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3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 27 3 定例 本会議 企画経営部 市税収納
課

となき議
員

担税力の低い国保加入者に対して、減免制度を適用
すること。

国保税の減免を含めた賦課は国保課所管のため、同
課と連携して適正な対応を図ります。

現在も国保課と連携して対応しているが、今後も引き
続き連携を密にして対応する。

済

2 27 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 市税収納
課

田中議
員

低所得の国保税滞納世帯については、生活困窮に陥
らないよう、減免適用の周知を含め、十分に配慮して
対応すること。

要望のみ 同上

済

平成２７年（２０１５年）
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 本会議 市民交流部 医療助成
課

となき議
員

　子ども医療費の無料化について、県内でも所得制限
を撤廃しているところがある。
　本市でも一気に全部までとは言わないが、所得制限
の撤廃について検討するべきである。

　安心して子育てができる環境づくりと子育て支援の観
点から、重要な施策であると認識している。
　厳しい財政状況の中,所得制限の撤廃については、
難しいが、助成制度の充実を県に対して要望してい
く。

答弁に同じ

未済

　助成制度の充実を県に対して要望してい
く。
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

総務部 人権男女
共同参画
課

北野議
員

同性婚、同性パートナーの市営住宅への入居等、多
様性を認める社会に向けて取り組んでほしい。取組に
際しては、東京都渋谷区、世田谷区、横浜市等の先進
的な取組も参考としてほしい。

・性的マイノリティーの問題は、人権問題であると考え
る。性的マイノリティーについては、庁内で検討を始め
ている。
性的マイノリティー当事者の意見を聴くことが大切であ
る。(市長)

・様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会
づくりに向けて、孤立感を抱えておられる可能性のある
性的マイノリティーの方々について理解するとともに、
支援するため、庁内検討部会を設置し、支援方策につ
いて検討を行う。

未済

・平成27年(2015年)4月末までに、関係課課
長級職員等で構成する庁内検討部会を設
置し、検討を開始する。
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 総合防災
課

石倉議
員

防災ラジオを普及させるため、西宮市の補助制度
などを実施すべきである。

防災ラジオの普及促進のための補助制度につい
て、検討を進める。

答弁に同じ

未済

平成27年度以降検討予定

2 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 総合防災
課

伊福議
員

地域防災訓練において、関係機関との連携強化に
よる実効性のある訓練を実施すべきでる。

実効性のある訓練の実施について、検討を進め
る。

答弁に同じ

未済

平成27年度以降検討予定

3 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 防犯交通
安全課

江原議
員

県道生瀬門戸荘線の自転車専用レーンの適正な利用
方法等について啓発活動を更に行うべきである。

今後も、県（県土木事務所）と連携を密に取り、県によ
る道路整備等の情報を共有すべきである。

平成27年2月2日の自転車専用レーンの供用開始に伴
い、地元の老人会と連携し、街頭啓発を行った。当該
レーンは、地元住民のみが使用するものではないの
で、広く自転車専用レーンの適正な利用方法について
周知を行う。

県との連携の強化に努める。

市のホームページなどを通して市民や市民以外の利
用者に対する周知、啓発を行うこととする。
また、当該レーンは県が設置したものでもあるので、県
との調整も必要と考える。

県がどのような情報を持っているのかが良く判らない部
分もあるので、連携の強化について庁内の関係各課と
の協議が必要と考える。

未済

近日中に関係各課で協議を行う。

4 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 防犯交通
安全課

江原議
員

市道中野線の危険な状況を確認の上、事故が発生す
る前に対応策を講じるべきである。

市道中野線が、道幅が狭く、危険な状況は承知してい
る。大きな事故が発生する前に、注意喚起の看板の設
置、その他の対策を講じる。

道幅が狭いという道路構造上の根本的な問題は、容
易に解決しないので、注意喚起看板や道路施設、路
面のカラー舗装などの手法により、事故を未然に防ぐ
よう対策を講じ必要がある。

未済

防犯交通安全課と道路管理課の担当職員
で現地立会いを実施しました。
また、夜間の通行状況も確認しましたので、
有効な対策を検討します。

5 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 防犯交通
安全課

北野議
員

JR宝塚駅コンコース天井に設置している大シャンデリ
アの点灯について、宝塚の玄関口でもあるので検討を
するべきである。

原発事故に端を発した電気使用量削減の行動の一環
として、また修理等の経費削減の観点からも、当該場
所が十分に通行に必要な照度を確保していることから
消灯を決定した。平成27年度に街路灯（デザイン灯を
含む特殊街路灯）のLED化工事を進めていく中で、指
摘のあったシャンデリアについてもLED化の可能性を
検討する。

答弁にもあるように、平成27年度に街路灯（デザイン灯
を含む特殊街路灯）のLED化工事を進めていく中で、
指摘のあったシャンデリアについてもLED化の可能性
を検討する。

未済

LED化工事の中で、シャンデリアのLED化を
検討する。（プロポーザルや、LED化工事等
の時期は未定）

6 27 3 定例 本会議 都市安全部 公園緑地
課

中野議
員

提供公園について考え直す時期に来ていると思う。 答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 都市計画法施行令第２５条第６号において、開発区域
面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行
為にあっては、開発区域に面積の合計が開発区域の
面積の３パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置
が求められていること。また、県都市計画法施行条例
第３条に政令第２５条第６号の規定により、開発許区域
に設けられる公園等の１箇所あたりの面積は１５０㎡以
上としなければならない。県条例第３条は兵庫県下全
域に適用されることから、都市計画法上提供公園は必
要である。

済

7 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 公園緑地
課

田中議
員

色々問題があるだろうが、公園内に時計を設置してほ
しい。太陽光ですると経費がかからない。

答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 時計は、いたずらや故障が頻発したこともあり、基本的
には設置していない。時計がなくても、時間を身体で
感じたり、公園内にいる大人に聞いたりしてコミュニ
ケーションをとるのも有意義だと考えている。

未済

公園内の時計の設置の費用対効果や市民
ニーズなどを踏まえ、必要性について引き続
き研究する。
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3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２７年（２０１５年）

8 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 公園緑地
課

たぶち議
員

公園のリニューアルの際には公園の大小にかかわらず
安全な公園造りをお願いする。

答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 公園をリニューアルする際には地元自治会等に働きか
け、自治会、老人クラブや子供会等と協議をし、地域
の特性にあった公園づくりに努める。

済

9 27 3 定例 産業建設
常任委員
会

都市安全部 道路政策
課

伊福議
員

・階段道整備に関する基準の明確化を求める。 ・階段の仕様について統一的な基準がないことから、
今後開発ガイドライン等の見直しを行う。

・開発ガイドライン及び別に定める基準を改定する。

未済

・来年度早々までに改定する。

10 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 道路政策
課

たぶち議
員

・西谷地区のバスの在り方、サービスの在り方について
地域と事業者と共に検討を深めてほしい。

・答弁不要 ・従来の西谷地区公共交通協議会の下部組織として、
バス利用者や西谷小中学校とワーキンググループを
組織し、事業者とより具体的な運行を検討、協議を進
める。 未済

・ワーキンググループの人選について、まち
づくり協議会および自治会連合会と協議中
である。

11 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 道路政策
課

田中議
員

・競馬場高丸線整備の推進にあたっては、地域と十分
に話し合って計画することを要望する。

・答弁不要 ・3月27日に沿線十人で組織する競馬場高丸線検討
委員会の初回会合を開催する。

未済

・検討委員会において課題整理を行い、地
域の合意形成を図る。

12 27 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 道路建設
課

江原議
員

　小林駅周辺整備について、事業を進めるなら地権者
等だけではなく利用者等の意見を広く聞いて整備す
べきである。

　今年度に地元関係団体より駅前整備に対する要望
書の提出を受けており、来年度から駅利用者等を含め
て幅広く意見を聞き、整備計画を検討していきたい。

　答弁に同じ

未済

　平成２７年４月に地元関係団体と協議を行
う予定
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 簡素な給
付措置ＰＴ

江原議
員

　国の想定するスケジュールによると、児童手当と子育
て世帯臨時特例給付金を一体化して事業を進めるよう
に提示されているが、そのようにできるのか。
　申請者にとって、二度手間にならないようにしてほし
い。

　現在、関係課と、(一体化）できる方向で協議中であ
る。

　子育て支援課と、簡素な給付措置ＰＴで実施する方
向で協議を行っている。

未済

　子育て世帯臨時特例給付金の申請につい
て、児童手当の現況届の書式に項目を追加
することで、申請手続きの一体化を図る。
　また、１０月以降の子育て世帯臨時特例給
付金振込や、支給通知の取り扱いについ
て、引き続き市民サービスおよび事務の効
率化のため、検討を進める。

2 27 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 いきがい福
祉課

田中議
員

　高齢者バス・タクシー運賃助成券について70歳以上
の３級から６級の軽度の障害者については、助成対象
となっていない。制度の拡充を求める。

　本来の目的等も含めて、助成制度のあり方について
今後検討していく。

今後検討する。

未済

　平成27年度中に検討する。

3 27 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 健康推進
課

田中議
員

　平成25年12月に、アルコール健康障害対策基本法
が成立し、平成26年6月から施行されている。アルコー
ル健康障害対策の施策策定や実施については、同法
第5条で「地方公共団体の責務」が記されており、本市
としても、例えば第10条にあるアルコール関連問題啓
発週間（11月10日～16日）に啓発イベントを開催する
等、検討すべきである。

　答弁不要。 　アルコール健康障害問題への対策について、啓発を
はじめとした取組み内容を、県と連携しながら検討して
いく。

未済

　平成27年11月までに検討予定

4 27 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 生活援護
課

たぶち議
員

以前から要望しているが、生活保護の「しおり」の内容
が古いので早急に改善してもらいたい。

４月から新しい「しおり」を使用する。 ３月中に新しい「しおり」を作成し、４月から使用する。

済
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

子ども政策
課

北野議
員

　子ども議会と子ども委員会を見直して欲しい。 　それぞれの事業で子どもの募集方法や進め方等が
異なることから、今後も当該事業は進めていく。一方
で、たからっ子育みプランでは、子どもの社会参加に
ついて検討してくいくこととしているため、今の方法より
良い方法があるのであれば、その検討の中で見直すこ
ともある。

　子ども議会・子ども委員会は、継続して実施する。並
行して、他市の事例等を研究していく。

未済

　今後検討予定

2 27 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

藤岡議
員

　赤ちゃんの駅について整備に努めていること、職員
が巡回して事業者に利用状況の確認をしていることは
いいことである。
　さらに、実際に利用した人の声も聞いているのか、聞
いていないなら聞くべきではないか。

　利用した人の声までは聞けていない。どのようにして
聞き取れるのか、方法を含めて検討する。

　直接利用者の声を聞くのは困難であるが、子育て世
代の方と接する機会を利用して状況の把握に努める。

未済

　きらきらひろばの利用者、親子育てグルー
プのメンバーに利用状況や感想を聞き取り
する。
　また市民に対して利用に対する意見を市
に連絡していただくように、ホームページ、情
報誌「たからばこ」などを通じて広報してい
く。

3 27 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

保育事業
課

たぶち議
員

　「子ども・子育て支援新制度」の影響で保育所の保育
料が値上がりとなる世帯についての対応を要望する。

　「子ども・子育て支援新制度」の実施に伴う保育料へ
の影響に関して、在園児を対象に経過措置を実施す
ることについて、阪神各市の動向も参考にし、今後、検
討していく。

　国は、保育料の算定に当たり、旧年少扶養控除等を
適用し再計算することについて、市町村の判断により
可能としている。
　詳細について、国、県の情報収集に努めるとともに、
阪神各市の動向も参考に、今後、検討する。

未済

　経過措置の実施に向けて、早期に検討を
行う。

4 27 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

青少年課 たぶち議
員

　就労時間が入所条件を満たさない児童であっても、
せめて夏休みなどには地域児童育成会に入れてほし
い。

　定員に限りがあり、又、年間を通じた児童の支援を
行っている中で、すぐに対応することは難しい。
民間放課後児童クラブにおいて定員に余裕がある場
合で、事業者に意欲がある場合には、協議していきた
い。
すぐには解決できないが、今後検討していきたい。

　答弁に同じ

未済

　平成27年度早期に、民間放課後児童クラ
ブの事業者と協議を行う。
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3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２７年（２０１５年）

5 27 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

青少年課 江原議
員

　民間放課後児童クラブについて、現在の市の要綱で
は柔軟な運営や対応ができないしくみになっている。
今後、ニーズに応じて民間放課後児童クラブを整備を
していくのであれば、市民は一時的な利用についての
要望もあることも踏まえ、もっと民間の力を活用し柔軟
に対応できるようできるよう市の考え方を見直してほし
い。

　市の要綱では、運営主体を営利を目的としない法人
その他の団体または個人としており、株式会社の参入
等はないものと想定している。また対象児童についても
放課後の保育に欠ける児童としている。放課後児童ク
ラブの運営基準については、昨年9月に制定した基準
条例に基づいて、今後は整備することとなり、質の確保
を維持しつつ、市民のニーズに応えられるよう柔軟な
対応について検討する。

　市民から要望のある一時利用については、民間放課
後児童クラブの定員に余裕がある場合、自主事業とし
て行うのであれば市として了承することで事業者と協議
している。今後、仕組み全体を見直すことについては、
市民のニーズを把握するとともに事業者の意見も聞き
ながら検討していく。

未済

　多様な運営主体の導入について早期に検
討を行い、その中で対応可能な市民ニーズ
について事業者と協議を行う。
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

環境部 環境政策
課

たぶち議
員

　西谷地区の合併処理浄化槽の維持管理費の一部助
成として、これまでの年間10,500円から2,500円増額さ
れたことで、一定理解はできたが、補修費は考慮され
ていない。老朽化する設備の更新時期を迎える世帯も
多く、負担となっているので、この面でも助成を要望す
る。

　合併処理浄化槽には、付帯設備があることは理解し
ている。予算枠の関係もあるが、維持補修も考えていき
たい。

　合併処理浄化槽の維持補修費用と南部市街地の一
般家庭における下水料使用料について、平成26年度
の試算で約12,000円の格差が生じている。
今後も格差解消のため、補助金の増額について検討
を行う。

未済

　実施計画で要求する
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

伊藤議
員

　国の緊急雇用就業機会創出事業補助金の終了に伴
い、「モノ・コト・バ宝塚」アンテナショップを閉店すると
聞いたが、本市の商工業振興施策において、市内名
産品の物品販売所や観光案内所は今後も必要ではな
いか。

　アンテナショップの収支状況は大変厳しく、国の緊急
雇用就業機会創出事業補助金の終了に伴って閉店
することとした。
　閉店後については現在の受託事業者がソリオ１で運
営する飲食店内において、モノ・コト・バ宝塚選定資源
の物品販売と情報発信を自主的に継続実施する予定
である。

　答弁のとおり。
　また、市としては、イベント会場などで選定資源の物
品販売を実施するとともに、市内の駅や宿泊施設を始
めとする観光関連施設での情報提供にも努める。
　物産館及び観光案内所の設置に関しては、関係団
体や市民の意見を踏まえ、費用対効果や国からの補
助の可能性なども考慮しながら検討していく。

未済

　関係団体や市民の意見を踏まえながら、
今後検討を進めていく。

2 27 3 定例 総務常任
委員会

産業文化部 商工勤労
課

江原議
員

　プレミアム付商品券の取扱店募集にあたり、宝塚市
商店連合会から脱退した商店街等も参加できるように
配慮すべきである。

　参加店募集にあたっては、市も商店連合会と協力し
て進めるほか、市広報誌などでも周知を図る。

　答弁のとおり。

未済

　取扱店募集を開始した。引き続き、幅広い
業種から取扱店に参加いただけるよう努めて
いく。

3 27 3 定例 総務常任
委員会

産業文化部 商工勤労
課

草野議
員

　プレミアム付商品券の発行により、市内量販店などの
売り上げが伸びても、収益は市外にある各店の本社へ
流れてしまう。地域循環型経済に資する業種（住宅リ
フォーム関連など）で活用するなどの配慮を要望する。

　先行自治体の取組も参考にしながら、プレミアム付商
品券の発行が地域循環型経済に資する取組となるよう
努める。

　対象事業として住宅リフォームも加えたほか、建設業
団体にも取扱店として登録いただくよう案内する。その
他の市内各業種団体にも商品券を活用して消費喚起
ができるよう参加を呼びかけていく。

未済

　平成２７年6月商品券発行に向けて、商店
連合会と調整中。

4 27 3 定例 総務常任
委員会

産業文化部 商工勤労
課

三宅議
員

　2009年(平成21年)に発行した商品券は、他市に隣接
する地域で使える店舗が少なく、結局購入されなかっ
た市民があった。市外店舗も参加できるよう検討された
い。

　市外の店舗であっても多くの市民が利用している店
舗に関しては、地域の実情に応じて、参加できるよう検
討する。

　伊丹市に立地しているが、市民が多数利用している
店舗から既に参加要望があるため、現在検討を進めて
いる。 未済

　参加店舗募集締切の4月17日を目途に参
加の可否を決定する。

5 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

田中議
員

　不動産事業者などが空き店舗補助対象店舗に補助
金が活用できる旨の張り紙をしてみてはどうか。

　提案に沿って検討する。 　市や商工会議所での起業希望者への制度案内や市
内不動産事業者への周知を進めるほか、提案も参考
にしながら進めていく。 未済

　平成２７年度執行に向けて検討する。

6 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

たぶち議
員

　2014年度（平成26年度）に開始した住宅リフォーム補
助制度が予算額400万円に比して、執行見込額が330
万円余と少ない。市民の方への制度周知や手続の簡
素化を図り、更なる活用を要望する。

　予算額の全額執行を目指したが、補助対象者として
決定した方が結局工事を施工しなかったことなどの理
由より今回のような結果となった。
　引き続き、市広報誌などによる周知に努め、本制度
が活用されるよう努めていく。

　答弁のとおり。

未済

　平成２７年度執行に向けて検討する。

7 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 農政課 たぶち議
員

　農業振興施設について、品揃えの充実、開館時間の
変更、イベントの実施など集客アップのための改善策
を図るべき。

　農産物の品揃えについては、施設の運営者であるＪ
Ａ兵庫六甲に指示するとともに地元農家に協力を依頼
し、午後からも農産物が供給されるよう努める。
また、自動車で来られる方にもわかりやすいよう、施設
手前からの案内表示や入口の表示を検討するととも
に、西谷ふれあい夢プラザでのイベント開催や夏期の
開館時間を早めることなど、集客に向けて方策を講じ
る。

　答弁に同じ。

未済

　施設の指定管理者であるＪＡ兵庫六甲と協
議を予定している。

8 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 農政課 たぶち議
員

　自然休養村センターについては、耐震化を図るととも
に有効活用を図るべきである。

　平成２７年度に、西谷地域の将来を見据えた「まちづ
くり基本構想」を策定することとしており、この構想の中
には、自然休養村センターを含め地域内の各施設の
活用やあり方について十分に検討の上で盛り込む予
定である。
　耐震対応については、「まちづくり基本構想」で当該
施設の活用方策等を決定した後、できるだけ早期に着
手する。

　答弁に同じ。

未済

　「まちづくり基本構想」において、当該施設
の活用方策等を決定し、その後、耐震対応
に着手する。

9 27 3 定例 本会議 産業文化部 観光企画
課

寺本議
員

　宝塚観光花火大会の会場を移設する場合は、現会
場の観光プロムナード周辺の商業活性化やにぎわい
について取り組んでいってほしい。

　宝塚のまちの観光の中心である観光プロムナード周
辺の活性化やにぎわいづくりに引き続き取り組んでい
く。

　大型イベントの実施ではなく、断続的にアニメイベン
ト・舞踏会などを実施する。
　平成27年度には、ふるさと旅行券の事業の中で、周
遊クーポンなどを展開して商業の活性化につなげる。

未済

　宝塚のまちの観光の中心である観光プロ
ムナード周辺の活性化やにぎわいづくりに
引き続き取り組んでいく。
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3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２７年（２０１５年）

10 27 3 定例 本会議 産業文化部 観光企画
課

藤岡議
員

　会場移転後の花火打ち上げ台の設置を予定してい
る左岸側において、アドプト制度により活動している市
民団体等との調整が必要ではないか。

　美化活動団体との調整を図っていく。 　会場移転の発表後、速やかに調整していく。

未済

　美化活動団体との調整を図っていく。

11 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 観光企画
課

浜崎議
員

　市役所河川敷へ花火大会の会場を移すのであれ
ば、FMたからづかとタイアップしたメッセージ花火や土
曜日開催などにより魅力ある大会にしてほしい。

　より安全で魅力のある宝塚市らしい花火大会になるよ
う検討していく。

　具体的手法について検討する。

未済

　花火と音楽をコラボした演出など宝塚らし
い花火大会にしていく。

12 27 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 文化政策
課

江原議
員

　平成２６年１２月議会において「小浜工房館における
和太鼓使用に対する防音工事についての請願」が採
択された。
　しかし、予算化されていないのはどうしてか。議会軽
視ではないか。

　完全な防音対策を行うには、大規模な工事となり、工
房館の本来目的や建物規模、財政負担などから難し
く、小規模な工事とした場合は、完全な遮断は難しい
ため、利用時間の工夫など、利用者と周辺住民との協
調が必要である。
　どの程度の工事を行うか納得が得られない段階での
予算化は困難である。
　

　改善に向けて、必要最小限度の防音工事の実施とと
もに、練習方法など利用者側の工夫、努力も不可欠で
ある。
　請願者である利用者が周辺住民と話し合い、相互理
解を得る見通しが立った段階で予算化する。 未済

　指定管理者を通じて協議を行っているとこ
ろである。
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3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 たぶち議
員

　幼稚園保育室の空調整備について対応すべきであ
る。

　幼稚園の空調整備状況（管理諸室・遊戯室のみ整備
済み）についての説明のみ。

　26年度実施計画にて保育室への空調整備工事設計
委託費を要求したが、0査定。次年度以降も予算要望
を継続する。

済

2 27 3 定例 本会議 管理部 学事課 寺本議
員

　過大規模校の解消について、早急に取り組むべきで
ある。

　保護者をはじめ、地域の皆様にも、過大規模校や過
小規模校の実情や課題をご説明したうえで、学校のあ
り方についてのご意見を伺いたいと考えている。
　具体的な時期や方法については、今後、教育委員
会で協議し、できる限り、早期に適正化に向けて取り組
んでいきたいと考えている。

　答弁内容に沿って、教育委員会の会議で検討する。

未済

平成27年度上半期に検討予定

3 27 3 定例 本会議 社会教育部 社会教育
課

寺本議
員

　公民館が社会教育施設であることをしっかりとらえ、
社会教育の専門性のある職員を配置するように要望す
る。

　社会教育主事など専門性のある職員の配置に努め
る。

　適正な職員配置と育成。

未済

　職員配置を要望中

4 27 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 社会教育
課

たぶち議
員

　自然の家には、天然記念物の松尾湿原、県指定文
化財の東家住宅があることから、今後も教育で管理し
てほしい。

　自然の家の今後について、施設の耐震化の課題や
老朽化、ニーズの変化などにより、現在の利用が当初
の目的から変わってきているため、教育財産として廃
止し、普通財産として、西谷全域の活性化策の中で位
置づけ、活用を図っていきたい。

　今後の方針を早期に決定する。

未済

　「自然の家に関する庁内検討委員会」にお
いて検討中

5 27 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 社会教育
課

北野議
員

　「20歳のつどい」は、宝塚ホテルのキャパでは参加者
全員が入れない。全員が一堂に会することができる宝
塚大劇場を借りることはできないのか。昨年度は、副市
長から前向きな答弁をいただいた。

　宝塚大劇場での開催は、乗り越えるべき課題も多い
が検討していく。

　過去にも大劇場での実施について検討し、劇場に交
渉したこともあるが、全く受け入れてもらえなかった。
また、成人の日（祝日）に歌劇を2公演を開催している
ので、この日に会場を借用するのは非常にきびしい。
別の日に20歳のつどいを開催することも視野に入れ
て、検討していく。

未済

　検討中

12



13

3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２７年（２０１５年）

1 27 3 定例 産業建設
常任委員
会

上下水道局 総務課 伊福議
員

　特名随意契約している委託契約の中で入札に移行
できるものは見直しを進めて欲しい。

　契約期間が終了する段階で入札できるものはない
か、各委託内容について精査していく。

　答弁に同じ

済

13



14

3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２７年（２０１５年）

1 27 3 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

　放射線治療棟の増築に伴い、障がい者用駐車場の
場所が移動し、市立病院の入り口から少し遠くなると聞
いている。もともと駐車台数が限られていることもあり、
市民からは駐車場の移動に不安や疑問の声を聞いて
いる。

　外構については現在検討している段階。駐車場をも
う１台ふやすことも含め、屋根掛けや段差の解消等の
細かいバリアフリーについても検討する方向で協議を
進めている。

　答弁に同じ。

未済

現在協議中。
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