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平成２７年度 第１６回宝塚市子ども議会会議録
1 開

会
議
会

開
閉

平成２７年（２０１５年）８月１９日（水） 午後１時３０分
同
日
午後１時３０分
同
日
午後３時４５分

2 出席議員（２４名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3

氏 名

池田
かもん
賀門
やまたに
山谷
おがわ
小川
ふなおか
舩岡
いなば
稲葉
おおしま
大嶋
きのした
木下
まき
真木
おおさか
逢坂
たつみ
辰巳
おかだ
岡田
いけだ

光希
さ き
沙綺
さえ
紗英
ゆうま
悠真
ゆう き
佑季
かほ
香帆
まさ き
理希
すず え
涼恵
かな と
奏人
じえい
慈英
ゆうた
優太
ゆうや
侑也
こうき

学 校 名
宝塚小学校
宝塚小学校
長尾小学校
長尾小学校
西谷小学校
西谷小学校
西山小学校
西山小学校
逆瀬台小学校
逆瀬台小学校
末広小学校
末広小学校

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

職務のため出席した事務局職員の職氏名
事務局
子ども家庭室長
村上 淳一
子ども政策課係長 堀田 真希
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氏 名

吉住 恒輝
おがわ ゆう
尾川 悠宇
いしばし こ はく
石橋 瑚白
しろうず ゆうき
白水 優貴
いわもと あいこ
岩本 愛子
やなぎだに はる か
柳谷 春圭
おおいずみ よう じ
大泉 陽路
ほりえ しょうた
堀江 翔太
きむら けんや
木村 健哉
やまだ じゅんぺい
山田 惇平
すがわ ちさ
須川 知紗
みね
三根 とう澄だい大
よしずみ こう き

子ども政策課長

学 校 名
安倉北小学校
安倉北小学校
すみれガ丘小学校
すみれガ丘小学校
雲雀丘学園小学校
雲雀丘学園小学校
宝梅中学校
高司中学校
南ひばりガ丘中学校
中山五月台中学校
宝塚西高等学校
雲雀丘学園高等学校

小西 清久

4 答弁のため出席した者の職氏名
役 職
市 長
副市長
理事
技監
企画経営部長
市民交流部長
総務部長
都市安全部長
危機管理監
都市整備部長
健康福祉部長

氏 名
中川 智子
井上 輝俊
上江洲 均
中島 廣長
福永 孝雄
中西 清純
森本 操子
坂井 貞之
山中 毅
井ノ上 彰
川窪 潤二

役 職
子ども未来部長
環境部長
産業文化部長
消防長
議会事務局長
教育長
管理部長
学校教育部長
社会教育部長
上下水道事業管理者
病院副事業管理者

※出席していただいた市議会議員
宝塚市議会議長
石倉 加代子
宝塚市議会副議長 伊福 義治

5 議事日程

宝塚市子ども議会議事日程
平成２７年(２０１５年）８月１９日（水曜日）午後１時３０分開議

日程
1

議案番号

件 名
一般質問

内
容
一般質問一覧表のとおり
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氏 名
小坂 悦朗
酒井 喜久
山本 寛
石橋 豊
岸本 和夫
須貝 浩三
和田 和久
五十嵐 孝
大西 章
森 増夫
谷本 政博

6 一般質問一覧表
学校名
グループ名
逆瀬台小学校 逢坂 慈英 議長 が議事進行
逆瀬台小学校
末広小学校
長尾小学校
１ Ｉ ｌｏｖｅ 宝塚
安倉北小学校
安倉北小学校
宝梅中学校
宝塚小学校
長尾小学校
２ あんぜんなまちにし隊 西谷小学校
雲雀丘学園小学校
高司中学校
南ひばりガ丘中学校
休憩
安倉北小学校 尾川 悠宇 副議長 が議事進行
西山小学校
末広小学校
The すみれガ丘小学校
３ TAKARAZUKA
Good Future
すみれガ丘小学校
雲雀丘学園小学校
雲雀丘学園高等学校
宝塚小学校
西谷小学校
４ 宝塚を盛り上げ隊 西山小学校
逆瀬台小学校
中山五月台中学校
宝塚西高等学校
順番

議長
副議長

学年

逆瀬台小学校
安倉北小学校

氏名

6年 真木
6年 辰巳
6年 小川
6年 吉住
6年 尾川
3年 大泉
6年 賀門
6年 山谷
6年 稲葉
6年 柳谷
3年 堀江
3年 木村

奏人
優太
悠真 今を生きる子どもに必要なコト
恒輝
悠宇 ○
陽路 Ｌ
沙綺
紗英
香帆 日々の暮らしの安全について
春圭
翔太 Ｌ
健哉

6年 木下 涼恵
6年 岡田 侑也
6年 石橋 瑚白 いいまち 美しいまち 宝塚の環
6年 白水 優貴 境づくりへ
6年 岩本 愛子 Ｌ
1年 三根 澄大
6年 池田 光希
6年 舩岡 佑季
6年 大嶋 理希 こんなまちがいいな(^^)宝塚の未
6年 逢坂 慈英 ◎ 来と夢の実現のために！！
3年 山田 惇平
2年 須川 知紗 Ｌ
※◎・・・議長、○・・・副議長
※Ｌ・・・リーダー
逢坂 慈英
尾川 悠宇
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発表テーマ
（ 発表内容予定 ）

開会にあたり、子ども議員を代表し、ご
平成２７年度第１６回宝塚市子ども議会
（平成２７年８月１９日） あいさつさせていただきます。
会議のてんまつ（会議録）

○村上子ども家庭室長
大変、長らくお待たせいたしました。
子ども未来部子ども家庭室長の村上でご
ざいます。
ただいまより、子ども議員が入場いたしま
す。
皆さま、盛大な拍手でお迎えください。

僕たちの宝塚市には、２２７，５２１人の
人々が暮らしています。その一人ひとりの市
＜子ども議員拍手で入場＞ 民が幸せであるために、多岐にわたる問題に
ついて話し合いを重ね、知恵を出し合って、
より良いしくみを作っていくことが大切です。
そして、宝塚を世界に誇れるまちにするた
めに、僕たち子どもも主体性をもって取り組
んでいきたいと思っています。
副議長の安倉北小学校・尾川悠宇さんに
は、この子ども議会の最後にあいさつをして
もらいます。
＜理事者紹介＞ 次に、宝塚市を代表して、市長さんにご
あいさつをいただきます。
― 開会 午後１時３０分 ―
中川市長よろしくお願いします。
― 開

会 ―

― 市 長 あ い さ つ ―

○中川市長（登壇）
皆さま、こんにちは。今日は、子ども議
○逢坂慈英議長
会の開催、大変楽しみにしておりました。
皆さん、こんにちは。
子ども議員になってくださった２４名の皆
ただいまご紹介を受けました、議長をつ さま、本当にありがとうございます。２回に
とめます逆瀬台小学校６年・逢坂慈英です。 わたって議論を重ねていただき、そして今日
ただいまから、第１６回宝塚市子ども議会 ご質問をいただけること、大変楽しみにして
を開会いたします。
おります。いっしょうけんめい答弁をいたし
― 開議 午後１時３０分 ―
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ますので、どうかこの子ども議会での様々な
発言が、まちづくりに大いに役に立っていく
ように、お互いに頑張りたいと思っておりま
す。
皆さんもどうか肩の力を抜いて、私たち
も少し緊張しているのですけれども、適度な
緊張感をもって、でもあまり硬くならずに、
子ども議会を進めていければと思っておりま
す。
そして傍聴の皆さまも、本当にありがとう
ございます。

皆さんからいただいた大切な税金を、ど
のようにまちづくりに使っていくか、人々の
暮らしの安心安全のために使っていくかとい
う、非常に大事な仕事であるにもかかわらず、
いざ選挙となると、投票率が２人に１人にも
ならないというのが、現実です。
しかし、来年の参議院選挙からは、１８歳
から投票権が与えられることになります。今
日も、高校２年生の人、高校１年生の人も子
ども議員として座ってくださっていますけれ
ども、もう再来年には、一票をもつことにな
るわけですね。その一票は非常に重いという
こと、それにはまず、政治に関心を持ってい
ただいて、そして、自分たちが主役としてま
ちづくりに取り組んでいかなければいけない、
その中で、今回の経験が、皆さんの未来にと
って、将来にとって、大変役に立つだろうと
いうことを確信しておりますし、今回の質問
の中身も、非常に多岐にわたる鋭い質問が多
い、そのことをうれしく思っております。
宝塚市は様々な施策を行っているわけで
やはり、政治に関心を持っていただいて、
すけれども、通常この議場は、選挙で選ばれ 一票を大切にしていただきたいというのが、
た２６人の議員さんが、いっしょうけんめい 私たちの願いです。
市民の幸せのために、そして今、議長からの
ごあいさつにもありましたように、もっとも
っと宝塚市が世界に誇れるまちになるように
したい、そして子どもたちが幸せに暮らして
いけるまちにしていきたい、と皆で頑張って たとえば、例をいくつか挙げますと、自
いる、神聖な場所です。
治体によって施策が違うことが結構あるんで
ただ残念なことに、選挙のときの議員さん すね。
を選んだり、そして市長を選んだりするとき 皆、目的は市民の幸せのため、安心安全
の投票率というのは、５０％を超えることが に暮らしてもらうため、そして未来につなが
あまりありません。市長の選挙のときも４ っていくため、ということを大きな目的にし
４％ちょっと、ということは、２人に１人が ていますが、学校給食ひとつとっても違いま
投票に行かない、という状況です。
す。宝塚市は、中学校も給食があります。し
かし、近隣のまちを見ると、小学校だけとい
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う自治体も、大変多くあります。そして、学
校給食の作り方ひとつとっても違います。宝
塚市は、学校の中に調理場がありますね。皆
さん、公立の小学校、中学校の方々は、学校
の中に調理場がありますけれども、ちょっと
外に出てみると、学校の中に調理場がなくて、
工場、センターで作ってトラックで運ぶとい
う形式をとっている、そのような自治体もあ
ります。このように、給食ひとつとっても違
いがあります。
また、子どもの医療費もそうですね。宝塚
市や、近隣の自治体はほぼ同じなんですけれ
ども、中学３年生まで、所得制限というのが
ついてはいますけれども、無料です。でも、
違う自治体では、幼稚園まで、つまり就学前
までが無料で、小学校に入ったら何割かの負
担をしなければいけない、というところもあ
ります。
このように、色々なかたちで、自治体に
よって市民へのサービスが違う。これを、も
っとより良く、市民の側に立って、やってい
かなければならないことがたくさんあるわけ
です。
私ども宝塚市では、２２万７千人余の人口
の中で、大人の声は、結構聴く機会がありま
す。色々な団体の中で、大人の方たちの声を
聴く機会は多いんですけれども、子どもも、
２２万７千人余の中に含まれている、大切な
市民です。それが、なかなか子どもさんたち
の声を聴く機会がない。
やはり、子どもたちのための未来ですか
ら、実際に学校や地域、色々なところで生き
ている子どもたちの声を、しっかり行政も受
け止めたい、そのような思いで、この子ども
議会にも力を入れています。そしてまた新た
に、子ども委員会というものも作っています。
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子ども委員会の場合は、「やってみた
い！」と希望する人々に入ってもらって、子
ども議会よりももっと長い期間で議論をして
もらって、そしてさまざまな意見を頂戴して
います。
皆さんの子ども議会での議論、また子ども
委員会でのご意見、そして、子どもたちから
寄せられるお手紙、そのようなものにしっか
り耳を傾けること、あなたたちが未来をつく
っていく、そのために今の大人である私たち
が責任をもって担っていくということが大切
であると思っています。
政治というのは、暮らしに直結しています。
子どものときから色々なものに関心を持
ち、また発言をし、そしてともにまちをつく
っていく、ともに暮らしを豊かなものに、幸
せなものに変えていく、進めていくというこ
と、そのことを大切に、今日の子ども議会も
真剣勝負で頑張りますので、よろしくお願い
いたします。
夏休みの大事なときに時間をと
っていただいて、皆さんには、心
から感謝をしています。
今日のこの２時間、皆さんとと
もに色々と議論をし、そのことが
また次につながっていくように、私たちも、
手立てをしっかりと講じていきたいと考えて
います。
あいさつにしては少し長かったんですけれ
ども、私の思いを述べさせていただきました。
今日はよろしくお願い申し上げます。
＜子ども議員の拍手＞

○逢坂慈英議長
中川市長ありがとうございました。
ここで、各グループからの質問や提案

発表の前に、本日までの経緯をご紹介し
ます。
私たち子ども議員は、小学生１８名と中学
生４名、高校生２名の合計２４名からなり、
６月に各学校からの推薦により選ばれました。
７月１８日と２２日の２回にわたる事前
学習会では、４つのグループに分かれて、日
頃考えていることや、聞きたいことなどを自
分たちの視点で考え、話し合いを行い、発表
をまとめました。
これから私たちが発表する質問や提案を、
ぜひ、宝塚のまちづくりに生かしていただけ
たらと思います。
― 一 般 質 問 ―
― 今を生きる子どもに必要なコト ―

○逢坂慈英議長
それでは、各グループからの発表を始
めます。
まず最初は、グループ「Ｉ ｌｏｖｅ
宝塚」からの発表です。
グループ「Ｉ ｌｏｖｅ 宝塚」は、長
尾小学校の小川さん、逆瀬台小学校の真木
さん、末広小学校の辰巳さん、安倉北小学
校の吉住さん、安倉北小学校の尾川さん、
宝梅中学校の大泉さん、の６人です。
よろしくお願いします。
「Ｉ ｌｏｖｅ 宝塚」
○小川悠真議員 ○真木奏人議員
○辰巳優太議員 ○吉住恒輝議員
○尾川悠宇議員 ○大泉陽路議員
（登壇）
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〔質問全文〕
ぼくたちのグループは学校生活をより
快適に過ごすためについて、子どもが思
いきって遊べる公園について、話し合い
ました。今から、５つの提案をします。
まず一つ目は、
トイレを新しくし
て欲しいというこ
とです。逆瀬台小
学校や末広小学校、
長尾小学校、安倉
北小学校では、一
生懸命掃除をして
も、においがとれないことがあるそうで
す。壊れている換気扇を直したり、消臭
剤を置いていただければ、この問題は解
決できると思います。
二つ目は部室につ
いてです。今、宝梅
中学校の部室は、夏
はとても暑く、冬は
とても寒く、カベに
は穴が開いており、
ボールが屋根に乗る
とほこりが落ちてき
ます。また、カギをしめるときも、カギ
がカギ穴から抜けないことがあります。
そのため、部室を改装し、窓を大きくす
る、扇風機をつける、カベを変える、カ
ギ穴を変える、ということをして欲しい
です。
三つ目はウォー
タークーラーにつ
いてです。夏はと
ても暑いのでお茶
をたくさん持って
きてもすぐになく
なってしまうこと
もあります。しか
し、末広小学校では、職員玄関を出たす
ぐ左側の水道しか飲むことができません。
そこまでいくのに遠い人もいるし、熱中
症になってはいけないので、ウォーター
クーラーを設置するか、又はどこでも飲
める水道をつけてもらえればうれしいで
す。

四つ目は給食
についてです。
宝塚市の給食は
とてもおいしい
と評判です。だ
からもっと食べ
たいという人も
たくさんいます。
小学校低学年は残すこともあると聞いて
いますが、高学年や中学生はまだまだ食
べられます。だからごはんの日は、給食
の食器でパンが入るところにもう一品増
やすか、おかずの量を増やしてもらえた
らうれしいです。
五つ目は
公園につい
てです。普
段ぼくたち
は公園で遊
びますが、
その公園が
狭かったり
ボールが使えなかったりと、十分な環境
とは言えません。かといって、ぼくたち
が遊ぶことをガマンする必要はないと思
います。
市内にボール
遊びのできる公
園が６つあると
聞きましたが、
小中学校あわせ
て３６校あるの
で、子どもの数
に比べて少ない
と思います。だから、ボールが使える広
い公園を増やしてほしいです。
以上の５つを提案します。
少しでも実現していくことを楽しみに
しています。ありがとうございました。

○逢坂慈英議長
中川市長。
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○中川市長（登壇）
お揃いのＴシャツ、みんなとてもよく似
合っていました。意気込みが感じられまし
た。ありがとうございます。
それでは、グ
ループ「Ｉ ｌ
ｏｖｅ 宝塚」
のご質問に順次
お答えしてまい
ります。
市内にボール
遊びができる広
い公園を増やすことについてですが、現在ボ
ール遊びができるような公園はグラウンドも
含めて市内に6箇所ありますけれども、おっ
しゃるとおり、市内には36校、養護学校を含
めますと37校の学校があるのに、ボール遊び
ができる公園が少ないというご指摘は、もっ
ともです。
しかし、この6箇所の中でも、子どもたち
からお手紙をいただいて、3箇所増やすこと
ができました。今ご質問をいただいたよう
に、「ボール遊びをしたい」、「思い切りの
びのびと遊べる公園がほしい」、というお手
紙をいただきまして、そして、どこかに場所
がないだろうかと、職員と一緒に探してでき
た公園が、御殿山こども広場、わくわくラン
ド、中筋2丁目やまぼうし公園です。これ
は、皆さんの声を受けて、ボール遊びができ
る公園として整備をしました。
これら6箇所の公園以外でも、宝塚市には
武庫川がありますので、武庫川河川敷公園
や、広い末広中央公園、平井公園、下の池公
園、上の池公園などの大きな広場がある公園
では、少人数のキャッチボールやパスなど、
他の人の迷惑にならず、危険が無いと考えら

れる場合は、ボール遊びは可能だと考えてお
ります。
ご意見のとおり、小中学校の数や子ども
たちの人数と比べて、まだまだボール遊びが
できる大きな公園が少ないことは、大変申し
訳なく思っています。
ボール遊びができ
るには、ある程度ま
とまった広い土地が
必要なので、市の土
地だけでなく、市以外の、民間が所有してい
る土地で公園に転用が可能な土地について
も、情報を集め、公園にできないかと、いっ
しょうけんめい努力をしています。少しでも
増やしていけるように、頑張ってまいりま
す。
教育に関することにつきましては、教育
長がお答えします。

○逢坂慈英議長
須貝教育長。
○須貝教育長（登壇）
グループ「Ｉ ｌｏｖｅ 宝塚」の教育
に関するご質問に順次お答えします。
まず、トイ
レを新しくし
て欲しいとい
うことについ
てですが、学
校のトイレは、
皆さんの心と
体の発達に関
わる大事な施設のひとつと考えており、古い
トイレを快適なものに改修しているところで
す。しかし、一度にトイレを新しくすること

はできないため、傷みの大きな学校から整備
するようにしています。また、小さな故障や
壊れたところなどは、日頃の点検で見つけて、
その都度修理をしています。学校の換気扇に
ついても点検をしましたが、今のところ故障
したような換気扇はありませんでした。今後、
換気扇などトイレの設備が壊れているのを見
つけた場合は、すぐに修理しますので、先生
に連絡してください。
また、皆さんが、一生懸命トイレの清掃
をしても、においが取れないことがあるとい
うことですが、きれいで快適なトイレづくり
を進めるために、今年度は、逆瀬台小学校、
末広小学校、長尾小学校、安倉北小学校を含
む小学校、中学校、特別支援学校 34 校、幼
稚園 11 園を対象に、専門業者によるトイレ
の清掃を行っています。しかし、専門業者に
よるトイレの清掃は、年に一度しかできませ
ん。皆さんも、毎日、自分たちのトイレを一
生懸命掃除してくれていますが、それでもに
おいがとれないということなので、消臭剤が
購入できるようにします。
次に、クラブ活動の部
室の改善についてですが、
宝梅中学校を始め多くの
中学校では、もともと部
活動に必要な用具を入れ
る倉庫を部室として、着替えなどに使われて
いるようです。しかし倉庫として作っている
ため中で人が快適に過ごせるようにはなって
いません。そのため、照明はありますが、電
気のコンセントがなく、扇風機などが使える
ようになっていません。また、構造も頑丈に
つくってあり簡単に窓や壁を変えるようにで
きておらず、ご要望いただいているような改
造は、残念ですができません。宝梅中学校の
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鍵については、修理の必要なところがありま
したので、至急修理しておきました。部室と
して使っている用具入れの倉庫の利用につい
ては先生と相談して使って下さい。
次に、ウォータークーラーについてです
が、現在、皆さんが健康に学校生活を過ごせ
るように、家から水筒にお茶や水を入れて持
ってきてもらうようになっていますが、夏の
暑い時期は、持参した飲み物だけでは足りな
い時もありますね。
ウォータークーラーの設置については、
これまでの子ども議会でもご要望をいただい
ていましたが、衛生上の問題もあり、今は設
置を考えていません。そこで、皆さんがより
安心してお水が飲めるように、昨年、直接水
が飲めるところを各学校に整備しました。今
後、各学校によって状況が異なりますので、
増やすことが可能か調査して、直接水が飲め
る場所を増やしていきます。
熱中症の対策として、
水分の補給はとても大切
なことですので、飲み物
が足りなくなったときに
は、直接飲める水道を利
用して、しっかり水分補給を心がけてくださ
い。
次に、給食のご飯の日には、おかずをも
う1品増やすか量を増やしてほしいというこ
とについてですが、日ごろ皆さんが、学校給
食を楽しみにし、おいしく食べてくれている
ことを大変うれしく思っています。
この学校給食は、皆さんの体に合った栄
養を適切に摂ることで、健康の維持や増進を
図るとともに、皆さんに望ましい食習慣を身
に付けてもらうことなどを目的に、教育の一

環として実施しており、1 人 1 回当たりの栄
養量などの基準が定められています。
本市の学校給食も、
その基準に従いながら、
皆さんがおいしく食べ
られるように栄養の先
生が献立を作って、給
食調理員の人たちが真心込めて調理してくれ
ています。
このように、栄養量などは、今の給食の
献立でも十分な量になっていますが、ご飯の
日に、工夫して、もう1品増やしたり、量を
増やすことができないかを、献立を作ってい
る栄養の先生とも、相談します。

○逢坂慈英議長
中川市長、須貝教育長、ありがとうござ
いました。
以上で、グループ「Ｉ ｌｏｖｅ 宝塚」
の発表を終わります。
― 一 般 質 問 ―
― 日々の暮らしの安全について ―

○逢坂慈英議長
続きまして、グループ「あんぜんなまち
にし隊」からの発表です。
グループ「あんぜんなまちにし隊」は、
宝塚小学校の賀門さん、長尾小学校の山谷さ
ん、西谷小学校の稲葉さん、雲雀丘学園小学
校の柳谷さん、高司中学校の堀江さん、南ひ
ばりガ丘中学校の木村さん、の６人です。
よろしくお願いします。
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「あんぜんなまちにし隊」
○賀門沙綺議員 ○山谷紗英議員
○稲葉香帆議員 ○柳谷春圭議員
○堀江翔太議員 ○木村健哉議員
（登壇）
〔質問全文〕
私達のグループは、日々の暮らしを安全
にすごせるようにするために話し合いをしま
した。その中で出た意見や質問が４つありま
す。
一つ目は、武
庫川の河川敷につ
いてです。去年の
夏に大きな台風が
きて、河川敷の土
がえぐれてしまっ
たり、アスファル
トの道が木や土でふさがれてしまったりしま
した。今度また台風がきたときは、川があふ
れないようにしたりする対策や、土がえぐれ
ないようにする対策などは、どのようなもの
がありますか。
二つ目は、歩
道橋についてで
す。阪急山本駅
の南側にある、
山本駅南歩道橋
なのですが、使
っている人をあ
まり見かけません。そのうえ、古くてさびて
いるので、地震などが起こるととても危ない
です。このことから、この歩道橋をとりこわ
してほしいです。この歩道橋の維持費は、公
園や道路整備に使ってほしいです。

三つ目は、通
学路のことにつ
いてです。通学
路の中には、狭
い道や、暗い道
があり、とても
危険です。この
ことから、暗い道などの危ない場所には、防
犯カメラを設置してほしいです。防犯カメラ
を設置することで、事件や事故を未然に防ぐ
ことができるし、万が一事件や事故が起こっ
ても、カメラがあることで解決するかもしれ
ないので、防犯カメラを設置してほしいです。
また、西谷にある阪
急田園バス本社前バス
停から、大原野神社へ
続く道と、西谷中学校
から北側へ続く坂道は、
車道と歩道との境目の
白線がところどころ消
えかかっていて、車が歩道まで近づいてくる
ことがあるので、とても危ないです。このこ
とから、歩道を広げたり、消えかかっている
白線を引き直したりして、対策をとってほし
いです。
四つ目は、自転車
などの交通マナーに
ついてです。最近自
転車のルールが厳し
くなったのですが、
交通ルールを守って
いない人がたくさん
います。そこで、改めて自転車のルールを知
ることができる自転車安全教室を、もっと積
極的に増やしてほしいと思います。自転車は、
自分だけでなく、他人にも危害を加えてしま
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うこともあるので、自転車に乗る際のルール
について学んだ方が良いと思います。
また、自転車だけ
でなく歩行者のマナ
ーも悪くなっていま
す。南ひばりガ丘中
学校から長尾台方面
への帰り道にある、
国道１７６号上の雲
雀丘学園下の交差点は赤信号が長いため、信
号無視をする人がたくさんいます。それを見
て、幼稚園児もマネをするのでとても危険で
す。こういった場所の近くには、ポスターな
どで注意を呼びかけてほしいです。そして、
小学校、中学校、高校、また大学など、市内
の児童や生徒、学生にもっと交通ルールを学
ぶ場所を増やしてほしいと思います。
少しでも宝塚市が安全なまちになるよう
に、対策をよろしくお願いします。

○逢坂慈英議長
中川市長。
○中川市長（登壇）
グループ「あんぜんなまちにし隊」のご
質問に順次お答えしてまいります。
行政の大事な役割は、市民の命を守るこ
と、これが一番大切なことだと考えておりま
す。そういう意味からも、ご質問の中でたく
さんのご提言をいただきまして、感謝申し上
げます。
まず、武庫川の河川敷についてのうち、
川があふれないようにする対策についてです
が、武庫川は兵庫県が管理している二級河川
で、県では、1983年や2004年の大雨による大
きな災害を教訓に、武庫川水系河川整備計画

を作成し、2011年度から武庫川があふれるこ
とがないような対策に取り組んでいます。
この整備計画では、川幅を広げたり、川
底の土砂を取り除いたりして、大雨の時の水
位を下げ、大雨のときに起きる増水を安全に
流す対策のほか、学校や公園、ダムなどに雨
水を一時的に貯め、武庫川に流れ込む水を減
らし、武庫川が氾濫しないような対策を行う
こととなっています。
また、計画を上回って増
水が起きても、人命を守
り、被害を小さくする対策
として、避難訓練、水害を
正しく知る学習や防災マッ
プの作成なども行っています。
次に、河川敷の土がえぐられないような
対策についてですが、武庫川の河川敷は面積
が広いことから、表面は一部を除いて、でき
るだけ管理がしやすい土の状態にしてあり、
そのため、大雨で増水した時には、水流によ
って表面がえぐられることがあります。
河川敷は、大雨のときでも水を安全に流
すために、流れを妨げる構造物を作ることは
原則として禁止されています。そこで、増水
しても土がえぐられないようにするために
は、表面に芝を植えたり、土がえぐれやすい
箇所で部分的にブロックを敷いたり舗装で保
護する方法があります。
最近の大雨で、武庫川の河川敷では水に
浸かることが多いので、土がえぐられないよ
う、河川を管理している県とも協議して、し
っかり対策を検討していきます。
次に、山本駅南歩道橋についてですが、
この横断歩道橋は1992年、ですからもう23年
前に、山手台ニュータウンの開発によって、
交通量が増えることから、歩行者が安全に道
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路を渡れるようにと設置されました。設置当
時は非常に交通量が多かったため、この横断
歩道橋が長尾小学校の通学路に指定されてい
ました。
しかし、2003年、今から12年前に、周辺の
道路整備により通過交通量も少なくなったこ
とから、現在通学路は山本駅交番前交差点の
信号がある横断歩道に変更されています。
現在、この横断歩道橋を利用している歩
行者はほとんどおられない状況というのは、
おっしゃるとおりです。
一方で、横断
歩道橋は、5年
に1回以上の定
期点検を行い、
損傷個所などを
調査し修理していますので、すぐに壊れる心
配はありませんが、今後、地域の方や長尾小
学校と話し合いを行い、撤去の方向で考えて
いきたいと思っています。
できるだけ早く撤去できれば良いです
が、撤去するにもお金がいりますので、きっ
ちり相談しながら、撤去の方向で検討してい
きます。
次に、暗い道などの危ない場所での、防
犯カメラの設置についてですが、本市では
2013年度から地域の見守りによる防犯活動の
一環として、自治会、まちづくり協議会、自
主防災・防犯組織などの地域団体を対象に、
防犯カメラの購入や取付工事に要する費用の
一部を補助する制度を実施しています。
しかし、防犯カメラを広く
普及するには、設置費用の補
助の仕組みや取り付け後の利
用方法などで課題があると考えています。

今後、安全・安心なまちづくりのために
他市の事例や宝塚警察署の意見などを参考に
するとともに、地域の方にご意見も伺いなが
ら、地域の方のご理解を前提に、防犯カメラ
の設置に向けて取り組んでいきたいと考えて
います。
このたび高槻市で、中学1年生の子どもさ
んの悲惨な事件がありました。そこでも、防
犯カメラがお二人の姿をとらえ、お一人はま
だ行方不明ですけれども、防犯カメラが果た
す役割は、やはり犯人検挙につながる、それ
からまた、犯罪の抑止力にもなる、と思って
います。ただ、プライバシーの問題などもあ
りますので、やはり地域の方の理解が必要で
す。犯罪の抑止、そしてまた安全に生活して
いくうえで必要という方向で、宝塚市もこれ
からしっかり検討をして、頑張ってまいりま
す。
次に、通学路の歩道を広げたり、消えか
かっている白線を引き直すことについてです
が、阪急田園バス本社前バス停から、大原野
神社へ続く道路の白線が消えかかっている箇
所については、ちゃんと白線が見えるよう
に、早急に引き直しを行います。
また、本市では、昨年に
通学路の安全対策を考える
ため、学校関係者や宝塚警
察署、地域の方で「通学路
交通安全推進会議」という
組織を設けています。西谷
中学校から北側へ続く坂道については、この
組織で、8月、つまり今月の下旬から、9月頃
に現地で点検を行うこととしています。通学
時に安全に歩けるスペースを設けるため、一
部道路を広げたり、白線で区分するなどの対
応を考えていきます。

- 14 -

次に、自転車安全運転教室を、もっと積極
的に増やすことについてですが、自転車の安
全運転教室は、市内の多くの小学校で、毎年
または2年に1回開かれています。また、私立
の雲雀丘学園でも積極的に毎年行われていま
す。
さらに、毎年宝塚市子ども自転車競技大
会を行い、多くの小学生の皆さんが学科試験
と実技試験で交通ルールと運転技術を学んで
いただいています。今年も、市の大会で優勝
した西谷小学校のチーム、西谷小学校は毎年
優勝されるんですけれども、兵庫県大会でも
優勝され、そして全国大会にも出場し、健闘
されました。全国大会では強豪チームが多い
ためなかなか優勝とまではいかないのです
が、このような自転車競技大会は、阪神間で
も宝塚が飛びぬけて、積極的にやっていま
す。
また本市では、2
年前の2013年に、宝
塚市自転車の安全利
用に関する条例を定
め、自転車の安全利
用の教育や、市民の
方々への啓発を積極的に進めています。
今まで、交通事故で亡くなった方は減少
傾向にありましたが、今年に入ってもう4人
の方が、交通事故で亡くなっています。その
中には、自転車どうしでぶつかって相手の方
が亡くなるケースもあり、自転車での死亡事
故が増えてきていることを、非常にうれいて
います。市でも積極的に取り組んでまいりま
すけれども、自転車の事故をなくすにはま
ず、自転車を利用する皆さんがルールやマナ
ーを守り、自分の命は自分で守るという心が
けが一番必要です。

今後も、宝塚警察署や教育委員会と協力
して、自転車教室や自転車競技大会への参加
を呼びかけ、積極的に自転車による事故をな
くすよう自転車の安全運転の啓発に取り組ん
でまいります。
次に、ポスターなどによる交通ルールの注
意を呼びかけることについてですが、交通マ
ナーを守ることは、交通事故をなくすための
基本的なルールです。
本市では、毎月発行している広報たから
づかや市のホームページ、エフエム宝塚を活
用した交通安全の啓発、チラシなどを配る街
頭の啓発活動、そして交通安全市民カーニバ
ルというものを、年に1回宝塚ホテルで行う
など、様々な啓発活動を行っていますが、よ
り積極的に、いろんな機会を通じて、交通ル
ールや交通マナーの啓発を行っていきたいと
考えています。
また、通学路などで危険な箇所には、
「車に注意」、「信号守れ」、「横断者に注
意」などの注意を呼びかける看板を取り付け
ていますので、皆さんも、危険だと気付いた
所、ここはやはりポスターが必要だと具体的
に感じられる所があったら、市の方にご連絡
をいただければ、すぐに現場を見に行って、
そのようなポスターや看板などを設置してい
きたいと思っています。
先ほどのご質問の中であ
りましたように、大人が信
号無視をすると幼稚園児ま
で真似をしてしまうという
ことは、本当に嘆かわしい
ことです。まずは大人が模範を示していくと
いうことが基本だと思いますので、様々な機
会をつくるのと同時に、ポスターなども積極
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的に貼って、啓発活動をしていきたいと思っ
ています。
次に、市内の児童や生徒、学生にもっと交
通ルールを学ぶ場を増やすことについてです
が、本市では、宝塚警察署や宝塚交通安全協
会と協力して、幼稚園や保育所、小学校で交
通安全教室を行っています。しかし、中学校
での開催は少ないことから、もっと多くの中
学校で開いていきたいと考えています。な
お、高校では、宝塚警察署が学校に出向き、
交通安全の講話をされています。
また、本市では、トライやるウィークの中
学生やインターンシップの大学生を積極的に
受け入れ、交通安全の様々な仕事を体験して
いただいています。
今後も、広報たからづかや市のホームペー
ジで特集記事を載せて、しっかりと啓発をす
るとともに、交通安全教室の開催を広めてい
きます。
交通事故は本当に深刻
な出来事で、一瞬にして
人生が変わってしまう、
それは被害者にとっても
加害者にとっても同じです。大丈夫だろう、
ではなく、危ないかもしれない、という気持
ちで自分が運転すること、また、左右を見な
いことによって大事な命が失われるかもしれ
ない、そして奪ってしまうかもしれないとい
うことを、もっと多くの人にしっかりと伝え
ていきたい、そのような悲惨な交通事故が起
きないように、交通安全の取り組みを強化
し、本市がより安全なまちになるよう一生懸
命努力をしていきたい、と思っています。

○逢坂慈英議長
中川市長、ありがとうございました。

以上で、グループ「あんぜんなまちにし隊」
発表を終わります。
ここで、しばらくの間、休憩をします。
２時４０分から会議を再開します。再開後は、
副議長の尾川さんと議事進行を交替します。
尾川さんよろしくお願いします。
― 休 憩 午後２時３０分 ―
― 再 開 午後２時４０分 ―

○尾川悠宇副議長
ただいまから会議を再開します。
副議長の安倉北小学校６年・尾川悠宇で
す。
― 一 般 質 問 ―
― いいまち 美しいまち
宝塚の環境づくりへ ―
それでは、グループ「TAKARAZUKA The
Good Future」からの発表です。
グ ル ー プ 「 TAKARAZUKA The Good
Future」は、西山小学校の木下さん、末広小
学校の岡田さん、すみれガ丘小学校の石橋さ
ん、すみれガ丘小学校の白水さん、雲雀丘学
園小学校の岩本さん、雲雀丘学園高等学校の
三根さん、の６人です。
よろしくお願いします。

「TAKARAZUKA The Good Future」
○木下涼恵議員 ○岡田侑也議員
○石橋瑚白議員 ○白水優貴議員
○岩本愛子議員 ○三根澄大議員
（登壇）
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〔質問全文〕
私たちのグループは、「いいまち 美し
いまち 宝塚の環境づくりへ」をテーマに私
たちの住んでいる地域の身近な生活から考え
てみました。
まず、学校での電
力使用量が多いと最
近感じます。市役所
や家ではグリーンカ
ーテンが存在します。
そこで、電力使用量
を減らすためにも、
各学校、グリーンカーテンに取り組みたい
と思います。
グリーンカーテンは、「虫」、「暗い」
などのデメリットがありますが、「涼しい」、
「気持ちいい」などのメリットもあります。
このグリーンカーテンを各学校につけられな
いでしょうか？
次に、以前、宝塚
市立末広中央公園で、
ポイ捨てをしている
人をたくさん見まし
た。宝塚市内でポイ
捨てを減らすために、
「ポイ捨てはダメ！」などと書かれたポスタ
ーや、見られている雰囲気を作りやめさせる
効果がある「目」を書いたポスターをポイ捨
てされそうな場所に貼ることはできないでし
ょうか？また、ポイ捨てされそうな場所を見
回り、ポイ捨てしている人に注意する人を作
れないでしょうか？
次に、私の家の防
犯カメラに野生動物
が時々映っているこ
とがあります。それ

はきっとエサがなくて、人里におりてきてい
るからだと思います。このエサ不足を改善す
るために、何か実のなる木などを森林に植え
ることでエサを増やし人里に近づかないよう
に出来ないでしょうか？また、家にある畑が
時々野生動物に荒らされるので、その対策を
お願いします。
次に、最近、雲雀丘
に多く家を建てるので、
その分多く電線が必要
になり空を見上げると
電線などがあり景観が
台無しになっているの
で、電線や電柱に植物
をまきつけるなどして、頭上がきれいに見え
るように出来ないでしょうか？そして、昔は、
緑豊かな土地だったのに今は桜の木などが最
近減ってきています。その原因は毛虫がイヤ
で植える人が減っているからです。その虫
の駆除を行なってください。また、緑豊か
な景観の実現のために樹を植えることがで
きないでしょうか？
次に、私たちの学
校は、災害時に避難
場所になります。災
害が起きて停電になっ
た時に使用したい電気
製品が使えなかったり、
夜電気が使えなくて真っ暗でこまることの無
いように、自力運転モードで電気の供給が行
える太陽光発電または風力発電と蓄電池の設
置を各学校に行うことは出来ないでしょう
か？
次に、６月の頃から毎日が暑く、ついつ
いクーラーにたよりがちですが、とってもＥ
ＣＯだった昔の人の暮らし方を見習う事で、
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今の暮らしをＥＣＯ
に出来ると思います。
例えば、お風呂の残
り湯で打水をするな
ど。その見習ったも
のをまとめて、市の
ホームページで紹介
したり、市内の掲示板にポスターとして貼っ
たりして広く知ってもらったり、また何かの
イベントなどで実際に体験してもらえるよう
なことが出来ないでしょうか？
全てできないかもしれませんが、ひとつ
でも実行していただけるようお願いします。
これで「TAKARAZUKA The Good
Future」の提案を終わります。

○尾川悠宇副議長
中川市長。
○中川市長（登壇）
グループ「TAKARAZUKA The Good
Future」のご質問に順次お答えします。
まず、ぽい捨てについてですが、本市で
は、たばこの吸い殻や紙くず等をぽい捨てし
ないように訴える絵と、「ぽい捨て禁止」の
言葉を入れた看板を作成し、ぽい捨ての多い
場所に貼り付けたり、ぽい捨てでお困りの市
民のみなさんで、ご希望のあった方に看板を
お渡しして、マナー向上のために貼り付けて
いただいています。
今後、ご提案のような、見られている雰囲
気を作る効果がある「目」を書いた図柄も含
めて、どのような絵や言葉を入れた看板を作
成すると、より大きな効果が得られるか考え
てみたいと思います。

また、ぽい捨てされそうな場所を見回るこ
とについてですが、本市では、本年7月1日か
ら「ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条
例」という、市のごみのぽい捨てや、たばこ
の吸い方に関するルールを作って、市民のみ
なさんに呼びかけているところです。
阪急、ＪＲ宝塚の駅の周
辺でエリアを決めて、そこ
では路上喫煙は、一切して
はいけませんということ、
また、ぽい捨て禁止の厳し
い条例を作って施行したばかりです。
ご提案のように、ごみが捨てられそうな場
所を見回りして注意をすることは、ぽい捨て
に効果があると思いますが、ぽい捨ては、基
本的には捨てる人のマナー違反で行われるこ
とですから、まずは、ぽい捨てすることはい
けないことだという基本的なルールに気づい
てもらったり、外出したときに出たごみは持
ち帰るというマナー向上を広めることに努め
ていきたいと考えています。
また、ぽい捨て禁止の看板を貼ったり、き
れいなまちにはごみが捨てにくいということ
もありますので、ぽい捨てできない雰囲気を
つくっていきたいと思います。
本市では、多くの地域の方や、ボランティ
アのみなさんが、自分たちの地域清掃などの
美化活動に積極的に取り組んでくださってい
ます。皆さんも歩いてい
るときにお気づきになる
かもしれませんけれど
も、ビニール袋を持っ
て、一生懸命、たばこの
吸い殻や、空き缶などを
拾ってくださる、本当に、黙々とやってくだ
さる方が、多くいらっしゃいます。
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そのように、きれいなところにはごみは
捨てにくいですし、ごみが落ちていると、自
分も「まあいいか」と思う方が多いというこ
ともありますので、きれいなまちになるよう
に、皆さんにもまた機会があれば、是非その
ような清掃活動にも参加していただきたいと
思います。
これからも、みなさんと一緒に、「さら
に、きれいなまち宝塚」をつくっていきたい
と考えています。
次に、野生動物の対策についてですが、野
生動物が人里に出てくる理由としては、開発
などにより、山での餌場が減少したことや野
生動物と人里の距離が近くなったことから、
人が餌を与えたり、放置している作物やごみ
などに野生動物がやってきて、それがおいし
いというふうに覚えてしまった結果、餌付け
状態になってしまうこともひとつの原因と考
えられます。
そのため、人家に近い山際の樹木を伐採
して見通しを良くし、人と野生動物の棲み分
けを図ることや、里山を守る取り組みを、兵
庫県が中心となり開始したところです。一
方、野生動物が出来るだけ自然な森の中で生
き続けていけるよう、本来の餌である実のな
る木も含めて、様々な樹木が生い茂る自然な
森林を取り戻す取り組みも大切であると考え
ています。
ご質問にもありましたよ
うに、山にどんぐりなど、
色々な実のなる木が少なく
なってきました。そして、山が荒れたところ
が増えてきています。
本来動物が暮らす場所に食べるものがな
ければ、人里におりてきますし、住宅地も、
山を開発してどんどん動物たちのいる方に人

が近寄っていってしまった、これは、動物た
ちにとってもかわいそうなことです。また、
野生動物の危険性というものもあり、非常に
迷惑になるという、双方にとって不幸なこと
だと思っています。今これは非常に課題にな
っていて、農地の横に電気柵を張り巡らすな
ど色々なことをしていますが、もはや「いた
ちごっこ」のようになってしまって、農作物
の被害も絶えません。
本来動物が暮らす
べきところに実のな
る木を植える活動と
いうのも、今全国で
広がっています。
「日本熊森協会」と
いう大きな協会がありますが、そこの人たち
は、中学生なども含めて、お休みのときにな
ると実のなる木を植える活動をしています。
様々なことを行政もしていかなければい
けません。しかし、この問題はすぐに解決す
るというものではなく、より深刻な状況にな
っているのが今の時代だと思っていますの
で、私たちももう少し、山に実のなる木など
が増えていくような対策をとっていきたいと
考えています。
本当に、色々な手立てを打たなければい
けない深刻な状況になっています。市街地で
も防犯カメラに野生動物の姿が映るというこ
とはあって、山本や平井の辺りでも、保育園
にアライグマが入ってきたりしています。ア
ライグマというのは爪がすごく凶暴なんです
けれども、そうやって市街地に野生動物が出
没するということが、他人事ではないという
状況になっていますので、やはり、できるこ
とにしっかりと取り組んでいかなければいけ
ないということを、今日のご質問をいただい
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て、考えていく課題として認識いたしまし
た。
次に、電線や電柱に植物
を巻きつけることについて
ですが、皆さんが暮らして
いるまちの中にある電線や
電柱は、皆さんがいつでも
電気を使えるように電力会社が点検や修理な
どを行っています。台風や落雷などで電線が
切れてしまったりして、電気が止まった時に
は、電力会社の人がすぐに電柱に昇って、電
線などの修理を行う必要があります。電力会
社からは、電線や電柱に植物が巻きついてい
ると、電線などの修理を素早く行い、電気を
流すことができなくなると共に、その重みで
電線が切れやすくなり、電線を傷つけて電気
が止まってしまう原因にもなりますので、実
現は難しいと聞いています。
景観というのはとても大切で、宝塚は特
に、千年以上の歴史を持つ植木のまちでもあ
ります。しかし、最近は開発が進んでくるな
ど様々な事情で緑が少なくなっており、緑化
率が低くなっているということに対して、し
っかりした手立てを打っていかなければいけ
ないと考えています。
宝塚は植木のまちですので、できるだけ多
くの方々が緑を大切にして、様々なところで
緑化活動にご協力をいただきたい、そして緑
豊かなまちの景観をこれからも維持していき
たいというふうに思っています。皆さんと一
緒に、頑張っていきたいと考えます。
次に、毛虫の駆除についてですが、公園や
小中学校、道路沿いにある桜の木などに毛虫
が発生した場合は、市役所がとりまとめて害
虫駆除の専門業者に委託して、薬剤の散布を
行うようにしています。

その際には、天候や風向きに配慮して、
桜の木以外の樹木などに薬剤がかからないよ
う注意して散布しています。
皆さんの方でも、毛虫が多く発生してい
るのを見かけたら、市役所にご連絡くださ
い。
次に、緑豊かな景観の実現のために樹を植
えることについてですが、本市は、六甲山や
長尾山、そして市北部の西谷地域等、緑豊か
な自然に囲まれています。
本市では、この緑豊かな自然を大切にする
とともに、まちの中にも、もっと緑を増やし
ていくため、「元々ある樹木はできるだけ残
しましょう」や「敷地の道路側にはなるべく
樹木を植えましょう」、「建物の周りには必
要な数の樹木を植えるようにしましょう」と
いったルールがあり、住宅等の建物を建てる
時には、これらのルールを、業者や個人のお
宅などにも守っていただくようにしていま
す。
また、地域のまちの
景観や住みやすい環境
を守ったり、つくった
りするために、地域の
方が、まちづくりのル
ールをつくることがで
きる制度として、「地
区計画」や「景観計画特定地区」、「地区ま
ちづくりルール」があり、「みんなでもっと
家の周りに樹木を植えましょう」といったル
ールをつくることもできるようにしていま
す。この、地域の皆さんがつくってくださる
「まちづくりルール」の中に、「もっと樹木
を植えましょう」といったことを盛り込むこ
とが、できるようになっています。
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皆さん一人ひとりが、樹木を大切にし、家
の周りに樹木を植えること、地域の緑豊かな
景観の実現、それを地域ぐるみでやっていた
だき、また行政も市民の皆さんと一緒になっ
て、緑豊かな景観づくりに努めていきたいと
考えています。
次に、太陽光発電や風
力発電、蓄電池の各学校
への設置についてです
が、本市では、これから
の20年後、30年後を考え
て、太陽の光や熱等を使
った自然エネルギーを市
内全域で増やしていくべ
きだと考えています。そのために、市の法律
にあたる条例や、2050年を目標にした計画を
つくり、これから実現していくべく取り組ん
でいます。
また、市民の皆さんの手作りで完成した
市民発電所の稼働も始まりました。もう二度
と、あの福島のように原発事故があってふる
さとを奪われることがないように、なるべく
宝塚の自然エネルギーを大事にして、太陽の
恵みを電気に変えていこうという取り組み
で、宝塚すみれ発電所という発電所ができ、
これは今度、ＮＰＯから株式会
社になった発電所ですが、市民
の皆さんの力でそのような会社
もできて、自然エネルギーをど
んどんつくっていくことに今、非常な勢いで
取り組んでいます。
市立の学校施設では、これまで小中学
校、特別支援学校37校のうち、小さな設備を
含めて7校に太陽光発電設備を設置し、2校に
風力発電設備を設置しています。風力発電と
いっても大きなものではないのですが、勉強

するという意味で、2校に設置をしていま
す。
それらの学校のなかには停電の際、職員
室などで、太陽光発電による発電中の電気を
使うことができる学校も含まれていますが、
ご意見のとおり、太陽光発電は晴れている日
の昼間に発電するもので、停電のときや夜間
の電力確保のためには蓄電池などが必要で
す。そのため、本市では蓄電池の代わりにも
できる電気自動車を2台導入するとともに、
西谷小学校で太陽光発電と蓄電池の導入を進
めています。
電気自動車は、排
気ガスを出さない環
境に優しい点に加え
て、災害時などは停
電している避難所に駆けつけ、電気自動車か
ら必要最低限の電力を供給することも可能で
あり、この方法は、東日本大震災でも役立っ
ています。
また、西谷小学校に設置する太陽光発電
設備と蓄電池は、今回、国の補助金を活用し
てモデル的に導入しますが、この効果につい
て十分確認などを行い、今後、他の学校で導
入できないか、検討を進めていきたいと考え
ています。
次に、エコについてのイベントの実施や
ホームページでの紹介についてですが、現代
の生活では、快適で便利な暮らしや熱中症予
防など、健康を維持するため、電気やガス、
ガソリンなどのエネルギーは必要不可欠にな
っています。その結果、今年の夏も大変暑か
ったですし、台風が思わぬ時期にやってきた
り、ゲリラ豪雨があったり、色々な気象状況
の変化があります。これはやはり地球温暖化
による気象状況の様々な変化だと、憂慮する
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だけでは前に進まないので、なるべく電気を
あまり使わないエコな暮らしというものを、
私たち一人ひとりがやっていかなければいけ
ないと考えております。
東日本大震災のあと、
宝塚市全体でも、電力の
使用量が15％以上減りま
した。市民の皆さん一人
ひとりの努力もあり、市
役所でも、なるべく電気を暗くするなど色々
な工夫をしながら、電力の消費量を減らすこ
とを心がけています。
ご提案のように、お風呂の残り湯で打ち
水をするなどということは、昔はどの家庭で
も当たり前のようにやっていました。コンク
リートに打ち水をすると、まち全体が少しで
も涼しくなりますし、よしずといって、光を
避けるための工夫をすることも、そのことを
もっと多くの人にやってもらうことも、大事
だと思っています。
本市では、無駄なエネルギーの使用を控
え、積極的に環境に優しい暮らしを行うとい
うことをしっかりやっていきたいと思ってお
り、市民にも呼びかけていくために、広報た
からづかやホームページ、エフエム宝塚など
を活用して、環境に関係した情報をお伝えし
ています。これからもより積極的に、それを
広げていきたいと考えています。
また、イベントの実施については、毎
年、電力の使用量が多くなる夏の時期に合わ
せて、楽しみながら節電を考える催しを行っ
てきています。今年の夏には、毎年実施して
いる、節電映画会を行いました。これは、映
画会をあちこちで開催し、皆さんに観に来て
もらって、一カ所で映画を観て涼をとるとい
うものです。

この節電映画会に加え、南極観測隊に参
加された元隊員の方から実際に南極で体験さ
れた氷や風について、ただのお話ではなく実
際に体験し、学ぶことで、地球温暖化のこと
を考えるイベントをしたり、環境にやさしい
最新鋭の自動ドアを体感できるイベントなど
を実施しました。来年以降も皆さんが楽しみ
ながら環境について考えることにつながるイ
ベントを考えており、ご意見のありました昔
のエコな暮らしを見習い、体験できるような
イベントも含めて、これからやっていきたい
と考えています。
先月、油井亀美也さんが宇宙に飛び立た
れました。油井さんをはじめ宇宙飛行士は
「宇宙から見た地球は美しい」という感動的
なコメントを言われています。この美しい地
球を守っていくためにも、自然と共存するこ
と、便利さや快適さだけを求めるのではな
く、未来を考え、未来にこの環境を残してい
く、引き継いでいくこと、そのために今でき
ることを、皆さんと一緒に考え、実践してい
きたいと思っています。
今回のご質
問にもありま
したように、
未来を生きる
皆さんがエコ
や自然エネルギーなど環境のことに興味や関
心を持つことは、本当にうれしく思います
し、頼もしく感じています。これからも、大
人が気付かないようなことをご提案いただい
て、私たちも一緒になって、地球の環境を守
るために頑張って取り組んでいきたいと思っ
ております。
教育に関することにつきましては、教育
長がお答えします。
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○尾川悠宇議長
須貝教育長。

― こんなまちがいいな(^^)
宝塚の未来と夢の実現のために！！―

○須貝教育長（登壇）
グループ「TAKARAZUKA The Good
Future」の教育に関するご質問にお答えしま
す。
まず、グリーンカーテンを各学校につけ
られないかということについてですが、グリ
ーンカーテンには、校舎の壁や窓への直射日
光をさえぎり、室内温度の上昇を抑えたりす
る効果や、植物の根っこから吸い上げた水分
が葉っぱから水蒸気として出ることによっ
て、周囲を冷やしたりする効果があります。
そのようなことから、教育委員会では、6年
前の2009年度から、希望する市立学校園に
は、2教室分のゴーヤなどの苗とネットなど
の資材を配っております。
みんなで協力してゴ
ーヤなどの苗を植えて
育てることで、涼しく
快適な夏を過ごすこと
ができます。夏休みに学校の工事を行うため
にグリーンカーテンを付けることができない
学校もあるかもしれませんが、先生とも相談
して、皆さんもグリーンカーテン作りに協力
してください。
○尾川悠宇副議長
中川市長、須貝教育長、ありがとうござ
いました。
以上で、グループ「TAKARAZUKA The
Good Future」の発表を終わります。
― 一 般 質 問 ―

最後に、グループ「宝塚を盛り上げ隊」
からの発表です。
グループ「宝塚を盛り上げ隊」は、宝塚
小学校の池田さん、西谷小学校の舩岡さん、
西山小学校の大嶋さん、逆瀬台小学校の逢坂
さん、中山五月台中学校の山田さん、宝塚西
高等学校の須川さん、の６人です。
よろしくお願いします。

「宝塚を盛り上げ隊」
○池田光希議員 ○舩岡佑季議員
○大嶋理希議員 ○逢坂慈英議員
○山田惇平議員 ○須川知紗議員
（登壇）
〔質問全文〕
私たちのグループは宝塚の未来と子供た
ちの夢の実現のために「こんなまちがいいな」
という視点から出た様々な意見を述べます。
そのなかで、宝塚市の財源を豊かにするため
の政策や、公共施設、観光施設、商業施設の
充実や、宝塚に対する愛着をより深く持って
もらおうという提案を行います。
では、まず財源確保
についてです。多くの
市民の要望を実現する
には財源を工夫しなけ
ればなりません。そこ
で、近年、外国から日
本を訪れる人が増えて
いることに注目しました。観光だけでなく、
日本の生活や文化を目的としていらっしゃる
方もいます。そういった方々に宝塚に親しみ
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を持ってもらえるよう、観光案内所を設置し、
標識に韓国語や中国語を入れたり、買い物が
しやすいように魅力的でユニークな特産品を
揃えるなどしてはどうでしょうか。
また、宝塚は交通面
でも都会に近く、豊か
な自然を持つとともに、
歌劇、手塚アニメ、競
馬などとても魅力が多
い町です。今ある観光
資源をＰＲするととも
に、全国的に有名で多くの方が利用する宝塚
歌劇を観る際に「観劇税」という税金をいた
だくことはできないでしょうか。そうすれば、
財源も増え、宝塚が「観光都市」として活性
化すると考えます。
次に公共施設、商
業施設についてです。
まず図書館について
です。テスト前にな
ると、とても混雑し、
勉強スペースの争奪
戦が起こります。開
館前の行列は道路上にも続き、とても危険で
す。そこで、図書館に期間限定でも良いので
勉強スペースの臨時増設や開館時間をのばし
てほしいです。
また、宝塚市には、
博物館や科学館などの
施設が少ないように感
じます。そして宝塚市
には駅前商業施設で使
われていないスペース
があります。例えば、
逆瀬川、売布神社、仁川などです。そこでお
願いです。その場所を博物館や科学館として、

また、漫画や図書を備えたミニ図書館として、
さらに、空き店舗を無くす工夫を行うなど有
効活用することで、宝塚市を活気づけてくだ
さい。
次に、市の北部
の西谷についてで
す。西谷には商業
施設が１軒しかあ
りません。そのた
め、日用品や食料
品などの購入がと
ても不便です。そこで、様々な制限があると
聞いていますがスーパーマーケットやコンビ
ニや薬局などが自由に建てられるようにして
ください。
また、西谷には病院が、現在、内科と歯
科の２つしかありません。急病のときには
とても心配です。そこで平成２９年３月ご
ろにできる高速道路のインターチェンジ近
くに、総合病院を誘致もしくは建設してい
ただけませんか。そうすれば、西谷の方々
の命が助かる確率が増えると思います。
次に子供たちの夢
の実現についてです。
東京オリンピックが
せまった今、宝塚の
スポーツが盛り上が
り、子供たちが夢を
実現できる力になる
第一歩です。そこで、宝塚市出身で海外でも
活躍していらっしゃる有名なサッカー界の岡
崎選手を市で招いて、スポーツセンターなど
で講習会を開いてはいただけませんか。そう
すればスポーツによってもっと活気ある宝塚
市になると思います。
以上、よろしくお願いします。
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○尾川悠宇副議長
中川市長。
○中川市長（登壇）
グループ「宝塚を盛り上げ隊」のご質問
に順次お答えします。
まず、観光案内所の設置についてですが、
本市では1994年に阪急宝塚駅1階に観光案内
所を設置し、2004年には同駅2階コンコース
に移転して運営を行っていましたが、利用件
数の減少や運営費用の負担が大きいことか
ら、2008年3月に廃止しました。
その機能の代わりとして、まちかど観光
情報ステーションとして、ＪＲ宝塚駅の改札
口をはじめ市内の主な宿泊施設や集客施設に
パンフレットラックを設置し、また、外国人
観光客用に英語、ハングル、中国で使用され
ている簡体字、台湾で使われている繁体字の
4言語による観光パンフレットや、ＪＲ宝塚
駅から手塚治虫記念館までのルートを紹介す
る4言語によるマッ
プを作成し、国内だ
けでなく国外から訪
れる観光客に本市の
観光情報を発信、提
供しています。
一方、物産販売所については、市内の特
産品やお土産などを一堂に集めた販売所を設
置することは、本市の魅力を発信するために
有効であると考えますが、販売所の設置に
は、観光案内所と同じように、賃料や人件費
などの経費負担が販売による収益を上回る、
つまり赤字になると見込んでおり、現時点で
は、費用に対する効果や運営方法などの問題
から観光案内所や物産販売所の設置は困難な
状況です。

また、最近の観光客はインターネットで
予約をしたり、スマートフォンの画面で見た
りしていて、観光案内所を設置する適当な場
所もない、また場所が高いこと、先に述べた
ような理由で利用がだんだん少なくなってき
たことから、廃止をしたという経過もあり、
現在のところは考えておりません。
次に、外国語表記の標識につい
ては、現在、市内に62個の観光標
識を設置し、日本語と英語で表記
しています。標識に多数の言語を
表記すると標識が大きくなってし
まって、美観を損ねたり、逆に読
みにくくなったりすることもあります。
このため、表記内容やデザイン、設置場
所について慎重に検討する一方で、最近は観
光スポットなどを調べるのに、今申し上げま
したようなスマートフォンなどの情報端末機
器をよく利用されることから、その利用環境
を良くして利便性を高める取組を進めていま
す。今後も外国人の方々にとって分かりやす
い情報の発信やＰＲに努め、より多くの方々
にお越しいただき、楽しんでいただけるよう
取り組んでいきたいと考えています。
次に、宝塚歌劇の観劇税についてですが、
本当にこれをいただければ随分と潤うのです
けれども、観劇税という税を課税するとなる
と、歌劇は宝塚の市営の劇場ではないので、
企業も色々と、そこに関係していきます。喉
から手が出るほどそれがあればうれしいなと
思いますけれども、今のところは実現可能性
が低いなと思います。しかしやはり、子ども
さんたちの発想というのはユニークですごい
なと、感心させられました。
市の税金には、住民の方に納めていただ
く住民税や、市内で土地や建物を持っておら
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れる方に納めていただく固定資産税など、
様々な税金があります。こうした税金の多く
は、他の市でも同じですが、今回、ご提案い
ただいた宝塚歌劇の観劇税のように、市が独
自に、目的をもって、税金をいただくことも
可能です。
宝塚大劇
場には、毎
年、約100
万人もの多
くの方が観
劇に来られ
ます。こうした方々から、税金をいただい
て、そのお金を使って、本市の観光をもっと
魅力的なものにできれば、大変すばらしいこ
とかもしれません。
しかし、その一方で、心配になることも
あります。その心配の種というのは、宝塚歌
劇を観に来ていただく、そして新たな税金も
いただくということになると、観劇の料金が
上がる可能性がありますね。今でも、料金は
ＳＳ席、Ｓ席ということになると、あまり安
くはないということを結構言われてしまうの
ですが、そうなると、集客に影響があるな
ど、色々と心配することがあります。
しかしやはり、そのようなご提案が子ど
も議会からあったということは、機会があれ
ば、社長さんにお伝えしたいなと思います。
私は、宝塚市を活気あふれる賑わいのあ
るまちにするためには、歌劇に来られる方を
増やすことが大切と考えています。
昨年、宝塚歌劇は100周年でした。チケッ
トがとても取れないぐらいのすごい人気で、
今年もまだまだその人気が続いていますが、
やはり宝塚歌劇は市民に愛されることが一番
大事だと思っています。

宝塚市に住んでいても歌劇は観に行った
ことがないという方がとても多いということ
がありましたので、昨年は2回、その料金
を、半額は税金で、半額はご負担いただい
て、市民貸切公演というのをやりました。今
年も11月にまたやりますが、とても人気で、
いつでも自転車などで行けるような距離にあ
る、世界に誇れる宝塚歌劇を、宝塚市民がも
っともっと愛してもらえるようにしていくた
めの取り組みに、今力を注いでいます。
またそんな中で、市の貢献があれば、宝
塚歌劇を経営している会社も、観劇税などを
とって市にお返ししましょうかと、向こうか
ら言ってもらえるとうれしいな、などと考え
ています。
宝塚歌劇を観やすい仕組みを市の方も考
えていますので、ぜひとも応募していただい
て、まだ観ていない人は一度歌劇を観に行っ
ていただきたいと思います。
市民貸切公演を行
うのと同時に、ふる
さと納税という言葉
を皆さんも聞いたこ
とがあると思うので
すが、現在ふるさと
納税で、宝塚はお肉などというものはあまり
ないので、宝塚のおいしいお菓子やハムなど
を選んでいただいてお届けするということ
と、もう一つは、ふるさと納税のお礼とし
て、宝塚歌劇の観劇券を、記念品に設けるこ
とにしています。
この間も、宝塚歌劇の観劇券をふるさと
納税のお返しにということで取り組みました
ら、ペアのチケットは3分間で売り切れ、売
り切れという表現はおかしいですが、ふるさ
と納税の申し込みがありました。やはり根強
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い人気の宝塚歌劇ですので、これからもどん
どん歌劇を皆に観ていただくのと同様に市税
の収入を増やしていくための試みをやってい
きたいと思います。そして、観光集客事業を
より一層推進していきます。
次に、駅前商業施設の空き店舗をなくす
工夫についてですが、本当によく見ていらっ
しゃるなと思いました。逆瀬川、売布、そし
て仁川について、割と利用率が低いというこ
とはその通りで、頭が痛い問題です。ずっと
取り組んではいますが、今日いただいた様々
なご提案を、しっかり検討していきたいと思
っています。
本市では、市内商店街の空き店舗を活用
して新たにお店を営業される方に、家賃の一
部を補助する制度があります。本年の3月の
時点では、市内の24のお店が、この制度を利
用して営業されています。
これらのお店の大部分は一般の小売店や
飲食店ですが、中には託児所などもありま
す。今後も、この制度を大勢の方に知ってい
ただき、空き店舗をなくしていきたいと思っ
ています。
また、休憩所やギャラリーの
設置、高齢者や子育て支援に関
する事業などにも活用していた
だくことで空き店舗を減らし、
商店街がにぎわうよう努めていきたいと考え
ています。
次に、市の北部の西谷についてですが、ご
質問の中にもありましたように、西谷地域に
は、スーパーマーケットやコンビニエンスス
トアなどがなく、地域の方には本当に、日常
の生活のうえでご不便を感じておられること
と思います。

本市では、西谷地域の山林などの豊かな
自然環境や農地を守り、将来にわたって現在
の美しい田園景観を残してい
く必要があると考えており、
無秩序な開発を防ぐために、
都市計画法という法律の定めに従って、西谷
地域を、「市街化調整区域」という区域に指
定しています。その「市街化調整区域」に指
定されると、原則として住宅などの開発や建
物の建築が制限されます。このため、スーパ
ーマーケットやコンビニエンスストアなどの
商業施設を建設することが大変難しくなって
おり、それによって、スーパーマーケットや
ＡＴＭもない、ということでご不便をおかけ
しています。
今ご指摘いただいた生活の不便さもさり
ながら、これは人口減少の原因の一つにもな
っていると考えています。西谷地域は、私が
市長に就任したときには3,300人ほどの人口
でしたが、今は2,800人になっています。人
口減少も非常に深刻になっており、高齢化率
も高いという状況です。
2017年、本当
にもうすぐ、あ
と1年8ヵ月ぐら
いで開通予定の
新名神高速道路
のサービスエリアには、地域の方が利用でき
るウエルカムゲートが設置されますので、西
谷地域に商業施設が一つ増え、少し便利にな
ります。サービスエリアにはたくさんのお
店、食堂などが入りますので、そこにスマー
トインターチェンジを通じて入っていくこと
ができるようになります。
また、今年度から西谷地域の土地利用、
先ほどお話しいたしました、市街化調整区域
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をどうするかということも含めて、現状など
について調査を行うとともに、地域の方のご
意見をお聞きしながら、西谷地域の将来のま
ちづくりについて、市としての考え方をまと
める予定になっています。
西谷地域の方が住みやすい生活環境を一
日も早く実現したいと考えていますので、家
庭や学校で、ご家族や先生、友達と一緒に西
谷地域の将来について話し合っていただけれ
ばうれしいですし、そういったご意見をぜひ
とも市にもいただきたいと期待しています。

次に、高速道路のインターチェンジ近く
に総合病院を誘致もしくは建設することにつ
いてですが、本市の場合、宝塚市立病院など
の5つの救急告示病院が重い急病の患者さん
を受け入れることになっています。ご指摘の
とおり、西谷地域では現在、総合病院などの
救急医療施設がありません。今のところ、新
名神高速道路のインターチェンジ近くに総合
病院を誘致したり、建設したりする計画はあ
りませんが、急な発病の時は、本当にどうし
ようかと、誰もが心配になります。
このため、南部の市街地や近隣市の救急
告示病院に、速やかに急病の患者さんを搬送
できる体制を更に強くするために、本年4月
に市や町の枠組みを超えて、川西市と猪名川
町、そして宝塚市の2市1町による、広域的な
取組として、救急の消防相互応援協定を結び
ました。西谷地域の急病の患者さんから依頼
があった場合には、速や
かな対応ができるよう体
制を整えています。

色々なご質問をいただきました。本当
に、命に直結することは実に大事なことであ
ると思います。宝塚市立病院でもお医者さん
がなかなか確保できないという医師不足、看
護師不足の問題もあります。できれば総合病
院をもっときちんと増やしていきたいと思っ
ているのですが、公立病院の経営というのも
また非常に難しく、様々な人材の確保も難し
いのも現実です。総合病院の建設を夢に終わ
らせたくないという思いもありますが、この
ような課題を抱えている中で、やはり現実的
には困難だということを知っていただきたい
なと思っています。その代わり、それに代わ
る体制を、今後ともしっかり整えていくよう
に、努力をしていきます。
私の答弁は、今日はこれで終わりになる
わけですけれども、本当に皆さん、素晴らし
いご質問を、ありがとうございました。
今のご質問に対して、教育長からの答弁
がありますので、教育に関することにつきま
しては、教育長がお答えします。
本当にありがとうございました。

○尾川悠宇副議長
須貝教育長。
○須貝教育長（登壇）
グループ「宝塚を盛り上げ隊」の教育に
関するご質問に順次お答えします。
まず、図書館の勉強スペースについてで
すが、中央図書館の2階には123席ある閲覧
室を設けております。毎日、年齢を問わず、
多くの利用者が仕事の調べものや自己啓発、
テスト勉強に利用されています。土曜日や日
曜日には、席を確保するために開館の前から
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玄関口で並ばれているときがあり、申し訳な
く思っています。
しかし、図書館は限られたスペースの中で、
できるだけ多くの図書を提供する必要があり、
今のところ勉強できるスペースをこれ以上確
保できない状況です。
そこで、少しでも多くの皆さんに閲覧室を
利用していただけるように、利用時間を毎週
金曜日と7月、8月の土曜日に、17時45分
までのところ18時45分まで、1時間延長し
ています。
また、図書館以外に、
市内の公共施設で自習ス
ペースのあるところとし
て、西公民館、東公民館、
各人権文化センター、男
女共同参画センター、教育総合センター、中
山台コミュニティセンターがあり、比較的利
用しやすい状況ですので、これらの施設も併
せて利用していただけたらと思っています。
このうち、東公民館については、1階の自
習室の利用状況を見ながら、85席ある2階
のセミナー室を自習室として使うことにして
います。
また、自習スペースのある公共施設を紹介
するチラシを作成して、各施設に置く予定で
す。
次に、駅前商業施設の空きスペースを有効
活用した博物館や科学館などの施設について
ですが、本市には、市立の博物館や科学館は
ありませんが、似たような施設として、手塚
治虫記念館、小浜宿資料館、歴史民俗資料館
の旧東家住宅及び旧和田家住宅や宝塚自然の
家があります。これらの施設では、宝塚の歴
史や文化財、ゆかりの人物に関する資料の収
集や展示などを行っています。

教育委員会では、博物館や科学館をすぐ
につくることは難しい状況ですが、すでにあ
る施設を活用したり、市外の施設とも連携し
ながら、皆さんが興味を持ち、宝塚に愛着を
感じてもらえるような様々な資料を広く公開
していけるように、努力していきます。
また、宝塚ガーデンフィールズの跡地の
利活用にあたっては、多くの人々が集い、子
どもたちが楽しんでもらえる場所となるよう
検討を進めております。
次に、岡崎選手を市で招いて、スポーツセ
ンターなどで講習会を開くことについてです
が、宝塚市出身で、国内や国外で活躍されて
いる有名なスポーツ選手が、何人もおられま
す。このような選手と直接ふれあって指導が
受けられるような機会があれば、本市のスポ
ーツが盛り上がり、子どもたちの夢が広がる
ことになるでしょう。
今後、岡崎選手をはじめ、
フットサルの吉田選手や水泳
板飛び込みの寺内選手など宝
塚市出身の有名なスポーツ選
手から直接指導を受けること
のできるよう、皆さんの思い
を伝え、実現に向けて努力していきます。

○尾川悠宇副議長
中川市長、須貝教育長、ありがとうござ
いました。
以上で、グループ「宝塚を盛り上げ隊」
の発表を終わります。
これをもちまして、４つのグループから
の発表と答弁はすべて終わりました。
本日の子ども議会の閉会にあたり、副議
長としてあいさつをします。
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今日僕たちは、子どもの目線から、色々
なことをお願いや提案させてもらいました。
僕たちはまだ子どもなので、自分たちだけの
力で実現することはできませんが、宝塚のよ
り良い未来につながればうれしいです。
もうすぐ、選挙権が１８歳になります。
近い将来、僕たちも自信を持って投票できる
よう、今日の貴重な経験を活かして頑張りま
す。
子ども議会を支えてくださった全ての皆
さんに、心からお礼を申し上げます。ありが
とうございました。
＜子ども議員・傍聴者の拍手＞
これをもちまして第１６回宝塚市子ども
議会を閉会します。
＜記念撮影＞
― 閉

会 ―

― 閉 会 午後３時４５分 ―
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◇ 子ども議員委嘱状

１２ 号 － １

－31－

◇ 第16回宝塚市子ども議会アンケート結果

【子ども議員２４名】

１, 「子ども議員になった理由（経緯）について（複数回答可）」
立候補または応募
先生にいわれて
友だちや家族に言われて
その他
回答なし

今年度
16件 (50.00%)
11件 (35.00%)
3件 (9.00%)
2件 (6.00%)
0件 (0.00%)

昨年度
52.00%
41.00%
7.00%
0.00%
0.00%

２, 「２回にわたる事前学習会で、グループでの話し合いを行いましたが、自分の意見
を」
よく伝えられた
伝えられた
あまり伝えられなかった
まったく伝えられなかった
回答なし

今年度
10件 (42.00%)
12件 (50.00%)
2件 (8.00%)
0件 (0.00%)
0件 (0.00%)

昨年度
28.00%
64.00%
4.00%
4.00%
0.00%

今年度
12件 (50.00%)
12件 (50.00%)
0件 (0.00%)
0件 (0.00%)
0件 (0.00%)

昨年度
60.00%
32.00%
4.00%
0.00%
4.00%

３, 「子ども議会を通して、自分たちの思いを市長や教育長などに」
よく伝えられた
伝えられた
あまり伝えられなかった
まったく伝えられなかった
回答なし
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４, 「自分たちの質問や提案に対する市長や教育長などの答えについて」

今年度
12件 (50.00%)
11件 (46.00%)
1件 (4.00%)
0件 (0.00%)
0件 (0.00%)

昨年度
44.00%
48.00%
0.00%
0.00%
8.00%

５, 「子ども議会を開く目的の一つは、自分の意見をおとなに聴いてもらう（子
どもの意見表明）ことなのですが、『おとなに聴いてもらうこと（子どもの意
見表明）』について」
今年度
すごく大切だと思った
19件 (79.00%)
大切だと思った
5件 (21.00%)
あまり大切だと思わなかった 0件 (0.00%)
大切だと思わなかった
0件 (0.00%)
回答なし
0件 (0.00%)

昨年度
64.00%
36.00%
0.00%
0.00%
0.00%

よく理解できた
理解できた
あまり理解できなかった
まったく理解できなかった
回答なし

６, 「もう一度この子ども議会に参加できるとしたら」
ぜひ参加したい
参加したい
参加したくない
わからない
回答なし
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今年度
12件 (50.00%)
11件 (46.00%)
0件 (0.00%)
1件 (4.00%)
0件 (0.00%)

昨年度
56.00%
36.00%
4.00%
4.00%
0.00%

７, 「子ども議会を終えてよかったところや悪かったところ、
改善してほしいことなど自由に感想や意見を記入してください」
＜子ども議会本番について＞
1 子ども議会の事前学習会も、すべていけなくて、いきなりというわけではなかったが、すこし不安も
あった。
2 私にとってたくさん学習できてよかったと思いました。
3 きちんとした討論の形にできればしていただきたかったですが、市長が素晴らしい方だということを
あらためて感じさせていただきました。
4 自分の気持ちを、ふだん伝えられない気持ちが伝えられてよかった。
5 きんちょうしたけど、よかった。
6 市長に伝えたいことは伝えられた。次に参加できたら、議長をやってみたい。
7 市長さんたちにつたえられたからよかったと思います。
8 特にありません。とても良かったです。
9 議会がどんな場所かわかって良かった。
10 自分の思いをしっかり伝えられたけれど、少しあせってしまったので言うのにつまってしまった。
11 自分の気持ちをきちんと言えてよかった。
12 自分の意見を言うことができて、すごく楽しかった。
13 自分なりの意見を伝えられて良かった。
14 思ったよりきんちょうしなかった。いつもより部屋がひろかった。
15 とてもきんちょうしました。
16 きんちょうした。
17 すごくきんちょうしたけれど、発表したときの達成感がありました。とても楽しかったです。
18 しっかり伝えることができたし、グループのみんなもがんばってくれてよかった。
19 カメラが何台かあって少し緊張しました。練習のときとは違って傍聴席にもたくさんの人がいて、
より本物の議会に近かった気がします。議場に入るなんて普通は出来ないいい経験ができました。
20 とても本格的で、市長さんや、教育長さんの答弁もていねいでよかった。
21 一回だけ、冷房が弱まりあつくなったときがあった。イスがふかふかだったので、ねむって
しまった（少しだけ）。
22 本当の議会を体験できたようで、良かったです。適度な緊張感があり、良い経験になりました。
23 適度な緊張感があって、市長さんもとてもおもしろい方ばかりで笑顔あふれて楽しい会議に
なったと思います。
＜事前学習会について＞
1 こういう場ができたこともうれしいし、子どもでも意見を聞いてくれる大人がいるのがうれしかった
です。
2 みんな良いアイデアばかりで、素晴らしいと思いました。
3 本番に向けて言いたいことが言えるように工夫をして、言いたいことが言えるようにがんばった。
4 よく伝えられた！
5 きんちょうしたけれど話し合えてよかったです。
6 特にありません。とても良かったです。
7 事前に学習することが重要かわかった。
8 自分の思っていること、伝えたいことをしっかりとまとめられた。
9 私たちのまちを変えられるように声をあげる準備が出来てよかった。
10 途中で帰ってしまったり、参加することができなかったりしたけど、すごくみんなの意見も聞けて
楽しかった。
11 いろいろ意見を言えて良かった。
12 １回目休んでしまって２回目にきたら楽しくてよかった。
13 初対面の人と話すのできんちょうしました。
14 自分の意見をちゃんと言えた。
15 みんなでていねいに話し合いができてよかった。
16 時間はあまりなかったけれど、子どもだからこその答えがあったと思います。
17 みんなの意見をまとめるのはしんどかったけど、やりがいがあった。
18 担当の人もとても一生懸命で良かったです。
19 しっかりと話す時間があった。少し、リハーサルの時間が短かった。
20 お茶をもらえたので、良いな～と思った。
21 意見を言い合う事ができて良かったです。宝塚市の児童、学生さんは、とてもすばらしいと
思いました。
22 とても楽しく、色々な意見が聞けて良かったです。
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◇ 子ども議会広報等
８月１９日

インターネット中継

広報たからづか

８月号

検索ワード 「 宝塚 子ども議会 ２０１５ 」で検索

－35－

集

合

写

真

（平成２７年８月１９日子ども議会終了後撮影）

