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9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 27 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

北山議員 　生活道路整備条例に基づく、生活道路整備事業
は、議員発議の条例である経緯やその重みも踏まえ、
予算をつけてしっかりと取り組んでもらいたい。
　また、生活道路整備事業を推進するチーム体制を構
築し、積極的に推進してもらいたい。

　条例を遵守し、当該事業を推進していくよう努める。 　生活道路整備事業のうち、現在予算措置のできてい
ない狭隘道路の用地買収費について、次年度予算で
は土地開発基金の活用により事業の推進を図れるよう
調整する。 未済

　次年度予算要求、協議の中で調整。

2 27 9 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

藤岡議員 　市の魅力を外部へ発信していくうえで、民間力を活
用してはどうか。

　本市の魅力発信にあたって民間力を活用する方法
は、コンサルタントとして事業委託をする方法、知識経
験者からの意見聴取、民間経験者の雇用等様々であ
るが、本市にとって、最も効果的な方法を検討してい
く。

　シティプロモーションを行うにあたって、民間力を効
果的に活用する方法について、総務部とも協議のうえ
検討する。

未済

　来年度以降シティプロモーションの在り方
について検討していく。

3 27 9 定例 総務常任
委員会

企画経営部 政策推進
課

江原議員 　ふるさと納税以外に多額の寄附をいただいている
が、その寄附者に対してお礼の品を贈っていない。対
応について考えるべき。

　答弁不要 　特定寄附や、ふるさと納税以外の一般寄付には礼状
のみの対応となっているが、今後の対応について他自
治体の対応状況など調査研究していく。

未済

　今後ふるさと納税と他の寄附との取扱い
について整理していく。

4 27 9 定例 本会議 企画経営部 財政課 大川議員 　行財政運営アクションプランについて、個別の具体
的取組項目を明らかにして、チェックできるようにして
欲しい。

　答弁不要。（要望に留める） 　現在のアクションプランでは個別具体的取組項目に
ついては非公開を前提に各課から提案を募っている。
公開することによる提案事項の減少が懸念されるが、
個別具体的取組項目の公開を前提として進めて行き
たい。

未済

　行財政改革推進検討会で第２次行財政
運営アクションプランの個別具体的取組項
目を公開することについて検討する。

5 27 9 定例 本会議 企画経営部 資産税課 冨川議員 　固定資産税の課税誤りについては、重大な課税誤り
で、道義的に見て20年を超えても市が返すべき。前向
きにしっかり検討してほしい。

　20年までの規定を適用した経緯もあり、要綱の20年
を超えて返還するのは困難。

　現在の返還要綱の返還限度の20年は、最高裁判例
に基づき、国家賠償法の手続きと民法に定める不法
行為の請求の時効20年に基づくもので、阪神各市も
おおむね同様の運用である。この規定適用により、こ
れまで打ち切りとしてきた事例との整合性、また、20年
を超えて遡る事実確認が事務的にも困難であることか
ら、返還は困難。

未済

　平成27年末までに検討予定。

6 27 9 定例 本会議 企画経営部 資産税課 冨川議員 　固定資産税について、全ての項目の総点検を行うべ
き。

　基準年度の全ての事務を、順次、計画的に点検して
いく。

　事務の負担から、そもそも３年に１回と国が定めてい
る評価替えの事務を、一時に総点検するのは困難で
あり、年次的計画による対応を検討する。 未済

　平成27年末までに計画検討予定。

7 27 9 定例 議員総会 企画経営部 資産税課 梶川議員 　今回の間違いへの対応には相当な事務量があり、担
当職員の数が少なすぎるので、現場の職員の健康管
理を含めて対応のこと。

　課内、室内の応援体制を含め、確実に執行できる体
制で当たる。

　土地の評価の修正が必要であり、土地担当職員にし
かできない事務が多く、応援体制も条件が限られる。

未済

　平成27年末までに体制検討予定。

8 27 9 定例 議員総会 企画経営部 資産税課 田中議員 　遡及は20年までとのことだが、遡及対象でない人へ
の対応は、謝罪すべきでは。

　20年間というのは、最高裁判例に基づく一定確立さ
れた考え方であり、また、現実的に対応可能な上限だ
と考える。遡及対象外の方については、困難ではある
が調査を行い、その結果により、お詫び等の方法を考
えて対応する。

　20年を超えて遡及する場合、土地の形状や所有者
の状況等、現実的に調査及び対応が困難なケースが
多くなることが予測されるため、一律の対応が可能かど
うか懸念がある。

未済

　平成27年末までに調査の進め方を検討
予定。

9 27 9 定例 議員総会 企画経営部 資産税課 北山議員 　当該補正について、疑問や問合せを受けながら、担
当職員が熟知していないため修正に至らなかったケー
スがなかったか。過去の経緯も踏まえて調べてほし
い。

　窓口対応で納得された方の記録は残していない。

未済

　平成27年末までに方針決定予定。
過誤納該当者について、可能な範囲での
経緯を調査する。

平成２７年（２０１５年）
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# 27 9 定例 議員総会 企画経営部 資産税課 伊福議員 　20年が時効とのことだが、平成16年度に瑕疵があっ
たため、平成16年度から20年遡及という考え方で争わ
れたらどうなるのか。

　市の要綱に基づき20年を限度に返還としているが、
それ以前の方も税を取り過ぎていたのは同様で同じよ
うにお詫びしていく。調査をして丁寧に説明する。

　20年を超えて遡及する場合、土地の形状や所有者
の状況等、現実的に調査及び対応が困難なケースが
多くなることが予測されるため、一律の対応が可能かど
うか懸念がある。 未済

　平成27年末までに調査の進め方を検討
予定。

11 27 9 定例 議員総会 企画経営部 資産税課 伊福議員 　誤りを長期に放置してきたことは重大な問題。人員の
問題ではなく、マニュアルや仕事の仕組みの問題であ
るとともに、職員の意識の問題。ミスしないマニュアル
づくりと、全職員が意識を引き締めていってほしい。

　日常業務での不注意やきのゆるみが原因でないかと
考えている。市政への信頼喪失や市への多額の損害
を与えかねないリスクが日常業務の中に潜んでいるこ
とを、全職員が改めて十分に認識して、ミス再発防止
に全庁挙げて取り組む。

済

　答弁に同じ。
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1 27 9 定例 文教生活
常任委員
会

市民交流部 市民協働
推進課

北山議員 　西谷ふれあい夢プラザは複合施設であり、夢市場で
は食べ物も売っているので、西谷会館でも食事ができ
るようにすべきである。

　答弁不要 　西谷児童館専有部分を除き、西谷会館内で食事が
できるよう平成２８年度からの指定管理の基本協定書
に明記していく。 未済

　平成28年4月１日からの西谷会館の指定
管理基本協定書に明記していく。

1 27 9 定例 本会議 総務部 総務課 梶川議員 　危機管理センター建設に向けた組織体制の充実に
ついて、本市は人数が少ない。充実してほしい。

　危機管理センター建設に向けた組織体制の充実に
ついて、危機管理センターは宝塚市のあらゆる災害に
対応するための拠点となる施設として位置付けてい
る。この重責を担うための組織体制と資機材の整備は
重要課題と認識しており、危機管理センター建設にあ
わせて、充実するよう検討いく。

　答弁内容に沿って、適時、定員や組織について検討
する。

済

2 27 9 定例 本会議 総務部 総務課 山本議員 　債権回収を一元化した組織の設置を検討してほし
い。

　本市においては、2009年4月に市税と国民健康保険
税の徴収事務を一元化している。
　それ以外の債権を一元的に徴収することについて
は、根拠法令が異なることから、滞納者の税務情報や
財産調査情報を共有することに守秘義務の観点で問
題があるだけでなく、消滅時効の期間や滞納処分の可
否など、管理方法が異なるため、難しいと考えている。

　答弁に同じ。

済
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1 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

細川議員 　防災ラジオの利用について、自治会、民生児童委員
にアンケートを実施すべきである。

　アンケート実施を検討する。 　アンケート実施を検討する。

未済

　次年度実施予定

2 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

細川議員 　災害時要援護者向けの防災ラジオの補助制度を設
けるべきである。

　答弁不要 　同左

未済

　次年度予算要求

3 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

細川議員 　学校の閉門時間帯において発災した際、校門の開
錠まで要する時間を地域に教えてほしい。

　答弁不要 　地区防災計画作成のなかで地域と調整する。

未済

　地区防災計画制度の取組において、関
係部局と協議する。

4 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

たぶち議
員

　戸別受信機の全戸配布を前提として地域住民と懇
談してほしい。

　地域へ基本方針を十分説明していく。

未済

　適切な時期に説明を行う。

5 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

梶川議員 　地区防災計画の市民向け説明会を要望する。 　先進的な取組をしている地域に協力を仰ぎ、説明会
の開催を検討する。

　同左

未済

　次年度予算要求

6 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

梶川議員 　地域が共助の取組を進める上で、地域がはんしん自
立の家、阪神特別支援学校と話をしたいと考えている
が、市は学校と話し合いの場を取り持ってくれるのか。

　了解 　同左

未済

　当該地域と協議する。

7 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

梶川議員 　防災行政無線の早期整備を要望する。 　答弁不要 　同左

未済

　次年度予算要求

8 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

梶川議員 　防災啓発グッズの充実を要望する。 　答弁不要 　同左

未済

　次年度予算要求

9 27 9 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　大規模災害時の物資提供に資する自宅避難者カー
ド様式を作成すべきである。

　検討する。 　同左

未済

　地域防災計画の見直し及び地区防災計
画の取組において検討する。

10 27 9 定例 本会議 都市安全部 公園緑地
課

浅谷議員 　公園に設置している健康遊具について、積極的な周
知を図るべきである。

　公園に設置している健康遊具について、積極的な周
知を図る。

　答弁に同じ。

未済

　市ＨＰに掲載予定。

11 27 9 定例 本会議 都市安全部 公園緑地
課

北山議員 　市が所有している土砂災害警戒区域などの緑地（斜
面地）の防災対策について、早急に取り組むべきであ
る。

　市が所有している土砂災害警戒区域などの緑地（斜
面地）の防災対策について、緊急性が高い箇所から順
次検討していく。

　答弁に同じ。

未済

　順次検討予定。

12 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

若江議員 　（仮称）宝塚サービスエリアの中にドッグランを作って
ほしい。

　要望のみ。 　NEXCO西日本が示している整備計画によれば、ドッ
グランを整備することとなっている。

済

　NEXCO西日本新名神兵庫事務所に確
認したところ、計画に変更はない。
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13 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

北野議員 　JR宝塚駅前の大阪行き方向に、観光バスの駐停車
スペースの整備してほしい。

　観光バスの停車スペースには、一般交通への配慮
や利用者の利便性、安全な動線の確保などの要件を
満たすことが必要であることから、現状の広場におい
て、効果的な対応策について検討する。

　答弁に同じ。

未済

　交通広場の中の島の改良や、動線の確
保について検討するとともに、駅周辺での
適地があるかについても調査する。

14 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

中野議員 　市内の公共交通の充実を図ること。 　「宝塚市地域公共交通総合連携計画」では、市、市
民、交通事業者などの総意と協力のもと、公共交通の
あり方とともに、地域の実情を踏まえた交通形態を検
討するものとしている。
　山手地域などでの公共交通のあり方については、そ
れぞれの地域において適合する有効な交通形態を検
討することが必要である。

　答弁に同じ。

未済

　公共交通の導入には、地域の実情により
様々な課題がある。その中で、課題解決に
向けた方策を個別に検討することとしてお
り、地域からの要望も踏まえ検討する。

15 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

たぶち議
員

　JR武田尾駅のバリアフリー化に取り組むこと。 　同駅のバリアフリー化についてはこれまで以上に必
要であると認識しており、乗降客数はもとより、実現に
向けた課題解決について、問題意識を持ってJR西日
本株式会社に要望していきたいと考えている。

　答弁に同じ。

未済

　JR西日本に対して、９月１１日に協議を行
い、課題の共有等を行った。
　今後とも実現に向け、市が構造検討を行
うなど、積極的な姿勢を示しながら、武田尾
駅のバリアフリー化に対する課題解決を
図っていく。

16 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

北山議員 　市道1160号線、1171号線、1488号線については、地
元自治会等から拡幅要望が出ており、積極的に対応
してほしい。

　市道1171号線は、隣接地の開発によって道路環境
が変わることから、整備方法等について地元と協議す
る。

　市道1171号線については、隣地の開発により車両の
通り抜けが可能となることから、整備の必要性は認識し
ており、沿道の土地所有者に働きかけるなど対応す
る。

未済

　来年度以降、整備予算の確保に努めると
ともに、土地所有者等の関係者と協議を行
う。

17 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路建設
課

梶川議員 　小林駅周辺の環境整備事業について
　昨年、11月に地元と話をしてから進んでいないと聞
いているが、以前から要望があった駅前ロータリーの
整備等はどうなっているのか。
　以前から危険だと指摘のある変則交差点について、
通学路にもなっているが整備が進んでいないので、取
り組んでほしい。
　現在の駐輪場から駅の改札へ向かう場合、駐輪場か
ら出たところに歩道がなく危険。駐輪場から直接行ける
改札口の設置が望ましいが、駐輪場利用者の安全確
保は緊急性が高いと思うので、早急な対応を。

　昨年11月に、地元から整備構想案の提示を受け、本
年度当初に今後の進め方について地元と協議した。
本年度に地元構想案の具体化と課題整理を行う予
定。
　小林駅前については、交通結節点機能が不十分で
あると認識しており、駅前ロータリーなどについては、
地元構想案を基にした協議の中で具体的に検討す
る。
　変則交差点については、歩行者の安全確保につい
て課題があり、以前から改善要望を受けて改良案を作
成した。今後の地元協議の中で具体化を図る。
　駐輪場から改札へ向かう歩行者の安全確保につい
ても、今後の地元協議で具体化を図る。

　駅前ロータリーや変則交差点、駅改札の配置等につ
いては、地元の整備構想案の具体化と課題整理を本
年度すすめる中で、具体化に向けて検討する。
　駐輪場利用者の安全確保については、現況道路内
での対応も含めて早期に対処できないか検討する。

未済

　来年度以降、各課題ごとに整備計画を策
定し、事業化に取り組む。
　駐輪場利用者の安全確保については、
現道内の歩行空間の確保が可能か早急に
検討する。

18 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路建設
課

北山議員 　市道1160号線、1171号線、1488号線については、地
元自治会等から拡幅要望が出ており、積極的に対応
してほしい。

　市道1488号線は、下ノ池の勤労福祉会館跡地の整
備に伴い一部拡幅整備するが、残る区間については
整備方法を検討する。

　1488号線は、勤労福祉会館跡地の復旧工事に伴い
一部拡幅整備するが、阪神教育事務所跡地の一部を
利用した道路整備について、関係者と協議する。 未済

　来年度以降、整備予算の確保に努めると
ともに、土地所有者等の関係者と協議を行
う。

19 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路建設
課
道路管理
課
（学校教育
課）

北山議員 　市道1160号線、1171号線、1488号線については、地
元自治会等から拡幅要望が出ており、積極的に対応
してほしい。

　市道1160号線は、通学路や抜け道となっており、交
差点や屈曲部などの通行に危険な個所については、
優先的に整備するよう考える。

　1160号線は、現状では交通量が増えており、通学路
となっている狭隘箇所や長尾線との交差点付近を通
学路安全対策プログラムに位置付け、教育委員会とも
協議を進めながら対応を検討する。 未済

　来年度以降、整備予算の確保に努めると
ともに、土地所有者等の関係者と協議を行
う。
道路形状や安全施設の設置について、協
議を行う。
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20 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

北山議員 　市道1160号線の狭隘道路において拡幅整備が完了
していない部分について、生活道路整備条例に基づ
き道路拡幅を進めて欲しい。

　市道1160号線の総延長1336メートルの内の790メート
ルの狭隘道路において拡幅整備が完了していない部
分については、道路隣接地において建築や建て替え
の案件が出た場合、生活道路整備条例に基づき道路
拡幅を進める。

　当該事業を実施する際に、用地買収ほかの事業費
の確保が必要となる。

未済

　引き続き、予算確保に努める。

21 27 9 定例 本会議 都市安全部 道路管理
課

中野議員 　本市は、将来において人口減少が予想されており、
それに従い組織も現在より縮小することになる。現在で
も、道路の補修箇所等の全体把握が職員のパトロー
ルだけでは把握できていない状況なので、更に把握
は困難となる。そこで、いくつかの自治体で導入してい
るスマートフォンのアプリによる通報システムの導入に
ついて紹介と提案をしたい。

　補修箇所の迅速な覚知、対応は必要なことと認識し
ている。引き続き、市民の協力を得ていく上で、浜松市
等の先進事例について、費用対効果や事務の体制に
ついて調査・研究を行う。

　アプリのシステム構築、システムの維持管理等の必
要経費。

未済

　先進市へ視察に行き、導入の可能性を
検討する。
　現在、宝塚郵便局と補修箇所等の通報
に関する覚書の調定準備を進めている。

6
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1 27 9 定例 本会議 健康福祉部 高齢福祉
課

藤岡議員
岩佐議員

　地域包括ケアシステムをさらに進めるため、市役所に
総合相談窓口を設ける必要があると思うので要望す
る。

　答弁不要 　地域包括支援センターの総合相談の機能を強化す
るとともに、市民向け総合相談窓口のあり方についても
検討していく。 未済

　窓口の整備について今後検討する。

2 27 9 定例 本会議 健康福祉部 高齢福祉
課

岩佐議員 　尾道市が作成している高齢者のさまざまなニーズに
対応した「ねこのて手帳」はとても見やすい情報誌であ
り、本市においても、ぜひ作成を検討してほしい。

　情報の一元化について対応していく。 　当該手帳を参考にして、作成に取り組んでいく。

未済

　他市の事例と同様のことが本市において
も有効か、地域のニーズも勘案しながら、
地域の関係者と協議していく。

3 27 9 定例 本会議 健康福祉部 高齢福祉
課

岩佐議員 　地域包括ケアシステムの対策を早めに取り組んでい
ただくよう要望する。

　答弁不要 　住み慣れた地域で安心して生活を継続することがで
きるよう、保健、医療及び福祉関係との連携、ネット
ワークを強化し、地域包括ケア体制の総合的な推進体
制の確立を図るための仕組みづくりを進めていく。 未済

　地域包括ケアシステム構築にあたって
は、可能な限り早めに実施していく。

4 27 9 定例 本会議 健康福祉部 高齢福祉
課

北山議員 　中学校区を単位として、2025年を待たずに早急に地
域包括支援センターの設置を要望する。

　答弁不要 　2025年に向け、高齢化率が25％を超えることから、
日常生活圏域の見直しを含めて、地域包括ケアシステ
ムの構築に合わせて協議していく。 未済

　地域包括ケアシステム構築に合わせて、
地域包括支援センターの配置等のあり方
について、検討する。

5 27 9 定例 本会議 健康福祉部 健康推進
課

田中議員 　依存症対策について早急に取り組んでほしい。11月
のアルコール問題啓発週間において、ホームページ
で啓発を行っていくということであるが、急いで、啓発
以外の対策も行ってほしい。

　　（1次）県の動向を見ながら少しずつでも、できること
に取り組んでいく。
　　（2次）早急に取り組んでいく。

　依存症対策については、本来、保健所の所管事項
であり、現時点で、市レベルで実施可能な対策は、市
民への啓発活動や、相談の中で依存症と思われる方
に対するケア、あるいは保健所に繋いでいくことが中
心となる。
　依存症は病気であり、依存症の専門医を確保するこ
とが、適切な対策の第一歩であるが、入院治療などを
バックアップする精神科病院の確保も含めて、市内に
は医療資源がほとんどないのが実態である。今後、市
の対策として、なにが可能であるか、医師会、保健所
等と協議していく。

済

　アルコール依存症の啓発に関するホーム
ページは、作成済。
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1 27 9 定例 本会議 子ども未来
部

子ども発達
支援セン
ター

藤岡議員 　子ども発達支援センターの相談体制は、就学前を対
象にしているが、就学前と就学後の相談窓口を別々に
対応するのではなく、相談窓口の一元化が必要であ
る。
　他市事例は、西宮市が平成２７年１０月オープンした
「西宮市こども未来センター」や鎌倉市の発達支援室
を参考にして、検討をしてほしい。

　現在は、就学する際に保育所や子ども発達支援セン
ターから教育へ書面と口頭で丁寧な引き継ぎを行なっ
たり、就学してからは、教育福祉連携会議を行うなどし
て支援のあり方について連携を図っている。
　今後、相談窓口のあり方について他市の例を参考に
して調査研究行う。

 ・要望事項を受けて、子ども発達支援センターの相談
体制について課題を探る。
 ・教育と福祉の窓口一元化についてのメリットデメリット
等の他市事例を参考にする等情報収集を行う。
 ・教育及び庁内関係各課への調査などを行う。
 ・部としての方向性を示す。 未済

　答弁に同じ

1 27 9 定例 本会議 環境部 業務課 たけした
議員

　塵芥収集車を長期間使用するために、定期的な点
検ができないか検討してほしい。

　現在、シャーシ部分の車検と法定点検を実施してい
るが、架装部分については同様の点検を実施していな
い為、今後専門業者による定期点検が必要と考えて
いる。

　答弁と同じ。

未済

　今年度中に他市の事例等も参考にしな
がら、実施を検討する。

1 27 9 定例 本会議 産業文化部 商工勤労
課

大川議員 　宝塚サンビオラ商業協同組合へ来客用駐車場として
貸与している土地の貸付料が適正でない。
　現行、これらの土地貸付料の決定にあたっては、固
定資産税路線価（公示価格の7割程度が目処）を基礎
としているが、実勢と比べてあまりに低く、少なくとも公
示価格を採用すべきである。
　次期契約更新時には見直すべきである。

　なし 　当該土地は、2014年（平成26年）に市が市土地開発
公社から買い戻したものであり、土地貸付料に関して
は、2009年に同公社と同協同組合とが締結した契約
内容を引き継いでいる。
　この契約は2018年度（平成30年度）末で満了するた
め、根本的な見直しは2019年度以降となるが、貸付料
の適正化に向けて、引き続き同協同組合との協議を継
続する。

未済

　根本的な見直しは2019年度（平成31年
度）以降となるが、貸付料の適正化に向け
て、引き続き同協同組合との協議を継続す
る。
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平成２７年（２０１５年）

1 27 9 定例 本会議 管理部 施設課 たぶち議
員

　学校施設設備について、学校トイレの洋式化、多目
的トイレの拡充、老朽トイレの改善のほか、老朽化した
校舎、エアコン、運動場、教室、体育館等施設の改善
を進めるとともに、学校が必要とする使用可能な教室
の確保に努めるべきである。
　また、学校のバリアフリー化について、さらなるエレ
ベーターの設置を進めるべきである。

　改修の必要性を総合的に判断して、教育環境整備
に努める。トイレの洋式化率は学校によりばらつきがあ
る。トイレの乾式化、洋式化、各階への多目的トイレの
整備を基本方針としつつ、老朽化が進んでいる学校
から順次改修を進めていく。　エアコン、グラウンドにつ
いても、今年度は国交付金不採択により中断している
が、引き続き改善を進めていく。
　学校の教室の使用状況を踏まえつつ、必要な教室
の確保に努める。
　エレベーターは、全校舎間での移動ができるよう、2
基目が必要な学校への整備を進める。

　答弁に同じ。

済

2 27 9 定例 本会議 管理部 施設課 大河内議
員

　長尾小学校体育館について、老朽化し、面積が不足
しており、避難経路にも疑問がある。建替えについて
は要望書も提出されており市民ニーズも高い。過去に
策定した基本方針案があり、公共施設マネジメントの
観点からも優先度の高い施設であると思われ、改築を
進めるべきである。

　公共施設マネジメント基本方針の考え方を踏まえ、
客観的に優先度、必要性を総合的に判断して、各校
の施設整備を進めていく。

　答弁に同じ。

済

3 27 9 定例 本会議 管理部 施設課 冨川議員 　市立幼稚園の保育室にエアコンを設置すべきであ
る。

　市立幼稚園の保育室のエアコン設置に取り組んでい
く。

　平成26年度実施計画（27～29年度計画）において不
採択となっているが、今年度の実施計画で要求してい
く。。

済

4 27 9 定例 本会議 管理部 施設課 江原議員 　学校の改修改築の優先順位は、公平公正に決定さ
れなくてはならない。整備プログラムを作成し、公表す
べきである。

　公共施設マネジメント基本方針や、学校規模適正化
の取り組み、文部科学省の求める学校長寿命化計画
の策定についての阪神各市の状況も踏まえ、整備プロ
グラムの作成を検討していく。

　答弁に同じ。

済

5 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　今後もスクールソーシャルワーカーの拡充を要望す
る。

　これまでも学校図書館司書や看護師、スクールソー
シャルワーカーの充実に取り組んできた。今後も国や
県にも要望しながら対応していく。

　答弁に同じ。

済

6 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

たぶち議
員

　子どもたちが生き生きと生活できる環境として中学3
年生まで35人学級を要望する。

　答弁不要 　35人学級の早期実現に向けて、県に要望していく。

済

7 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

井上議員 　肢体不自由児の県立高校受検について平成28年度
兵庫県公立高校選抜要綱に記載されているとおり取り
組んでほしい。

　答弁不要 　平成28年度兵庫県公立高校選抜要綱に基づいて取
り組む。

済

8 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議員 　三田市のように市、教育委員会、栄養教諭で体制を
整えて食育に取り組んでほしい。

　組織だった体制はないが、各学校では食育推進委
員会の中で食育を各教科や特別活動の中でどのよう
に位置づけるのか全体計画を作成し取り組んでいる。

　答弁に同じ。

済
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9 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議員 教員の防災意識を高めてほしい。 　学期に1回程度訓練を実施している。また、県主催の
研修に積極的に参加するよう促している。

　答弁に同じ。

済

10 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議員 全校で地域と連携した防災訓練ができるように取り組
んでほしい。

　地域で防災意識が高まることが大事であることから、
学校からはおたよりやホームページ等を通じて広く発
信し、地域の方の意識等を高めていく。

　答弁に同じ。

済

11 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

江原議員 宝塚市としての小中一貫教育に取り組んでほしい。 　本市9年間の義務教育では、　「自分を大切に　人を
大切に　ふるさと宝塚を大切にする人づくり」を目標に
自分や他人の命を大切にする子どもの育成を目標に
取り組んでいる。また、現在は、アプローチカリキュラ
ム、スタートカリキュラムを作成しているところである。来
年度は、小中の学びの連続性を見据えたカリキュラム
の作成に取り組む予定である。

　現在、取り組んでいる保幼小中連携教育の成果と課
題を整理して取り組む。

済

12 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大河内議
員

　コミュニティ・スクールについてはモデル校設置も進
めていってもらえればと思う。

　現在、検討委員会で、本市にとってより良いコミュニ
ティ・スクールの在り方を研究している。今後は学校
園・地域の方にもコミュニティ・スクールについての情
報を共有していただくよう取り組みを進め、その中でモ
デル校を設定していく方向で考えている。

　答弁に同じ。

済

　検討委員会での検討を進め、次年度以
降にモデル校を設定していくことも含めて
取り組んでいく。

# 27 9 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

となき議員 　性的マイノリティについて、文部科学省の通知に従う
形で今後も計画帝に施策、啓発、子どもたちへの教育
を進めてほしい。

　今年度、文部科学省の通知を受けて、教職員をはじ
め、子どもに関わる人に対して文書での周知や研修を
通しての意識改革を進めている。また小中学校・教育
総合センターに関連図書を配備した。市教委主催で
市民とともに学ぶ研修会を開催している。次年度は管
理職研修や、教職員への研修を開催していく。

　答弁と同じ。

済

　今年度も、じんけん講座Ⅰ・Ⅱ、じんけん
ワークショップ講座で性的マイノリティの講
座を行い、啓発を進める。次年度も教職員
の理解を深められるよう、研修等を行って
いく。

14 27 9 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

若江議員 　学力向上推進事業の３事業（「たからづか寺子屋」事
業・自己表現力向上事業・理数教育推進事業）につい
て、内容充実、拡充を目指すべきである。

　答弁不要。

未済

　今年度中に検討予定。

15 27 9 定例 本会議 学校教育部 教育研究
課

江原議員 　英語教育の充実を目指し、他市の取組を研究し、推
進していただきたい。

　答弁不要。

未済

　今年度中に検討予定。

1 27 9 定例 産業建設
常任委員
会

上下水道局 下水道課 たぶち議
員

　市民から、水路状況などの情報提供を呼びかけるよ
うな、地元との仕組みづくりや広報活動を行うよう要望
する。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと） 　従来から、自治会役員や農会・水利組合との協議の
場において、水路状況の異常について通報を依頼し
ているほか、出前講座などの場においても一般市民に
情報提供のＰＲ活動を行っている。引き続き、広く情報
を求められるよう、広報活動の機会や内容の充実を
図っていく。。

済
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