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担当部：教育委員会
グループ名 フューチャースクール テーマ 今、僕たちに必要なこと
質問・提案内容（あらまし）と答弁後の対応
しつもん ていあん
質問（提案）：
・安倉小学校のエアコンはオンオフの切り換えができないので、とてももったいない
し、教室が寒くて体調を壊す人がいます。必要に応じてエアコンの設定ができるよう
に、各教室にリモコンを置いていただきたいです。
とうべん
答弁
：
全館空調方式の市立小中・養護学校が現在７校あり、教育委員会ではこれらの学校
を、教室ごとにオンオフや温度調節ができる個別空調方式へ切り替えを計画していま
す。
対応状況：
その後
その後ご のたいおうじょうきょう
各教室からリモコン操作ができるよう、全館空調方式から個別空調方式への切り替
えを、計画的に進めていきます。平成２６年度は、安倉小学校ではありませんが、１
校切り替え工事を予定しています。
（教育委員会）

質問（提案）：
・養護学校の南棟のエアコンは非常に古く、温度調節がうまくできません。養護学校
の生徒には、体温調節が苦手な人がたくさんいます。新しいエアコンに取り替えてく
ださい。
とうべん
答弁：
現在、床置き式のものを教室の隅に設置しているために教室全体に風がいきわたる
のに少し時間がかかる状態だと思います。設備そのものの老朽化も進んでいるため、
エアコン全部を取り替える計画をしています。しかし、学校の整備には多額の費用が
必要となります。市立小中学校では現在、大きな地震があった場合でも皆さんが安全
で安心して勉強できることを一番に考えて、地震に耐えられるよう校舎を補強するた
めの耐震補強工事を最優先に取り組んでいます。そのため、エアコンの個別空調化や
改修については、耐震補強工事を終えてから、順番に取り組みますので、しばらく
待っていてください。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
養護学校の南棟のエアコンについては、来年度の取り替えは難しい状況ですが、教
育委員会としては早く取り替えたいと考えておりますので、引き続き取り組んでいき
ます。
しつもん

ていあん

（教育委員会）

質問（提案）：
・山手台中学校には冷水機がなく、飲み物を持参しても、特に運動部の生徒はすぐに
飲み切ってしまったり、十分な水分摂取ができずに熱中症になりかけた友達もいま
す。冷水機の設置は生徒からの要望も多く、学校の予算で買うのは難しいので、ぜひ
市の予算で冷水機の設置を検討していただきたいです。
とうべん
答弁
：
冷水機ではありませんが、全部の学校で、みなさんがより安心してお水が飲めるよ
うに、水道局からのお水を、一旦、学校の屋上にあるタンクに、貯めたものを蛇口か
ら飲むのではなく、いくつかの蛇口を水道管と直接つなぐ工事を、この夏休みに進め
ているところです。
しつもん

ていあん
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その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
冷水機の設置について検討していますが、まずは、全学校の外部手洗などを、タン
クに貯めず水道管とじゃ口を直接つなぐ直結式にして、飲み物が足りなくなったとき
に安心して水分補給できるようにする工事をしています。
（教育委員会）

質問（提案）：
・中山五月台小学校、丸橋小学校、山手台中学校のトイレはとても汚いです。掃除を
しても臭いや汚れは充分に取れません。さらに、臭いがとれない原因として、換気が
出来ていないことが考えられます。換気扇の点検や、消臭剤の設置など対策をお願い
します。
とうべん
：
答弁
本年度は、小学校９校、中学校６校、幼稚園３園、それと特別支援学校の１９校園
について、民間業者によるトイレの清掃を７月から順次行っています。丸橋小学校、
山手台中学校は既に終了し、臭いがほとんどなくなったという報告を受けています。
中山五月台小学校については、現在行っている学校耐震化工事が完了した後、二学期
中に清掃する予定です。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
中山五月台小学校、丸橋小学校、山手台中学校のトイレは、夏休みから秋にかけ
て、専門の業者さんに掃除をしてもらいました。今後は、各学校のみなさんで、きれ
いな状態が保てるよう清掃してください。また、山手台中学校で換気扇１ヶ所の故障
があり、修繕しました。
（教育委員会）
しつもん ていあん
質問（提案）：
・丸橋小学校、中山五月台小学校では、以前窓の木枠がささくれており、そのトゲが
刺さってケガをするといった問題がありました。危険なところから、少しずつリ
フォームしてください。
とうべん
答弁
：
窓の木枠がささくれて危険な状態があれば、先生に連絡して下さい。先生から連絡
してもらえれば、すぐに修理します。
学校施設については、日頃の点検・修理によって改善を行っていますが、傷み具合
によっては、普通の修理では充分に直せず、大がかりな改修工事を実施する必要があ
るので、傷みの大きな学校から順番に整備するようにしています。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
丸橋小学校・中山五月台小学校について調査を行いましたが、今は危険と思われる
箇所は見当たりませんでした。その後、各学校より具体的にこのような修理連絡は
入っていませんが、連絡があればすぐに対応します。
しつもん

ていあん

（教育委員会）
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しつもん ていあん
質問
（提案）：
・美座小学校には、現在男子更衣室がありません。男子は教室で着替えているので、
女子はなかなか教室に入れず、教室の前を通るだけでけんかになることもあるので、
廊下側の窓に目隠しカーテンをつけてください。
とうべん
答弁
：
普通教室の廊下側は、不審者が入ってくるなどの緊急事態が発生した場合に、先生
が各教室の状況がみわたせるように、カーテンなどを付けないようにしています。男
子更衣室として使用していた教室が育成会の教室となったため、昨年までとは状況が
変わり苦労されていると思います。先生と相談しながら、皆さんで更衣する時のルー
ルを決めて仲良く使用できるようにして、学校生活が気持ちよく送れるようにして下
さい。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
答弁したとおり先生と相談し、学校で教室を工夫して使用するようにしてくださ
い。

（教育委員会）

質問（提案）：
・宝塚市立中学校の間では、年に２回生徒会交流会があります。このような交流の場
を、公立私立交えて開くことができれば、お互いに色々なことを学べます。ぜひ公立
私立での生徒会交流会開催を、市立中学校間の生徒会交流会のような場で呼びかけて
いただきたいです。
とうべん
答弁
：
市では、以前から公立中学校の生徒会役員が集い、各校での取組や課題について意
見交流を行っています。
公立私立中学校間で生徒会交流をすることは、みなさんがよい学校をつくるために
日々頑張っている姿や、仲間のために自治会活動に取り組んでいる様子をお互いに話
し合い、絆を深めながら同年代の者同士が一緒に考える大切な機会ですので、そのた
めには、みなさんがそれぞれの学校で呼びかけ、実現に向けて取り組んでください。
教育委員会としてもみなさんの思いを各学校に伝えて、実現していくよう取り組んで
いきます。
対応状況：
その後
その後ご のたいおうじょうきょう
教育委員会としては、皆さんの思いを各学校に伝え、皆さんのお手伝いをさせてい
ただきます。
しつもん

ていあん

（教育委員会）
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担当部課：都市安全部（防犯交通安全課、道路政策課、道路管理課）、教育委員会
グループ名 子ども交通安全課 テーマ 自転車の交通安全と学校のグラウンドについて
質問・提案内容（あらまし）と答弁後の対応
しつもん ていあん
質問（提案）：
・駅前にある駐輪場はどれも有料ばかりです。何度も来る人は多額を払わなくてはい
けないし、僕達学生のおこづかいは多くありません。払いたくないのを理由に、ロッ
クをかけずに止めている大人達も多いです。そういうのをなくすためにも、無料の駐
輪場をつくるまたは、今ある駐輪場を学生だけでも無料にしてください。
とうべん
答弁
：
自転車は手軽でとても便利な乗り物であるため、子どもから大人まで、多くの方々
が利用されています。特に、駅周辺には多くの自転車が集まってきます。
駐輪場の利用には料金を負担していただいていますが、これは駐輪場を維持、管理
していくためには管理人等の人件費や施設の電気代などの経費がかかるため、駐輪場
を利用する人たちに一部負担していただいています。
学生の利用に関しては、定期的な利用者には学生定期料金を設け、少し割安として
おりますが、一時的な利用の場合は、一般の方と同じく、自転車１日１回につき１０
０円が必要となります。小学生や中学生の皆さんがおこずかいから使用料金を払うの
は大変だと思いますが、自転車を利用するみんなで負担しあって安全なまちをつくっ
ていきたいと考えています。
なお、駐輪場でロックを掛けずにお金を払わない利用者に対しては、きちんと料金
を払っている利用者との不公平をなくすために、直接本人に注意をするよう努めてい
きます。

その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
答弁のとおり料金の変更は行っておりません。ただし、一つの意見として、今後、
駐輪場運営のあり方を議論していく中での参考といたします。
（防犯交通安全課）

質問（提案）：
・安倉中学校のすぐ横にある下ノ池の北側の歩道は、自転車とすれ違う時いつもぶつ
かりそうになります。植木をなくして、ガードレールを設置し、その分歩道の幅を拡
張したり、池を少し埋め立て大幅に拡張してほしいです。
とうべん
答弁
：
この歩道の車道寄りには植木があり通行できる幅が狭いことから、人と自転車のす
れ違いが困難な状況にあります。
ご提案にある池を埋め立てることや高い植木を切ってしまうことは困難ですが、少
しでも安全通行が出来るよう、早急に歩道を狭くしている低い植木の枝を切ったり、
雑草を刈ったりします。また、今後低い植木をなくし一部を舗装に替えるなど、歩道
の通行できる幅を増やす改良を検討していきます。
対応状況：
その後
その後ご のたいおうじょうきょう
2月の初めごろから一部の場所で植木をなくして横断防止柵をつける工事をしていま
す。来年度以降にもひき続き工事を行いますので、ご協力をお願いします。
しつもん

ていあん

（道路管理課）
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しつもん ていあん
質問
（提案）：
・今道路を自転車で走ろうとすると危険です。なぜなら車道を走る車とのさかいがな
く自転車と車がスレスレの所を通っているからです。自転車は歩道を通ることが出来
ないので結局車道を通らなくてはいけません。だから、車道に自転車専用道路が必要
だと思います。設置を考えてください。
とうべん
答弁
：
自転車専用道路の設置についてですが、現在、市内の道路の多くは、全般的に道路
の幅に余裕がないため、自動車、自転車、歩行者のそれぞれに専用の通行帯を設ける
ことが難しい状況にあります。兵庫県が設置しようとする自転車専用通行帯が安全で
効果があるかを確認しながら、基本的には現在の歩道において、歩行者と自転車が安
全に通行できるためにどのような対応ができるかを検討していきます。
また、今後、新たに造る道路では、将来予測される自動車や自転車、歩行者の交通
量など考慮しながら、歩行者や自転車が安全に通行できる空間の確保を目指していき
ます。
対応状況：
その後
その後ご のたいおうじょうきょう
自転車専用道路（自転車道）は、歩道部分の他に一定の自転車が通行できる道路幅
がないと設置できず、残念ながら宝塚市が管理する道路にはその余裕がありません。
しかしながら、兵庫県が平成26年度以降に市役所前交差点から仁川方面への県道の車
道両端に、青色カラー塗装した自転車専用通行帯の設置に向けて施工中です。これに
より、自転車が原則車道の左端を通行するための部分が確保されるわけですが、道路
交通法では、小学生以下の児童・幼児や70歳以上の高齢者の方などは、歩行者に注意
しなから歩道の車道寄りを安全な速度で通行できることになっています。
市では関係機関・団体の皆さん、市民の皆さんと協力して自転車の交通ルールとマ
ナーの普及をより一層進めており、特に自転車事故が多い地域については自転車マ
ナーアップゾーンに指定して、自転車の交通事故防止に努めてまいります。
（防犯交通安全課、道路政策課）
しつもん ていあん
質問（提案）：
・美座小学校区では広い道路をわたる時やせまい道路から広い道路に出る所で自転車
と車や自転車とバイクがぶつかる事故や、ぶつかりかけた事があります。その場所に
安全マークを取り付けたりすると良いと思います。
とうべん
答弁
：
美座小学校区内の自転車と自動車、自転車とバイクの交通事故発生をご心配されて
いる国道176号旭町3丁目交差点のファミリーレストラン先について現地調査をしま
した。現場の交差点には信号機があり、さらに歩道と歩道間の横断歩道には歩行者・
自転車専用信号機が設置されています。
しかしながら、歩道を走る自転車の信号無視や信号に気付かないことによる交通事
故発生が心配されます。事故防止対策として、自転車に対して信号を守るよう、ま
た、自動車・バイクに対しては横断する人や自転車への注意を促す看板などの設置を
検討します。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
美座小学校区を通る国道176号は自動車やバイクの他に自転車の通行も多いため、
市は警察署などと協力して、自転車の安全運転を呼びかける街頭啓発活動を実施して
います。今後も地域の皆さんのご協力を得ながら啓発活動を進めてまいります。

（防犯交通安全課）
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しつもん ていあん
質問
（提案）：
・グラウンドを芝生化してほしいです。それが無理なら土の入れかえをしてほしいで
す。天気が良くても校内で遊んでいる人がたくさんいます。少しでも校内で遊んでい
る人が外で遊ぶようにするために、運動場を芝生にしてほしいです。こけても痛くな
いし、やわらかくて気持ちが良いと思います。また、野球の時に運動場に水溜りがあ
ると、水取りをしてから練習するため練習時間が少なくなり困っています。できれば
土の入れかえをしてください。
とうべん
答弁
：
学校のグラウンドの芝生化についてですが、芝生を植えると、芝生の表面は太陽光
の熱を吸収して温度を下げるため、芝の上を通った風は、土の上を通る風より温度が
低く、暑い夏のグラウンドの温度上昇を押さえることができ、地球温暖化防止の効果
も期待できます。また、環境教育の教材として理科や総合学習の中で生きた教材とし
て活用できることや、ころんでも怪我が少なくなったり、グラウンドの砂ぼこり対策
になるなど、快適で豊かな環境をつくるうえで多くの効果があると言われています。
一方、芝生を植えたグラウンドは多くの人が利用するのでどうしても芝生が擦り切
れて弱ってしまうことや、芝生を植えるために必要となる工事費や維持管理費もかさ
むなどの課題があります。今後、各学校と充分に協議して、グラウンドの芝生化につ
いて検討していきたいと思います。
次に、グラウンドの土の入れ替えについてですが、耐震補強工事が終った学校から
順番に、グラウンドの整備をするようにしています。今後も、グラウンドの傷んでい
る学校を順次整備していきます。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
グラウンドの芝生化には莫大な工事費や維持管理費がかかるため、今後も学校との
話し合いを続け、考えていきます。土の入れかえについては、平成２５年度は宝塚小
学校・長尾南小学校・安倉北小学校・御殿山中学校の４校で実施しました。平成２６
年度は、小学校１校・中学校１校で予定しています。今後も、グラウンドの土の入れ
かえを順次実施していきます。
（教育委員会）
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担当部課：都市安全部（総合防災課）、環境部（環境政策課、生活環境課）、
産業文化部（観光企画課）、教育委員会
グループ名 宝塚市環境支援隊 テーマ 宝塚市の環境について
質問・提案内容（あらまし）と答弁後の対応
しつもん ていあん
質問（提案）：
・東日本大震災のニュースを見て、物資が足りていないように感じました。宝塚市の
避難場所は主にどこで、どれくらいの備蓄が備えられているのでしょうか。また、あ
る学校では防災頭巾が座布団になっています。これを宝塚市の小中高で統一してほし
いです。
とうべん
答弁
：
市の主な避難場所についてですが、市では台風や地震などの大きな災害に対応する
ため、宝塚市地域防災計画を定めており、この計画において、皆さんが通っている小
学校や中学校の体育館や校庭を、指定避難場所という名称で、災害時の避難場所に定
めています。
次に、避難場所の備蓄についてですが、指定避難所の小学校や中学校の体育館に
は、毛布や段ボールベット、食事に使うお椀や割り箸などを保管しています。
他にも、市内にある8箇所の備蓄倉庫に約4万食の非常用の食糧を保管しており、小
学校や中学校などの避難所へ順次届けることになっています。
このように、市では物資等を備蓄して災害に備えていますが、皆さんの家庭でも災
害に備えて、最低3日分の飲料水や非常食を備蓄するようにしてください。
宝塚市の小中高で、座布団を防災頭巾になるように統一してほしいについてです
が、災害が発生した時に身を守るためには、みなさんがその時の様子に合わせて判断
し、素早く行動を取ることがとても重要です。
教育委員会としては、各学校での防災頭巾の統一までは考えていませんが、防災に
役立つ情報を集め、学校に伝えていきたいと思います。
防災頭巾が手近にない時でも「手で頭を覆う」「上着を頭にかぶせる」「かばんで
頭を守る」等、それに代わるものをとっさに考えて使い、どんな時にでも自分の身を
自分で守ることが大切です。

その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
市では、小中学校の体育館や地域の公共的会館、福祉施設を避難場所に定めていま
す。備蓄については、市内にある8箇所の備蓄倉庫に約4万食の非常用の食糧を保管し
ており、賞味期限が切れる前に点検、補充を行っています。また、災害時に非常用の
食糧の不足に備えて、民間の事業者と協定を結び、物資の補充に協力をお願いしてい
ます。
防災頭巾の統一については答弁のとおりです。防災に役立つ情報について、兵庫県
教育委員会発行の「明日に生きる」の活用や、避難訓練、１．１７防災集会などを通
じ、命を大切にし、自分の身は自分で守る行動を身につけられるよう、機会を捉え取
り組んでいるところです。
（総合防災課、教育委員会）
しつもん ていあん
質問（提案）：
・公共の場のポイ捨て対策として、ゴミ箱をなくす試みが行われていると聞いたこと
があります。本当にゴミ箱をなくす試みが行われているのですか。また、宝塚花火な
どの大きなイベントの時、宝塚市ではどのような対策をとっているのですか。
とうべん
答弁
：
例えば、花火大会でのゴミ対策については、会場内の皆様に、ゴミは各自でお持ち
帰りいただくようお願いするとともに、ゴミ箱を設置したり、皆様が帰った後にス
タッフがゴミ拾いをし、分別して、クリーンセンターに運んで処分しています。
また市では、外出先でのごみはできるだけ持ち帰り、ごみの量を減らしていく取り
組みを進めています。このことから、現在、市内に設置しているごみ箱についてでき
るだけ無くしていこうとしており、設置し始めたときに比べ半分以下になっておりま
す。
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その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
まちを美しくするために公共施設やバス停に設置してきたゴミ箱については、ゴミ
の分別の種類が増えてきたことや、ゴミは自宅に持ち帰り、きちんと分別して処理し
てもらうために、ゴミ箱をできるだけ無くしていこうとしています。ただ、平成２５
年度中は撤去はありません。
また、大きなイベントでの対策として、花火大会でのゴミ対策については、今年度
も会場内にゴミ箱を設置する、皆様が帰った後にスタッフがゴミ拾いをするなどの取
り組みを行いました。今後も、花火大会等のイベントのチラシにゴミの持ち帰りを呼
びかけるなど、まちの環境に配慮した対策を行っていきます。
（生活環境課、観光企画課）
しつもん ていあん
質問（提案）：
・山手台にも図書館をつくってほしいです。現在山手台には図書館がなく、２週間に
１度の移動図書館しかありません。読みたい時に読みたい本を読むこともできませ
ん。図書館があれば、そこに人が集まるので各家庭の節電にもつながっていくと思い
ます。
とうべん
答弁：
図書館施設を市内にバランスよく整備することが望まれるところですが、要望のあ
る地域ごとに図書館を設置することは難しいと考えています。今後、新たな図書館
サービスとして、今ある公共施設等に空き部屋等があれば図書館として活用できない
か検討していきたいと考えています。
「移動図書館車すみれ号」の巡回の回数は限られていますが、読みたい本をイン
ターネットや電話で予約して、すみれ号で受け取るサービスも広めていますので、ぜ
ひ利用してください。
市でも、市民の皆さんの節電の取り組みを応援する「節電上手たからづか」キャン
ペーンを一昨年から行っています。中でも、「節電映画会」には、多くの子ども達に
きていただき、大好評でした。今年も行っていますので、皆さんもぜひご来場くださ
い。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
図書館サービスとして地域ごとに図書館を設置することが困難なため、公共施設の
図書室等の充実を検討していますが山手台地域の小・中学生につきましてはそれぞれ
の学校図書館を充実することにより、それぞれの学校図書館を活用していただきたい
と考えています。
利用していただいている移動図書館車は本年４月から新車になりますので楽しみに
していてください。そして、読みたい本をどんどんリクエストしてください。出来る
限りご用意いたします。
また、市立東公民館の中にある山本南分室が本年４月から土、日曜日は午前１０時
から開館しますのでご家族そろってご利用ください。お待ちしています。
昨年の節電にご協力いただきありがとうございました。今年の夏も電力不足が予想
されることから、節電映画会やお店などへのお出かけキャンペーンなどを実施して、
市民の皆さんの家庭での節電の取り組みを応援していきます。
（環境政策課、教育委員会）
しつもん ていあん
質問（提案）：
・真夏の学校対策として、校庭に芝生を敷いてほしいです。市内のある学校では、校
庭の芝生化を行ったことによって涼しくなり、朝礼時などで倒れる人が減ったそうで
す。全面は無理でも、体育館の裏や中庭などから芝生化してほしいです。そして、芝
生は自分たちの手で植えつけるのがよいのではないでしょうか。

8

とうべん
答弁
：
本市では2011年度から、市立幼稚園の園庭の一部に、芝生を植える事業を進めて
おり、本年度中に、12園のうち6園が芝生化されます。
芝生を植えると、芝生の表面は太陽光の熱を吸収して温度を下げるため、芝の上を
通った風は、土の上を通る風より温度が低く、暑い夏のグラウンドの温度上昇を押さ
えることができ、地球温暖化防止の効果も期待できます。また、環境教育の教材とし
て活用できることや、快適で豊かな環境をつくるうえで、多くの効果があると言われ
ています。
一方、学校のグラウンドは多くの人が利用するので、どうしても芝生が擦り切れて
弱ってしまうことや、芝生を植えるために必要となる工事費や維持管理費もかさむな
どの課題があります。
今回、皆さんが、環境問題を考えるのと合わせて、芝生の植え付けを自分達の手で
行う、と言う提案は良い考えだと思います。今後、各学校と協議をしながら、学校の
グラウンドや今回提案のあった体育館の裏や、中庭などを部分的に芝生化することに
ついて考えていきます。
対応状況：
その後
その後ご のたいおうじょうきょう
小学校の芝生化については、課題が多くありますが、学校の先生と話しあいながら
考えていきます。

（教育委員会）
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担当部課：都市安全部（公園緑地課）、企画経営部（政策推進課）
グループ名 まちを元気にし隊 テーマ 宝塚全体の活性化に向けて
質問・提案内容（あらまし）と答弁後の対応
しつもん ていあん
質問（提案）：
・ボール遊びをしたくても、ボール遊びができない公園が多く、外で元気に遊ぶ子ど
もの数が減少しています。そこで、今現在設置されている公園の中でも、比較的大き
な公園のいくつかに、ボールを使用してもよいスペースを作ること、ボールを使用し
てもよい時間帯を作り、時間が確認できるように時計を設置する必要があると思いま
す。
とうべん
答弁
：
ご提案いただいたことについてですが、公園の大きさにかかわらず、公園でのボー
ル遊びは、それを、迷惑と受け取る方もおられますので、公園を利用する人や地域の
方々の理解が必要となる場合があります。そこで、ボール遊びが可能な既存の公園を
確認しながら、皆さんの提案を地域にお伝えし、ボール遊びができるようにみんなで
話し合っていきます。
なお、公園内に時計を設置することについてですが、暗くなりはじめることで時間
を感じたり、どうしても時間を知りたい場合は、地域の人に聞くということも、大切
なことではないかと考えていますので、時計を設置している公園が少ないのが現状で
す。
その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
中山地域に新たな公園の整備を計画しており、地元の自治会や子ども会、老人会の
代表者と意見を交わしながらより良い公園になるように協議しています。
（公園緑地課）

質問（提案）：
・公園で子どもが安心して遊べるように、宝塚市が全ての遊具を管理し、破損状況を
きちんと把握することが大事だと思います。また、雑草は公園近くの自治会などが子
どもと一緒に草抜きを行うことで、自分たちで使用した場所を自分たちできれいにす
ると思います。そして、全ての公園にゴミ箱を設置し、しっかりゴミをゴミ箱に捨て
させるようにすれば、きれいな場所で楽しく遊べるようになると思います。
とうべん
答弁
：
宝塚市が全ての遊具を管理し破損状況をきちんと把握することについてですが、
2009年度に全ての公園内の遊具の点検調査を実施しました。この点検結果から傷み
の激しい遊具を順次更新をしているところです。また、公園を管理する中で不具合が
見つかった場合や市民の皆さんからの連絡があれば、その都度、修繕しています。
次に、雑草は、現在４３箇所の公園で、地域の自治会や老人会が中心となって公園
の清掃や草刈を行っていただいています。その団体が活動を行っている時に、皆さん
が一緒に草抜きなどをしていただければ嬉しいです。
公園にゴミ箱を設置することについては、現在は、公園に設置しているゴミ箱に家
庭から出たゴミを捨てたり、カラスのいたずらがあるなど、多くの問題が出ているた
め、日常の清掃などでお世話になっている地域住民の方々にも大変ご迷惑をおかけし
たことからゴミ箱を撤去したところです。
市としましては、現在、公園で発生したゴミは各自で持ち帰っていただくよう、
「ゴミを持ち帰る」運動を行っています。
しつもん

ていあん
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その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
答弁した内容のとおりです。
（公園緑地課）

質問（提案）：
・ガーデンフィールズの跡地などを利用してテーマパークや植物園をつくり、子ども
からお年寄りまで楽しめるようにすれば、もっとまちが元気になると思います。
とうべん
答弁
：
現在、土地の一部を取得できるよう話し合いを進めており、９月からは市民ワーク
ショップを開催し、市民と一緒に土地の活用について考えていきます。
しつもん

ていあん

その後
対応状況：
その後ご のたいおうじょうきょう
市では昨年の１１月から宝塚ガーデンフィールズの跡地の利活用をテーマに市民
ワークショップを開催しており、広く市民の皆様からご意見、ご提案をいただいてい
ます。いただいたご意見、ご提案を効果的に取り入れた土地活用についての基本構想
を今年度中に策定し、たくさんの緑があふれる現在の素晴らしい環境をできるだけ残
し、子どもからお年寄りまで多くの人に親しまれ、集える場所にしていきたいと考え
ています。
（政策推進課）
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