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6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 6 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

北山議
員

　阪神シニアカレッジ（県施設）をNTN㈱宝塚製作所跡
地での整備することについて、課題となっていた事項
は既に取り除かれ、知事は英断されている。市として受
け入れる決断をするべきである。

　答弁不要。（要望に留める） 　阪神シニアカレッジの整備を具体化するには、その
整備手法や費用負担などの問題に加え、ＮＴＮ株式会
社宝塚製作所跡地での各施設の整備スケジュールと
の整合性や施設の配置の問題など、市の跡地利活用
計画に対する影響も大きいため、実現に向けては、ま
だ多くの克服すべき課題があると考えている。
　引き続き県担当部局と協議を行い、受け入れ（設置）
の可否を検討・判断していく。

未済

　引き続き県担当部局と協議を行っていく。

2 27 6 定例 本会議 企画経営部 資産税課 北山議
員

　　阪急中山観音駅横の空家については、屋根や壁
に穴が開き、家屋の要件である外気分断性を欠き、用
に供すべき状態ではない。固定資産税を課税すべき
物件なのか、他市の事例を研究し、検討すべき。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　家屋の劣化がどこまで進めば、通常の劣化を超えて
家屋要件を欠くと判断できるか、判断する場合の手続
き等について、今後先進事例を研究し、検討する。

未済

　平成28年度課税までに検討予定。

1 27 6 定例 本会議 総務部 総務課 田中議
員

　債権管理マニュアルの内容は、市民に寄り添ってい
ない。今後どうしていくのか。

　債権管理マニュアルについて見直していく。 　答弁内容に沿って、マニュアルを改訂し、せいかつ
応援センターとその連絡先について記載する。 未済

　7月中に改訂する。

2 27 6 定例 本会議 総務部 総務課 田中議
員

　債権管理条例について、野洲市の条例には生活再
建について規定している。本市も参考としてほしい。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　債権管理条例第7条により明らかに徴収が困難であ
る場合は債権放棄することができ、また、同条を適用で
きないときも、無資力の方は、各債権の根拠の法令に
より、債権猶予や滞納処分執行停止等を行うこととなる
ため、条例改正は行わない。しかし、生活困窮者に対
しては、債権管理マニュアルを改訂し、せいかつ応援
センターとその連絡先について記載する。

未済

　7月中に改訂する。

3 27 6 定例 本会議 総務部 総務課 たぶち議
員

　北部地域調整担当次長や北部振興企画課の名称が
「北部」となっていることについて、変更することができ
るのか。

　総合計画や都市計画マスタープランにおいても「北
部」という名称を使用しており、変更はしない。

　答弁内容のとおりであり、特定の固有名詞を課組織
の名称には使用しないこととしており、変更はしない。 済

4 27 6 定例 本会議 総務部 総務課 梶川議
員

　防災を担当する職員について、適切に配置してほし
い。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　職員の配置については、各担当部とヒヤリングを行
い、適切に配置に努める。 未済

　今年度中にヒヤリングを実施して適切な職
員配置を検討する。

5 27 6 定例 本会議 総務部 総務課 江原議
員

　空き家対策等の推進に関する特別措置法について
は、国においては国土交通省住宅局住宅総合整備課
で担当している。体制づくりについて検討してほしい。

　今後の体制については、検討する。 　答弁に沿って、当該法律の所管を移すことを検討す
る。 未済

　今年度中に見直しを行う。

6 27 6 定例 本会議 総務部 看護専門
学校

大島議
員

　市立看護専門学校は、宝塚市立病院をはじめとする
宝塚市域の看護師確保を目的としているとＰＲはしてい
るが、学校案内には地域医療に貢献する看護師の養
成としか書かれていない。学生の中には、入学してか
ら市立病院への就職を指導されると他の病院へ就職
すると言いにくいとの意見もある。市立病院の看護師
確保を目的としていることを積極的に明記してほしい。

　答弁はなし。発言の最後に述べられたのみ。 　学校案内の更新時に検討する。

済

　

平成２7年（２０１5年）
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1 27 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議
員

　地区防災計画作成マニュアルを市民に地区の特性
を踏まえて計画を作成してもらえるよう見直すべきであ
る。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　地域への説明会の実績等を踏まえ、適宜マニュアル
を見直す。

未済

　適宜に見直しを行うこととする。

2 27 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

梶川議
員

　地区防災計画に盛り込まれた備蓄資機材のうち、小
学校にない備蓄資機材の補充について、市は支援す
る考えはあるのか。

　地区防災計画が策定された地域に対する支援策に
ついて今後検討する。

　答弁に同じ。

未済

　支援策の予算措置について検討する。

3 27 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

浅谷議
員

　ＭＣＡを利用した防災行政無線について懸念はない
か確認を要する。

　確認する。 　答弁に同じ。

済

　懸念なしと確認した。

4 27 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

江原議
員

防災カメラの設置について要望する。 　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　土砂災害については、県ホームページのＣＧハザー
ドマップの「地域別土砂災害危険度情報」を活用して
監視する。
　水害については、武庫川支流河川や最明寺川、天
王寺川など多くの河川が存在することから、施設管理
者と監視カメラ設置について協議する。

未済

　早期に施設管理者と協議する。

5 27 6 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

北山議
員

　開発ガイドラインに防災対策を記載し、開発者に危
険箇所に対する認識を持たせるのは重要なことなの
で、開発ガイドラインに復活することを要望する。

　開発ガイドラインに、開発事業者が宝塚市防災マッ
プや活断層図などを確認できることを主眼に、掲載で
きるように関係課と協議調整する。

　答弁に同じ。

未済

　９月までにガイドラインを改定する。

6 27 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

北野議
員

　自転車のヘルメット助成をすべき。 　近隣市の取組状況を注視しながら検討していく。 　ヘルメット助成を行っている自治体の取組状況を参
考とし、助成制度の創設を検討する。
助成のヘルメット販売協力店について調整が必要であ
る。

未済

　近隣市の状況調と費用対効果について調
査する。

7 27 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

江原議
員
北山議
員

　空家対策特別措置法は国土交通省住宅局で行わ
れ、防犯については法に含まれていない。多岐にわた
る関係部局の連携が必要と国は示している。組織を考
えるべき。

　体制の充実を図る必要があるため、改めて体制につ
いて検討していく。

　法律が多岐にわたる内容であり、強い公権力の行使
が含まれることから、その措置に係る手続について透
明性及び適正性の確保が求められる。
庁内の組織について検討が必要である。

未済

　近隣市の取組状況調査や特措法の関係
課と協議を進める。

8 27 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

中野議
員

　防犯カメラの設置を市が行うべき。 　伊丹市の取組後の効果を注視し、宝塚警察や地域と
の協議により、効果的、効率的な設置ができるよう検討
を進め、地域の理解と賛同が得られれば、防犯カメラ
の設置に取り組んでいきたい。

　プライバシー等の問題があり、地元の理解と賛同を
得ることが必要。伊丹市に聞き取りを行い、問題点を整
理し取り組んでいく。 未済

　伊丹市に聞き取りを行い、宝塚警察と協議
し、モデル地区を選定予定。その後,地域と
の協議を行って防犯カメラを設置向け検討
する。

9 27 6 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

江原議
員

　国土交通省が行っている生活道の分析などを利用
し、交通安全カメラの設置を行うべき。

　国土交通省に聞き取りを行うとともに、伊丹市の取組
後の効果を注視し、宝塚警察や地域との協議により、
効果的、効率的な設置ができるよう検討を進め、地域
の理解と賛同が得られれば、設置に取り組んでいきた
い。

　プライバシー等の問題があり、地元の理解と賛同を
得ることが必要。国土交通省や伊丹市に聞き取りを行
い、問題点を整理し取り組んでいく。 未済

　伊丹市に聞き取りを行い、宝塚警察と協議
し、モデル地区を選定予定。その後、地域と
の協議を行って交通安全カメラを設置に向
け検討する。

10 27 6 定例 産業建設
常任委員
会

都市安全部 公園緑地
課

伊福議
員

　北雲雀きずきの森の園路の安全対策について早急
に対応すべきである。

　安全対策について点検し、必要に応じて対策を検討
する。

　答弁に同じ。

未済

　平成27年度内に点検し、必要に応じて対
策検討予定。

11 27 6 定例 本会議 都市安全部 公園緑地
課

北山議
員

　公園に設置しているトイレを点検し、委託業務の仕様
書を見直すなど、適切な維持管理について早急に対
応すべきである。

　全てのトイレの点検を行い、仕様書の見直しも含めて
適切な維持管理について対応を検討する。

　答弁に同じ。

未済

　平成27年9月までに検討予定。
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12 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

伊藤議
員

　渋滞の解消のため、伊孑志旭町線の武庫川横断部
を確実に整備すること。

　渋滞の一つの要因である武庫川を横断する道路の
交通容量を高めるために、伊孑志旭町線の整備が有
効であると考える。

　都市計画道路整備プログラムの更新に際し、次期整
備路線としての位置付けを検討する。

未済

　整備内容や時期を具体化し、次期整備プ
ログラムとして取りまとめる。
　それに基づき、年次的な整備に取り組む。

13 27 6 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に基づき、本市におけ
る都市計画道路を確実に整備していくこと。

　都市計画道路整備プログラムの前期５箇年の検証を
行い、後期５箇年の整備に向けて取り組む。

　答弁に同じ。

未済

　整備内容や時期を具体化し、次期整備プ
ログラムとして取りまとめる。
　それに基づき、年次的な整備に取り組む。

14 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

たぶち議
員

　西谷地区のバス交通についての課題解決を図るこ
と。

　まちづくり協議会や西谷小学校の保護者などが参加
する組織を立ち上げ、望まれる運行形態を検討するこ
ととしている。

　答弁に同じ。

未済

　７月７日に第１回目の会議を行うこととして
いる。
　今後、会議を重ねて、望まれる運行形態を
検討する。

15 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

みとみ議
員

　点字ブロック上の違法駐輪について、市民へ直接広
報するべき。

　実施する。 　点字ブロック上に限定しての違法駐輪の啓発は難し
いため、自転車等放置禁止区域における立哨の係員
による警告を含め、道路管理課と防犯交通安全課で、
市ホームページ等で啓発を行う。。

未済

　同左

16 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

たぶち議
員

　西谷地域内の冬季の凍結防止剤散布を積極的に実
施するべき。

　凍結箇所を地域に確認し、適切に実施する。 　散布エリアの拡大による経費の確保。

未済

　今秋に西谷自治会連合会の会合に出席
し、凍結箇所の情報提供を求め、適宜、凍
結防止剤の散布を行う。

17 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

三宅議
員

　市道の計画的な補修を行うことはできないのか。 　道路台帳管理システムの履歴等を確認し、必要な個
所の洗い出しに努める。

　現在の道路台帳管理システムは、幹線道路の形状
調査のデータに限定されているため、今後は幹線道路
の調査結果やその他の工事履歴等も記録していく。 済

　適宜、記録の入力を行い、その中で補修
が必要と判断した場合は、迅速に対応する
が、市民等の通報による補修が現実的であ
る。

18 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

江原議
員

　道路の空洞調査は実効性が高いので、計画的に進
めるべき。

　国への予算要求を始め、計画的に実施する。 　通行車両、人の安全性を優先するのであれば、必要
不可欠な調査であるが、実施するための経費は膨大な
ものになるので、予算確保が喫緊の課題である。 未済

　今後、予算確保に努める。

19 27 6 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

北山議
員

　阪急中山観音駅北側の廃屋前の市道を通行するの
は危険であるので、道路管理者として対応をするべ
き。

　廃屋の所有者に対して、適切に管理をするように指
導する。

　当該廃屋の所有者は、これまでの市からの要請等に
応じる気配がないため、今後特措法の動向を注視しな
がら、対策の強化を検討する。 未済

　緊急に所有者に対し、適切な管理を行うこ
とを指導する文書を配達証明等の方法で送
付する。

20 27 6 定例 本会議 都市安全部 北部整備
課

たぶち議
員

　市道1508号線（農免道路）の整備について。 　南側の境野分岐までの区間約1000ｍの改良工事が
完了後、引き続き境野分岐より北側の区間約1500ｍに
ついて用地測量や測量設計を行う予定をしている。

　答弁に同じ。

未済

　実施に向けた調査・測量設計の予算要求
を行う。
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21 27 6 定例 本会議 都市安全部 北部整備
課

北山議
員

　新たな危険予想箇所で、警戒を要するため池に指定
された下の池について、決壊すれば15戸の民家に影
響がある。どのように対応するのか。

　ひょうごのため池安心安全定期点検事業により定期
点検を行った結果、優先的に整備されるため池として
指定された5つのため池について、監視強化のために
平成27年度水害危険予想個所に追加した。
　下の池を含む5つのため池について、今年度より農
村地域防災減災事業による詳細な調査と計画策定業
務を行う予定であり、今後農業ため池整備事業採択に
向けた取り組みを計画的に行っていく予定。

　答弁に同じ。

未済

　事業採択に向けた取り組みを行っていく。
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1 27 6 定例 本会議 都市整備部 都市計画
課
宅地建物
審査課

江原議
員

　市街化調整区域（西谷）の人口減少対策やスマート
インターチェンジ開通に向けて、特別指定区域制度や
地区計画制度等を利用し、早期に市として都市計画の
考えをしめすべきである。

　対策として特別指定区域制度の導入について、条例
を定めれば可能であるが、現段階では地区の要望等
土地利用の計画がまとまっていないため、どの制度の
活用が適切であるか分からない状況である。

　制度活用の方向性については他課（北部振興企画
課等）及び北部地域整備対策協議会(地元組織)との
協議調整が必要になってくる。

未済

　地元の方々との協議を経て、地域の熟度
が高まった集落から、その要望に基づき、各
種制度を活用した土地利用規制の弾力化
について検討していく。

1 27 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

井上議
員

　手話言語条例は、年度内に制定すべきである。ま
た、条例の名称に「手話言語」を入れるべきである。

　検討会を年度内に4、5回開催し、意見をいただきな
がら条例案をまとめる。来年の4月か、遅くとも来年度
早期の施行を目指す。

　答弁内容に沿って、検討会を設け、意見交換を行
い、早期に条例案を作成する。条例の名称としては、
「手話言語」の文言を含んだものとする。

未済

　早期に検討会を立ち上げ、年度内条例制
定に向けて取り組む。

2 27 6 定例 本会議 健康福祉部 障害福祉
課

井上議
員

  障害者差別解消条例施行までの６カ月の周知期間
を短くすべきである。

  答弁不要。 　障害者差別解消条例の完全施行には、市民や事業
者に対して、十分な周知期間が必要である。
完成した条例の内容により、周知期間を検討する。

未済

  完成した条例の内容により、周知期間を検
討予定。

3 27 6 定例 本会議 健康福祉部 生活保護
課

田中議
員

　住宅扶助の改定に伴い、経過措置の事由に該当し
ない世帯に対しては、当該世帯の意思や生活状況を
確認し、強制的な対応にならないように要望する。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと）

未済

　平成28年6月まで猶予期間を設置して、当
該世帯の生活状況などを確認、尊重しなが
ら、丁寧に対応していく。
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6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 6 定例 本会議 子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

藤岡議
員

　よりきめ細やかな情報発信として、他市では子どもの
生年月日を登録すれば、その子どもの年齢に応じて必
要な情報を配信している事例もあるので、本市におい
ても先進都市の事例と同様に年齢別の情報配信を要
望する。
　新たな配信システムを導入したのちは、利用されてい
る方の声をしっかりと聞きながら内容の充実を図ると同
時に、しっかりと目標数を立てて、より多くの人に情報
が行き渡るように取り組んでもらいたい。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　子どもの年齢別に必要な情報を配信することは、より
効果的であると考える。しかし、現在のシステムでは生
年月日を登録する機能がなく、新たなシステムを導入
する必要があることから、先進都市の事例も参考に調
査研究していく。

未済

　先進都市の事例を参考に調査研究の上、
導入については関係課と協議をする予定。

2 27 6 定例 本会議 子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

大島議
員

　出前児童館について、現在の人員配置で十分でき
ていないと思われる。人員を増やす考えはないのか。

 　出前児童館の実施箇所や実施回数については今
後とも充実していく必要があると認識している。

　その充実にあたっては、実施場所の確保、体制につ
いても十分検討していく。

未済

　実施場所の確保、体制について各児童館
長と協議予定。

3 27 6 定例 本会議 子ども未来
部

青少年課 江原議
員

　民間放課後児童クラブの設置に関して、まず地域児
童育成会ありきの流れが変わっていない。民業を圧迫
することになり、民間が育たない。市民の方からは、放
課後預けられる場所がほしいとの意見がある。

　答弁不要。 　各小学校内で部屋を確保したうえで、入所定員８０人
までは、市直営で地域児童育成会を実施することとし、
定員を超える入所が見込まれる、または、学校内で部
屋が確保できない場合は、民間放課後児童クラブを開
設することとしている。

未済

　今後、民間放課後児童クラブを設置してい
く中で、民間の独自事業としてのスポット利
用の可能性を検討していく。

6



7

6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 6 定例 本会議 環境部 環境政策
課

細川議
員

　市民一斉清掃時以外であっても地域の一斉清掃へ
のごみ袋の配布は市も対応するべきではないか。
　また、環境美化推進事業委託を見直し、より多くの方
が参加できる宝塚を美しくする市民運動となるように努
めて欲しい。

　市としてどのような対応ができるか検討する。 　ごみ袋の配布を含め、委託のあり方については、自
治会の環境保健衛生推進協議会への加入率等を考
慮し、どのうな見直しが適切か検討する。

未済

　平成28年度予算に対応策を反映できるよう
に課題を整理していく。

2 27 6 定例 本会議 環境部 管理課 北山議
員

　公衆便所について、国際観光都市の顔として、また
女性の視点を取り入れるなどして、早急にきれいにす
べきである。
　また、防犯対策の観点から、すべての公衆便所に防
犯カメラを設置べきである。
　また、中山観音駅前公衆便所を早急にきれいにして
ほしい。

　今後は女性の視点を取り入れ、施設の清掃や維持
管理を適正に実施し、清潔で快適な公衆便所を保ち、
併せて防犯カメラの設置等防犯対策の向上を検討し
ていく。

　中山観音駅前公衆便所は特別清掃を実施する。
　防犯カメラの設置を検討する。

未済

　中山観音駅前公衆便所の特別清掃は平
成27年７月末日までに実施予定
　防犯カメラは今年度より順次設置を検討し
ていく。

3 27 6 定例 本会議 環境部 業務課 細川議
員

　市が配布しているごみ収集カレンダーを、高齢者の
ためにカレンダー部分とガイドブック部分に分けて、ガ
イドブック部分は保存版として毎年配布するのではな
く、変更があった時だけ配布することができないか、ま
た、カレンダー部分は、環境保健衛生推進協議会作
成のカレンダーと一本化できないか検討してほしい。

　内容や表現方法を含め、市民の皆様にとってより使
いやすいものとなるように、他市の事例も参考にしなが
ら見直ししたいと考えている。

　今年度中に他市の事例も参考にしながら、見直しを
検討する。

未済

　今年度中に他市の事例も参考にしながら、
見直しを検討する。

4 27 6 定例 本会議 環境部 業務課 三宅議
員

　粗大ごみ収集の仕組みは収集する側には大変よくで
きているが、高齢者や障がいのある方等にとって必ず
しもそうとは思わない。利用が困難な方が、使いやすく
なるよう検討してほしい。

　きずな収集利用者が増加傾向の中で、制度の周知
等も含めて検討する。

　きずな収集利用者が増加傾向の中で、制度の周知
等も含めて検討する。

未済

　きずな収集利用者等に対する粗大ごみ運
びだしサービスの周知を図る。
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6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 6 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

大川議
員

　宝塚プレミアム・すみれ商品券の事業終了後には、
商品券の取扱店舗からの換金データに基づき、分析
を行うとのことであるが、分析データを行政内部に留め
るものでなく、今後の商工振興施策に活かせるものと
すべきである。
　実現のためには、商店連合会と商工会議所との協議
のうえ、実施すること。

　商品券の利用店舗からの換金実績申込に基づき、
市において、総額4億8,000万円の商品券の利用実態
を業種別、あるいは地域別などに数値化することで、
市民の消費行動が一定把握でき、今後の商工振興施
策にも活かせるものと期待している。

　データ分析のためには、①換金データを店舗ごとに
整理する必要があること、及び②各店舗の属性付が必
要である。
　①に関しては、発行主体である商店連合会から換金
実績毎の報告を受ける必要があること、また②に関して
は、分析したい内容に応じて、各店舗に属性を与える
作業が必要となる。

未済

　現在、商店連合会は、第２次抽選に向けて
事務を進めている。これらの事務が一定、完
了した時点において、商店連合会、商工会
議所と協議を行うこととする。

2 27 6 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

山本議
員

　宝塚プレミアム・すみれ商品券の第１次抽選における
当選者向けの販売場所が、アピアとソリオに限られて
いた。高年齢者など遠い販売所まで出向きにくい方も
あるので、第２次抽選の当選者向けへの販売場所につ
いては配慮を望む。

　商連連合会へ要望を伝え協議を進める。 　答弁のとおり。
　第1次抽選に係る販売を実施したところ、約1%を除い
て交換を完了されていることから、第2次抽選に関して
もアピアとソリオで販売することとなった。

済

3 27 6 定例 本会議 産業文化部 北部振興
企画課

たぶち議
員

　自然休養村センターのあり方と耐震化について、早
急に結論を出し、是非、西谷総合庁舎の実現を求め
る。

　常備消防の充実も含め、求められる機能について内
部作業を進めている。遅れているがスピードアップす
る。

　西谷サービスセンター、北部整備課、北部振興企画
課及び消防西谷出張所の機能整理と必要規模の想定
を急ぐ。
　そのうえで、現在の自然休養村センターの改修の是
非について方向付けを行う。 未済

　平成27年9月末までに北部地域振興プロ
ジェクト・チームとして方針づけ、その後、実
施計画での議論とする。

4 27 6 定例 本会議 産業文化部 北部振興
企画課

北山議
員

　新名神高速道路の供用開始まで2年を切り、北部地
域活性化に向けて、観光バスの駐車場とトイレの適正
配置が実現するよう具体的な対処を要望する。

　北部地域にある観光資源として、牡丹園、ダリア園、
自然の家、西谷の森公園、夢プラザ、自然休養村セン
ターや観光農園などがある。これらの施設の連携を強
化し、観光誘客を図ることとする。この中で、バスの駐
車場、待機場やトイレについても適正に配置されるよう
取り組む。

　観光関連施設が加盟する宝塚西谷観光協会を中心
に連携強化策を計画する。
　連携強化には、組織内の連絡調整を担う事務局員
が必要であり、どのように確保するかが大きな課題とな
る。 未済

　地元が組織する北部地域整備対策協議会
や宝塚西谷観光協会と連携して具体的な対
応を取りまとめる。
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6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 6 定例 本会議 消防本部 総務課 たぶち議
員

　　消防団員の待遇改善について対応すべきである。 　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　国において、地域防災力の向上を目指し、消防団の
更なる充実強化を図る様々な施策や、処遇の改善に
関して示されているので、これらの内容につき研究を
重ね、現行で何が行えるかについて検討する。

未済

　期限を定めず継続して検討する。

1 27 6 定例 本会議 選挙管理委
員会事務局

たけした
議員

　現在、選挙時の投票所入場券については、個人あて
に、はがきで郵送されている。阪神間の他の６市及び
神戸市では、世帯全員の投票所入場券を封筒により
世帯主あてに送付している。
　これにより、経費節減等のメリットが得られている。本
市においても、封書による世帯ごとの送付に変更され
たい。

　選挙権は個人の権利であり、その通知については個
人あてに行うべきであるという基本的な考え方に基づ
き、個人あてに送付している。
　そのほかにも、紙使用量の削減による環境への配慮
その他、はがきを使用するメリットもあり、また、費用的
にも初期費用等を勘案すると節減効果は期待できな
い。

　現状のままとする。

済

2 27 6 定例 本会議 選挙管理委
員会事務局

たけした
議員

　選挙権年齢の引下げに伴い、１８・１９歳を対象とする
選挙啓発が必要であると考えるが、具体的にいつか
ら、どのような取組を行うのか。

　答弁なし。 　公職選挙法の改正に伴う選挙権年齢が１８歳以上に
引き下げられ、平成２８年（2016年）夏に執行予定の第
２４回参議院議員通常選挙から適用される見込みであ
る。
　新たに有権者となる年代層、及び選挙権年齢が引き
下げられることについては、積極的な啓発が必要であ
り、今後、関係団体等と協議、検討する。

未済

　現時点では、総務省及び文科省等、国の
動きを注視している。

2 27 6 定例 本会議 選挙管理委
員会事務局

たけした
議員

　投票率の向上を前提として、期日前投票所を増や
し、当日投票所を減らすべきである。
　２年後の市長選挙を目標としたい。

　答弁なし。 　投票所のあり方については、高齢化の進行への対
応、投票率の低下傾向、選挙人の偏在などの検討す
べき課題がある。

未済

　現状の課題整理を行い、投票所のあり方
や今後の方針を検討する。
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6月 市議会要望等事項
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成
年
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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 6 定例 本会議 管理部 施設課 北野議
員

　長尾小学校屋内運動場について、児童数に対して
規模が不十分であり、出入口の確保等立地についても
不安があることから、改築をすすめるべきである。

　本校舎改築当時に作成された学校全体の配置計画
案があり、これを基本方針としつつも、他校を含め老朽
化の進行した施設が多くあり、優先度の高い施設から
整備を進めていく。

済

2 27 6 定例 本会議 管理部 施設課 北山議
員

　市民からの要望書も受けており、小学校・幼稚園へ
の防犯カメラ整備を９月補正予算にて早急に進めるべ
きである。

　小学校への防犯カメラ導入を進めていく。 　小学校への整備時期や、幼稚園への整備について
は答弁なし。
　小学校への防犯カメラ導入に向けて、９月補正予算
要求の予定。

済

3 27 6 定例 本会議 管理部 学事課 田中議
員

　学校給食費の無償化について、段階的な取り組みで
も良いので、検討を進めてほしい。

　学校給食費の無償化については、義務教育におけ
る保護者負担の軽減を考えると有用であると捉えてい
るが、新たに7億円を超える新たな市の負担となること
から、今後、子育て世帯の経済的支援や義務教育に
おける保護者負担のあり方を含んで、学校給食費のあ
り方について調査、研究していく。

　現在、生活保護や就学援助により、年間約9千万円
を超える費用を市が負担してる。全児童生徒を対象と
した場合、さらに7億円が必要となる。
　また、全国的には学校給食費の無償化を実施してい
る自治体もあるが、若年世帯の定住化や流入を目的と
しており、本市の事情とは違う。
　今後は、義務教育における保護者負担のあり方につ
いて、他の自治体の事例も参考としながら調査・研究
を進める。

未済

　期限を設けず、調査・研究を進める。

4 27 6 定例 本会議 管理部 学事課 北野議
員

　学校給食費の公会計化後の督催告について、児童
生徒へ十分に配慮した方法で実施してほしい。

　督催告状の送達方法については、今後、関係者で
構成する検討委員会で、児童生徒への配慮や費用な
どを総合的に検討していく。

　答弁に同じ。

未済

　平成27年10月末までに検討予定。

5 27 6 定例 本会議 管理部 学事課 江原議
員

　全市的な視点に立った通学区域の見直しについて。 　答弁不要。 　まずは過大規模校や小規模校の解消を中心に検討
を進めており、、保護者や地域の皆さまのご意見をお
伺いしながら基本的な方針を策定していく。 済

10



11

6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）

6 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議
員

　制服は自由に選べるようにしてほしい。
性的マイノリティの子どもだけではなく、ハーフパンツを
男女ともに導入したように、すべての子が安心できる状
況をつくってほしい。その１つとして選べる制服を広げ
ていってほしい。

①教育支援課のサポーターや教育相談員・スクールカ
ウンセラー・SSW・介助員等に対しても周知を行い、学
校全体の中で受け止めていけるよう取り組んでいく。
「じんけん講座」では社会教育に関わる市民の方々に
も案内し啓発の場としていく。
②ラッシュガードの着用を健康上の理由からも許可し
たり、セパレート型の水着の導入、多目的トイレの設置
をしているところもある。今後も個々の状況に応じて学
校園での支援を進めていく。

   答弁に同じ。

済

7 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

井上議
員

　教育委員会において、障害者差別解消法に定めら
れている「対応要領」を作成するべきである。

　学校教育では、一人一人の子どもの障がいの状況等
に応じて「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」
の作成を進めており、子どもにとって適切な支援や教
育環境等について常に、評価し、見直している。この
個別の計画により、その子どもにとっての合理的配慮
が何であるのかが明確になり、望ましい教育環境の整
備や適切な支援につながるものと考えられる。
　今後も、この個別の指導計画の作成・活用を推進す
ることで、差別解消法の理念を具体化する。また、障が
いのある保護者や地域の方に対しての関わりについて
は、今後、市が作成する対応要領にもとづいて対応す
る。

   答弁に同じ。

済

8 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議
員

　幼児教育センターの設置は、平成２７年度（2015年
度）の重点施策としても挙げられている。。幼児教育の
重要性から、関係部署と協力して設置に向けて進めて
ほしい。

　現在、宝塚市立幼稚園等あり方研究プロジェクトの中
で協議しているところである。市立幼稚園の空保育室
等を拠点として、できるだけ早い時期での設置を考え
ている。

　答弁に同じ。

済

9 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議
員

　改正された県立高等学校入学者選抜制度の保護者
説明会を土・日曜日にも開催してほしい。

　答弁不要。

済

10 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大島議
員

　預かり保育料は、一般会計でなく、特別会計に組み
入れキッズサポーターに関する予算を現在より拡充し
ていくべきである。

　キッズサポーターに関する予算は、1園110,000円で
計上している。キッズサポーターは有償ボランティアで
お願いしており、1時間400円について登録時に説明
し、ご理解いただいている。

   答弁に同じ。

済

11 27 6 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大島議
員

　キッズサポーターに定年退職後の男性に協力しても
らうなどして、子育てを通じて地域へ貢献できるような
機会の場になるよう考えるべきである。

　答弁不要。

済

12 27 6 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

若江議
員

　３事業（寺子屋・ｻｲｴﾝｽｻﾎﾟｰﾀｰ・自己表現力向上）
をより進化させる方向で進めてほしい。

　H25は小学校3校､H26は11校､H27は13校今後も拡
充の方向｡学習習慣の確立と居場所づくりの効果があ
る。

　答弁に同じ。

済
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13 27 6 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

若江議
員

　教員の教育には時間がかかる｡小学校の英語の教科
化に向けて、計画的に進めて欲しい｡

　今の外国語活動の研修の中で、実質は英語の研修
を行っていく。

　答弁に同じ。

済

14 27 6 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

冨川議
員

　スポーツセンター北側にあった民間駐車場が閉鎖さ
れ住宅地になってから、市立スポーツセンター駐車場
が満車状態になることが多く、入庫待ちの車が前面道
路にあふれ渋滞で、スポーツセンター利用者以外にも
不便をかけている。
　以前、他の議員に答弁された武庫川左岸側河川敷
の一時利用などが提案されているが、何らかの対策を
早急に行う必要がある。今後の対応策を示してほし
い。

　スポーツセンター敷地内での駐車場の増設は極めて
困難なことから、武庫川左岸側の河川敷の一時的な利
用等、利用者の利便性を向上させるため、駐車スペー
スの確保に向けて検討を進めている。
　しかし、武庫川左岸側の河川敷の使用については、
現状では課題が多くハードルが高い。周辺の遊休地を
活用できないかも検討していきたい。

　現在は、混雑する土曜日と日曜日にはスポーツセン
ター敷地内にあるPal前のスペースに25台分確保する
とともに、日曜日で大きな大会があり駐車場内の混雑
が予想される場合は大会関係者用駐車場としてクリー
ンセンター職員駐車場を使用している。
　周辺で駐車場として利用が可能な物件の有無を調
査や、スポーツセンターの駐車場の料金体系の見直し
等を検討し混雑緩和に向けて取り組む。

未済

　周辺で駐車場として利用が可能な物件調
査を近日中に行う。また、時間貸し駐車場運
営の専門業者のアドバイス等によるスポーツ
センター駐車場の料金体系の見直し等も行
い混雑緩和に向けて取り組む。

15 27 6 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

冨川議
員

　クリーンセンター職員駐車場とスポーツセンターとの
間のフェンスに扉があるが、いつも南京錠がかけて閉
められている。スポーツセンターに向かう時に一旦道
路側に回らなければならないので、クリーンセンター職
員駐車場を借りる場合には扉を開放してほしい。

　現場を確認したうえで、開放が可能かどうかを検討す
る。

　答弁に同じ。
　本件はクリーンセンターの管理物件であるためクリー
ンセンターとの協議が必要。 未済

　近日中に、クリーンセンターと本件の取り扱
いについて協議する予定。
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1 27 6 定例 本会議 上下水道局 下水道課 江原議
員

　ゲリラ豪雨対策として、県道生瀬門戸荘線地下の水
路流量分流壁を活用して十分対策を行うよう要望す
る。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　豪雨時における水路の状況を注視し、必要な場合は
分流壁に改良を加えるなどの対応を行っていく。

済

2 27 6 定例 本会議 上下水道局 下水道課 江原議
員

　ゲリラ豪雨対策としての市道鹿塩蔵人線のパラペット
設置について、今後の様子を見ながら地元と相談して
進めて言ってほしい。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　豪雨時における水路の状況を注視し、パラペット設
置によるメリット・デメリットや他の施策の有効性につい
て、地元と調整しながら対策を検討していく。

済

1 27 6 定例 本会議 市立病院経
営統括部

中野議
員

　患者の利便性の向上、高齢化への対応のために病
院での無料バスの導入の検討を。患者増にもつなが
る。

　無料送迎バスを運行することについては、一定の経
費が必要となること、既存のバス路線との兼ね合いもあ
り、実施については慎重に検討する必要がある。

　患者の利便性の向上、高齢化への対応に関し、検討
を行っていく。

未済

　同左

2 27 6 定例 本会議 市立病院経
営統括部

井上議
員

　障害者差別解消法が平成28年4月から施行される。
その時になってから困らないように、研修など今から準
備してほしい。
障害者雇用促進法に基づく「事業主適切対処指針」
「合理的配慮指針」を推進してほしい。

　職員研修の機会を通じて、障害を理由とする差別解
消について、全ての職員に徹底が図れるよう取り組
む。

　患者サービス向上委員会において、障害を理由とす
る差別解消の取組について、研究、検討する。

未済

　同左

3 27 6 定例 本会議 市立病院経
営統括部

北山議
員

　病院の損害賠償事件に関して、病院は、手術前に麻
酔などによる後遺症や神経損傷の可能性について患
者から同意書を取っている。それでも、神経損傷による
損害賠償責任が生じるのか。同意書の内容や法的効
果についてチェックをすべきでは。

　弁護士等の専門家と協議し対応を検討する。 　弁護士等の専門家と協議し対応を検討する。

未済

　同左
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