平成２８年第１回宝塚市議会（定例会）代表質問一覧表
平成２８年２月２５日（木）～２６日（金）

会

派

議 員 名

発言時間

予定時間

新風改革・
維新の会

伊藤

順一

議員

150分

9:30～12:00

自民党議員団

山本

敬子

議員

150分

13:10～15:40

公明党議員団

江原

和明

議員

150分

15:55～18:25

日本共産党
宝塚市会議員団

たぶち静子

議員

140分

18:45～21:05

ともに生きる
市民の会

梶川みさお

議員

130分

9:30～11:40

2月26日 市民ネット宝塚

寺本

早苗

議員

130分

12:50～15:00

安全で誇れる
宝塚をつくる会

北山

照昭

議員

150分

15:15～17:45

2月25日

※

議事の進行により、若干時間が前後することがあります。

順位

１

発 言 事 項 及 び 発 言 者

１

これからの都市経営について
(1) 宝塚市住民自治組織のあり方に関する調査専門委員報告書について
(2) 行財政改革について
ア

今回、平成２７年１０月の財政見通しから財源不足額の数値が大幅に悪化し

たことについて
イ

市民と行政が知恵を出し合う行財政改革とは

ウ

事務事業のスクラップアンドビルドについて

エ

業務委託や補助金等の適正化について

オ

トップランナー方式への対応について

カ

職員給与等の削減について

キ

行財政運営に関する重点取り組みが確実に推進できるのか

(3) 「公共施設マネジメント基本方針」に基づく取り組みについて
ア

効果的かつ効率的な維持修繕の実施による長寿命化について

イ

施設保有量の最適化について

(4) 財務諸表の整備について
ア

統一的基準による財務諸表の整備

イ

事業別財務諸表の作成について

(5) シティプロモーションについて
ア

本市の強みを最大限に活用できる戦略とは

イ

どのような形で発信するのか

(6) 情報化の推進について
ア
２

情報化推進本部の取り組みについて

安全・都市基盤について
(1) 都市計画道路や主要な一般市道に係る基本方針を策定することについて
ア

市内道路の渋滞解消策について

(2) 防犯カメラ「費用の一部補助を継続」について
３

健康・福祉について
(1) がん治療センターの整備について
(2) 病院事業会計健全化について
(3) エイジフレンドリーシティの取り組みについて
ア

４

全庁的な取り組みについて

教育・子ども・人権について

(1) 「子どもの貧困についても課題として検討を進めてまいります」の具体策につ
いて
(2) 性的マイノリティに寄り添う取り組みについて
(3) 学校給食費の消費税について
(4) 「地方自治と子ども施策全国自治体シンポジウム」開催について
５

環境について
(1) 伸び伸びと遊べる公園整備について
(2) 公共建築物での再生可能エネルギー導入ガイドライン策定について
(3) 「宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画」による整備用地候補地選定について

６

観光・文化・産業について
(1) 新名神高速道路のサービスエリア及びスマートインターチェンジの供用開始に
ついて
(2) 市民を主体とした大分市、浜松市との文化交流について
ア

どのような文化交流を予定しているのか

イ

松江市・オーガスタ・ウィーン市第九区との交流について

(3) やる気のある事業者を引き続き支援するとは
(4) ソーシャルビジネスの起業と成長の支援とは
(5) 観光プロムナードへの出店補助について
(6) 宝塚観光花火大会会場移転、休止の影響について
７

旧職員食堂ホールの活用について

８

「職員の政治的行為の制限に関する条例の制定についての請願」採択後の取り組
みについて
（新風改革・維新の会

２

１

これからの都市経営について
(1) 公共施設マネジメント基本方針について
ア

長寿命化や施設保有量の適正化等

イ

総合的、計画的な本市の資産管理について

(2) 宝塚市における空家等対策の進捗状況は
ア

空家等対策の状況

イ

空家対策協議会、空家等対策計画の状況

(3) 上下水道料金の福祉減免のあり方と今後の課題について

伊藤

順一

議員）

(4) 市職員の配置、業務体制への市長の考え方は
２

安全・都市基盤について
(1) 地区防災計画の作成状況と支援について
(2) 宝塚市消防サポート隊について
(3) 新設予定の危機管理センターについて
(4) 公共下水道事業認可区域の雨水排水施設の整備、浸水対策重点地区の長期的な
対策について

３

健康・福祉について
(1) 国民健康保険事業会計の累積赤字について
ア

一般会計からの計画的な繰出し

イ

宝塚市単独の政策についての解消について

ウ

宝塚市として国保財政健全化に向けての自助努力のあり方

(2) 特定疾病患者見舞金支給における支給対象疾患の拡充と、それらの財源措置に
ついて
４

教育・子ども・人権について
(1) 市立小・中学校、幼稚園の適正規模及び適正配置について
(2) 「たからづか寺子屋教室」の状況と今後の計画について
(3) コミュニティ・スクールの推進と進捗状況について
(4) 宝塚自然の家に対する考え方について
(5) 校舎・屋内運動場の老朽化対策について
(6) 新中央公民館に設置するホール、出会いのスペースについて
(7) 西谷地域の小・中学校への南部地域からの児童・生徒の就学について

５

環境について
(1) 宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画と、建設への資金計画について

６

観光・文化・産業について
(1) 宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用について
(2) 平成２８年度末に開通予定の新名神高速道路の（仮称）宝塚サービスエリア、
（仮称）宝塚北スマートインターチェンジの利活用について
ア

名産品の種類、新たに開発された「宝塚

花の里・西谷」の地域ブランドの

発信
イ

観光ＰＲ、観光誘客に係る各種事業とは

(3) 百年以上続いた「宝塚観光花火大会」休止への市の責任は
(4) 清荒神参道商店街の空き店舗の現状と出店補助について

(5) 集落営農の現状や、新規就農者への支援の内容について
（自民党議員団

３

１

山本

敬子

議員）

平成２８年度市政運営の基本方針等について
(1) 安全で安心して暮らせるまち
救急医療センターの開設後の現状とがん治療センターの整備内容、医師確保の
状況について説明を
(2) 未来への希望と躍動に満ちたまち
市民が躍動できる場が、次々と誕生していくとは
(3) 現状認識と、健全な財政基盤を確立するための行革の方針は

２

平成２８年度予算の主要施策について
(1) これからの都市経営
ア

公共施設マネジメント基本方針の具体的推進について

イ

ＮＴＮ跡地に市民のひろばは必要なのか

ウ

シティプロモーションのための戦略とは総合戦略のこと

(2) 安全・都市基盤
ア

危機管理センターと防災行政無線整備の規模と内容、整備時期について

イ

宝塚市消防サポート隊の規程整備と安全性について

ウ

市の防犯カメラ設置について

エ

空家等対策計画と空家等対策協議会について

オ

親との同居・近居のための購入資金一部助成の内容と規模について

カ

浸水対策重点地区と雨水計画の見直しについて

(3) 健康・福祉
ア

子育て経験者による一般相談について

イ

地域包括ケアシステム構築のため、地域の活動団体のネットワーク化を図る

とは
ウ

国民健康保険事業会計の累積赤字解消の計画について

エ

市立病院患者総合サポートセンターについて

(4) 教育・子ども・人権
ア

総合教育会議の開催状況、議題、傍聴人数について

イ

宝塚市教育大綱と教育振興基本計画の関係性について

ウ

幼小中の適正規模及び適正配置の取り組みについて

エ

学校給食費の公会計化の具体的内容と学校給食費調整基金の関係について

オ

私立幼稚園の認定こども園への移行に取り組むとは

カ

児童クラブの専用棟の建設設計について

(5) 環境
ア

栄町３丁目地域の防災公園整備について

イ

新ごみ処理施設整備基本計画策定について

(6) 観光・文化・産業

３

ア

新たな文化芸術施設の整備について

イ

国際交流、メルビル市派遣の成果について

財源確保について
(1) 公有財産の利活用の実情について
(2) 使用料・手数料の適正化の実情について
(3) 債権回収の実情について
(4) 歳出削減のポイントは何か
（公明党議員団

４

１

江原

和明

議員）

安倍政権の暴走にストップを
(1) 憲法９条を守り、安保法制（戦争法）は廃止を
(2) 自治体住民の「声」を無視する暴挙は許されない
沖縄・辺野古新基地建設は中止を
(3) 安倍内閣がすすめる経済政策について
「アベノミクス」は市民生活を壊す
(4) 日本の農業を破壊し、さらに、保険制度や医療制度も壊してしまうＴＰＰには
反対
(5) 原発再稼働は中止し、原発ゼロの社会を
地域環境保全を配慮しながら、再生可能エネルギーの導入を

２

憲法をくらしに生かした市政を
基本的人権、生存権保障・社会保障について
(1) 国民健康保険について
ア

国保税の値上げは中止を

イ

強引な差し押さえはやめ、納税者に寄り添った運営を

(2) 介護保険について
ア

介護予防・生活支援サービスについて

イ

介護保険料・利用料の軽減を

ウ

特養ホーム増設で入所待機者解消を

(3) 子育て支援について
ア

子どもの医療費「完全」無料化を

イ

放課後児童健全育成について

(4) 保育について
ア

認可保育所の増設で待機児童の解消を

イ

保育料の減免制度の充実を

(5) 教育について
ア

少人数学級、学校給食の“無料化”など教育環境の整備を

イ

市独自の奨学金の拡充、就学援助の充実を

(6) 市立病院について
(7) 下水道料金の値上げは中止を
３

観光・文化・産業について
(1) 宝塚観光花火大会の休止について
(2) 西谷地域の活性化について
ア

「西谷地区」などが重要里地里山に選定されたが、今後の取り組みについて

イ

新名神高速道路（仮称）宝塚サービスエリア及び（仮称）宝塚北スマートイ

ンターチェンジの進捗状況について

４

ウ

「北部地域まちづくり基本構想策定事業」について

エ

地域ブランド「宝塚

オ

西谷地域の魅力発見、情報発信について

花の里・西谷」について

災害から市民の命と財産を守り、安心して暮らせるまちづくりについて
(1) 防災行政無線の整備について
(2) 地域防災力アップ事業について
(3) 高齢者や障がい者、住民の安全な避難など地域の防災対策の強化を
（日本共産党宝塚市会議員団

５

１

宝塚市行財政改革について
(1) 宝塚市の人事管理について
(2) 民間委託（民営化）が真の行財政改革と言えるのか
(3) 同一価値労働同一賃金の原則について
(4) スクラップアンドビルドについて

２

福祉施策について
(1) 医療と福祉の連携体制の推進について
(2) せいかつ応援センターの相談支援体制の充実について
(3) 障害者差別解消法施行に伴う施策について
(4) 発達相談体制について

たぶち

静子

議員）

(5) 農業と福祉の連携による障害者の就農促進について
３

教育について
(1) 市立小・中・幼の適正規模及び適正配置に関する取り組みのスキームは
(2) たからづか寺子屋事業の事業計画について
(3) スクールソーシャルワーカーについて
(4) 学校給食の公会計化について
(5) 新中央公民館の運営について
(6) 市立幼稚園の３年保育について
(7) 自尊感情を高める教育的アプローチについて

４

子ども・子育て施策について
(1) 放課後児童健全育成事業について
ア

地域児童育成会の待機児童解消方策について

イ

地域児童育成会の定数の見直しについて

ウ

子どもの立場に立った事業運営について

エ

特別支援児支援体制の充実について

(2) 子どもの命を大切にする保育所運営について
ア

ＳＩＤＳ(乳幼児突然死症候群)の防止対策について

イ

子ども発達支援センターの支援体制について
（ともに生きる市民の会

６

１

梶川

地方を取り巻く情勢について
(1) 世界の動きを読み、今という時代をどう読み解くのか
(2) 国の動向と地域創生について
(3) 「夢・未来 たからづか創生総合戦略」について

２

これからの都市経営について
(1) 地域自治と協働のまちづくりについて
(2) 第２次行財政運営に関する指針について
(3) 新たな公立病院改革プランについて
(4) 下水道事業の経営健全化について
(5) 公共施設マネジメント基本方針について
(6) ＮＴＮ株式会社宝塚製作所跡地における『ひろば』について
(7) シティプロモーションについて

みさお

議員）

３

安全・都市基盤について
(1) 地区防災計画について
(2) 高浜原子力発電所再稼働後の対策について
(3) 本市における空家の実態と対策について

４

健康・福祉施策について
(1) 妊娠期からの早期支援体制の強化について
(2) 障がい者差別解消条例と手話言語条例の制定について
(3) 国民健康保険事業の県広域化に向けた本市の総括について
(4) 宝塚市立病院の取り組みについて
ア

がん治療センター

イ

患者総合サポートセンター

ウ

大阪大学、市立伊丹病院との産婦人科連携

(5) 自殺防止の取り組みについて
５

教育・子ども・人権施策について
(1) 教育振興基本計画・後期計画について
(2) 教育格差と「校区」問題について
(3) 学校図書館司書、心理相談員、別室登校指導員、ＳＳＷなど専門職の拡充につ
いて
(4) 「たからづか寺子屋教室」のねらいと成果及び課題について
(5) 公立幼稚園の３年保育実施について
(6) 新中央公民館のコンセプトについて
(7) 子育てと仕事の両立支援の推進に向けて
ア

保育所待機児童解消の取り組みについて

イ

地域児童育成会と民間放課後児童クラブのあり方

ウ

病児・病後児保育事業の拡充

(8) 児童虐待防止、子どもの貧困問題への取り組みについて
(9) 性的マイノリティに寄り添う取り組みについて
(10)男女共同参画施策について
６

環境施策について
(1) 「生物多様性たからづか戦略」の取組状況について
(2) 新ごみ処理施設整備基本計画と資金計画について

７

観光・文化・産業施策について
(1) 宝塚ガーデンフィールズ跡地における新たな宝塚文化の創造について
(2) 宝塚観光花火大会の休止の影響と今後について

(3) 「宝塚ホテル旧館」など宝塚の文化資産を守ることについて
(4) 観光プロムナードと清荒神参道の魅力づくりについて
(5) 北部・西谷地域の活性化に向けた取り組みについて
（市民ネット宝塚

７

１

寺本

早苗

議員）

今年の宝塚市政は、施政方針でのべられた「躍動元年」ではなく、「行財政健全化
元年」の年ではないのか
(1) 言葉少ない施政方針でしたから、あらためて聞きますが、中川市長みずからの
市政運営の見解・姿勢を聞かせてください
(2) ２月１５日に公表された、「行財政運営に関する重点取組項目について」、市長
としての見解はどうなのか
平成２８年から３０年までで、３４億６，３００万円の財源不足が生じると発
表されているが、２８年度の予算編成では、財源不足になることをどう認識し、
反映されたのか
さらに、地方交付税の減額等により財源不足の増加が予測されるが、どうなの
か

(3) 平成２１年度以降で、新規事業は約２３０事業、廃止したのは８事業、そして
国保・下水・病院等の課題を先送りしてきたことが、今日の厳しい財政運営・状
況をまねいている
市長の認識はどうなのか
(4) 新たな「行財政運営に関する指針」で「健全な財政運営を行うため、新たな事
業を行う際は、既存事業の見直しにより、財源を確保するように努めます」とし
ながら、なぜ、財政調整基金や市債管理基金を大きく取り崩し、過去最高の予算
額の編成になったのか
(5) 「地方財政審議会（平成２７年１２月１８日）」の意見では、「これ以上地方公
務員を減らすことは限界にきている」との見解が示されている
ミスの多発の中、決算や平成２７年１２月市議会等で、正規職員の増の必要性
を指摘したが、４月からはさらに減員になるようだが、「増員に取り組む」との市
長の答弁・決意はどうなったのか
(6) ミスの多発や係長への昇格拒否等、多くの職員が意欲をなくしている現実を市
長はどう認識されているのか
(7) 平成２７年９月の監査委員からの意見・指摘と下水道使用料の大幅値上げ（１
８．５％）及び３年後のさらなる値上げ検討とは
２

「災害が起こってからの後追いではなく、まちづくりに防災の視点を」について
(1) 「過去を知ることは将来を予測することだ」防災の出発点

宝塚における災害、とくに犠牲者を出した災害と災害史について
(2) 阪神・淡路大震災により、犠牲になられた方の主な地域と要因は何だったのか
主な地域、山本東、山本中、売布、売布東の町、星の荘、今里町、中筋、中山
寺、川面、仁川北、清荒神等において、多くの犠牲者が出ている
(3) 花屋敷つつじガ丘の山崖崩れにより、犠牲者が出た要因は何だったのか
(4) 防災対策「開発業者は、開発事業区域について、宝塚市防災マップ及び国土地
理院作成の都市圏活断層図の確認をすること」にもとづく開発指導はどうされて
いるのか
(5) 「山崖崩れ等による宅地危険箇所」に対する山崖崩れ対策工事の予算計上を、
平成２７年９月・１２月市議会で求めましたが、計上されているのか
(6) 低地帯への浸水被害をなくするための取り組みについて
大堀川の改修工事の進捗と内水対策について
３

具体的な施策のあり方について
(1) 中山台地区（市道１０３９号線・１０４７号線）、山手台地区（市道３２５９号
線）の交通渋滞の実態と対策について
(2) 宝塚ガーデンフィールズ跡地の施設整備（緑あふれる庭園と文化芸術施設）と
運営について
人件費を含む、全体の維持管理・運営費は、どの程度と予測されているのか
(3) 「宝塚自然の家」の今後のあり方と西谷の活性化について
「北摂は宝の山」との指摘と地域との協働の取り組みについて
(4) 花屋敷グラウンド周辺整備にともなう園内アクセス道路及び関連園路整備の課
題（既存通路・川西市民への説明）と寮解体について
(5) 「鎮魂之碑」をめぐる混乱について
「追悼之碑」工事請負契約と「鎮魂之碑」を切り刻むことになった経緯につい
て
(6) １００年以上の歴史ある宝塚観光花火大会中止の経緯と市の姿勢について
(7) かつてない借地による（仮称）栄町３丁目公園の整備について
通常の公園整備事業の手続きと法律上の位置づけについて
（仮）借地契約はされているのか、２０年後はどうなるのか
(8) 市立幼稚園の統廃合の基準及び地域バランスについて
（安全で誇れる宝塚をつくる会

北山

照昭

議員）

