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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 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 政策推進
課

大川議
員

　宝塚魅力創造発信事業の進め方には、単にパンフ
レットを作った、職員研修に取り組んだことをもって、成
果となるものではない。住民の増加のために何が必要
なのかきちんと調査して取り組むべきである。

 人口減少社会が到来している現状において、定住人
口の増加の取組が必要です。本市の住みやすさも多く
の方に認めていただくため、観光、産業振興施策のみ
ならず、福祉、子育て支援、教育施策、環境保全、良
好な住環境施策などの施策を、上手く発信する取組を
進める。また職員自ら、まちの魅力の掘り起しや発信の
あり方の研修を行っていく。

 本市の魅力の掘り起しに向けて、不動産業など住まい
選びに携わっている方の考え方を学び取り、今後のシ
ティープロモーションの進め方に生かしていく。また、
他市の事例などを調査研究し、あわせて情報発信のあ
り方の研修会等を実施し、シティープロモーションの意
識醸成を図っていく。 未済

 今後の方針のとおり

2 26 3 定例 文教生活
常任委員
会

企画経営部 政策推進
課

三宅議
員

　　（仮称）花屋敷グラウンドの全体構想の策定にあた
り、地域住民等と一緒に話し合う場の設定が必要と考
える。
　グラウンド施設の整備が完了する10月までには、全
体構想を取りまとめてもらいたい。
　どのようになっていくのかに不安を抱いている地域住
民に対して、十分な情報提供を願いたい。

　地域の自治会をはじめ、北雲雀きずきの森の関係者
などとの協議、検討の場を設けていく考えでいる。
　このような場を通して、地域の皆さんへの情報提供を
行うとともに、要望や意見を聞きながら、全体構想をとり
まとめていきたい。次年度速やかに着手していく。

答弁に同じ。

未済

4月以降、早急に協議の場を設けていく。

3 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 政策推進
課

藤岡議
員

　北雲雀きずきの森で活動されている方には、川西市
の住民も多い。そのような方の意見も聞き、互いに活用
ができることを考えていく必要があるのではないか。

　きずきの森側からのアクセス道路については、川西
市の住民に対しどのように対応し、理解を得ていくのか
重要な問題である。必要に応じ川西市の住民にも話し
合いに入ってもらう考えでいる。

答弁に同じ。

未済

4月以降、早急に協議の場を設けていく。

4 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 政策推進
課

江原議
員

　北雲雀きずきの森側からのアクセス道路について、
公道化（認定道路）とするのか、専用通路とするのか、
あるいは旧花屋敷寮の解体のため管理用通路とする
のか、地域住民と十分に話し合っていくべきである。

　取得時以降、地域住民との話の中では、公道化の意
見の両方があった。今後、地域住民等と協議のうえ、
慎重に決めていく。

答弁に同じ。

未済

4月以降、早急に協議の場を設けていく。

5 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 政策推進
課

となき議
員
浜崎議
員

　2カ月後に宝塚ハーフマラソンを控えたこの時期に、
こういったイベントを実施するというのは、どういった趣
旨か。
　また、当該施設において実施することは、青少年の
健全育成に悪影響を与えるのではないか。

リレーマラソンというランニングイベントにとどまらず、市
の魅力をアピールしていくことのできる集客イベントとし
て実施することを考えている。

　以下の内容が、予算特別委員会において附帯決議
された。
　阪神競馬場リレーマラソンの実施にあたっては、開催
日の変更も視野に入れ、その運営にあたっては青少
年に配慮すること。

済

　附帯決議がされた開催日の変更や青少年
への配慮に関して検討をおこなった結果を、
4月22日の会派代表者会において説明済
み。

平成２６年（２０１４年）

1



2

3月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
臨時
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議会の種
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平成２６年（２０１４年）

6 26 3 定例 総務常任
委員会

企画経営部
産業文化部

政策推進
課
文化政策
課

江原議
員

 大分市との友好都市の締結について、どのような交流
をどこまで進めるのか、きずなネットワークと称して、「ゆ
るやかな協力関係」を理由に曖昧なまま交流を進める
ことは、後が続かないことになる。締結後何をするのか
明確にするべきである。

 都市間の友好関係のありようについて、相互に多額の
費用かけるのではなく、義務的にならない範囲で協力
関係をはぐくむことを目的にしている。覚書の締結は大
分市からの発意であり、大分市の合唱団も本市に来て
くださった。文化交流のありかたを協議していく。

 大分市と今後どのような交流ができるか協議するととも
に、協定の締結を目指す。合わせて文化交流に必要
な予算について検討していく。

未済

 今後の方針のとおり

7 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部
産業文化部

政策推進
課
手塚治虫
記念館

江原議
員

　ガーデンフィールズ跡地の利活用にあたっては手塚
治虫記念館をどのように活かすのかが大切である。駐
車場がなければ入館者が減少するのは明らかである。
取得地だけでなく周辺地での駐車場確保も含めて対
策を考えるべき。

　これまで阪急電鉄株式会社に対して、周辺の開発に
合わせて、大型バス駐車場用地の確保について協議
を行ってきたが、確保は難しいとの回答をいただいて
いる。手塚治虫記念館に国内外からの団体客を積極
的に誘客するため何らか駐車場を整備する必要がある
と考えており、具体的な整備方法について、今後検討
する。

　市が取得する土地は現状の緑をできるだけ残す方針
を示しており、どの程度駐車場スペースを設けるのか
調整が必要である。

未済

　答弁のとおり

8 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 財政課 大川議
員

　公会計改革の中で固定資産台帳の整備が必要だと
思うがどのように考えているのか

　国の動向を注視して対応していく 　システムの導入、資産調査、公共施設マネジメントシ
ステムとの連携が必要になる。

未済

　国の作業部会の報告書に基づき対応して
いく。

9 26 3 定例 予算特別
委員会

企画経営部 財政課 江原議
員

　債務負担行為（議決済分）の支出予定額の表現方法
について、わかりやすいものとするべきだ

　表現方法についてわかりやすく整理して記載すること
を考える。

　答弁に同じ

未済

　答弁に同じ
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3月 市議会要望等事項

平
成
年

月 定例
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別
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・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２６年（２０１４年）

1 26 3 定例 本会議 市民交流部 市民協働
推進課

中野議
員

　地域自治区も一つの手法であるので、検討すること
を要望しておく。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　地域自治の確立の必要性は認識している。協働のま
ちづくり促進委員会の議論を踏まえるなど、検討してい
く。

未済

　答弁に同じ

2 26 3 定例 予算特別
委員会

市民交流部 市民協働
推進課

大島議
員

　きずなの家の効果測定にアンケートなどを考えてほし
い。

　アンケートも含めて、効果測定について検討する。 　アンケートの実施をきずなの家運営団体に依頼する
必要がある。

未済

　答弁に同じ

3 26 3 定例 予算特別
委員会

市民交流部 国民健康
保険課

冨川議
員

　平成26年度国保会計当初予算に、赤字解消対策の
予算措置がない。
　平成25・26年度も単年度赤字が見込まれる中、市と
して政策的に決断すべき時期ではないか。

　赤字解消のためには、保険税と一般会計の両方で
賄う必要がある。
　保険税改正については、国保運協や議会での議論
が必要で、また、被保険者に負担増を求めることにな
る。一般会計繰入については、財源の確保や国保加
入者以外の市民の理解が必要になる。
　当面は単年度黒字化を目指し、中長期的に累積赤
字の解消図っていく。

　本年３月に、宝塚市国民健康保険運営協議会から、
赤字解消の取組を盛り込んだ「国民健康保険事業経
営健全化プラン」の答申を受けた。
　今後は、答申の内容に基づき、赤字解消に向けて取
組んでいく。

未済

　早急に赤字解消の取組を進める。
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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２６年（２０１４年）

1 26 3 定例 予算特別
委員会

総務部 総務課 大島議
員

　定員適正化計画において、削減数のみを目標とする
ことの妥当性について検討すべき。

　引き続き適正な定員管理に資するような削減数以外
の指標について検討する。

　定員管理の進捗を定量的に図ろうとする上で、職員
の削減数以外を指標とするのは難しい面があるが、引
き続き適正な定員管理に資するような削減数以外の指
標について検討する。

未済

　引き続き適正な定員管理に資するような削
減数以外の指標について検討する。

2 26 2 定例 本会議 総務部 契約課 寺本議
員

　本市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
を図るための方針では、競争入札についての記述が
ないが、どう取り組んでいくのか。

　障害者優先調達法第10条に基づく公契約における
障がい者の雇用促進の措置については、入札参加者
が障がい者の法定雇用率を遵守していることが前提で
あり、市内業者ではその対象となる従業員50人以上の
事業所が309者中8者しかなく、そのまま導入すると市
内業者の落札率が低下する恐れがある。そのため、ま
ず調達方針において入札登録業者に対し、法定雇用
率の遵守や障がい者の雇用を促進する取組について
広く周知する。

答弁に同じ

未済

　平成26年5月の業者登録更新時から従業
員50人以上の事業所に対し障害者雇用状
況報告書の写しを提出させる。

3 26 3 定例 予算特別
委員会

総務部 管財課 山本議
員

　車両調達時には購入とリースの経済比較を行うべき
である。

　車両は年間10万キロを超えて走行するのでなけれ
ば、リースよりも購入の方がコストメリットがあると聞いて
いる。市においては、調達時にコスト比較を行っている
のか。

　平成19年に市として初めて車両リースを導入した際
には、購入の場合と比較したうえで、リースの方がコスト
メリットが見込めるものとしてリースを選択した。
　しかしながら、時間も経過しているので、改めてリース
と購入の経済比較を行う。

未済

　平成27年度予算に向けての平成26年度実
施計画要求時に検討する。

4 26 3 定例 予算特別
委員会

総務部 人権男女
共同参画
課

田中議
員

  非核平和都市宣言25周年を記念して発行を予定し
ている（仮称）「市民による戦争体験記録集」につい
て、映像での記録を残すべきである。

  戦争体験者のインタビューなどを映像記録として残す
ことを検討する。

　平成26年度は、戦争体験記録集（冊子）を作成の予
定である。
　平成27年度の取組に向けて、同記録集作成の中で
得られた戦争体験者の情報等も踏まえて映像記録の
作成について検討する。

未済

　平成26年度以降に検討予定。
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1 26 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 総合防災
課

田中議
員

　宝塚希望応援隊補助金について、市民、学生等が
使いやすくなるよう、弾力的な運用を図って欲しい。

　補助金交付要綱を見直して、弾力的な活用について
検討していく。

　答弁に同じ

未済

　平成26年6月までに検討予定

2 26 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

デザイン灯のLED化について
今回のLED化で対応されなかったデザイン灯につい
て、今後、対応していくことを市民に広く周知するように
して欲しい。

　市のHP等で周知を行うようにしていく。 　答弁に同じ

済

3 26 3 定例 産業建設
常任委員
会

都市安全部 公園緑地
課

となき議
員

子どもが遊びに夢中になると帰る時間がわからないの
で公園内に時計を設置してほしい。

　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。

　答弁に同じ

未済

　答弁に同じ

4 26 3 定例 予算特別
委員会

都市安全部 道路政策
課

冨川議
員

　都市計画道路中筋山本線西工区の整備は、南北区
画整理事業を連絡する道路であり、それぞれの事業の
相乗効果を引く出すためにも必要な路線である。面整
備による整備を検討してきたが事業化が困難となっ
た。線整備に切り替えられないか再検討することを要
望する。

当該区間の整備の必要性は認識している。面整備を
誘導するための都市計画決定であった。今後も、面整
備を主体として線整備との両面から検討を行う。

　答弁に同じ

未済

　都市計画道路整備プログラム改訂の中で
当該路線の整備について検討する。
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1 26 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 障害福祉
課

田中議
員

　ゲートキーパー養成講座に全職員を計画的に、効率
的に受講させるべきだ。

　答弁不要 　答弁不要

未済

　次年度以降、早期に全職員が受講できる
よう、養成講座の回数を増やすよう計画す
る。

2 26 3 定例 予算特別
委員会

健康福祉部 障害福祉
課

井上議
員

　障害福祉課の業務にあわせた専門職の採用など職
員の体制を考えていくべきだ。

　答弁不要 　答弁不要

未済

　次年度、適切な時期に、課の業務に必要
な専門職の要求を検討する。
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平成２６年（２０１４年）

1 26 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

子ども政策
課

藤岡議
員

　平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が始まる
が、不安に思っている保護者もいることから、その不安
を払拭するためにも早期に市主催の説明会等を開催
すべきである。

　事業者向けの周知としては、新制度にかかる基準等
の条例を6月議会に提案する予定にしており、7月以降
に周知を図る予定にしている。
　保護者向けの周知としては、次年度の入園児募集が
始まる秋ごろに、市広報誌で制度の概要や手続きにつ
いて周知を図る予定にしている。

　保護者向けの周知については、出来る限り早期に行
うことが不安払拭に繋がることから、実施方法や時期を
検討する。

未済

　次年度の早期実施に向けて検討

2 26 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

保育課 となき議
員

　待機児童の解消については、３園整備が２園整備と
なり、私立幼稚園の認定こども園移行や小規模保育所
の実施などで対応するとの答弁であったが、認可保育
所の整備で対応すべきと考える。

　３園整備が２園整備となったことの対応としては、私
立幼稚園の認定こども園移行などにより、待機児童が
多い１歳児、２歳児の待機解消を中心とした計画の変
更を行い、平成２７年４月の待機児童解消を目指す。
　平成２７年以降については、「子ども・子育て支援事
業計画」における保育の需要量や子ども審議会での審
議も踏まえ、保育需要が増大した場合の対応として
は、私立幼稚園の認定こども園移行などに加え、３歳
児以降の受入れ先の確保ができる環境が整い、保育
の質を確保した上で小規模保育所の導入も検討する
中で、認可保育所の整備も検討していく。

　答弁に同じ。

済

3 26 3 定例 本会議 子ども未来
部

青少年課 寺本議
員

　市立の小学校に在籍している児童だけでなく、地域
に住んでいる児童が希望すれば地域児童育成会に入
所できるようにすべきである。

　各育成会ではそれぞれの小学校の登校日や児童の
下校時に合わせた育成会の開設、あるいは、気象警
報時の対応など、各小学校と密接に連携した運営を
行っている。このため、学校が異なるとこういった連携も
困難であることから私学等に通学する児童の受入れに
ついては課題があると考えている。しかしながら、児童
の健全な育成や子育てと仕事の両立支援の観点か
ら、今後の対応について検討する。

　小学校内にある地域児童育成会での受入れは、学
校との連携や児童の集団生活の観点から課題が多い
と考えるが、関係者と協議を行っていく。

未済

　今後、関係課と協議を行う。

4 26 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

青少年課 井上議
員

　市立の小学校に在籍している児童だけでなく、地域
に住んでいる児童が希望すれば地域児童育成会に入
所できるよう条例改正すべきである。

　同上 　同上

未済

　今後、関係課と協議を行う。

5 26 3 定例 予算特別
委員会

子ども未来
部

子ども発達
支援セン
ター

井上議
員

　障がい児に係る相談支援は、次年度、対象人数が増
加することが予測されるが、人員の増員配置を行い子
ども発達支援センターの専門性を生かして対応してほ
しい。相談の対象年齢は就学前と限らず、１８歳未満
の児童すべてを対象にするべきである。

　平成２６年度、人員の増員配置を予定している。
　就学前の児童だけではなく学齢児についても行う
が、年齢が高くなるに従い他の事業所に案内する予
定。

　相談支援を行う職員を臨時職員で雇用する。
再来年度以降、更に増加することが予測されるが増員
配置については、今後検討を行う予定である。
　他の事業所との連携を密に行い、支援が切れずに行
えるよう連絡調整を速やかに行える体制を整える。

済

7
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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２６年（２０１４年）

1 26 3 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

中野議
員

　産業振興策の「モノ・コト・バ宝塚」の今までの経済効
果を検証すべきである。今後、実施するアンケートの結
果をどう生かしていくか。アンケート結果については議
会にも報告してほしい。

　資源取扱者へのアンケート調査を実施するなどして、
事業による効果の把握に努める。アンケートの結果に
ついては議会に報告する。

　アンケート結果については、集約・分析し議会に報告
する。

未済

　平成26年度の早い時期において、アン
ケートを実施する。

2 26 3 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

伊藤議
員

　平成26年度には住宅リフォーム補助金制度が新設さ
れるが、知らないで損をしたとか、他の既存の補助、助
成制度と併用しての二重取りになることとかがないよう
すべきである。

　一つの工事に対して２つの補助金は重ねて交付しな
いが、同一の住宅内であっても別の工事として認めら
れる場合には、各々の制度で交付対象とする。

　答弁に沿ったかたちで補助金交付要綱を制定する。
また、既存の補助、助成制度を所管する関係各課で
は、相互に連携し、必要に応じて工事の現地にも出向
くなどして、補助金交付事務を適正に執行する。

未済

　平成26年6月からの募集に向けて検討中。

3 26 3 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

寺本議
員

　「モノ・コト・バ　宝塚」では数多くの資源が選定されて
おり、希少価値がない。結果として、宝塚のブランドイ
メージを高めることに繋がっていない。都市ブランドとし
ての宝塚ブランドと「モノ・コト・バ　宝塚」で使っている
宝塚ブランドを使い分ける必要がある。

　宝塚ブランドに係る懇話会委員からも、選定資源が
一定数に達した時点で、全国に向けて広く情報発信し
ていく資源と市民を含め認知度を高めていくものとに
整理をする必要があるとの意見もあった。今後の事業
展開については、懇話会委員の意見も参考にしなが
ら、また、宝塚商工会議所とも協議しながら検討してい
く。

　平成26年度上半期に、第3回宝塚ブランド「モノ・コ
ト・バ　宝塚」を募集し、選定を行う。
　平成27年度以降の事業展開については、懇話会委
員の意見を参考にしながら検討を進める。

未済

　平成27年度以降の事業展開については、
第3回の選定作業と並行して進めていく。

4 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

大川議
員

　ガイドブック作成は、シティ・プロモーションを意識し
て行うこと。作成事業者の選定方法及び委託先につい
ても十分考慮すること。

１　現時点では詳細が決定していない。
２　シティ・セールスやシティプロモーションの観点は必
要
３　関連団体、民間事業者など外部の意見を参考に進
めていく。

　作成にあたっては、シティ・セールスやシティ・プロ
モーションの観点を意識して取り組む。
　ガイドブックが対象とするターゲットや宝塚市のどのよ
うな魅力をアピールするかなどの方向性を定めることか
ら着手し、そのうえで、ガイドブックに掲載するコンテン
ツ等の検討など具体的な作業に入っていく。
　また、委託先の選定方法等も十分考慮して取り組
む。

未済

　平成26年秋の完成を目指して取り組む。

5 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

浜崎議
員

　アンテナショップは奥まったところにあり、場所が分か
りにくい。店舗へ誘導する工夫が必要である。

　ソリオ内のメインプラザでの店舗の案内をするなど工
夫したい。

・答弁内容に加えて、交通広場、ソリオ宝塚内などでア
ンテナショップへの誘導サインが設置できないか検討
する。
・受託者においても近日にアンテナショップ専用のWeb
サイトを開設するなどＰＲ活動に努めていく。 未済

　3月20日に店舗がオープンした。観光客や
市民により活用いただくため、早急に対応す
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２６年（２０１４年）

6 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

田中議
員

　住宅リフォーム補助金が予算計上されているが、予
想以上の申し込みがあった場合どうするか。

　平成26年度が初年度になるので、申し込み状況をみ
て今後の展開を考える。

　西宮市など同制度を既に導入した自治体では、募集
枠を超える応募があった。抽選会を実施して対象者を
決定しており、当市でも同様の状況になると想定してい
る。実施にあたっては、他市の状況も参考にしながら、
最終的には応募状況をみて、今後の展開を決定して
いく。 未済

　平成26年6月からの募集に向けて検討中。

7 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 商工勤労
課

大川議
員

　「宝塚ブランドＰＲアンテナショップ」とあるが、「宝塚ブ
ランド」と「モノ・コト・バ宝塚」とは意味が違う。シティプ
ロモーションの一環として、「モノ・コト・バ　宝塚アンテ
ナショップ」が望ましい。

　名称を直ちに変更することは難しいが、メイドイン宝
塚という意味の宝塚ブランドと、都市ブランドとして打ち
出しているモノ・コト・バ宝塚とは使い分ける必要がある
と思うので、それを踏まえて事業展開していく。

　答弁のとおり。

未済

　答弁のとおり。

8 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 農政課 冨川議
員

　「ダリアで彩る花のまちづくり事業」で、ダリアが注目さ
れているが、宝塚市花のスミレを市内に広げる取組も
実施してほしい。

　「ダリアで彩る花のまちづくり事業」は、市の特産品で
あるダリアを市民に広く知ってもらうために実施するも
のである。
市花はスミレであることから、ダリアの球根を配布する
際にはスミレの種を配布するなど、スミレについても何
らかの取組を検討する。

　答弁のとおり。

未済

　答弁のとおり。

9 26 3 定例 予算特別
委員会

産業文化部 国際文化
課

大河内
議員

市内には、絵などを展示できるギャラリーが少ない。照
明器具などにも配慮した展示スペースを確保してほし
い。

答弁なし。 ガーデンフィールズ跡地などの活用を検討する中で、
考慮していく。

未済

9
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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２６年（２０１４年）

1 26 3 定例 予算特別
委員会

消防本部 総務課 江原議
員

　東消防署雲雀丘出張所へ救急車を配置するべきで
ある。

　平成２５年４月１日から東消防署へ救急隊１隊増隊し
たことの効果を検証していくとともに、宝塚市、川西市、
猪名川町の２市１町消防広域連携に向けた取り組みも
含めた中で、東消防署雲雀丘出張所への救急車配置
を検討していく。

　救急車を配置するための施設整備と車両及び人員
配置の見直しが必要となる。

未済

　検討予定

1 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 大河内
議員

　学校施設の耐震化について、平成27年度までに確
実に完了すべきである。

　現在のところ、非構造部材の耐震化も含め、計画通り
進捗している。

　答弁に同じ。

済

2 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 大川議
員

　小中学校の空調整備について、光熱水費の削減の
観点から、個別空調化を進めていくべきである。

　順次更新を実施していく。 　答弁に同じ。

済

3 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 大川議
員

　学校照明器具のＬＥＤ化を進めていくべきである。 　トイレ等小規模照明器具については、順次整備を
行っている。普通教室等については、公共型番として
の認定がされていないため、条件が整い次第順次採
用していく。

　ＬＥＤの整備は、照明器具単体の更新ではなく、大規
模改修時に行うことになる。

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２６年（２０１４年）

4 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 大島議
員

　旧長尾幼稚園跡地について、解体撤去後も桜の木
を残すべきである。また、長尾小学校屋内運動場の跡
地への移設を検討すべきである。

　答弁不要。

済

5 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 井上議
員

　特別支援学校のトイレ・外壁改修・屋外育友会室の
改修を実施すべきである。

　それぞれ予算要求を行っていく。 　答弁に同じ。

済

6 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 江原議
員

　学校の非構造部材の耐震化について、早急に実施
すべきである。

　吊り天井については、26年度中に対策工事設計を実
施し、27年度中の工事完了を目指す。バスケットゴー
ル・照明器具等についても、順次調査を行い、対策を
実施していく。

　答弁に同じ。

済

7 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 冨川議
員

　小中学校のグラウンド整備について、より多くの学校
を対象に実施すべきである。

　交付金・人員・工事期間等を勘案して予算要求して
いく。

　学校要望や、グラウンド状況に影響を及ぼす耐震・
老朽改修計画と照らし合わせつつ、適宜推進してい
く。

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２６年（２０１４年）

8 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 冨川議
員

　小中学校の空調整備について、更新を進めていくべ
きである。

　今回採択された長尾南小学校をはじめ、全館空調設
備を運用している他校についても、順次更新を進めて
いく。

　答弁に同じ。

済

9 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 冨川議
員

　長尾中学校屋内運動場について、改築計画を策定
すべきである。

　答弁不要。

済

10 26 3 定例 予算特別
委員会

管理部 施設課 北野議
員

　旧長尾幼稚園跡地計画について、面積不足・安全
性の面から、長尾小学校屋内運動場の移設用地とし
ての検討をすべきである。

　旧幼稚園跡地については、明確な利用計画のない
当面の間は、小学校サブグラウンドとしての運用を考え
ている。
　現存の長尾小学校屋内運動場は、耐震性能に問題
がなく、現状において改築は考えていないが、立地条
件による安全性等については再度確認し、検討を行
う。

　平成１７年度の長尾小学校校舎改築事業実施当時、
旧幼稚園撤去後のマスタープランとして、小学校屋内
運動場、プール、プレハブ棟の移設計画が示されてお
り、参考にしながら検討を行う。

済

11 26 3 定例 本会議 管理部 学事課 寺本議
員

　教育環境の格差是正について、期限を決めて取り組
むべき。

　答弁不要（要望を述べるにとどめるとのこと） 　「宝塚市教育環境のあり方協議会」における提言と庁
内検討委員会での検討内容を取りまとめ、担当課にお
ける詳細な調査を行い、適正配置・適正規模に関する
考え方をとりまとめ、今後、教育委員会の会議で協議
することとしている。

未済

 3月より、教育委員会協議会において審議
中。

12 26 3 定例 文教生活
常任委員
会

管理部 学事課 北野議
員

　修学資金（貸付）は、子どもたちに借金を背負わせる
ことになる。給付を拡充するよう要望する。

　答弁不要（要望を述べるにとどめるとのこと） 　平成26年度から実施される県の給付制度による効果
を見ながら、今後の奨学金制度のあり方について検討
する。

未済

　平成26年度中の給付の状況を見ながら検
討。
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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２６年（２０１４年）

1 3 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

たぶち議
員

　いじめ防止対策推進法が成立し、教職員の負担は
増すのではないか。子どもたちのわずかなサインも見
逃さない、子どもたちが安心して学校生活が送れる、
子どもが虐めのない体制や組織を要望する。

　平成１９年度に教職員向けのいじめ対応マニュアル
を配布している。虐めの対応には、教職員が一人で抱
え込むのではなく、チームで組織的に対応するよう指
導している。

　答弁に同じ

済

2 3 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

伊藤議
員

　寺子屋事業を今後は、土曜日に拡げてほしい。 　「たからづか寺子屋事業」については、現在の３校か
ら他の学校にも広げ、まずは、放課後の学習活動の充
実を図っていきたい。土曜日はすでに、地域での行
事、少年サッカーや少年野球のサークルなど、子ども
たちが地域で活動できることが定着しているところであ
る。したがって、寺子屋の土曜日の実施については、
そういった活動を踏まえた上で今後の課題としていき
たいと考えている。

　答弁に同じ

済

3 26 3 定例 予算特別
委員会

学校教育部 学校教育
課

北野議
員

　中学校武道場について、未整備校に順次設置すべ
きである。

　予算要求を行っていく。 　毎年実施計画に計上しているが、不採択が続いてい
る。

済

4 3 定例 予算特別
委員会

学校教育部 教育研究
課

江原議
員

　校務支援システム導入については、よりよいシステム
の構築と、教育環境を整えるだけでなく、教職員の質
の向上を図るげきである。

　使い勝手のよいシステムが開発されている状況があ
るが、よりよいものを導入出来るよう慎重に検討してい
く。また同時に教職員の質の向上を図るための研修会
も計画・実施していく。

　今後、校務支援システムの選定について、検討委員
会を立ち上げ、検討していく。

未済

　平成26年４月より、検討委員会を立ち上げ
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２６年（２０１４年）

1 3 定例 本会議 社会教育部 社会教育
課

石倉議
員

　中央公民館の新たな建設位置の候補として、現在地
も含めて検討してほしい。

答弁不要 　中央公民館の現在地については、建築基準法上、
現建物と同規模が確保できない。そのことを市民に説
明し、理解してもらう必要がある。

未済

　利用者、市民と意見交換を行っている途
中。
できるだけ早期に移転先方針を決定する。

2 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 社会教育
課

となき
議員

　宝塚自然の家の今後について、社会教育の枠にあ
てはめるのではなく、西谷全体でどのようにあるべきか
を検討するべきだと指摘しておく。

　今は社会教育施設なので、社会教育課が中心となっ
て庁内の関係部署の室長級をメンバーとした検討会を
行っている。今後も、現在の指定管理料が妥当か、ま
た、西谷全体の産業・商業活性化も含めて検討してい
く。

　答弁に同じ

未済

現在、「宝塚自然の家に関する庁内検討委
員会」にて検討中

3 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 社会教育
課

山本議
員

　文化庁の「文化遺産を活かした地域活性化事業」に
ついて、他市と比べて宝塚市は参加団体数が少ない。
この補助制度を活かして、もっと多くの文化遺産を広め
てほしい。

　当該事業は、H24年度にはゼロだったところ、H25年
度は、日舞、書道、茶道、それぞれの子ども教室で実
施した。
現在、26年度の募集案内を行っているところで、この
事業を今後も広めていきたい。

　文化庁からの補助制度の情報を得てから、申請の締
め切りまでの期間が短く、募集方法の工夫が必要。

未済

　産業文化部とも連携しながら募集案内して
いく。

4 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 中央図書
館

大河内
議員

　図書館利用の市民ニーズが高いのでミニ図書館的
な場所の拡大が必要である。

　施設的な整備はのぞまれるが、今後の整備方針につ
いては現在検討中である。

　厳しい財政状況下では、新たな施設の設置は非常
に困難であり、既設公共施設等の有効活用の観点も
踏まえて検討する必要があり、今後の整備方針につい
ては、本市の都市計画マスタープラン等も踏まえて検
討する。

未済

今年度中に作成すべく検討中

5 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 中央図書
館

富川議
員

　図書館利用者拡大のため、移動図書館車の巡回場
所について利用者アンケートを実施してはどうか。

　移動図書館車は図書館から比較的遠距離又は交通
の不便な地域に運行し、現在、25か所のステーション
を2週間に1回巡回し、利用いただいています。
　移動図書館についての利用者アンケートは実施して
いない。

　今後、図書館に係る利用者アンケート実施とともに併
せて移動図書館についてのアンケート実施を検討しま
す。

未済

実施にむけて検討する。
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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２６年（２０１４年）

6 26 3 定例 文教生活
常任委員
会

社会教育部 スポーツ振
興課

北野議
員

　（仮称）花屋敷グラウンド整備については、観覧席の
設置が必要である。

　スポーツ団体からの要望もある。改修整備を行う予定
で検討する。

　実施に係る予算措置。

未済

　平成２６年度に実施に向けて検討する。

7 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 スポーツ振
興課

江原議
員

　（仮称）花屋敷グラウンド整備にあたり、交通量調査
を早急にすべきである。

　平成２６年度、実施の方向で検討する。 　実施に係る予算措置。

未済

　平成２６年度の早期に実施する。

8 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 スポーツ振
興課

江原議
員

　（仮称）花屋敷グラウンド整備にあたり、既存道路の
安全対策を。

　平成２６年度、実施の方向で検討する。 　川西市域については、川西市道路管理課と協議が
必要。

未済

　平成２６年度の早期に実施する。

9 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 スポーツ振
興課

となき
議員

　スポーツセンターで行っている各種スポーツ教室の
受付時間帯がごく僅かな時間に限られている。一定の
配慮をしてほしい。

　主催者である公益財団法人スポーツ振興公社に再
検討を依頼する。

　同左

未済

　公社に検討を依頼していく。

9 26 3 定例 予算特別
委員会

社会教育部 スポーツ振
興課

井上議
員

　小学校プール開放事業の介助員について、介助員
が手配できずあきらめている人もいると聞く。予算措置
等をお願いする。

　職員課が雇用している「介助員」を活用できるよう、職
員課と協議する。

　同左

未済

　職員課に検討を依頼中。
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