはどうか。

　自殺予防の対策の一つとして、啓発ティシュやパンフ
レットなどの設置を実践していく。

　パンフレット、チラシについては、設置済み。なお、啓
発ティシュについては、障害福祉課と連携し、設置す
る。 済

12 24 9 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

　自殺予防の対策として、特定健診の中にメンタルヘ
ルスの項目を取り入れてはどうか。

　特定健診にメンタルヘルスの項目を取り入れることに
ついては、関係部署と協議していく。

　自殺予防の観点から特定健診にメンタルヘルスの項
目を取り入れることについては、関係部署と協議してい
くが、課題として、特定健診は生活習慣病予防を目的
としており、メンタルヘルスとは性格を異にするため、慎
重な検討が必要である。

未済

　自殺予防の観点から特定健診にメンタル
ヘルスの項目を取り入れることについて関係
部署と協議していく。課題として、特定健診
は生活習慣病予防を目的としており、メンタ
ルヘルスとは性格を異にするため、特定健
診の項目に取り入れることは直接的には無
理であるが、各方向から方策を検討する。

13 24 9 定例 本会議 総務部 総務課 　他市の事例にあるように徴収困難なすべての債権に
ついて、徴収専門のチームに移管するなど、徴収一元
化の仕組みを整える必要がある。

　市税以外の債権を一元的に管理することについて
は、各債権ごとに根拠法令が異なり、債権管理の方法
及び徴収方法が違うなどの課題があること。さらに、各
債権の性質によっては滞納処分の執行、延滞金の徴
収などを全ての債権で同様に取り扱うことが難しい面も
あることから、直ちに市税とその他の債権について、さ
らなる一元化を図ることは難しい。
　現在、債権管理に関する事務手続きの手順や基準な
どを示したマニュアルを作成しており、当該マニュアル
により債権管理、特に徴収事務に関して適正な事務執
行を図る。

　今後も引き続き、他市での取組事例を研究することに
より、本市にとってさらに効率的な債権管理のあり方に
ついて研究する。

未済

　今後も引き続き、他市での取組事例を研究
することにより、本市にとってさらに効率的な
債権管理のあり方について研究する。

14 24 9 定例 本会議 総務部 人権男女
共同参画
課

　「心のふれあう市民のつどい」の講演記録を作成し、
啓発資料として活用してほししい。

　一般に講演内容は、講演者の著作物であり、講演の
承諾とは別に録音や録画したり、要旨を作成利用する
場合は、事前に講演者の承諾を得る必要がある。ま
た、万が一その承諾が得られた場合でも講演要旨を作
成した際には講演者に内容の確認をしていただく必要
がある。
　なお、「心のふれあう市民のつどい」の講演記録の作
成と活用については、講演を依頼する講師からこれら
の承認・合意が得られた場合、講演記録を作成し、そ
の活用を図る。

　講演を依頼する講師から事前に承認・合意が得られ
た場合、講演記録を作成し、その活用を図る。

未済

　平成２５年度から取組む。

15 24 9 定例 本会議 総務部 くらんど人
権文化セン
ター

　蔵人共同浴場の今後について、自治会が運営を断
念したときに市のかかわりについて見解を求める。

　蔵人共同浴場は、明治時代に地域で作って運営して
きたという地域に根ざした歴史文化を持っている。浴場
の性格も当初の公衆衛生の維持から住民の憩いの場
に変わっていることから、市としては、このようなことを踏
まえて今後のあり方を検討する必要がある。

　耐震化工事に係る自治会との協議においては、当面
現行どおり自治会が運営していくことを確認している
が、今後、自治会において後継者が確保できない等に
より運営ができない場合、蔵人共同浴場のあり方につ
いて様々な検討が必要となる。

未済

　自治会において蔵人共同浴場の運営がて
きなくなった場合は、今後の施設のあり方に
ついて検討する。

16 24 9 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

　ソリオ前広場の不法駐車、乱横断防止のため、売布
神社駅前で実施しているような小学生が描いた注意喚
起ポスターをシールにして路上に貼るようなことも考え
てほしい。

　答弁不要。（要望のみ） 　当該道路が県道であるため、今後、県土木事務所や
宝塚警察署との協議の中で県に提案していく。

未済

　当該道路が県道であるため、今後、県土木
事務所や宝塚警察署との協議の中で県に提
案していく。
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17 24 9 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

　老朽化が進んだ危険家屋について、先進市では専
従の職員を配置対応をしている。本市においても組織
横断型の取組では責任の所在があいまいになるので、
人員や予算についても配慮を要望する。

　答弁不要。（要望のみ） 　危険家屋の現状把握や条例制定を視野に入れて検
討するが、条例の内容については現在未定である。ま
た、条例の内容や危険家屋の実態に応じて、対策にか
かる経費や人員が大きく変動する。

未済

　平成２５年度には、関係各課による検討会
だけではなく、外部委員による組織の設置も
含め、効果的な制度確立に向けて取り組む
予定である。

18 24 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

　公共交通のあり方について、月見山・長寿ガ丘での
取組が協働のモデルケースとして、他地域でも運用で
きる制度要項が望まれる。市は、地域と事業者の橋渡
しにしっかりと取り組んでもらいたい。

　市民の移動手段の確保については、至急に課題を
解消し、市の支援策をまとめ、早急に試走ができるよう
制度を確立する。

　答弁に同じ。

未済

　平成２５年度実施計画を要求し、平成２５年
度早期に試行運行を実現する。

19 24 9 定例 本会議 都市安全部 道路建設
課
道路管理
課
道路政策
課

　歩道、特に通学路に係わる道路の整備は重要であ
る。住宅密集地において収用等で歩道拡幅するのが
困難であれば、本市の生活道路整備条例に規定する
「指定する道路」に歩道拡幅が必要な道路を追加し、
沿道の開発に併せて整備するのが望ましい。

　現在、都市計画道路網の検証を進めており、これと併
せて補完する一般市道を含めた総合的な道路網の検
証が必要と考える。この一環として、整備が必要と考え
られる道路の整備手法を検討するなかで、指定する道
路の見直しも考えていきたい。　人のための道路整備
は必要と考える。

　第５次総合計画に「都市計画道路や主要な一般市道
などによって構成する道路網の総合的な検証」が位置
づけられている。２０１３年度（平成25年度）末を目処
に、都市計画道路の見直しを行う予定であり、それを基
に、主要な一般道路等を含めた総合的な道路網の検
証に着手する。これを受け、指定する道路の見直しも
検討する。

未済

　第５次総合計画前期末までに検討予定。

20 24 9 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

　市道３４２０号線ユニベール橋（宝塚駅自由通路）の
雨漏りや照明器具の改善及び市道月地線サンビオラ
第二歩道橋の整備について、早急に取り組むべきであ
る。

　出来るだけ早期に対応できるよう検討する。 　市道３４２０号線ユニベール橋（宝塚駅自由通路）の
雨漏りや照明器具の改善については、複数年で対応
するよう検討する。また、市道月地線サンビオラ第二歩
道橋の整備については、市内の他の歩道橋との整合
性も勘案しながら、計画的に取り組む。

未済

　平成２５年度実施計画に予算要求の予定。

21 24 9 定例 本会議 都市整備部 開発指導
課

　市が利害関係を有する事案に関するあっせんの方法
について検討すべき。

　市が利害関係を有する事案について、住民だけでな
く、事業者にとっても「公平性・中立性」に関して疑念を
抱かれない望ましいあっせんの方法について、検討を
進める。

　市が利害関係を有する事案については、調停の移行
勧告を活用し、第三者であるまちづくり専門委員による
調停制度の活用を進めるとともに、条例の見直しも検
討する。

未済

　平成２４年１２月末までに検討する予定。

22 24 9 定例 本会議 健康福祉部 健康推進
課
障害福祉
課

　静岡市が作成する「すくすくファイル」を参考に、障害
のある子どもも含め全ての子どもの発達と成長を記録
できるノートを作成し、配布すべきである。

　他市の実践事例を研究し、全児童に配布できるよう
関係部署で前向きに検討する。

　答弁に同じ。

未済

　平成24年度中に、母子健康手帳の活用を
含め、速やかに関係部署と検討を開始する。

23 24 9 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　自殺防止対策について、啓発用で配布するティッ
シュペーパーを窓口で配布するべきである。

　窓口などで配布していく。 　配布箇所、配布時期、配布方法などを庁内検討会で
協議し、適切な対応を図る。 未済

　庁内検討会を早期に開催し、検討し、実施
する。

24 24 9 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　発達障がいに対応する相談窓口や情報集約を一元
化する庁内機関を設置すべきである。

　総合窓口の設置、一貫した支援・指導を行う、情報の
集約・管理する中核機関の設置については、先進地事
例の研究に取り組み、設置について検討する。

　答弁に同じ。

未済

　平成24年度中に、速やかに研究に取組
む。

25 24 9 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　シンシアのまち宝塚プロジェクト事業検討委員会での
審議が不十分である。もう一度検討委員会を開き、き
ちっと決めるべきである。市長も立ち止まり、多くの市民
に理解されるよう判断すべきである。

　答弁不要。（要望のみ） 　再度、検討委員会を開催し、十分に委員の意見を反
映した提言書を速やかに提出していただくとともに、啓
発を図り市民理解を求めていく。 未済

　再度、検討委員会を開催し、十分に委員の
意見を反映した提言書を速やかに提出して
いただくとともに、啓発を図り市民理解を求め
ていく。

26 24 9 定例 本会議 子ども未来
部

子育て支
援課

　子ども未来部にいじめの相談があつた場合、教育委
員会とどう連携するかというマニュアルや内規はないと
聞いている。きっちりしたマニュアル、体制づくりが必要
と考える。

　マニュアルを含めて、より連携した仕組みが必要と考
え、体制を充実したものにしていきたい。

　電話相談で、いじめの相談があった場合、どう連携す
るかというマニュアルの作成について検討する。

未済

　早急に検討する。
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27 24 9 定例 本会議 子ども未来
部

子ども政策
課

　川西市のオンブズパーソンのような第三者機関を設
置してはどうか。市の考えについて聞きたい。

　オンブズパーソン制度の導入については、いじめや
虐待を防止し、一人ひとりの子どもの人権を尊重し及
び確保することが重要である。子どもや保護者、対応に
悩む学校等からの相談に応じることが出来る第三者機
関の設置について、教育委員会とも十分協議し、検討
していく。

　先進市の事例を参考に、設置目的、職務内容、組織
等について検討する。

未済

　早急に検討する。

28 24 9 定例 本会議 環境部 環境政策
課

　飲食店からの臭いを防止する指針を作らないのか。
臭気物質の濃度の規制から臭気指数による規制に替
えていかないか。店舗を所有するオーナーや不動産業
者に対して、啓発できないのか。

　先進都市の事例を参考にして研究する。 　先ず、県下の市や先進市の事例を収集、整理し課題
を掘り起こす。

未済

　今後、先進市の事例を収集する。

29 24 9 定例 本会議 環境部 管理課 　不法投棄された粗大ごみに係る処理費用を把握す
べきである。

　市で不法投棄された粗大ごみを所管課が回収する場
合、散乱ごみも合わせて搬入する場合が多いため、不
法投棄された粗大ごみの処理費用を把握することは困
難である。

　不法投棄された粗大ごみだけの重量を把握すること
が困難であり、正確に費用を算出できないことから、想
定比率を設定し、擬似的に算出する方法等で把握す
る。

未済

　現在、搬入統計データは把握できているの
で、平成２４年度末に不法投棄粗大ごみと見
なされる重量を抽出し、処理手数料１５０円/
１０kgを掛けて処理費用を算出することとす
る。

30 24 9 定例 本会議 環境部 管理課 　現在粗大ごみとして扱われている長い傘や杖につい
ては、多くの市民が家庭内に溜めている状態であるの
で市で別途の対応を検討願いたい。

　自治会活動として長い傘を収集し、持ち込んでいた
だいた場合は、家庭系の粗大ごみとしての処理料金９
０円／１０kgで処理している事例もあり、今後も効果的
な対応を検討する。

　長い傘は、粗大ごみ以外で処理すると機械の故障原
因となることから、粗大ごみの処理機械で処理するしか
ないが、別途回収できる方法等を検討する。 未済

　自治会活動としての持ち込み対応以外に
ついても検討する。

31 24 9 定例 本会議 環境部 管理課 　資源ごみ持ち去り禁止のための条例改正がされ、１０
月１日から施行されるが、市民からの通報は、本庁にも
かかってくると思われる。市民の声が必ず通じるように
対応すべき。

　答弁不要。（要望のみ） 　本庁に通報があった場合には、管理課を案内するよ
うに要請する。

済

　管財課及び環境政策課等に市民からの通
報があった場合には、管理課を案内するよう
に要請した。

32 定例 本会議 環境部 管理課 　資源ごみ持ち去り禁止のための条例改正がされ、１０
月１日から施行されるが、一向に効果が無い場合に改
めて審議会で議論する場合には、罰則条例を制定して
いる先進自治体の事例を正しく資料提供し審議してほ
しい。

　答弁不要。（要望のみ） 　条例施行後の状況を見極めてからの対応となる。

未済

　条例施行後の状況を見極めてからの対応
となる。

33 24 9 定期 本会議 環境部 業務課 　きずな収集について、広報等で周知はされているが、
実際に利用を希望している人に情報が行き渡っていな
いように思われるため、ホームヘルプ事業者にも周知
を徹底してほしい。

　きずな収集の周知については、平成23年5月の利用
申し込み受付時から広報・ホームページ等で周知する
だけでなく、介護事業者部会での説明やホームヘルプ
サービス事業所へ直接説明に周っている。また、利用
者は、きずな収集の要件に一部満たないものの実態的
に支援が必要である場合も対象にしたこともあり制度開
始から増加傾向にある。今後においても利用を希望さ
れる人に情報が行き渡るよう周知に努める。

　答弁に同じ。

済

34 24 9 定例 本会議 産業文化部 国際文化
課

　小浜工房館の問題については、担当課や部では対
応できない状況である。問題解決のためにも、公正な
職務の執行を確保するためにも、特別に体制を組んで
強力に対応すべきである。

　小浜地域が今、辛い状況になっており、大変心を痛
めている。また、市民の皆さんの命を守ることと同様、職
員を守ることも当然の責務である。毅然とした対応をす
るため、人的なことも含め検討したい。

　答弁に同じ。

未済

　庁内にて協議中。
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35 24 9 定例 本会議 産業文化部 国際文化
課

　現在の工房館運営委員会の施設運営は、条例等に
照らしても不適切である。まず、市職員が書いた謝罪
文を取り戻すべきである。
　運営委員会の体制の一新を指導するべきで、指導に
従わない場合は、指定管理者としてふさわしいかどうか
判断すべきである。

　謝罪文のことも含めて協議し、近いうちに結論を出し
たい。

　答弁に同じ。

未済

　庁内にて協議中。

36 24 9 定例 本会議 管理部 教育企画
課

　教育行政の改革について、学校や教育委員会の常
識ではなく、今後、社会の常識で取り組んでほしい。

　教育委員並びに事務局及び学校園が一体となって
取り組む。

　開かれた教育委員会を目指して今後も引き続き一体
となって取り組んでいく。 済

37 24 9 定例 本会議 管理部 施設課 　施設整備に係る予算を十分確保すべきである。 　予算を要望していく。 　施設整備の優先順位を決め予算要望していく。
済

38 24 9 定例 本会議 管理部 施設課 　学校駐車使用許可について、教職員等の運転免許
証の有効期限及び免停状況等を確認し、また常時把
握しておくべきである。

　平成２４年６月に臨時的に免許証を確認し、全員の資
格を確認している。今後については、使用許可認定の
際に運転免許証の確認を行うよう検討する。

　答弁に同じ。

未済

　許可申請様式を変更し、運転免許証の有
効期限等記載欄を設ける等、資格確認の方
法について検討する

39 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　西谷認定こども園の保育所機能部分では、給食を提
供している。幼稚園と保育所機能部分は一体的な施設
であり、幼稚園でも給食を提供すべきと考える。

　幼稚園児への給食提供については、園の一体的な
運営の観点から、園児が同じ給食を食べることは望まし
いと考える。今後、検討を進めていく。

　答弁に同じ。

未済

　関係機関等との協議を進め、検討してい
く。

40 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　内麦の使用について、他市では学校給食用のパンに
取り入れている例がある。本市でも少しでも取り入れる
ことはできないのか。

　学校給食用のパンについては、価格や安定した供給
体制の確保から、県学校給食・食育支援センターを通
じ、アメリカ産及びカナダ産の小麦を使用しているが、
同センターと協議し、年に数回でも使用できるかどうか
を検討していく。

　答弁に同じ。

未済

　価格面や供給体制について、県学校給
食・食育支援センターと協議を行っていく。

41 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　通学区域について、路線バスで児童生徒を運ぶとい
うことなども検討されたい。

　様々な角度から具体的な対応策について検討してい
く。

　教育環境のあり方庁内検討会などでの議論をふま
え、様々な角度からの検討を行っていく。 済

42 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　学校給食会理事会において、保護者からの要望、質
問に対して適切に答えられていない。説明責任が果た
せていない。

　毎年、６月と３月に開催している学校給食会の理事会
において、保護者代表の理事から意見や要望をいた
だいているが、これらを参考とし、学校給食会と教育委
員会が連携して安全で安心な学校給食の提供に努め
る。

　各課題の対応について、引き続き協議を進める。

済

　

43 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　地域住民が学校給食を体験できるようにしてほしい。 　様々な機会を通して体験できるよう検討していく。 　現在、学校給食展や食育フェアなどの機会を通して
学校給食の試食を行っている。今後さらに様々な機会
を通して学校給食を体験してもらえるような検討を進め
ていく。

済

44 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　米飯給食の回数については、パン給食について、子
どもの意見を聞いてほしい。

　子ども達にとってのパン給食の必要性を検討したい。 　パン給食の必要性について検討を進めていく。子ど
も達の意見を聴くことも併せて検討する。

済

45 24 9 定例 本会議 管理部 学事課 　学校給食費の滞納対策について、公会計化の中で
検討してほしい。

　検討を進める。 　公会計化の検討の中で給食費の徴収方法も含め、
滞納対策も検討していく。 未済

　公会計化の検討の中で給食費の徴収方法
も含め、滞納対策も検討していく。
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46 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　青少年センターでは青少年悩みの電話相談を行って
いるが、電話をしたい時に電話番号がわからないことが
ある。できれば電話番号を書いたものを冷蔵庫などに
つけられるようマグネット式にして各家庭に配ればどう
か。

　今後検討していく。 　平成２５年度に、作成、配布できるかどうかを今後検
討していく。

未済

　平成２５年度に、作成、配布できるかどうか
を今後検討していく。

47 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　西谷認定こども園の保育所機能部分では、来年度も
年度当初から、定員を上回る希望が予想される。西谷
幼稚園で３年保育をすることで、保育所機能部分の定
員枠が広がり、待機児童解消につながると考える。西
谷幼稚園での３年保育を検討する時期に来ていると考
える。

　教育委員会では、以前３年保育について検討してい
たが、実施できなかった経緯がある。一方で、市内の私
立幼稚園では３年保育を実施しているが、西谷地域に
は私立幼稚園がないことから、再度、庁内で協議を進
め検討していく。

　庁内及び関係機関等と協議の上、検討していく。

未済

　庁内及び関係機関等と協議の上、検討し
ていく。

48 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　学校自己評価に、全児童生徒・保護者の声を広く聴
取し検証するための「教育アンケート」の全市立小中学
校実施を早急に行ってほしい。

　「教育アンケート」を全校実施する方向で検討してい
く。

　教育委員会が作成した「教育アンケート例」を学校に
示し、それを基に学校の実態に合わせた「教育アン
ケート」を作成し、アンケートの実施を行う。 未済

　各学校には、広く保護者や地域の意見を
聞くためのアンケートの実施の必要性につい
て、校園長会を通じて指導している。

49 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　学校園での飼育動物の衛生管理への助言や、子ども
たちへの指導を宝塚市獣医師会と連携がとれるよう依
頼できないのか。

　以前から宝塚市獣医師会に協力いただき、基本的な
診察や処置への対応を依頼しているが、今後は必要
に応じて動物の飼育方法や衛生管理、触れ合い方な
どについて指導や助言をいただけるよう連携を深めて
いく。

　宝塚市獣医師会に指導、助言を依頼する。

未済

　宝塚市獣医師会との協議について連絡、
調整を行う。

50 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　「いじめ問題対策マニュアル」を家庭に周知できない
か。家庭と協力する観点で。

　家庭に関わる内容について、何らかの方法で示すこ
とを検討する。

　マニュアル作成後に保護者に関わる部会について知
らせる。 未済

　現在、マニュアル改訂中。

51 24 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　小学校外国語活動において、大学生や地域に住む
外国語が堪能な人材をもっと授業の中で活用してほし
い。

　今後、ＡＬＴや外国語活動アドバイザーの活用以外に
も、英語が堪能な学生や地域の人材の協力をいただく
よう努めていく。

　現在、地域人材の協力をいただいている学校は一部
あるが、今後は増やしていくよう努める。

済

52 24 9 定例 本会議 学校教育部 教育支援
課

　ストレスチェックアンケートの見方の基準を作るべきで
ある。

　手引きの作成について検討したい。 　ストレスチェックアンケートの見方は、子どもがチェック
した理由や感じていることを担任が面談等を通して具
体的に把握することである。その際の参考となるよう質
問項目それぞれについてどのように子どもに話しかけ
るかという手引きを作成する。

未済

　全ての教諭が適切に対応できる手引きに
なるよう検討している。

53 24 9 定例 本会議 社会教育部 社会教育
課
中央公民
館

　中央公民館は、バリアフリーが解決されないと移転は
困難である。用途と構造が一致したときには良い結果
が出るが、このままでは貸館だけになってしまう。慎重
に検討して、あらゆる候補を当たってほしい。地元住民
の意向も出てくると思う。

　中央公民館は、Is値0.07で、早く何とかしないといけ
ない。駅近での移転を考え、アピアも検討している。全
条件クリアできるかどうかだが、市民に安心して活動し
ていただけるようにしたい。

　答弁に同じ。

未済

　慎重に協議検討する。
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