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別

担当部 担当課 要望事項 答弁内容（要点記述） 説明
・課題、問題点・今後の方針

処理
状況
済

未済

未済の場合 その処理状況

1 24 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　（仮称）宝塚北スマートインターチェンジを活用した地
域の活性化については、行政として補助金の確保や各
団体間の連携ができるよう、しっかりとした支援、アドバ
イスを行ってほしい。

　補助金等財源の確保が図れるよう検討していく。ま
た、懇話会、検討委員会の両組織の事務局は政策室
が担い、夏頃までに設置する予定。

　答弁に同じ。

未済

　補助金等財源の確保が図れるよう検討して
いく。また、懇話会、検討委員会の両組織の
事務局は政策室が担い、夏頃までに設置す
る予定。

2 24 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　行政評価（施策評価、事務事業評価）と教育委員会
の事務執行等に関する評価は、事務が重複している。
改善を検討してほしい。教育委員会で実施している評
価をそのまま取り入れても良いのではないかと考えてい
る。

　事務の簡素化及び職員の負担軽減につながることで
あり、検討する。

　答弁に同じ。

未済

　平成24年度に検討を行い、平成25年度か
らの改善を目指す。

3 24 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　市民意識調査について、前回と今回で設問内容が異
なったり、回答を求める対象を変えたりしている。定点
比較がしっかり出来るようにするなど、善処してほしい。
また、調査のタイトルが「施策評価に係る市民意識調
査」であったり「市民アンケート調査」であったりと紛らわ
しい。タイトルも注意してほしい。

　いただいた意見を踏まえて、今後検討する。 　答弁に同じ。

済

　次回、平成25年度に実施を予定している
市民意識調査に向けて対応を検討する。

4 24 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　市制60周年記念事業については、今の現状で間に
合うとは思えない。理念、コンセプトを持って、宝塚歌
劇100周年、手塚治虫記念館開館20周年とともに構想
を早く示すよう要望する。

　市制60周年記念事業については、本市のブランドを
活かし、市民の皆さんが記念事業を本市の記念である
との認識を深めていただけるような機運づくりとともに、
納得して参画、参加いただけるよう工夫を凝らし、平成
２５年度からどのようなことができるのか、予算のありよう
も含め、現在、議論をすすめている。

　答弁に同じ。

未済

　庁内において構想素案を検討し、市制60
周年の前の年である平成25年度からの所要
の予算について検討していく。

5 24 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

　宝塚歌劇１００周年にむけて、活性化のための取り組
みとして、町名を宝塚歌劇町（たからづかかげきまち）と
する町名変更に向けての取組みを要望する。

　宝塚歌劇生誕100周年を記念して、宝塚歌劇場周辺
を宝塚歌劇ゆかりの地として、町名を変更していく取組
を法や条例に基づく手続上の課題などを解決しなが
ら、関係者及び周辺住民の御理解をいただき進めて行
きたいと考えている。

　答弁に同じ。

未済

　町名の変更は市民生活に及ぼす影響が大
きいことから、地元協議、宝塚歌劇団、兵庫
県など関係機関と慎重に協議をすすめてい
く。

6 24 6 定例 本会議 企画経営部 行財政改
革担当

　宝塚市行財政運営アクションプランの取組項目として
「受益者負担のあり方の検討」とある。他自治体では、
受益者負担に関する基準を策定されており、本市も策
定する必要がある。

　統一的な基準ができるかどうかは分からないが、他の
自治体の取組も参考にしながら本市にとって相応しい
手法を研究する。

　平成23年度の調査結果をもとに追跡調査、分析し、
コスト範囲、行政サービスの仕分け、近隣自治体とのバ
ランスなど、政策的側面なども考慮しながら研究を進め
る。

未済

　平成23年度の調査結果をもとに平成24年
度に追跡調査、分析を行う。

7 24 6 定例 本会議 企画経営部 財政課 　新ごみ処理施設建設に係る準備資金として、基金の
積立てを行う必要がある。

　平成23年度に公共施設等整備保全基金に2億円を
積み立てた。できるだけ速やかに事業費を決定し、準
備資金を積み立てていく。

　事業費が決定されるまでの間は、平成24年度から施
行する積立基準で積み立てる。 済

8 24 6 定例 本会議 企画経営部 財政課 　国保会計の収支赤字に対して、一般会計からの繰り
出しについても検討する必要があるのではないか。

　近隣各市と比較しても本市の基準外繰出額は少なく
ない。一方で、国保被保険者の負担が厳しくなってい
ることもあるため、広範な意見をいただきながら検討し
ていきたい。

　平成24年度の一般・国保会計の状況や国民健康保
険運営協議会の動向等を踏まえて判断する。

済

9 24 6 定例 本会議 企画経営部 財政課 　一般会計から国保会計への繰出額が平成22年度か
ら縮減されている。国保被保険者の負担軽減のために
もっと繰出しを行うべきである。

　近隣各市と比較しても本市の基準外繰出額は少なく
ない。一般・国保会計の状況や他市の繰出状況を見な
がら考えたい。

　平成24年度の一般・国保会計の状況や国民健康保
険運営協議会の動向等を踏まえて判断する。 済
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10 24 6 定例 本会議 企画経営部 財政課 　これまでの事務事業評価は、予算事業と評価事業が
一致していない。評価対象年度と予算反映年度の間が
１年空いてしまう。時中評価をすることも必要だ。成果
重視の評価になっていない。

　政策、施策、事務事業の体系を整理している。成果
重視の評価に変更した。評価年度から予算反映までの
仕組みを変更した。

　時中評価は、現時点では導入の予定はない。

済

11 24 6 定例 本会議 企画経営部 財政課 　京都市が行っている事務事業評価サポーター制度を
本市でも導入してはどうか。

　意欲のある職員の活用という観点から導入について
検討していきたい。

　平成２４年度から導入した行政評価システムの動向も
見ながら検討する。 未済

　本市にとって相応しい制度の導入に向け
て、同制度をはじめ他市の制度を研究する。

12 24 6 定例 本会議 企画経営部 市税収納
課

　市税の徴収率を上げるために、新規の市税口座振込
申込者に対し景品を贈呈したり、働きかけた銀行に対
し手数料を支払うといったような他市が導入している奨
励策を検討してはどうか。併せて、広報誌で市税の滞
納額の現状を伝えるとともに、対象者には分納などの
制度があることを伝えてはどうか。

　答弁不要。（要望のみ） 　口座振替の奨励策については、費用対効果を考慮
し、先進市の実情を確認する必要がある。また、広報に
ついては、納税につながるような記事内容を工夫する
必要がある。 未済

　口座振替の奨励策については、平成24年9
月末頃の実施計画要求時までに検討する。
また、広報については、平成24年度内に検
討し、可能であれば平成25年度に実施す
る。

13 23 9 定例 本会議 市民交流部 広報課 　１　内部開発した市ホームページには、グローバルナ
ビゲーションやドロップダウンがなく、ユーザビリティー
に欠ける。また、データ更新にあたり各担当課の負担も
大きい。リニューアルについて、検討されたい。
　２　ソーシャルネットワークサービス、特にフェイスブッ
クは、双方向の情報発信手段として有効であると考え
る。佐賀県武雄市など活用されている自治体もある。
フェイスブックの活用可能性について、調査研究をされ
たい。

　１　これまでも、トップページのレイアウトの見直しなど
改善してきたが、今後も全体の統一性やサイト内検索
の使い勝手の向上、職員誰でもが容易にメンテナンス
できる機能の充実などの改善に取り組む。リニューアル
の必要は感じている。具体的な取り組みはできていな
いが、近隣市の状況も参考に関係課とともに検討す
る。
　２　先進地の取り組みを参考に、関係各課と研究す
る。

　１　ＣＭＳ（専用のホームページシステム）導入に向
け、情報政策課と協議していく。トップページの見易
さ、情報の検索性、更新の機能などの向上にＣＭＳが
有効であると考えているが、導入には経費がかかること
が課題である。
　２　近隣の神戸市、三田市でもフェイスブックの活用を
図っているが、原則発信のみの使用であると聞いてい
る。双方向の発信には、権限のあり方など課題も多いと
考える。先進地の状況を見守りつつ研究する。

未済

　１　平成25年度実施計画に向け、事前準備
中。
　２　先進地の状況を見守りつつ研究する。

14 24 6 定例 本会議 市民交流部 市民協働
推進課

　市民協働のまちづくりを推進する庁内の組織体制を
進めて欲しい。ポータルとなる部署を充実させるべき
だ。サービスステーションなど中学校区で施設を整備し
地域自治区を設立するべきである。
　地域共同体を再編するべきである。
　行政との橋渡しが出来る職員を配置させて欲しい。

　答弁不要。（要望のみ） 　平成24年度実施の協働指針策定委員会において方
向性について意見をいただく。

未済

　平成24年度実施の協働指針策定委員会
において方向性について意見をいただく。

15 24 6 定例 総務常任
委員会

市民交流部 国民健康
保険課

　繰上充用については、根本は国からの収入が減って
きたことが原因であるが、一般会計からの繰入という選
択肢もあるのではないか。加入者の低所得化と医療給
付の重症化・重病化が進んでいると思われる中で、保
険事業費が前年度より減少していることについて、医療
費抑制を図るよう健康づくりを進め、特に高齢者の健
康・命を守る取組が必要である。真剣な健康づくりを要
望する。

　特定健診の受診率が増となるよう取り組んでいく。 　答弁に同じ。

未済

　事業主健診などの受診結果を送付してい
ただきやすいように、今後検討する。
　休日健診の実施については、平成２４年度
は、６月と１１月の２回を予定している。
　宝塚市医師会の協力を得ながら、個別健
診の受診者増の取組も行う。

16 24 6 定例 総務常任
委員会

市民交流部 国民健康
保険課

　１　９年連続赤字はおかしい。赤字解消をどう考えて
いるのか。根本的な解決を図るべきであり、歳出抑制の
ための疾病予防を積極的に取り組むべきである。
　２　１回当りの納付額が高いため、滞納になり易いの
では。納付回数を増やすことで、納付しやすくなり滞納
者が減るのではないか。前向きな検討を要望する。

　１　一般会計からの繰入金（法定外を含めて）を含め
て、正常な会計となるよう研究していく。
　２　健診未受診者のアンケート結果から、休日健診を
実施した。

　１　特定健診など疾病予防のための取組を継続す
る。
　２　納付回数の増加について、市民サービスに与える
メリット・デメリットや経費など検討する。 未済

　２　納付回数の増については、市民サービ
スに与えるメリット・デメリットや経費など検討
する。
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17 24 6 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

　月々の収納率の把握など月次決算あるいは中間決
算のような形にしておけば、年１回の決算処理よりも、よ
り柔軟な対応ができるので、そのような対応を要望す
る。

　今後、結果を待つのではなく、保険給付費・保険税な
ど各月別に取りまとめできるように工夫していくことが必
要であると考えている。

　答弁に同じ。

未済

　歳入の療養給付費負担金など国庫負担金
などは、年度末に確定するものが多く、正確
な月次決算をすることは困難であるが、前年
度実績などから概算値を把握するなど可能
な限り月次収支を把握できる方法を工夫す
る。

18 24 6 定例 本会議 総務部 総務課 　税収以外の収入増に向けて積極的に取り組むため、
庁内に専門の部署を設けるべき。そこに、広告媒体の
拡大や、ふるさと納税の効果的運用などに専念する職
員を置いてほしい。

　平成23年度に実施した職員提案制度のテーマとして
「歳入の増加」を設定して、職員からの提案を募集した
ところ、歳入増に関する様々な提案があり、平成24年
度、具体的に取り組んでいる。今後、専門職場の設置
を検討する。

　今後、組織体制として整備するのか、職員を配置する
のか、検討する。

未済

　平成25年度に向けて、体制のあり方につい
て平成24年度中に検討し、決定する。

19 24 6 定例 本会議 総務部 総務課 　公共施設及びインフラ最適化等検討会において白書
を作成した後は、他市の事例にもあるように、専任の組
織体制を設置して取り組む必要がある。

　同検討会で白書を作成した後に、改めて全庁的に作
業ができる体制の充実を図る考えだが、一方、限られ
た人員の中で専門の組織を設置することは困難である
と考えており、専任の職員を配置し取り組んでいくよう
検討する。

　今後、他の自治体の取組も参考に、本市にふさわし
い手法を検討する。

未済

　平成25年度に向けて、体制のあり方につい
て、今年度中に検討し、決定する。

20 24 6 定例 本会議 総務部 人事課 　国同様、職員給与を平均7.8%引き下げるべきである。
国と同様の引き下げ提案をしている団体もある。

　2012年（平成24年）2月29日の地方六団体による声明
では、「職員給与を含む地方の行政運営に関する事項
は、国が指示すべきものではなく、地方自らの判断に
基づき行うものであること。これまで地方は、地域の実
情や厳しい財政状況等を踏まえ、独自の給与削減や
定員削減を断行する等、国に先んじて行財政改革を実
施してきたこと。地方は、地域主権改革の理念に則り、
自らの判断に基づいた自主的な取組を通して、引き続
き東日本大震災からの復旧、復興に取り組み、地方の
責任を果たしていく。」との考えが示されている。本市に
おいても、これまでも独自の給与削減や定員削減に取
り組んできたところであり、今回の国の措置をもって直
ちに同様の措置を行う考えはない。

　職員給与の削減を行うにあたっては、今後の財政見
通しにおいて大きな財源不足が生じる場合、財源不足
対策として対応していく必要があると考える。
　なお、全国で唯一国と同率の給与削減が提案された
栃木県足利市においては労使合意に至らず、改正条
例提案を見送っている。

済

21 24 6 定例 本会議 総務部 人事課 　「行政委員会委員報酬に関する報告書」では、委員
報酬は日額が基本と書かれている。日額に変更すべき
である。

　2011年（平成23年）12月15日の滋賀県の行政委員会
委員報酬に係る最高裁判決では、委員報酬は地方公
共団体の財政の規模、状況等との権衡の観点を踏ま
え、職務の性質、内容、職責や勤務の態様、負担等の
諸般の事情を総合考慮による政策的、技術的な見地
からの判断を要するものと判断されており、一概に月額
報酬であることが違法であるとはされていないことから、
本市においても早急に各行政委員会の活動状況や報
酬額の妥当性、適正性について年内を目途に検証を
行い、改正が必要な場合は速やかに対応することとし
ている。

　答弁に同じ。

未済

　各行政委員会の活動状況や報酬額の妥
当性、適正性について現在検証を進めてお
り、検証の結果、改正が必要な場合は速や
かに対応することとしている。
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22 24 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

　避難所の位置や浸水高さを街中に標識で示す「まる
ごとまちごとハザードマップ」の例のように、本市におい
ても独自で経費の安い標識を作って掲示する取組を要
望する。

　答弁不要。（要望のみ） 　実施例での効果や地域住民の意見、財源等を考慮
し、今後の課題として研究していく。

済

23 24 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

　新たな防災マップについて、市民に十分周知できる
ようPRに努めること。

　広報誌や市ホームページ、出前講座などあらゆる機
会にPRする。

　新たな防災マップの作成段階で市民への周知に努
める。 未済

　新たな防災マップを作成、配布の段階で市
民への周知に努める。

24 24 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

　地域の防災訓練の成果や経過などのPRに努めるこ
と。

　答弁不要。（要望のみ） 　地域での防災活動を市ホームページなどでお知らせ
し、市民へ広報する。 未済

　地域での防災活動を市ホームページなど
でお知らせし、市民へ広報する。

25 24 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

　避難所運営体験ゲームHUGの活用をしてほしい。 　防災講習などで活用を検討する。 　担当課でも購入し、防災講習などでの活用をアピー
ルする。 未済

　担当課でも購入し、防災講習などでの活用
をアピールする。

26 24 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

　小学校の通学路の立ち番をしているが、午前７時３０
分～８時３０分の交通規制の時間帯に、通行許可書を
持っていない車両がたくさん通行する。スピードもかな
り出している。警察官に立ち番に加わってもらい、指
導・取締りをしてほしい。

　認識しており防犯交通安全課職員も宝塚警察署員と
共に立会い、現場確認している。しかしながら、市内に
は同様な状況の箇所が多くあり、警察官が適宜巡回し
ていることから、一箇所に固定して立ち会うことは困難
であるが、引き続き宝塚警察署に取締りを要請してい
く。

　市内には、同様な箇所が点在しており、警察官が一
定の場所に張り付いて、指導・取締りを行うことは困難
である。

未済

　地元からの要望等により、宝塚警察署に指
導を要請する。

27 24 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

　国府橋近傍、阪急中山駅近傍に明らかに「廃屋」が
あり、火災予防上も防犯上も問題があると市民の声が
ある。全国的にも「空き家対策」は、社会問題になって
いる。検討委員会で対応を考えるとのことだが、一日も
早い手立てを講じてほしい。

　条例制定に向けた協議を進めるうえで、建物撤去等
の行政代執行、個人財産の権利関係の問題整理を含
め、外部有識者からの意見聴取や予算措置、人員配
置など調整事項が多岐にわたることから、明確な時期
を示すことは困難である。

　個人の財産権の侵害について、法的に問題はない
か。本来所有者の責任で行うべき対応に対して、公費
を投入することの妥当性の判断など、慎重に検討する
必要がある。 未済

　個人の財産権の侵害について、法的に問
題はないか。本来所有者の責任で行うべき
対応に対して、公費を投入することの妥当性
の判断など、慎重に検討する必要がある。

28 24 6 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

　交通弱者の移動の自由を保障するために、社会福祉
的な視点で福祉部門と連携して、無料循環バスの運行
を要望する。

　交通権は大きな問題であるが、長期スパンで研究し
たい。現時点では、公共交通総合連携計画に示す、第
1段階地区、第2段階地区、西谷地区を中心に、バス路
線の維持及び拡充の検討を進める。

　バス運行は、利用者のニーズに合致した運行計画が
必要であり、その上で、効率的な運行（収支均衡）が求
められる。 未済

　各地域と継続的に協議を進める。

29 24 6 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

　本来の計画を1年前倒しして（仮称）宝塚北スマートイ
ンターチェンジの連結許可がおりた。1年間を有効に使
い、今後、しっかりと事業推進にあたってほしい。

　答弁不要。（要望のみ） 　NEXCOの工事進捗に同調して、スマートインター
チェンジの整備を図る。

未済

　関係機関と継続的に協議を進め、事業の
進捗を図る。

30 24 6 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

　西谷地内のバス停の待合スペースが不十分な箇所
がある。バス利用者が安全にバスの待合ができるよう改
善を求める。

　切畑南口など一部では、道路改良工事に併せて待
合スペースの確保の目処があるが、その他のバス停に
ついては、今後調査し、関係機関と協議し対策を検討
する。

　各バス停の状況に応じて、バス事業者及び道路管理
者と課題把握の共通認識を行う。

未済

　平成23年度に市内のバス停調査を完了
し、台帳化した。今後、阪急田園バス及び道
路管理者と協議を行う。
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31 24 6 定例 本会議 都市整備部 都市計画
課

　月地線沿いについて、行政が主体的に関係住民や
市民に対し、当該路線の歴史的背景等の情報提供を
はじめ、景観の保全に向けた取り組みを行ってほしい。

　地域固有の景観ルールづくりとして、景観計画特定
地区を定めることはできるが、地域主体でのまちづくり
活動が必要である。

　現在、景観法に基づく景観計画の策定について、景
観審議会に諮問中で、観光プロムナードに面する区域
を対象とした景観形成の方針等を定めていく方向で、
審議していただく予定である。さらに、地域固有の景観
ルールづくりとして、景観計画特定地区の制度があり、
これは地域主体での取組みが基本である。このため、
出前講座等の要請を受け、住民等の機運醸成に向け
た取組みを行う。

未済

　早期に、双方にとっての最善策について協
議する。

32 24 6 定例 本会議 都市整備部 市街地整
備課

　ＪＲ中山寺駅北側ロータリーを整備して通学路の交通
量が増えたが、計画区域外の住民に説明が全くなかっ
た。計画区域外の住民への配慮を考えるべき。
　今後の都市計画、民間事業の実施では、教育委員
会と連携をとってほしい。

　今回、全く説明がなかったことは不適切であった。周
辺の住民に説明し、改めて対応していきたい。

　今後も通学路の安全確保に努めるとともに、周辺住
民と現地立会を行い、交通環境の変化、通学路の適切
性等について協議する。 済

　6月28日に周辺住民と現地立会の上説明
し、理解を得た。

33 24 6 定例 本会議 都市整備部 市街地整
備課

　隣接するＮＴＮ用地の確保を。 　ＮＴＮ用地は中心市街地の公共公益ゾーンに位置
し、市役所と一団地で都市核を形成しており、何とか購
入して公共公益ゾーンに編入したい。
　土地開発公社を引き続き存続させて、この対応に備
えたい。

　庁内のＮＴＮ㈱撤退対策検討会議で、市による土地
利用について検討中である。

未済

　平成24年10月までに一定の結論をまとめ
る。

34 24 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　　障害者差別禁止条例について誠実に対応すべき
である。

　答弁不要。（要望のみ） 　さいたま市ノーマライゼーション条例は、市民、事業
者等に障がい者差別の禁止の義務を課すが、当該条
例においても、いまだ「差別」の定義ができていない状
況にある。
　その一方で、平成23年6月17日には、障害者虐待の
防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
が成立し、さらに、国は平成25年に「障害を理由とする
差別の禁止に関する法律」案を国会に提出することを
目指している。

未済

　地域障害者施策推進協議会の設置及び
障がい者差別禁止条例の制定について、国
やさいたま市の動向も注視しながら検討して
いく。

35 24 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　通学、通所時の移動支援について、突発的ニーズに
は適切に対応、周知すべきである。

　突発的ニーズへの対応について、対象者の通所、通
学施設に掲示することや障がい者の団体を通じて周知
を図る。

　答弁に同じ。

未済

　平成24年7月中に周知の予定。

36 24 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　宿泊を伴う外出における移動支援について、国が障
害福祉サービスで認めている重度訪問介護、同行援
護と同様に認めるべきである。

　地域生活支援事業における移動支援事業は、地域
における買い物など社会生活上必要不可欠な外出や
余暇活動などの社会参加のための外出を目的とする。
したがって、地域における外出のサービスは、通常、一
日の範囲内で用務を終えるもので、適切な介護者を得
ることができない場合の利用と考えられる。しかしなが
ら、外泊利用ニーズがあること、自立支援給付における
重度訪問介護、同行援護などの宿泊を伴う外出利用
についての見解も明確にされたことから、地域生活支
援事業における移動支援についても同様に取り扱うこ
とが適切であると考える。

　地域生活支援事業における移動支援事業は、地域
における買い物など社会生活上必要不可欠な外出や
余暇活動などの社会参加のための外出を目的としてい
る。したがって、地域における外出のサービスは、通
常、一日の範囲内で用務を終えるもので、適切な介護
者を得ることができない場合の利用と考えられる。しか
しながら、外泊利用ニーズがあること、自立支援給付に
おける重度訪問介護、同行援護などの宿泊を伴う外出
利用についての見解も明確にされたことから、地域生
活支援事業における移動支援についても同様に取り
扱う。

未済

　介護給付費支給決定・継続申請の決定に
際し、適宜対応する。
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37 24 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　パーキングパーミットについて、市役所でも受付事務
を行うべきである。

　駐車場利用証の交付事務は、現在、阪神北県民局
で行われているが、市民にとって利便性の向上を図る
ため、市役所窓口での交付を実施する。

　個人情報の授受、県との2重窓口になることから1人に
対して複数を誤って発行するなどの課題がある。 未済

　平成24年10月1日から対応する。

38 24 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

　計画停電、災害時に向けて、障害福祉施設や障がい
者の自宅に、エネファーム、太陽光発電の設置を㈱関
西電力に要望すべきである。

　エネファームや太陽光発電装置は最近まで、蓄電機
能が装備されていなかったため、災害時や停電時の使
用に耐えられない大きな課題があった。この課題につ
いては、一定、克服されているようであるが、エネファー
ムや太陽光発電については、施設が必要とする電力量
に対しての発電能力や蓄電能力など装置の能力が適
切であるかの課題があり、研究を要するところである。

　要望の妥当性、実現性を十分に検討して実施する必
要がある。

未済

　要望の妥当性、実現性が乏しいと考えるた
め、相当の検討期間が必要である。

39 24 6 定例 文教生活
常任委員
会

健康福祉部 老人ホーム 　利用者の声を受け止めて、サービス向上に努めてほ
しい。また、市や教育委員会所有のマイクロバスを使用
すべきである。

　ＱＯＬの向上に向けて努力する。 　入所者の声を聞き、市で出来ることを模索し、改善を
図って行きたい。

未済

　マイクロバスについては、平成２３年度に市
所有のバスは３度利用した。、教育委員会所
有のマイクロバスの利用については、平成２
５年３月末までに検討する。

40 24 6 定例 文教生活
常任委員
会

健康福祉部 老人ホーム 　利用者の権利擁護を保障することを継続して行うべき
である。

　介護相談員派遣事業を適用するなど、設置者として
の責任を果たして行きたい。

　答弁に同じ。

未済

　平成２５年４月からの指定管理者制度導入
後に実施予定。

41 24 6 定例 本会議 子ども未来
部

保育課 　自然と触れあう幼児教育、保育の推進に関し、園庭
の芝生化に取り組んでほしい。

　保育所では子どもたちが午前、午後ともに園庭で活
動するため、芝生の定着が大変難しいと考えている。ま
た日々の維持管理には、保護者や地域の方の協力も
必要になってくることから、現在のところ、保育所の芝
生化の取組は難しいと考えている。今後、保育所園庭
の芝生化については、十分に調査、研究をしていく。

　過去の取組事例からも、保育所では、困難と考える
が、本市の幼稚園での取組の検証、他市の取組状況
等を研究し、メリット、デメリットを研究する。

未済

　芝生化している施設の取組状況を視察し、
調査、研究をしていく。

42 24 6 定例 本会議 環境部 環境政策
課

　西谷地域での合併処理浄化槽を設置されている生
活保護世帯への維持管理費の助成を検討すべきであ
る。

　南部市街地の公共下水道を使用される生活保護世
帯については、下水道使用料の一部免除措置がある
ことから、南部市街地との均衡等を考慮し、すみやかに
具体的な導入に向けた検討をしていく。

　対象件数の把握、合併処理浄化槽の維持管理助成
における対象事項及び予算措置を検討する必要があ
る。 未済

　平成２５年１０月末までに検討予定。

43 24 6 定例 本会議 環境部 管理課 　新ごみ処理施設建設の候補地を早期に決定すべき
である。

　今後、市民参加による事業の進捗を図る中で、できる
だけ早期に検討したいと考えている。

　新ごみ処理施設建設は、市民の理解が大変重要で
あることから、平成24年度中にどのように事業を進めて
いくかを検討する。 未済

　平成24年度中に新ごみ処理施設建設に向
けた基本的事項等の調査研究を行い、市民
参加による事業進捗を図るための基本構想
案を作成する予定。

44 24 6 定例 本会議 産業文化部 農政課 　あいあいパーク（市立宝塚園芸振興センター）第２駐
車場出入り口ゲートで、機械の老朽化による故障、誤
作動が多発し、利用者に迷惑をかけており、大規模修
繕を早急に行うべきである。

　指定管理者である宝塚山本ガーデン・クリエイティブ
株式会社と十分協議を行いながら、更新について検討
する。

　あいあいパーク（市立宝塚園芸振興センター）の駐車
場設備は、設置後１３年目を迎え、個々の機会の老朽
化による誤作動が多発しておりメンテナンス会社からは
補修メンテナンス時の部品調達ができない旨の告知を
されていることから、施設の更新について検討してい
く。

未済

　平成２５年度当初予算に係る実施計画で
予算要求する。
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45 24 6 定例 産業建設
常任員会

消防本部 総務課 　火災予防条例の一部改正について、広報すべきであ
る。

　早急に対応する。 　市のホームページ掲載内容の充実及び広報たから
づか７月号に掲載する。

済

46 24 6 定例 本会議 管理部 施設課 　学校施設の耐震化状況については、現状及びこれま
での実績を市ホームページ等で確認できるが、今後の
実施予定についても、公表・可視化を求める。

　市ホームページ等で公表する。 　答弁に同じ。

未済

　公表の具体的な方法が決まり次第、実施
する。

47 24 6 定例 本会議 管理部 施設課 　学校施設の非構造部材の耐震化対策について、市
長部局と連携して取り組んでもらいたい。

　市長部局と連携し、計画的に取り組む。 　答弁に同じ。
未済

　早期の計画立案を目指す。

48 24 6 定例 本会議 管理部 施設課 　幼稚園全園の芝生化を要望する。 　答弁不要。（要望のみ） 　順次、園庭の芝生化を推進していく。
未済

　順次、園庭の芝生化を推進していく。

49 24 6 定例 本会議 管理部 学事課 　給食調理の委託化について対応すべきである。 　本市の学校給食は市職員による直営方式で運営して
いるが、正規職員の欠員は嘱託職員や臨時職員の補
充により対応し、総人件費の抑制に努めてきた。
　本市では、子どもたちの健やかな育成を最優先に考
え、学校給食は行政が第一義的に行うべき業務と位置
づけ、食育の推進など学校給食の充実に努めていくと
ともに、引き続き、総人件費の抑制に努めていく。

　答弁に同じ。

済

　

50 24 6 定例 本会議 管理部 学事課 　地域での給食試食会を実施してほしい。 　答弁不要。（要望のみ） 　事前に申し込みの受付や準備等が必要であるが、実
施に向けて検討を進める。 未済

　事前に申し込みの受付や準備等が必要で
あるが、実施に向けて検討を進める。

51 24 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　防災教育にハザードマップを活用してほしい。 　平成２３年にはハザードマップを全校園に配布した。
各学校園ではハザードマップを基に、それぞれの学校
園がどのような地域にあるのかを確認するとともに、防
災訓練や防災マニュアルの見通しなどの参考としてい
る。今後、子どもたちの命を守るため、ハザードマップ
の活用を進める。

　答弁に同じ。

未済

　改めて、今後も全校園に配布し定例校園
長会で活用について説明する。

52 24 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　生活支援教員の増員を要望する。 　支援を希望する児童生徒が増加しているにもかかわ
らず、生活支援教員の配置現状は本市全体で、中学
校に1名、小学校に1名である。そのため、小学校は24
校中4校のみの対応となっている課題があるため、県教
育委員会に対して制度拡充の要望を行う。

　答弁に同じ。

済

　今後とも県教育委員会に対して制度拡充
を要望していく。

53 24 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　平成２３年度の各校の総授業数にばらつきがある。小
学校６年生で最も多い学校は１,０５６時間、最も少ない
学校は９８２時間である。中学校でもばらつきがある。な
ぜこのように大きな差があるのか。市教育委員会は分
析をしっかりして、平成24年度は大きな開きがないよう
にしてほしい。

　答弁不要。（要望のみ） 　教育課程の編成は、各学校の実情にあわせて行って
いる。各学校とも学習指導要領の標準授業時数を達成
することを目標としており、実際に履修していても各教
科等の授業時数としてではなく、行事として位置づけて
いる場合もある。

済

54 24 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

　たからっ子ノートを教育と福祉で連携して活用してほ
しい。

　学校園に、たからっ子ノートの活用について周知す
る。

　答弁に同じ。

未済

　平成24年７月の定例校園長会及び特別支
援教育コーディネーター連絡会を通じて周
知する。
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処理
状況
済

未済

未済の場合 その処理状況

55 24 6 定例 本会議 社会教育部 社会教育
課
中央公民
館

　早急に中央公民館の整備計画を決め、利用者に向
けて公表すべき。
　地震を想定した避難訓練を利用者参加で実施するこ
と。
　公民館まつりを実施することには疑義がある。「Is値
0.07」を重く受け止めてほしい。

　中央公民館の耐震対策については、現施設の補強
改修、現在地での建替え、別の場所での新築、既存民
間施設の借上げ利用などの方策について、協議検討
しており、早急に合意形成し安全性の確保を図りたい。
　避難訓練は実施する方向で検討する。公民館祭りは
共催する実行委員会とよく話し合っていく。

　答弁に同じ。

未済

　早急に協議検討する。

56 24 6 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

　（仮称）花屋敷グラウンドの整備について早急に対応
すべきである。

　整備内容について、関係部局と鋭意協議・検討を
行っており、庁内合意が整えば、多くの市民が利用で
きるスポーツ施設を、速やかに整備するよう取組んでい
く。

　整備内容・時期等について庁内合意を速やかに行
い、実施計画・予算要求など、関係課と協議し、整備計
画を明確にしていく。 未済

　平成25年度予算要求時までに結論を出し
ていく予定。

57 24 6 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

　「市民一斉清掃」と市主催・共催の「スポーツ大会」等
の日程について、重ならないよう配慮してもらいたい。

　平成24年度のスポーツ行事予定は既に決定している
が、平成25年度以降は、一斉清掃と、主なスポーツ大
会などの日程ができる限り重ならないよう各スポーツ団
体に依頼していく。

　平成25年度のスポーツ大会等の日程調整の際、市
体育協会等に配慮をお願いしていく。

未済

　平成24年12月頃に予定している日程調整
時に、平成25年度の日程配慮をお願いする
予定。

58 24 6 定例 本会議 上下水道局 総務課
浄水課
工務課

　１　宝塚市水道マスタープランに基づき「他の用水供
給事業からの受水」、「浄水場の統廃合」、「局庁舎の
建て替え」について、明確な方針・計画のもとに的確に
事業を進めてもらいたい。
　２　中でも、阪神水道からの受水については、相手の
あることであり、課題も多いとは思われるが、是非、積極
的に取り組んでもらいたい。

１　マスタープランの方針に従い、前向きに取り組んで
いく。
２　答弁不要。（要望のみ）

　浄水場の統廃合と阪神水道からの受水は不可分の
関係にある。引き続き阪神水道ほか関係機関との協議
を進める。

済

59 24 6 定例 本会議 上下水道局 下水道課 　北部西谷地域に生活雑排水を個別処理する合併浄
化槽方式ではなく、他市町で採用している集落ごとに
処理施設を設置した集中処理方式による下水道整備
を要望する。

　施設整備に相当な費用が必要なことや整備費は受
益者が負担するとの考え方から、使用者個人に大きな
負担を強いることになるなど課題が多く、北部西谷地域
において集中処理方式による下水道整備を実施する
考えはない。

　答弁に同じ。

済

60 24 6 定例 本会議 市立病院 経営統括
部

　市立病院が市役所庁舎で実施している「よろず相談」
は、地域に出向いて実施するよう要望する。

　入院・外来患者が増加している中で、今以上に回数
を増やして実施することは困難だが、地域から要望が
あれば市役所で開催している相談日を一部振り替えて
対応する。

　答弁に同じ。

未済

　地域から要望があれば、市役所で開催して
いる相談日を一部振り替えて対応する。

61 24 6 定例 本会議 市立病院 経営統括
部

　兵庫県ゆずりあい駐車場制度に市立病院も登録する
ことを要望する。

　答弁不要。（要望のみ） 　 自動車で来院された歩行困難な方に対しては、玄関
前で立哨者が案内する現在の取り扱いが好ましいと考
えているが、本市登録施設の運用状況や他院の状況
等を見たうえ対応を検討する。 未済

　県の制度は平成２４年４月１日施行のため、
制度運用開始後６カ月間の市登録施設の運
用状況及び他院の登録、運用状況を見ると
ともに、市立病院への影響や患者要望等を
考慮して結論を出す。
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