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9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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 26 9 定例 本会議 企画経営部 財政課 冨川議員 　伊丹市のように補助金を確保するための仕組みにつ
いて研究して欲しい

　計画的な事業の前倒しについて庁内体制を整えて
全庁的に取り組んで行く。

　事業ストックを確保するため複数年での事業計画を
立てるとともに、予め実施設計委託を済ませておくこと
が必要となる。

未済

　答弁に同じ

2 26 9 定例 本会議 企画経営部 財政課 伊福議員 　事務事業評価について、予算と決算を連動させるた
めに予算事務事業と決算評価事務事業の体系整理、
事務事業のうち大括りのものの見直しについて取り組
んで欲しい。

　取り組んで行きたい。 　行政評価委員会から３年続けて同じ指摘をされてい
る。

未済

　答弁に同じ

3 26 9 定例 本会議 企画経営部 財政課 寺本議員 　予算編成過程を公表すべきである。 　市民への説明責任を果たすとともに、市政への理解
と関心を高め、市民の意見を市政運営に反映させるこ
とにつながるものと認識している。
一方、予算編成過程の公表に際しての課題としては、
公表後に市民から寄せられた意見を予算に反映させる
場合、どのようにするのかといったことや、予算編成作
業については一定の期間内に事務作業を完了させる
必要があることから、実施に際しては、予算編成のスケ
ジュールを見直す必要もあるのではないかと考えてい
る。
　先進市における実施方法や効果などについて引き続
き研究するとともに、どのような方法が望ましいのか検
討していく。

　答弁に同じ

未済

　答弁に同じ

平成２６年（２０１４年）
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1 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浜崎議員 　危機管理センターの整備に合せて、24時間体制
を構築すべきである

　危機管理センター完成までに、24時間体制について
検討する。

　答弁に同じ

未済

　危機管理センター完成予定の平成29年3
月までに検討予定

2 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

山本議員 　巨大化する自然災害に対し地域連携の仕組みを
構築すべきである

　自治会間の連携実現について、地区防災計画の中
で検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

3 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

伊福議員  防災情報を適切な時期に広報すべきである  防災情報を広報誌などを活用して積極的に説明して
いく

　答弁に同じ

未済

　随時

4 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

伊福議員  浸水対策として、ソフト施策も実施すべきであ
る

 地域の防災意識の醸成に積極的に取り組む 　答弁に同じ

未済

　随時

5 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

たぶち議員 　高齢者などの災害弱者の具体的な避難誘導体制
を構築すべきである

　自治会館などの身近な施設の避難所活用について
検討する。また、防災マップの詳細版としての地域版
防災マップの普及啓発について検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

6 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

たぶち議員 　JR線不通時の乗客対応など、帰宅難民対応を推
進すべきである

　ＪＲとの情報共有や災害連携の強化について検討す
る

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

7 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

たぶち議員 　西谷地域災害対策本部を整備すべきである 　西谷地域現地災害対策本部について、西谷休養セ
ンターを活用した整備を検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年6月までに検討予定

8 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

たぶち議員 　有線放送の防災行政無線との連携による設備更
新を要望する

　有線放送と防災行政無線との連携を検討する。また
有線放送未整備地区の加入について検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

9 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　市民に身近な施設を避難所にすべきである 　地域主体の地区防災計画の策定推進の中で検討す
る

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

10 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　高石市の避難所担当職員事前任命制の活用につい
て検討すべきである

　高石市の避難所担当職員事前任命制の活用につい
て検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定
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11 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　災害時の職員の食糧支給に配慮すべきである 　非常食の活用による対応等について検討する 　答弁に同じ

未済

　随時

12 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

石倉議員 　災害発生時の情報伝達は重要であるため、広報
手段、広報内容を充実すべきである

　災害発生時のＦＭ宝塚の放送内容の充実や災対本
部内での広報部門の内容充実を検討する

　答弁に同じ

未済

　随時

13 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

中野議員 　市民に身近な施設を避難所として活用すべきで
ある

　伊勢市の避難所設置基準を参考とし自治会館等の
身近な施設の避難所活用について検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

14 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

中野議員 　地域防災計画に局地的浸水災害対応の追加を検討
すべきである

　地域防災計画に局地的浸水災害対応の追加を検討
する

　答弁に同じ

未済

　平成27年6月までに検討予定

15 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

中野議員 　垂直避難先に近隣マンションを活用しようとする市民
活動の支援方法について検討すべきである

　垂直避難先に近隣マンションを活用しようとする市民
活動の支援方法について検討する

　答弁に同じ

未済

　随時

16 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浅谷議員 　避難所派遣職員の事前任命制と地域連携（防災分
野の地域担当制）を実現すべきである（堺市参考）

　避難所派遣職員の事前任命制と地域連携（防災分
野の地域担当制）について検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年6月までに検討予定

17 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浅谷議員 　避難所運営マニュアルの早期公開と職員への研修を
徹底すべきである

　避難所運営マニュアルの早期公開と職員への研修を
行う

　答弁に同じ

未済

　随時

18 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浅谷議員 　安心メールを普及促進すべきである 　安心メールの普及について検討する（毎月の広報誌
の表紙活用）

　答弁に同じ

未済

　随時

19 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浅谷議員 　携帯メールの有効性からエリアメールを活用す
べきである

　高石市の事例を参考に、エリアメールを活用していく 　答弁に同じ

未済

　随時

20 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

伊藤議員 　マイナンバー制度導入について防災面でも活用
すべきである

　防災面での有効活用について検討する 　答弁に同じ

未済

　随時

21 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

となき議員 　内水ハザードマップを作成すべきである 　浸水区域について、住民との協働の取り組みとして
マップづくりを検討する

　答弁に同じ

未済

　随時

22 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

となき議員 　新規居住者への地域版防災マップを配布すべき
である

　新規居住者への地域版防災マップの配布は、作成し
た地域と協議し、検討する

　答弁に同じ

未済

　平成27年3月までに検討予定

23 26 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

となき議員 　地域版防災マップの作成は市ですべきである 　市民と一緒に検証することが重要であるため、協働の
取り組みとして検討する

　答弁に同じ

未済

　随時
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24 26 9 定例 総務常任
委員会

都市安全部 総合防災
課

江原議員 　8月豪雨災害について、国、県へ積極的に補助
を要請すべきである

　国、県へ積極的に補助の要請を検討する 　答弁に同じ

未済

　随時

25 26 9 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

寺本議員 　危険ドラッグについて、市民（特に成人）に対する啓
発を行うべきではないか。

　危険ドラッグの危険性に対する市民啓発を、健康福
祉部、宝塚警察署と連携して行う。

　答弁と同じ。

未済

　健康福祉部と協働して、より効果的な啓発
活動の在り方を調査研究していく。

26 26 9 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

藤岡議員 　交通事故防止に関して、反射材を身に着けることは
有効な手段と考えている。現在も各種教室等の受講者
に反射材の配布を行っているが、高齢者に対する交通
安全意識向上のための取組として、更に何か工夫はで
きないか。

　市から配布した反射材を見て、受講者が更に交通安
全に対して意識する、また、その配布物を見た周りの人
も同様に交通安全意識が向上するような文言を配布物
に印刷して配布できるように先進事例等を調査研究し
ます。

・効果的な配布物の検討
・作成に経費が掛かる

未済

　今年度中に調査検討を行い、作成し各種
教室受講者に配布する。

27 26 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

大川議員 　本市の道路行政を考えるとき、長期視点で都市計画
道路網の検証は必要なことだが、都市計画道路の整
備には時間と費用を必要とする。そこで、現状の道路
網における渋滞等の課題を明確した上で、整備方針を
明らかにすべき。

　道路の渋滞対策では、問題交差点だけでなく周辺の
交通動態を把握することで解決策が見いだされる。今
後、総合的な道路網の検証の中で対応策を検討する。

　答弁に同じ

未済

　来年度、予算の範囲内で幹線市道網の総
合的検証を行い、補強すべき路線や改良す
べき交差点を抽出し、対応方針を立てる。

28 26 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

たぶち議員 　阪急田園バスのダイヤ改正により、地域の高校生の
通学に大きな影響が出ている。安心して通学できる交
通環境を早急に整えてほしい。

　地域の総意をもって阪急田園バスに再度、ダイヤ調
整を申し入れ、年内を目途に改善を目指す。

　地域の意見集約の方法に工夫する必要がある。

未済

　阪急田園バスに地域意見を添えて、改善
を申込み、場合によって阪急田園バスが自ら
バス利用者意見の聞き取りなどの方法を検
討する。

29 26 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

井上議員 　バリアフリー推進に向けて、常にスパイラルアップを意
識して、バリアフリー新法に基づく協議会を立ち上げ、
検証を継続すべき。

　バリアフリー化への取組については、決して後退する
ことのないよう、多方面から意見をもらいながらバリアフ
リー化の向上に取り組む。

　答弁に同じ

未済

　質疑中、指摘のあったソリオ2への動線確
保については、再度、施設管理者と協議し
バリアフリー化を促す。

30 26 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

江原議員 　都市計画道路整備プログラムの進捗が遅れている
が、今後、確実に整備を進めるべきである。

　荒地西山線、競馬場高丸線の2路線を並行して整備
を進める。

　地元の合意形成を図るとともに、事業化への機運を
高める必要がある。 未済

　現在、都市計画変更に向けて地元調整中
であるが、早期に競馬場高丸線整備に関す
る合意形成を得て、事業化を図る。
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1 26 9 定例 本会議 都市整備部 開発指導
課

佐藤議員 　　「仁川月見ガ丘まちづくりルール」の運用等の見直
しを行っていくべきである。

 　仁川月見ガ丘地区まちづくりルール検討委員会の
話も伺いながら地区まちづくりルールの周知の時期や
方法について検討していく。

 　当検討委員会の話も伺いながら、開発事業者に対し
てお知らせの文書を作成し、開発構想届の受付等の
際に地区まちづくりルールの趣旨等の説明をするととも
に文書を配布する。

未済

　仁川月見ガ丘地区まちづくりルール検討
委員会との話し合いにより検討予定

2 26 9 定例 本会議 都市整備部 住まい政策
課

井上議員 　市営住宅における老朽化が進む２団地は、既に新規
募集を中止し、４８戸のうち１８戸が政策空家となってい
る。
建物の維持管理には経費も必要で、特に、２団地のう
ちの１団地については借地料も発生していることから、
早期に方針決定等も含め対応すべきである。

　答弁なし（要望として述べるに留まる） 　２団地の取扱いについては、統廃合という形で新たな
住宅を建設するのか、民間建物を活用していくのか、ま
た、現状の総住戸数が本市にとって適正戸数なのかも
含め、市営住宅の在り方について総合的な観点から検
討を行うものとする。
　具体的には、来年度が現住宅マスタープランの改正
時期にあたり、学識経験者、関係機関からの推薦者、
公募市民により構成される予定の住宅マスタープラン
検討委員会と協議のうえ方針を決定する。

未済

　来年度改正予定の、住宅マスタープランの
策定過程において検討委員会と協議のう
え、方針を決定する。

1 26 9 定例 総務常任
委員会

健康福祉部 いきがい福
祉課（簡素
な給付措
置プロジェ
クトチーム

江原議員 　臨時福祉給付金等の支給状況を改善すべきである。 　提出された申請書の審査に税の専門的知識がいるた
め、時間がかかっている。
　現在、市民税課職員の応援により、申請のペースを
上げ、11月中には、ある程度片付くようにしたいと考え
ている。

　申請書の審査について、課税資料の確認作業等のノ
ウハウを持った職員が少なく、庁内で応援を求めるにも
限界がある。また、使用するOA機器（オンライン端末
等）についても、必要台数の確保が難しい。
　部内で以前、個人住民税の課税に従事したことのあ
る職員の応援を求める。
　１０月も引き続き市民税課職員に応援を求める。

未済

　１０月１５日支払分で、臨時福祉給付金に
ついては８月申請のあったものはほぼ完了、
子育て世帯臨時特例給付金については８月
中旬受付分まで完了しているが、書類審査
を重点的に取り組むこととする。
　11月中には、申請があってから通知、支給
までの期間を１月程度（通常分）にする。

2 26 9 定例 総務常任
委員会

健康福祉部 いきがい福
祉課（簡素
な給付措
置プロジェ
クトチーム

となき議員 　臨時福祉給付金について、もっと対象者に対し周知
すべきである。

　市民に周知を図る意味も込めて、該当すると思われ
る人に対して申請書を送付した。
　これまで同様に広報やホームページを利用すること
により、市民に周知するとともに、対象者の情報などに
ついては、個人情報保護、情報セキュリティ面から提供
できないなど、制限はあるが、民生児童委員や自治会
等の協力を得て、市民に対して制度の周知及び申請
勧奨を行いたい。

　臨時福祉給付金の周知を図るために、該当する可能
性のある人に対して申請書を送付しており、申請書を
送付した対象者の中には、非該当のため申請書を返
送しないでいる人もいることから、対象者の中の未提出
者に対し、やみくもに申請書の提出（返送）を依頼する
ことは、混乱を招くことになる。
　周知の方法としては、広く市民に周知をできる方法と
して、これまで同様に広報やホームページを引き続き
利用するとともに、民生委員・児童委員に対し、申請勧
奨の協力を依頼する。
　今後も同様の機会を利用して協力を求めていく。
　

済
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6

9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

3 26 9 定例 本会議 健康福祉部 いきがい福
祉課・健康
推進課

となき議員 　はつらつ高齢者の会として実施している通所型介護
予防事業の運動機能向上については、移行しても従
前のやってきたことが後退しないよう要望する。

　答弁不要（要望を述べるにとどめるとのこと） 　　いきいき百歳体操の活動グループへの関わりにつ
いて、当初の理学療法士による体操指導のほか、３か
月後、６か月後の専門職による体操指導など、グルー
プが継続、活性化していくための継続支援を適宜行う
とともに、市民との協働による介護予防事業について
普及啓発に取り組んでいく。 済

4 26 9 定例 本会議 健康福祉部 健康推進
課

佐藤議員 　市民の予防医療に効果的な特定健康診査につい
て、特に若年層の受診率向上を図るために、他市（尼
崎市）が実施しているコンビニ駐車場に検診車を乗り入
れた検診の事例を参考にするなど、取り組みを図るべ
きである。

　本市の特定健康診査の対象者である、40歳以上の
宝塚市国民健康保険被保険者への受診率向上を図る
とともに、コンビニ駐車場へ検診車を乗り入れて行う健
診が、若年層の受診率向上につながるのか、また、安
全性や利便性、事務の効率性などについても勘案のう
え、他市の事例評価も踏まえ研究していく。

　答弁に同じ。

未済

　他市の実施状況や実施評価を参考に研究
を行う。

5 26 9 定例 本会議 健康福祉部 健康推進
課

寺本議員 　危険ドラッグの使用による健康被害や事件事故等に
より深刻化している問題について、使用防止に向けた
啓発に取り組むべきであり、日中市外へ働きに出てし
まう若年層に対して、効果的な啓発活動が行えるよう、
通勤時間帯を利用した街頭キャンペーンの実施など、
啓発活動を工夫すべきである。

　市民に対し、薬物の危険性や有害性についての知
識を高めてもらうために、県と協力して啓発に取り組む
とともに、県条例の施行がもたらす、市民の危険ドラッ
グに対する意識の高まりも期待しつつ、この機に合わ
せた効果的な啓発についても検討していく。

　答弁に同じ。

済

　県が実施する街頭キャンペーンへの参加
やポスター掲示等の協力を継続しつつ、より
効果的な協力の方法について研究を行う。

6 26 9 定例 本会議 健康福祉部 介護保険
課

江原議員 　介護保険事業計画策定のための日常生活圏域ニー
ズ調査は高齢者全員を対象とすべきである。

　第7期事業計画策定のための日常生活圏域ニーズ調
査を実施の際には、調査件数の抽出方法などの見直
しを検討する。

　高齢者全件の調査は、費用面から実施が困難であ
る。しかし、圏域の高齢者人口に差があることを踏まえ
て、第7期事業計画策定時においては抽出件数などを
見直しが必要である。

未済

　第7期事業計画策定のための平成29年度
の新年度予算要求時までに検討する。

7 26 9 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

田中議員 　自殺予防週間実施要綱において、「実施主体におけ
る主旨の徹底」があり、所属職員に周知徹底を図るべ
きである。

　館内放送、庁内掲示板を利用して、主旨の徹底を図
る。

　答弁に同じ。

未済

 次年度9月の自殺予防週間において実施
する。
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9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

1 26 9 定例 本会議 子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

浅谷議員 　赤ちゃんの駅について周知について、現状では、施
設のどこにあるのか、どのような設備があるのか分から
ない。

　目印となるフラッグ又はステッカーを施設の出入口そ
の他利用者の目に付きやすい場所に表示しているが、
大規模な施設の場合、その施設の何階にあるのかと
いった表示も合わせて行うように各施設に依頼する。
　さらに、市ホームページ、子育て情報誌『たからば
こ』、宝塚市子育て応援サイト『ママフレ』に掲載してい
る一覧についても、大規模な施設については階数を明
記するなど、掲載内容を改める。
　また、設備については、授乳と、おむつ替えと、手洗
いの場の提供がある旨と、専用の授乳室がある、おむ
つ交換台やベビーベッドを設置している、といった施設
ごとの状況についても再度調査して情報提供する。

　１０月中に調査、施設依頼に着手する。

済

2 26 9 定例 本会議 子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

浅谷議員 　夏休みを利用したより多くの子ど もが参加しやすい
多様な体験学習等について、子ども達への情報提供
を一元化できないか。

　答弁不要（要望のみ） 　情報提供の一元化については、夏休みに子ども達を
対象とする事業が、各児童館・子ども館や公民館のサ
マースクール以外にも、学校、図書館、人権文化セン
ター等、多くの部署が関係することから、どのような形で
情報を集約して一元化することができるのか庁内で検
討する。

未済

　必要性も含めて、関係課と協議予定。

3 26 9 定例 本会議 子ども未来
部

保育企画
課

中野議員 　幼稚園の保育料等、先行して案を提示して子育て支
援をPRしている市もあることから、今後保育料を検討す
る際には、子育てにやさしい施策を行う意味でも、軽減
など検討し他市に負けない子育て支援を行ってほし
い。

　子育て支援については他市に遅れをとらないようにが
んばっていきたい。幼稚園の保育料については、他市
の状況も参考に、年内を目途に検討していく。

　答弁内容と同じ

未済

　年内を目途に保育料案を検討予定

7
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9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

1 26 9 定例 本会議 環境部 生活環境
課

草野議員 　すみれ墓苑について、積極的な墓地行政を行うべ
き。2004年の提言に立ち返って、魅力アップに努める
べき。合葬、樹木葬など、提言にある内容を反映してい
くべき。

　今後も墓地の利用件数を増やすため、提言にあるよ
うに、より一層の広範かつ多様なニーズに応えられるよ
う検討を進めているところである。

　すみれ墓苑の整備を進めるにあたり、提言にあるよう
に合同型、樹木型、有期限型などの墓地についての検
討を引き続き進めていく。

未済

答弁に同じ

2 26 9 定例 本会議 環境部 新エネル
ギー推進
課

草野議員 　宝塚市の事務分掌が再生可能エネルギーについて
は新エネルギー推進課、省エネルギーについては環
境政策課に分かれている。
　高知市、旭川市では新エネルギー所管課が省エネ
ルギーも両方担当している。
　省エネルギーと再生可能エネルギー対策については
一体的に取り組む形で進めるべきではないか。

　省エネルギーと再生可能エネルギーは表裏一体のも
のであり、関係する各部門が連携を図りながらやってい
るのが現状である。
　個別具体の組織の在り方については効果的な組織
になるよう、今後検討していきたい。

　効果的な組織のあり方について庁内調整を進める。

未済

答弁に同じ

8
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9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

1 26 9 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

田中議員 　空き店舗補助制度の周知が十分ではない。当制度を
漏れなくまた多くの事業者に活用していただくために
は、市内不動産事業者への周知を図ることが必要であ
る。

　制度の更なる周知のためには、市内不動産事業者へ
の周知は必要と考えているので、効果的な時期での周
知に向けて検討する。

　周知方法・時期について検討を進める。

未済

　平成27年度当初からのＰＲに向けて検討す
る。

2 26 9 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

田中議員 　住宅リフォーム制度の予算を増額するなど対象を拡
大してほしい。

　予算の増額については、本年度の実施状況や効果
を踏まえた上で、また、国の交付金等の対象になるか
どうか研究しながら、平成27年度の予算編成の中で検
討する。

　今年度から新たに開始した補助制度であり、先ずは
実施結果を把握すべきであり、その上で制度の定着、
拡充を検討すべきである。 未済

　平成27年度当初予算編成の中で検討す
る。

3 26 9 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

田中議員 　住宅リフォーム制度がようやく導入されたが、他市でも
先行事例がある商店街リフォーム制度も早期に導入し
てほしい。

　商店街リフォーム制度の商業活性化への寄与度等も
含め、その内容、利用状況、実施効果など他市での取
組状況を注視していく。

　他市での導入事例を参考にしながら、調査研究を進
める。

未済

　住宅リフォーム制度に関して一定の評価を
行った上で、導入に関して検討する。

4 26 9 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

田中議員 　小規模事業者振興基本法の趣旨にのっとり、市内小
規模事業者にしっかり光が当たる事業を実施してほし
い。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　現在、取り組んでいる融資あっせん制度、小規模修
繕工事事業者登録制度や住宅リフォーム補助制度を
始め、新たに施行された同法の趣旨にのっとり、今後、
国の動向をみながら小規模事業者の支援を検討して
いく。

未済

　国の動向を注視しながら、市としても取組
を進める。

5 26 9 定例 本会議 産業文化部 観光企画
課

大河内議員 　今年の観光花火大会では、煙火の事故があり、花の
道が観覧客であふれ危険を感じる状態であるなど弊害
があり、会場を移してはとの声もあるが、伝統ある花火
大会であり、あの場所での開催を望む。
　例えば、現会場では危険のない仕掛け花火を実施
し、市役所横で打ち上げ花火を実施するなど。

　現状を踏まえ検討する。 　現会場では、煙火、雑踏とも課題があり、今年度の煙
火の事故を受けて、兵庫県警や阪神北県民局からも
改善を求められている。
　今後、湯本町の売却した市民ホール予定地にマン
ション建設の予定もあり、現会場での課題を解決する
のは困難であると考える。
　会場を移動しての開催を検討する。

未済

　平成27年度の花火大会実施に向けて検討
予定。

6 26 9 定例 本会議 産業文化部 手塚治虫
記念館

北野議員 　手塚治虫記念館では、外国からの来館者が増えてい
るが、大型バスの駐車場がなく、観光客が宝塚大橋の
上で停車し、乗客が乗り降りしているような状況も見受
けられる。
　ガーデンフィールズ跡地の購入を機に、跡地もしくは
文化創造館やさくら橋公園など周辺施設も含めて、大
型バスの駐車場確保を検討されたい。

　手塚治虫記念館の駐車場については、ガーデン
フィールズ跡地の利活用に合わせて、隣接する文化創
造館やさくら橋公園の活用も含めた計画が必要と考え
ている。

　答弁に同じ。

未済

　有識者会議及びガーデンフィールズ跡地
利活用庁内検討会において検討する。
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9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

1 26 9 定例 本会議 消防本部 総務課 たぶち議員 　　常備消防と消防団の合同水防訓練を実施するべき
である。

　従来の訓練は火災対応を対象に行ってきたが、この
たびの水害を受け、水防活動に重点をおいた訓練の
実施も今後検討していく。

　答弁に同じ。

未済

　常備消防、消防団との調整を図り、今後の
実施を検討する。

1 26 9 定例 本会議 管理部 教育企画
課

浜崎議員 　夜間休日等で校長等が不在の際の学校（避難所）の
開錠について、急な災害に対応できるようにするため、
地域に鍵を預けることができないか、前向きに協議をし
てほしい。

　校長等が不在時に備え、市庁舎内での鍵の保管によ
る対応ができるよう整備したところである。
　地域での保管は、地域に学校管理の責任が生じるた
め基本的には、学校長や市職員で対応する。しかし、
地域での防災意識の高まりもあり、市防災担当を交え
た上で、地域個別に協議したい。

　答弁に同じ

未済

　今後地域から要望があれば、市防災担当
を交えた上で、地域個別に協議していく。

2 26 9 定例 本会議 管理部 教育企画
課

北野議員 　小学校教員の負担軽減のため、小学校夜間開放へ
の警備員配置をぜひ実現してほしい。

　答弁不要 　平成27年度実施計画で要求する。

済

3 26 9 定例 本会議 管理部 教育企画
課

浅谷議員 　小学校での警備員配置について、昨年度予算要求
したと聞く。次年度はどのように計画しているのか。教
頭の職務軽減のために配置をしてほしい。

　小学校に警備員が配置できるよう、関係部局と調整
し、昨年度と同様に実施計画で要求していく。

　平成27年度実施計画で要求する。

済

1 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　他市の小学校5年生児童が教科書で手塚治虫教材
を学習して、記念館に来館していると聞く。郷土の偉人
である手塚治虫氏の生き方を学ぶ必要があると思う。
そのためには、教職員や学校図書館司書が学んだら
いいのではないか。今やっている取り組みからもう一歩
進めてほしい。

　今後、手塚治虫氏の生き方やその作品が伝えている
メッセージについて教職員や学校図書館司書が学べ
るように、市教育総合センターのパワーアップ室の教材
を充実させたり、教職員研修を実施したりすることを検
討する。

　答弁に同じ

済

1 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　良元分校跡地を外国籍の子どもや障がいのある子ど
もが集えるような、社会的に学べる場として残してほし
い。

　答弁不要 　答弁に同じ

済

2 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

たぶち議員 　子どもの健康状況や精神状態によっては、緊急に家
庭に帰さなければならない状況も出てくる。そのような
場合、西谷の消防団の方に誘導してもらうなど、地域と
の連携をしてほしい。

　緊急時には、子どもの安全を十分確保するために、
学校だけでなく、関係部署や地域と連携しながら対応
することが必要である。緊急時やあらゆる災害等に対
応するためにも、予め関係部署等に依頼するなどし
て、適切な対応を図っていく。

　答弁に同じ

済

3 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議員 　教育委員会内で幼児教育センター的機能をもたせた
ものについて検討し、保幼小連携の核とすべきである。

　先進的に取り組んでいる他市の状況も参考にしなが
ら、十分に検討していく。

　

　答弁に同じ

未済

　先進地への視察を行い、研究を進める。
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3 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議員 　幼稚園と保育所の幼保の人事交流について検討し
ていくべきである。

　長期的な人事交流については、互いの教育・保育内
容を理解し合う上でも効果的であると考える。子ども未
来部との連携を図りながら研究を進めいく。

　答弁に同じ

未済

　先進地への視察を行い、研究を進める。

4 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議員 　学校評価の意義を踏まえ、36校ですすめられるように
してほしい。

　全国学力・学習状況調査の質問や各学期の振りかえ
りの中で子どもたちには聞いている。

　答弁に同じ

未済

　実施校を増やしていく。

5 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大河内議員 　「わたしたちの道徳」の文部科学省の通知を確認して
ほしい。

今後は有効に活用できるように指導を心がけていきた
い。

答弁に同じ

済

5 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大河内議員 　国歌斉唱については、大人の思想に反映されたもの
ではなく、子どもたちには何事も全力で取り組めるよう
に指導してほしい。

　国歌の指導については、学習指導要領に則り、学校
は指導しており、今後も同様に指導する。

答弁に同じ

済

6 26 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大島議員 　人権教育に引き続きしっかり取り組んでほしい。 　学校教育においては、発達段階に応じ、人権や人権
を守る意義を理解できるよう、また、人権の大切さを直
感的、共感的に受け止められる人権感覚を育てること
を目指している。自分の大切さとともに他の人の大切
さ、それぞれの違いを認めることのできる子どもたちを
育てたい。

　答弁に同じ

済

7 26 9 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

石倉議員 　家庭学習の手引きを配布した後、定着をさせるため
に、しっかり取り組んでほしい。

　家庭学習の手引きを教育委員会のホームページにも
掲載したり、保護者や地域の会合で啓発し、学習習慣
や生活習慣など４つの習慣化を促していく。

　答弁に同じ

未済

　11月頃に配布予定。

8 26 9 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

大河内議員 　我が国の郷土や歴史を愛するという大切な観点を、
次回の教科書採択の際には、調査研究の観点として
取り入れてほしい。

　教科書選定に係る「調査研究の観点」は教育委員会
より、指針を提示し、その観点に添って公平・公正な採
択を行っている。今後も、宝塚市の子どもたちにとって
よりよい教科者採択がされるよう取り組んでいく。

　答弁に同じ

済

1 26 9 定例 本会議 社会教育部 中央図書
館

寺本議員 　市史資料室の専門職員（学芸員）の配置と歴史資料
を調査研究、展示公開する場（スペース）の整備が必
要である。

　学芸員については、今年度要求している。
　場所については、現在、教育委員会内で検討中であ
る。

　学芸員については、継続して調査研究できる人材を
確保し、育成していく体制を整える。
　場所については、既存施設の有効活用や、新中央公
民館との併設・連携について検討する。

未済

　学芸員については、人材について検討、
庁内で調整中。
　場所については、検討中。

11



12

9月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
の別

議会の種
別

担当部 担当課 議員名 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

平成２６年（２０１４年）

1 26 9 定例 文教生活
常任委員
会

市立病院経
営統括部

市立病院
経営統括
部

北野議員 　市立看護専門学校から市立病院へ就職する生徒を
増やす工夫はできないか。奨学金を設け、市立病院に
就職すれば免除するという優遇措置をとれないか。

　市立看護専門学校と話し合いの場を設け、市立病院
へ就職してもらえるよう取り組みを進めている。
　奨学金は多額の費用を要するので効果を十分検証
したい。

　答弁に同じ。

未済

　看護専門学校との話し合いは継続する。奨
学金については平成26年度中に検証する。

2 26 9 定例 文教生活
常任委員
会

市立病院経
営統括部

市立病院
経営統括
部

北野議員 　黒字化した他自治体病院では収益の高い外科系の
診療科目が多いのに比べ、市立病院は市民ニーズの
高い内科系の診療科目が多いなど、収益構造の違い
が大きい、収益構造の転換なしに黒字化の達成は困
難と監査から指摘されているが、市民ニーズにこたえる
のが市立病院の責務である。

　収益改善のためだけに外科系の診療科目を中心とし
た構造に転換を図るという考え方だけでは、病院運営
はできないものと考えている。引き続き市民ニーズに
合った治療を展開していきたい。

　答弁に同じ。

済

3 26 9 定例 文教生活
常任委員
会

市立病院経
営統括部

市立病院
経営統括
部

田中議員 　年間の時間外の勤務が1000時間を超える職員がい
ると監査から指摘されているが、どのような職員か。対
策を講じないといけない。

　非常勤嘱託職員で施設改修の担当をしている。正規
職員より週7時間余勤務時間が少ないが、工事のため
の土日出勤もあった。健康面にも配慮が必要で、指導
はするが、それでも難しい場合は、人員の補充も検討
する。

　答弁に同じ。

未済

　削減に取り組んでいるが、困難な場合は補
充を行う。
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