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１ 平成２５年（２０１３年）１２月市議会における議員からの要望等について（報告） 

【提案】 企画経営部 

      平成２５年(2013 年)１２月市議会にいて議員から要望等があったものを取り

まとめたので報告する。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

２ 宝塚市公共施設及びインフラ最適化検討会の設置について  

【提案】 企画経営部 

      本市所有の公共施設及びインフラの最適化に関する施策について調査・研究

を行うため、宝塚市都市経営会議設置規程（平成１５年訓令第２６号）第６条

第２項の規定に基づき、宝塚市公共施設及びインフラ最適化検討会（以下「検

討会」という。）を設置する。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

３ 平成２５年度及び平成２６年度の宝塚市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

を図るための方針の策定について  

【提案】 健康福祉部 

      国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第９

条第１項の規定に基づき、平成２５年度及び平成２６年度の「宝塚市障害者就

労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の第９条で調

達方針が、第１０条では地方公共団体が国等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努

めることが規定されている。そして、競争参加資格を定めるにあたっては、入札者が法

定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設から相当程度の物品等を調達してい

ることに配慮する等公契約における障害者の就労を促進するために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする、との規定があり、平成 25 年 4月の国の方針および同年 12月

の県の方針が策定され、いずれも障害者の就労を促進するための措置について規定され

ている。しかし、市の方針には同様の措置が記載されていない。調達推進の記載が見受

けられないが。 

→ 今回の方針については、各市の内容も踏まえ作成したが、公契約の中でも障害者の



契約について考えていきたい。 

 

４ 宝塚市立病院中期事業計画（案）の策定について  

【提案】 市立病院 

      平成２１年度から５ヵ年の「宝塚市立病院改革プラン」の計画期間終了に伴

い、平成２６年度からの宝塚市立病院中期事業計画２０１４を策定する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 改革プランのＰ.4について、これらの項目がどの程度達成できているのか。例えば、職

員の適正化など、どの程度の計画に対し、実績はどうであったのか。 

→ 改革プランの取組結果については、本編に記載している。具体的な取組内容につい

ては、数値目標に対する評価というものがあり、その中に、医療機能の確保に関する

指標が６項目ある。この中で、達成できていないものは１項目あり、糖尿病の専門医

が確保できないというものである。今後、引続き取組んでいきたい。 

次に、財務内容の指標については、３項目あるが、平成２４年度実績では、若干前

年度を下回っているため、改善に向けて取組みたい。 

次に、経営効率化の方策として２５項目がある。このうち達成できたものは２０項

目、達成できなかったものが３項目であった。達成できなかった３項目については、

売店のコンビニ化、時間外勤務の縮減、６人部屋から４人部屋への改善、の３点であ

り、引続き取組んでいきたい。残りの２項目は方針転換を行ったもので、外来診療の

強化と、職員数の適正化、である。外来診療については、入院診療中心という考え方

があるためである。次に職員数の適正化については、現在の医療環境を踏まえると、

困難であると判断したためであるが、新しい計画の中で、管理していきたいと考えて

いる。 

・ 産婦人科の再開について平成 28 年度となっているが、現実的に開設可能なのか。 

→ 平成 28 年度の下期には再開したいと考えており、現在、阪神北医療圏の周産期医療

の状況、近隣の伊丹市立病院での分娩の中止、といった状況を踏まえ、市立病院の役

割を明確にしながら、方向付けをしていきたい。 

・ 平成 25 年度の経営状況は 

→ 本年度は上期に入院患者が伸び悩んだため、不透明な状況である。できるだけ目標

に近づけるよう、努力していきたい。 

・ もうひとつ高いレベルでの病院経営の方向性、とは。 

→ 概要版のＰ.6 に記載の、「過ごしやすい病院づくり」「障がい者にやさしい医療の提

供」「職場環境の改善」「感染予防の推進」など、これまでになかった取組を盛り込ん

でいる。 

・ 病院の機能評価には費用もかかると思われるが。 



→ 現在の計画では次のバージョンへ取組んでいきたいと考えている。近隣の病院も取

組んでいるので、経費はかかるが継続していきたい。 

 

５ 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 企画経営部 

      個人の市民税の年金からの特別徴収について、新基幹系システム運用開始の

延期により、実施の延期を余儀なくされたため、宝塚市市税条例の一部を改正

する条例の一部を改正する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 今まで延期をしてきたが、今回の延期について、総務省の見解は。 

→ 直接に総務省からというものではないが、昨年８月に県と協議を行った際、総務省

から県に対し、早期に実施するよう要請を頂いている。その中で、市からは、基幹系

の状況などを説明し、平成 30年度を目処に実施することを伝えている。その後、総務

省、県からの通知等はない。 

・ このことにより、関連する業務への影響は。 

→ 年金の特別徴収の延期であるため、徴収率の問題があるが、昨年、阪神間の状況を

確認したところ、特別徴収の実施有無が、徴収率にあまり影響がないことを確認して

いる。 

 

６ 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  

【提案】 市民交流部 

      兵庫県後期高齢者医療広域連合の副広域連合長の定数を１人から２人とする

ことに伴い、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約を一部変更する。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

 

７ 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 市民交流部 

      平成２６年７月１日から乳幼児等の医療費助成について一部負担金を無料と

する年齢を拡大することに伴い、「宝塚市福祉医療費の助成に関する条例」の一

部を改正し、所要の整備を図る。 

【結果】 第２７回都市経営会議(２月５日)へ再提出し、審議。 

 

 



８ 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県市町村

職員退職手当組合規約の変更に関する協議について  

【提案】 総務部 

      本組合を組織する地方公共団体の数を増減し本組合の規約を一部変更する。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

 

９ 市道の管理瑕疵による事故にかかる損害賠償の額の決定について  

【提案】 都市安全部 

      市道に設置していた鋼製グレーチングの滑り止め加工が磨耗していたため、

雨により濡れた同グレーチング上で滑り転倒し負傷した相手方に対して、市の

過失割合に応じた損害賠償額の決定を、地方自治法第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 市内に同様の箇所は多くあるのではないか。危険性について点検の実施などは行ってい

るのか。 

→ 危険箇所については、一通り点検を実施しており、滑り止め加工の有無についても

確認した。今回の場所は、車通りも多く、人はグレーチング上を歩かざるを得ない状

況であった。このような危険な箇所から、グレーチングの滑り止め加工を行っていく。 

・ 今後、同様の事案があるたびに損害賠償を行うのか。今回は、裁判は行わず、話し合い

での賠償か 

→ 相手方からは裁判の意向もあったようであるが、話し合いでの賠償となった。 

・ 道路保険でどの程度、充当できるのか。 

→ １００％であるため、市の負担はない。 

・ 賠償の基準を定めたマニュアルはあるのか。 

→ 現状ではマニュアルはなく個別の対応としており、保険会社などと現地の確認を行

い、賠償額を定めている。市にマニュアルはないが、保険会社に、本人の過失なのか、

市の管理瑕疵にあたるのか、という一定のマニュアルはある。市はこの基準を採用し、

対象者が不服である場合には裁判という流れになる。通常の場合は、本人の過失にな

るが、何回も同じ場所で事故が起きる場合などは、市の管理瑕疵となる可能性が高い。

今回の件については、車通りも多く、人はグレーチング上を歩かざるを得ない状況で

あったにも関わらず、滑り止め加工に磨耗があり、管理が十分ではなかったと判断さ

れたため、７０％の過失割合で賠償を行うこととなった。 

 



１０ 市道路線の認定変更・認定について  

【提案】 都市安全部 

      開発行為による帰属により取得した道路について、道路法上の道路にするた

めの認定を行う。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 売布自由ガ丘の市道認定について、東側の道路が公道まで抜けていないが。 

→ 現状、東側は、フェンスにより行き止まりとなっているため、西側から街区に入る

ことになる。 

これまで、東側進入路については、前所有者から事業承継を受けたヤマダエスバイ

エルホームが実施するということで、相手方に対しては、弁護士も介しながら履行を

求めてきた。しかし、相手方は、前所有者から事業継承を受けた時点で、そのような

義務はなかったと主張しており、着手に至っていないというのが現状である。ただ、

この道路については、公道となるよう進めていく必要があると考えている。現在は西

側のみの進入路ということで宅地販売を行っている。今後、整備について話を進めて

いく必要がある。 

・ 現状がこのような状況であっても、移り住んできた方は、東側からの進入できるように、

市に対して、求めてこられるのではないか。 

→ 宅地販売を行うヤマダエスバイエルが、購入者に対し、重要事項説明で、西側にし

か進入路がないことを説明することになる。市としては、東側からの進入を確保する

ため、隣接民有地の土地と一部交換を行うなどの調整も行っており、解決を図りたい

と考えている。 

・ 消防など、緊急時はどうするのか。 

→ その際は、フェンスを退けて進入することができる。 

 

１１ 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 都市安全部 

      本市の都市公園の適正な管理と運用を図るため、整備を完了した都市公園に

ついて、当該条例の一部改正案を提出し、追加の承認を得ようとするもの。ま

た、公園を利用する市民へのサービス向上を図るため、自動販売機を設置する

ことに伴い、当該条例の別表第２の一部改正案を提出する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 公園への自動販売機の設置について、具体的な予定はあるのか。 

→ 末広中央公園を検討している。現在は勤労市民センターに設置されているが、今後

の廃止に伴い、公園に設置することを想定している。 



・ 公園に自動販売機を設置する際にはごみの回収ボックスの設置や、空き缶等の散乱防止

の対策も必要ではないか。 

 

１２ 宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 子ども未来部 

      平成 26 年 4 月から子ども発達支援センターにおいて、「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律」を根拠とする障害福祉サービスの

みを利用する場合の計画の作成を行うため、宝塚市立子ども発達支援センター

条例の一部を改正する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 今回の改正は、発達支援センターがサービスの充実を図るためのものなのか。 

→ そのとおりである。発達支援センターについては、就学前の子どもを対象としている

が、すみれ・やまびこ学園を卒園された方も外来診療ということで来られており、就学

後も支援が必要となっている。事業所としては、児童福祉法を根拠としているため、18

歳未満の方に対しては支援を行っていきたいと考えている。 

 

 

１３ 農作物共済に係る無事戻しについて  

【提案】 産業文化部 

      平成 26年度において農作物共済に係る無事戻しをしようとするので、宝塚市

農業共済条例第３６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

１４ 宝塚市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について  

【提案】 消防本部 

      消防組織法第 15条の規定が改正され、市町村の消防長及び消防署長の資格の

基準を定める政令が制定されたことに伴い、新たに、宝塚市消防長及び消防署

長の資格を定める条例を制定する。 

【結果】 承認  

【質疑等】  

・ 消防長の資格として、宝塚市消防吏員のほか、その他の職員というのが規定されている

が。 

→ 行政職員からの消防長を想定している。 

 



１５ 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 消防本部 

      住宅用防災警報機及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令

等の一部を改正する省令が平成 25年 3月 27日に公布されたことに伴い、宝塚

市火災予防条例のうち、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の設置及び

維持に関する基準に係る規定の一部を改正する。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

１６ 宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  

【提案】 管理部 

      宝塚市立長尾幼稚園の移転新築に伴い、宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例

で規定している同園の位置を改めようとするもの。 

【結果】 承認  

【質疑等】 特になし 

 

 


