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12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 12 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

大川議員 　公共施設マネジメントの推進にあたっては、それに対
応していく組織の充実が必要ではないか。

　公共施設マネジメントの推進には、市民との意識の
共有が不可欠である。そのため次年度は、市民向けに
説明会等を実施していく必要があり、専任の組織体制
について協議検討を行っていく。

　答弁に同じ。

未済

　組織体制ついて、庁内関係部局と協議調
整を進めていく。

2 27 12 定例 本会議 企画経営部 政策推進
課

大河内議
員

　ふるさと納税について、本市納税義務者約10万人の
うち、数パーセントが他自治体へ寄附することで多額
の市税が控除されるため、危機意識を持つべき。
　また、不定期に実施している、ふるさと納税記念品
「愛と夢の宝塚コース」について、特定公演日に限定
するのではなく、いつでも引き換えできるチケットにす
る等、工夫が必要ではないか。

　ふるさと納税制度の変更や、ワンストップ特例の導入
で今後控除額が増加すると予想されるため、記念品の
品目を増やすなど充実に努める。

　ふるさと納税記念品「愛と夢の宝塚コース」の引換チ
ケット制度については、公演によっては寄附者が希望
する日時での座席確保ができないこともあるため、公
演数の増加などで工夫していく。

済

3 27 12 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で、意
見として伝えておきたい。

　市内部でも20年を超えたものは返せないのか検討し
てきた。①国賠法・民法上難しい。②資料の面でも困
難であり、全ては返せない。③弁護士協議では20年が
限度とのこと。今の時点では変わっていない。

　答弁に同じ。

済

4 27 12 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、20年を超えるもの
の調査について、来年度以降可能な限りしっかりと検
証いただきたい。

　要望のみ。 　平成28年度に調査実施。

未済

　平成28年度に調査実施。

1 27 12 定例 本会議 市民交流部 国民健康
保険課

北山議員 　累積赤字の解消について、１０年間で解消していく計
画との事だが、先送りするのではなく、県の助言のとお
り５年間で解消すべきである。

　単年度赤字の補填分と累積赤字解消分をあわせて、
一般会計から繰入することとなり、今後の本市財政に
与える影響が大きいことから、10年間に平準化して解
消することについて県に十分説明し、理解を求めてい
るところである。

　適正な保険税率の設定、収納率の向上及び医療費
の適正化等により、累積赤字をより早期かつ確実に解
消する必要がある。

未済

　適正な保険税率の設定については、平成
28年度の税率改定を国保運営協議会に諮
問しており、収納率の向上については、次
期収納率向上アクションプランを策定し更
なる向上に努め、また、医療費の適正化に
ついては、データヘルス計画の策定に取り
組むなど、早期かつ確実に累積赤字を解
消するよう進めている。

1 27 12 定例 総務常任
委員会

総務部 契約課 江原議員 　市庁舎給排水衛生設備改修工事の落札者につい
て、入札者が１者で決定しているが、再度の競争にか
けるべきでなかったか。

　本件は制限付き一般競争入札により、入札参加が可
能な業者数も想定して入札参加条件を設定して行っ
た。一般論として、入札者を公募する一般競争入札の
場合、他の入札参加者があるかどうか知ることすらでき
ないため、たとえ応札者が１者であっても入札に必要
な競争性は失われず有効な入札であるとされており、
この主旨に基づき落札者を決定した。

　本市においては、１者のみの入札を中止扱いとして
いたが、平成２６年度に公共工事の入札不調が多く、
結果的に事業の執行に至らなかった案件が頻発した
ことから、予定価格を事前公表した案件で、かつ、一
般競争入札とした案件に限り、１者での入札を有効と
する運用に改めた。今後については、入札結果も踏ま
えながら競争性の確保に努める。

済

2 27 12 定例 本会議 総務部 人権男女
共同参画
課

寺本議員 　障がい者、高齢者など福祉の問題が男女プランに
入っていることについては、女性であることの複合的な
面がわかりにくいので、もう少し明確に記述してほし
い。
　平和についても、男女共同参画との関わりをしっかり
と記述してほしい。
　男性のワーク・ライフ・バランスも大切、男性への働き
かけも大切にしてほしい。

　答弁不要。（要望を述べるに留めるとのこと）

未済

　男女共同参画推進審議会の意見も踏ま
えて、プランへの反映について検討する。

3 27 12 定例 本会議 総務部 くらんど人
権文化セ
ンター

江原議員 　ほっこり湯の近隣に駐輪場を整備してほしい。 　周辺住民にご迷惑をおかけすることのないよう、ま
た、利用者の利便性も考慮し、運営主体とともに駐輪
場整備に努める。

①道路へのはみ出しを防ぐため、駐輪区画の線引きを
行うとともに、敷地内に新たに駐輪スペースを確保す
る。
②隣接する市営住宅（大成第４住宅）敷地の一部につ
いて、その借用・整備を検討する。

未済

①平成２８年3月末日までに敷地内駐輪場
整備を予定。
②借用・整備に向けて所管課と協議・調整
を進める。

平成２７年（２０１５年）
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1 27 12 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

細川議員 　繰り返し使用できる資機材を整備できるような柔軟な
助成制度を要望する。

　答弁不要。 　助成制度を検討する。

未済

　助成制度を検討する。

2 27 12 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

細川議員 　減災啓発のため、市民参加型のワークショップを開
催すべきである。

　答弁不要。 　次年度以降開催を検討する。

未済

　平成28年度実施する。

3 27 12 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　ホームページに24小学校区毎の防災マップを掲載
できないか。

　小学校区毎の掲載は困難。ホームページに掲載した
マップの印刷の際、活用しやすいよう工夫ができない
か研究する。

　答弁に同じ。

未済

　防災マップ更新時までに研究する。

4 27 12 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

三宅議員 　今後、地域防災リーダーの活用（フォローアップ研
修、市民の共助の取組へ無理のない程度に協力を要
請する。）が必要である。

　今後、地域防災リーダーの活用について研究する。 　答弁に同じ。

未済

　今後、地域防災リーダーの活用について
研究する。

5 27 12 定例 本会議 都市安全部 総合防災
課

寺本議員 　総合防災訓練において、さらなる男女共同参画の工
夫をすべきである。

　検討する。 　答弁に同じ。

未済

　平成27年度の訓練において検討する。

6 27 12 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

山本議員 　自転車・バイクの走行危険性について警察に指導を
要請してほしい。

　警察に対して要望を伝える 　答弁に同じ。

未済

　交通安全などの協議時に警察に要望を
伝える

7 27 12 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

浅谷議員 　歌劇場前交差点の信号の朝の通勤時制御時間につ
いて、南北方向の時間をもう少し長くするよう要望して
ほしい

　警察に対して要望を伝える 　答弁に同じ。

済

　12月14日警察との共通安全協議時に信
号制御について伝え、検討するとのこと。

8 27 12 定例 本会議 都市安全部 防犯交通
安全課

中野議員 　防犯カメラ設置後に警察からデータについて情報提
供依頼時の費用について兵庫県も負担するよう要望
する

　警察に対して要望を伝える 　答弁に同じ。

済

　12月14日防犯カメラ設置後の課題として
宝塚警察署に連絡。警察としては、県下の
聞き取りなどを行うとともに兵庫県警察本部
とも協議を行うとのこと。

9 27 12 定例 本会議 都市安全部 公園緑地
課

となき議員 　公園内に緊急連絡先が分かる看板等を設置すべき
である。

　公園内に緊急連絡先が分かる看板等の設置を検討
する。

　答弁に同じ。

未済

　看板の無い公園に順次設置を検討する。

10 27 12 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

11 27 12 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

浅谷議員 　市道川面宝塚線の渋滞緩和に向けた解決策を検討
してほしい。

　今後の新名神高速道路の開通による国道176号の通
行量の変化を見定め、警察による同交差点の信号現
示(しんごうげんじ)の調整によって改善が図られないか
検討する。
　また、抜本的な対策として、市域の道路ネットワーク
の強化が必要と認識しており、計画的、効果的な道路
整備に向けた取組を進める。

　答弁に同じ。

未済

　現在、都市計画道路網については見直し
案を整理し、引き続き主要な市道も含めた
検証作業を進めており、来年度には基本方
針を取りまとめ、順次、整備プログラムを策
定する予定である。
　これに併せて、当該市道の交通渋滞に大
きく影響する歌劇場前交差点の渋滞対策と
して、新名神の開通後の交通状況を見なが
ら信号現示等の改善を警察とともに検討す
る。
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12 27 12 定例 本会議 都市安全部 道路政策
課

三宅議員 　阪急バス山本丸橋バス停の休日運行の再開。 　地域の状況や課題を把握したうえで、どの様な対応
が取れるか検討が必要であると考えている。

　答弁に同じ。

未済

　地域の発意により公共交通サービスの充
実に向けた積極的な活動が認められる地
区では、市と地域との協働や役割分担によ
り、公共交通サービスの向上を図ることとし
ている。

13 27 12 定例 本会議 都市安全部 道路建設
課

となき議員 　生活道路、歩道の確保・改善を
ア　末成小学校北側通学路(堂ノ前御所前線）
イ　ロックペイント宝塚工場南側道路(市道１４０４号線）
・いずれの道路も、今年度の予算を確保しているのに
事業が進んでいない。交渉の状況や進捗状況はどう
なっているのか。
・相手のあることなので思うように進捗しないのはやむ
を得ないが、以前から議会でも何度も質問しており、で
きるだけ早く事業をすすめてほしい。

　市道堂ノ前御所前線については、隣接するTOA㈱の
開発事業にあわせて歩道拡幅することで相手方と協議
している。本年夏ごろの開発着手予定が来年度に延
期になったが、開発行為とは別に、できるだけ早期に
歩道整備ができるよう調整する。
　市道１４０４号線は、交差する都市計画道路尼崎宝塚
線の整備を兵庫県が行っており、県道の交差点付近
にある工場の車両出入り口の変更も含め、市と事業
者、県の三者で調整を図っている。県事業が２０１８年
度末完成予定で、市道もそれに合わせて整備できるよ
う調整を行う。

　答弁のとおり。

未済

　堂ノ前御所前線については、早期の事業
着手に向けて、TOA㈱と調整を図る。
　市道１４０４号線については、来年度当初
予算で再度予算化するとともに、事業者や
県との調整を進める。

14 27 12 定例 本会議 都市整備部 住まい政
策課

たぶち議
員

　「北部地域まちづくり基本構想策定事業」の、今後の
取り組みのうち、若者定住施策で住宅購入にさいし
て、購入資金補助制度など検討してほしい。

　北部(西谷)地域限定ということではないが、そのような
制度を考えることによって宝塚市を選んでもらえるきっ
かけ、また若者定住につなげることは重要なことと考え
ているので、検討していきたい。

　H28年度実施計画に事業要求をおこない、事業査定
の内示を受けている。今後、制度内容などの詳細を決
定し、実施に向けて取り組んでいく。

済
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1 27 12 定例 本議会 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構築が課題となっており、早
急に対応をお願いする。

　答弁不要。 　

未済

　関係機関・関係団体などの協力を得なが
ら進めていく。

2 27 12 定例 本議会 健康福祉部 高齢福祉
課

江原議員 　民生委員との人間関係に悩む市民がいるので、市に
はしっかり指導してもらいたい。

　答弁不要。 　民生委員・児童委員連合会とも調整を図りながら、助
言・指導等により対応していく。

未済

　助言・指導等により対応していく。

3 27 12 定例 本会議 健康福祉部 健康推進
課

藤岡議員 　妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制につい
て、着実に整備を進めてほしい。

　子育て世代包括支援センターの設置について、早期
に実施できるよう取り組んでいく。
　子育て世代包括支援センターには、母子保健コー
ディネーターを配置し、妊婦の相談に応じていく。
　また、妊娠・出産・子育てを支援する関係機関の連携
体制強化のため、情報交換や研修を内容とする連絡
会を開催したいと考えている。

　新たな事業の立ち上げであるため、人的配置を含め
た体制の充実が必要である。
　また、市内の産科医療機関や子育て支援機関の協
力が必要な事業であるため、協議を進めていく。

未済

　できるだけ早期に充実した体制で実施で
きるよう、関係機関と調整を進めていく。

4



5

12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
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1 27 12 定例 本会議 子ども未来
部

子ども家庭
支援セン
ター

藤岡議員 　個別のニーズに応える「子育て応援メール」を導入す
べきである。

　子どもの生年月日などを登録することで、現在配信し
ている市が開催する講座や各児童館のプログラムのほ
か、子どもの月齢ごとの成長の様子や子どもの成長に
合わせたふれあい方、乳幼児の相談に関するお知ら
せなど、子どもの育ちに応じたより細やかな情報の配
信が来年度から実施できるように検討する。

　生年月日に応じて個別にメールを配信するために、
専用のシステムが必要となるため、平成28年度の当初
予算にメール配信に必要となる費用の計上を検討す
る。
　配信する情報については、今後、関係課と調整を進
めるとともに、来年度にメール事業者との調整を行う。

済

　平成２８年９月からの配信開始を予定

2 27 12 定例 本会議 子ども未来
部

子ども発達
支援セン
ター

大河内議
員

　子ども発達支援センターで実施している障害児相談
支援事業について、現在、約３７０人が利用しており、２
人の相談支援専門員がサービス利用計画の作成につ
いて対応しているということだが、モニタリングや家庭訪
問の回数について国が示している回数が行われてい
ないようだ。
　今後、モニタリングは回数を増やし、家庭訪問につい
ては必ず行うなどの相談支援事業の充実を図るため
に、相談支援専門員を増員するべきである。

　現在、３７０人の利用者がある。モニタリングは、新規
利用の場合は開始から6か月後に行っているが、保護
者からのプラン変更の申し出があれば随時行ってい
る。また、家庭訪問は利用者からの要望に基づき行っ
ている。

　利用者人数だが、月に10人程度の新規利用の申し
込みがあり、今後も増加傾向は続くと思われる。現在、
相談支援専門員は正規職員が2人、臨時職員の補助
員2人で行っているが、今後、必要があれば増員につ
いて検討していく。また、家庭訪問については実施す
る。 済

3 27 12 定例 文教生活
常任委員
会

子ども未来
部

青少年課 北山議員 　入所を希望する児童が増加している間はよいが、減
少してきたときの対応について、新たに民間放課後児
童クラブを開設しようとする運営法人と文書を交わして
おかなければ将来問題が発生するのではないか。

　現時点においては待機児童が増加する状況である
か、減少したときの対応について、保育園を運営して
いる社会福祉法人は対応可能と考えているが、ＮＰＯ
法人に対しては今のうちに児童が減少してきたときの
対応について検討を加えたい。

　答弁に同じ。

未済

　早期に対応についての検討をする。

1 27 12 定例 本会議 環境部 地域エネ
ルギー課

たけした
議員

　公共施設におけるＰＰＳ事業者による電力契約の可
能性について検討すべきである。

　市庁舎、学校等、ＰＰＳ事業者との電力契約によりコ
ストメリットがある施設については既に導入している。
　その他の施設についても、コスト面、環境面で検討し
ていく必要がある。

　平成28年度からの電力小売り全面自由化も踏まえ、
ＰＰＳ事業者との契約について、先行事例を参考に庁
内共有を図っていく。

未済

　左記のとおり庁内共有を図り、検討予定

2 27 12 定例 本会議 環境部 環境政策
課

みとみ議
員

　野鳥などの野生生物への餌付けは鳥獣保護の観点
から誤った考えであり、県の管轄ではあるが市としても
市民に広く啓発するべきである。

　野鳥などの野生生物に対しては自然界のバランスに
考慮し適正に対応することが必要であり、実質様々な
生活環境に影響を及ぼしているので、今後どのような
啓発が有効か他市の事例を参考に対応していく。

　答弁に同じ。

未済

　平成27年度中に検討予定

3 27 12 定例 本会議 環境部 生活環境
課

たぶち議
員

　合葬墓を整備すべきである。 　宝塚すみれ墓苑内において、合葬墓の整備を検討
していく。

　合葬墓の整備に向けて、遺骨の預かり方や、料金そ
の他運用方法等について検討を進める。

未済

　平成29年度までに整備予定

4 27 12 定例 本会議 環境部 管理課 江原議員 　先日市が事業者向けに配布した「事業者ごみの出し
方」リーフレットが、産業廃棄物の受け入れが可能であ
るように解釈する悪質な業者がいるため、市は産業廃
棄物の持ち込み防止策を今後、実施すべきである。

　今後、誤解が生じないように第２段、第３段のリーフ
レットを作成し周知していく。
　産業廃棄物持ち込み対策として、搬入時の展開検査
を実施し、分別の指導、徹底を図っている。

　産業廃棄物持ち込み防止策として、事業者や許可業
者へ周知させるリーフレットを平成28年度中に作成し、
啓発していく。

未済

　平成28年度中にリーフレットを配布できる
よう検討する。
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1 27 12 定例 定例会 産業文化部 商工勤労
課

中野議員 　店舗リフォーム補助の新設など、新規に出店しようと
する起業家への支援の充実を望む。

　従前から、空き店舗活用事業補助や清荒神参道地
区での店舗外装整備補助の制度を設けて商店街の活
性化を図ってるところだが、公益財団法人ひょうご産業
活性化センターや他市で同趣旨の補助制度が設けら
れており、本市でも研究していく。

　答弁に同じ。

未済

　平成28年度に出店促進にかかる補助を
実施の予定。

2 27 12 定例 本会議 産業文化部 農政課 たぶち議
員
若江議員

　有害鳥獣捕獲対策について、高齢化による狩猟免
許取得者の減少に対する対応を望む。

　狩猟免許講習会や狩猟免許取得試験の受験への助
成について、南丹・北摂地域鳥獣被害防止対策連絡
協議会と連携し検討する。

　答弁に同じ。

未済

　平成28年度に実施予定。

3 27 12 定例 本会議 産業文化部 農政課 若江議員 　他市では駆除した有害鳥獣を活用して地域の特産
品などを販売している。駆除のみでなく、獣肉などの活
用を検討して欲しい。

　先進地の事例も研究しながら、地元の農業者の皆さ
んを農業と商工部門が連携して支援していく。

　答弁に同じ。

未済

　先進地の事例も研究しながら、農業と商
工部門が連携して支援していく。

4 27 12 定例 本会議 産業文化部 文化政策
課

北山議員 　平成２４年度の公の施設の指定管理者監査の指摘
事項、また、平成２６年度行政評価委員会からの評価
について、早急に対応すべきである。
  工房館の抱える課題をきちんと検討すべきである。

　答弁不要。（要望のみ。） 　指定管理期間の更新年度となっており、館の運営全
般について協議を行っている。

未済

　指定管理者をはじめ、地域との協議を
日々進めている。

5 27 12 定例 本会議 産業文化部 北部振興
企画課

たぶち議
員

　自然休養村センターのあり方及び北部地域災害拠
点（消防を含む。）整備については、早急に方針決定
すべきである。

　総合計画や公共施設マネジメント基本方針との整合
を図りながら、行政施設の再編について方針を定め
る。
　方針決定にあたっては、自然休養村センターの用途
廃止を含め、まちづくりの全体構想の中で行政拠点の
妥当性を判断する。

　答弁に同じ。

未済

　北部地域まちづくり基本構想の中で方針
づけを行う。
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1 27 12 定例 本会議 管理部 学事課 たぶち議
員

　西谷認定こども園（保育施設）では、待機児童を出さ
ないよう整備を進めるべきである。

　隣接する西谷小中学校の施設の有効活用も含めて
検討するとともに、認定こども園のあり方についても併
せて関係部署と協議を進め、出来る限り待機児童が出
ないよう、受け入れ方策について検討していく。

　答弁に同じ。

未済

　平成28年3月末までに検討予定

2 27 12 定例 本会議 管理部 学事課 北野議員
大島議員

　給付型奨学金制度を拡充すべきである。 　現行の貸付型奨学金制度を検証するとともに、給付
制度の拡充を含めて、奨学金のあり方について検討す
る。

　答弁に同じ。

未済

　平成28年7月までに検討予定

3 27 12 定例 本会議 管理部 学事課 北山議員 　通学区域の弾力的運用や自由校区制の導入など、
保護者や児童生徒の希望に応じた通学区域制度につ
いて検討すべきである。
　また、特に少子化が著しい中山台地区については、
地域懇談会を開催し、現状と将来の動向を報告すべき
である。

　現在策定中の基本方針（案）には、通学区域の弾力
的運用を適正化の手法として掲げており、パブリック・
コメントの後、本基本方針に基づき、具体的に取り組
む。
　また、中山台地区における地域懇談会については、
パブリック・コメントと同じ時期に、中山五月台中学校区
で市民と教育委員との懇談会「教育委員と語ろう」を予
定しており、そこで、保護者や地域からの意見や要望
を伺い、来年度の早期に保護者や地域の方々と協議
の場を設けて取り組んでいく。

　答弁に同じ。

未済

　平成28年4月までに基本方針を策定し、
同方針に基づき、取組を進めていく。

4 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

若江議員 　進路指導についての情報の提供等については今後
も適切に行ってほしい。

　市教育委員会としては、中学2年生から丁寧な情報
提供を行っている。今後も、中学生のよりよい進路選択
の実現に向けて取り組む。

　答弁に同じ。

済

5 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

細川議員 　すみれ安全マップを地域にも回覧等し、地域のパト
ロール隊との連携を図ってほしい。

　答弁不要 　答弁不要。

済

6 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　子どもの発達段階に応じた主権者教育を充実させて
ほしい。

現在、文部科学省では、総務省と連携し、政治や選挙
等に関する高校生向け副教材を作成している。次の学
習指導要領には、「主権者教育」が位置づけられること
が検討されている。こうした国の動向も参考にして、今
後、小中学生の指導に必要な資料の作成等につい
て、どのような取組ができるかを考えていきたい。

　答弁に同じ。

済

7 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　トライやる・ウィークの原点に戻り、地域とのつながりを
もって取り組んでほしい。

　トライやる・ウィークが行われるようになった経緯や趣
旨を各中学校の推進委員会に改めて周知することが
大切である。また、新規事業所へ受け入れを依頼する
際には、事業趣旨を丁寧に説明し、学校・家庭・地域
が一体となって、地域で子どもたちの成長を見守り、育
てていけるよう、連携を強化していく。

　答弁に同じ。

済

8 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

北野議員 　事業所に男女関係なく受け入れをしてもらえるよう、
働きかけてほしい。

　推進委員が事業所に生徒の受け入れを依頼する際
に、性別にかかわらず受け入れしていただけるよう、依
頼している。

　答弁に同じ。

済

9 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

浅谷議員 　学期に1回でも全ての子どもを対象に土曜日授業を
実施してほしい。

　土曜日の過ごし方については一定、定着している
が、今後、地域の力を借りながらよりよい教育環境とし
て寺子屋事業の拡充の面から研究していきたい。

　答弁に同じ。

済

実施に向けての仕組みについて検討して
いく
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10 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議員 　幼児教育センターについては、人的・財政的支援を
含め教育委員会と市長部局とで力を合わせて設置し
てほしい。

　来年度を設置の準備年度とし、平成29年度には設置
したい。

　答弁に同じ。

済

11 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議員 　コミュニティ・スクールについては保護者、地域の理
解と協力を得て、モデル校の指定から始めてほしい。
モデル校として高司中校区、安倉中校区から進めてほ
しい。

学校園、地域、家庭が共にめざす子ども像を共有し、
連携しながら地域の子どもたちを見守り、支え、育んで
いくことが大切である。同じ思いを持ち、情報を十分に
共有し地域の実情に合わせて合意を図りながら進めて
いくことが大切である。

　答弁に同じ。

済

12 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

藤岡議員 　コミュニティスクールを基盤として小中一貫教育も考
えていってほしい。

　幼小中連携教育おいて目指す子ども像を共有して
取り組むことや、互いの保育活動や授業を通して異校
種間の理解と連携を深めるためには、管理職のマネジ
メント力が重要であることから、管理職の連絡会の強化
や異校種間で授業を見合うように指導している。

　答弁に同じ。

済

13 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

となき議員 改めて、トライやる・ウィークの内容を検討する場を作る
などして、しっかり検討してほしい。

　各事業所の活動内容を確認し、しっかり検討してい
く。

　答弁に同じ。

済

14 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

中野議員 　小中一貫教育、校区編成の前段階として子ども同士
の触れ合いの場を考えてほしい。

　子どもたちが交流することは子どもにとっても良いこと
である。

　答弁に同じ。

済

15 27 12 定例 本会議 学校教育部 学校教育
課

大島議員 　介助員の勤務状況については適切にしてほしい。 　適切な業務内容であるよう指導している。 　答弁に同じ。

済

16 27 12 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

田中議員 　宝塚大学は来年度以降、新入生の募集停止を発表
した。同大学のグラウンドは市が貸与しており、市内の
スポーツ団体も利用しているが、このグラウンドを今後
どのように使用するつもりか。

　昨年、近隣に花屋敷グラウンドがオープンし、また、
当該グラウンドは試合等で大人が本格的に使用できる
グラウンドではないが、市に返還されるのであれば、ス
ポーツ施設として、どのように使用できるのか、検討し
ていく。

　答弁に同じ。

未済

　宝塚大学から返還されるのか、同大学の
対応待ちの状況。

17 27 12 定例 本会議 社会教育部 スポーツ振
興課

田中議員 　スポーツはプレーするだけでなく、応援することも楽し
み方の一つと位置づけられている。応援するには観覧
席が必要だが、観覧席等の整備について積極的に取
り組んでもらいたい。

　昨年、オープンした花屋敷グラウンドには、現在、観
客席がないので、野球側とサッカー側の2箇所にそれ
ぞれ観覧席を設置していく。

　答弁に同じ。

未済

　平成２７年度中に観客席を設置予定。
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