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尼崎市議団通

信

建設を進めていた尼崎市立学校給食センターが完成し、いよいよ令和４年1月12日から市内全17中学校分を一括して調理し各学校に配送
する方式で、スタートしました。
学校給食センターは、閉校した市立若草中学校の跡地（西川１丁目）にあり、鉄骨造２階建て、延床面積約5,600平方メートル。
最新の炊飯設備やフライヤー、スチームコンベクションオーブン等を導入し、それらを活用した豊富なメニューの提供が可能です。
またアレルギー食にも対応し、成長期にある中学生に栄養バランスの取れた安全で安心な温かい給食を提供できます。市内の農業者をはじめ
とした関係者の皆様のご協力により、尼崎市産のお米や野菜も使用され、子どもたちへの食育とともに、地産地消の推進に貢献することも
期待されます。中学校給食の開始により、尼崎市が子育てしやすい町としてさらに一歩前進します。

期末手当の5%削減
市内経済や市民生活に大きな打撃を与えている中、
昨今では新型コロナの新しい変異株「オミクロン株」が登場し、経済に
与える影響が危惧されております。その中で私たち議員は、新型コロナ
の感染拡大防止による活動自粛等で経済活動が低迷しても報酬は
保証されています。そこで12月臨時議会においても、日本維新の会
尼崎市議団は、新型コロナによる経済的打撃に苦しまれる市民の皆様
に少しでも寄り添うために「議員報酬640,000円の20%削減案
（令和4年1～3月）」を上程しました。しかしながら、他会派とは事前に
何度も協議し、尼崎市議会として一致団結し難局を乗り越えていく
ことに賛同頂くようにお願いしましたが、否決となりました。
議会改革、行政改革により財源を生み出し、その財源を今一番必要と
されるところに投じる。その第一歩として、議員が身を切ることにより、
まず政治家が覚悟を示す。この私たち日本維新の会 尼崎市議団の
スピリッツを引き続き発揮していきます。

令和3年10月31日投開票の衆議院議員総選挙の当選者に対して、文書通信
交通滞在費（以下、文通費という）が11月1日に当選確定した議員も含め、
投開票日である10月31日を基準日として、10月分の満額である100万円
支給されたことを発端に、文通費及び立法事務費の使途について、社会通念上、
理解に苦しむ「議員特権」ではないかと国民の声が多くあげられています。

本市の財政健全化の取組は着実に進んできている
ものの、依然として類似他都市と比較して公債費（借金）は大きく、
高齢化の進行に伴う社会保障関係費の増加も見込まれます。
さらに、この度のコロナ禍は市民生活に深刻な影響を与え続けてい
ます。令和2年度のしごと・くらしサポートセンターへの生活困窮者
の新規相談は、6,457件と前年度の約6倍となり、令和3年度も
高い水準が続いています。
そのような中、市長・副市長は、持続可能な行財政基盤の確立を
目的とした「あまがさき『未来へつなぐ』プロジェクト」の推進にあた
り、決意と姿勢を示す意味で期末手当の削減をしています。
日本維新の会 尼崎市議団としては、この率先した決意と姿勢を、
「車の両輪」である行政と議会とで示すべきだと考えます。
そこで私たちは、市議会議員の期末手当の５％削減を継続すること
を提案いたしました。

日本維新の会 尼崎市議団
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23-1
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議会改革検討委員会で検討するもの（各会派の提案項目）
議員定数・議員報酬等

長期欠席議員

土日議会・議会報告会・議会モニター

インターネット中継・情報公開

・議員定数、報酬、政務活動費のルールについて【青雲の会】
・幅広い住民意思が反映されるための議員定数と報酬の在り方検討【みどりの未来】
  ・議員定数の検討【公明党】 ・議員定数の削減【日本維新の会】 ・議員報酬の削減【日本維新の会】

・議員長期欠席（育児休暇、産前産後休暇、介護休暇を含む）の報酬について【公明党】 
・議員の長期欠席に対しての議員報酬や期末手当などの削減の検討について【蒼風会】
・長期欠席（逮捕時含む）議員の取扱いについて【青雲の会】

・土日議会開催【日本維新の会】
・議会報告会の実施【みどりの未来】
・住民と議会との意思疎通の充実を図るための政策サポーター制度（議会モニター）の導入【みどりの未来】

・本会議、常任委員会、予算決算特別委員会・分科会の動画配信【日本維新の会】
  ・常任委員会のインターネット中継の実施【みどりの未来】
・議員の連絡先の公表の検討【公明党】
・資産公開の義務化【みどりの未来】

・各質問における答弁時間を含まない質問時間の設定【日本維新の会】
・決算特別委員会及び予算特別委員会における総括質疑の時間の
 一定保障について【共産党議員団】

通年議会

議事運営

調査

規律

タブレット端末等

・通年議会について【青雲の会】

・視察に係る旅費交通費の在り方について（実態に即した検討）【公明党】
・常任委員会の課題抽出の絞り込みによる調査研究の取組強化について【市民グリーンクラブ】
・議会図書室の機能強化について【市民グリーンクラブ】

・議員規律追記について（議場内でのスマホ使用について）【公明党】
・選挙活動・政治活動時の自主ルールについて（例：選挙カーの音響・時間・ たすき等）【青雲の会】

・タブレットの活用とペーパーレスの見直しチェックについて【市民グリーンクラブ】

土日議会開催 4

衆議院
在職 文書通信交通滞在費1日100万円！ とは
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文通費及び立法事務費の使途を明確化し、日割り支給とするとともに、本市議会の
政務活動費と同様に、領収書及び活動内容が分かる書類を添付した収支報告書の
提出並びに当該報告書のインターネット公開を義務付ける規定を設けること。

文通費及び立法事務費の支出が支給額を下回り、残金が発生した場合は、返金する
ことを義務付ける規定を設けること。

上記、日本維新の会 尼崎市議団が提案を行い、全会一致で令和3年12月に、
関係大臣宛てに意見書を提出いたしました。

文通費及び立法事務費からの支出については、原則、電磁的記録による保存を行う
ようにすること。

文通費及び立法事務費を政治団体等へ寄付する行為を禁止する規定を設けること。
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日本維新の会 尼崎市議団の「身を切る改革」を、これからも継続して参ります。
本会議、常任委員会、予算決算特別委員会・分科会の動画配信

5 各質問における答弁時間を含まない質問時間の設定

議員報酬の20%削減
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当会派報は、会派に支給される政務活動費を利用し、発行・配布を行っております。

中学校給食が始まりました！

議会改革
日本維新の会 尼崎市議団の提案項目

尼崎市議会では、議会の機能強化及び改革に係る検討を行うため「議会改革検討委員会」
を設置しています。各会派から提案があった検討事項24項目を「議会改革検討委員会」で
中長期的に検討・協議を行います。
日本維新の会 尼崎市議団10人全員一丸となり、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため
議会改革を推進し、より一層「開かれた議会」を目指してまいります。
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否決となりました
令和3年12月定例会令和3年12月定例会

反対会派：公明党・日本共産党議員団・市民グリーンクラブ・蒼風会・青雲の会反対会派：公明党・日本共産党議員団・市民グリーンクラブ・蒼風会・青雲の会
身を切る姿勢を示すも

市政等のご相談はぜひ 日本維新の会 尼崎市議団 へ！　TEL 06-6489-6399



西田はこう思う！

本市の給与制度は国家公務員との均衡を図るとともに、上位役職への昇格の
際には所定の増額が措置されるなど一定の合理性があるため、現行の制度を
基本としていくべきと考えております。一方、職員の意欲向上等も重要であり、若
手職員の役職者への積極的な登用や人事評価結果の給与への反映など、それ
ぞれの責任や能力及び実績に応じた処遇を一層進めているところでございます。

繋げるため、給料表カーブの見直しをすべきと考えるが、市の見解はいかがか。

市職員をめぐる職場環境や職員意識は大きく変化しており、管理職はマネジ
メントに更に注力することが必要です。より良い市民サービスのため、新たな
人事制度の構築をお願いいたします。

管理職と非管理職の給料において逆転現象が起こりえる賃金形態となっている。
非管理職は超過勤務手当が付くため、実際の開きはさらに大きなものとなる。
「出世をすると責任ばかり重くなって割に合わない」と考え、昇任に対して消
極的になる現在の賃金形態は改めるべきと考える。
職員の意欲向上、真摯な職務への取り組み、市民生活・市民満足度の向上に

西田けんじ

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 総務局長)A

尼崎市職員の給料について

光本はこう思う！

「尼崎市WEB119」は、来庁不要での登録、いわゆるネットによる申請は出来な
い仕様となっております。しかしながら、現行の対面による申請に加え、登録
フォームを利用しての申請が可能となるようシステム改修を行い、より利便性を
高めるよう早急に着手してまいります。

この事前登録のために利用申請承諾書や利用申請登録用紙を記入して「尼崎
市防災センター5階」まで行く必要があるんです！

「尼崎市WEB119」は令和3年度内に改善されることになりました！
このような、市民の皆さまに負担を強いるサービスは他にもあると思います
ので、改善に向けてこれからも頑張ってまいります！

消防局では、聴覚障害者の方やその他会話による119番通報が困難な方を
対象とした「尼崎市WEB119」及び「尼崎市FAX119」の運用を行っています。
「尼崎市WEB119」とは、携帯電話やスマートフォンのインターネット接続機能
を利用し、画面を見ながら、消防指令センターに緊急時の通報を行えるシス
テムです。なお、利用には事前登録が必要です。

光本けいすけ

ここが問題！2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 消防局長)A尼崎市WEB119の
登録方法が改善されます！

別府はこう思う！

議員ご指摘の事例について申し上げますと、所有者不明の母猫から離れた
離乳前の子猫については、捨てられた場所に放置すると餓死する恐れがある
ため、依頼があれば、引き取ることにしておりますが、離乳前の子猫にミルク
をあげることは難しいため、安楽死処分の可能性について説明し、了承して
いただいたうえで、動物愛護センターでの引き取りを行っております。ご指摘
のように殺処分を前提として、了承を求めているものではございません。

所有者不明の離乳前の子猫の引き取りは、「殺処分前提」では無く、「安楽死
処分の可能性について説明している」のは、同じ「命を絶つ」対応です。本市が
行っている動物愛護施策の成果の「見える化」を行い野良猫を減らす対策を
推進して行かないと安楽死処分も減りません。

市民が依頼した場合に、すんなりと引き取る場合と引き取らない場合が明らか
に有るようですが、この取扱いの違いの理由を教えて下さい。また、引き取り
の相談が有った際に、「殺処分前提であり、それに了承すること」を求めて
おられています。センターでの引き取りは、今でも殺処分を行う為でしょうか。

別府けんいち

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 医務監)A

動物愛護（所有者不明子猫）について

辻はこう思う！
今回の支援制度の実現に留まることなく、地域の方々に寄り添った仕組みが
拡充していくよう、引き続き取り組み続けてまいります。

町会灯の管理について、地域の方々は、どのような支援を求めているのか。
令和４年度の予算調整は進めているのか。具体的な内容はどうか。

地域の方々からは、自治会の高齢化などで、維持管理費用の捻出や、役員の
なり手不足により、町会灯を維持管理することが難しいと伺っており、私道

辻のぶゆき

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

私道に設置されている
町会灯への助成が予算化へ！

西ふじはこう思う！
阪神バスでは100%路線をカバーすることは難しい。だからこそ、オンデマ
ンドバスの需要はある！今後、高齢化が進む中で買い物や通院の交通手段と
して、障がい者児や車椅子対応の移動手段としても、長時間の乗車の負担が
なく、効率よく移動できる新しい移動手段は必要であると思う！

現在、大阪市では平野区と生野区でオンデマンドバスの社会実験が行われています。
オンデマンドバス交通の導入を検討してはどうでしょうか。

デマンド交通は、現在市域を運行している路線定期交通である路線バスとは
異なり、予約があった場合に運行する「需要応答型交通」と呼ばれるものです。

西ふじあき子

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 総合政策局長)A

ＡＩオンデマンドバスについて

池田はこう思う！

１０年間、市内園において、誤嚥事故数は報告されていません。市立園の給食
に関しては、過去誤嚥事故が報告された食品は提供していませんが、私立園
に関しては把握していません。市内園で、餅つきや豆まきを予定する園はあり
ませんが、私立園に関しては把握できていません。

本件に限らず、市立園だけではなく、私立園の実態も調査できる体制を構築して
いただきたい。これから節分、餅つきの季節となるので、市内すべての保育園、
幼稚園に「豆まき・餅つき」における誤嚥の注意喚起をしていただきたい。

子どもの食品（パン、もち、うどん、トマト等）による窒息事故が後を絶ちません。
厚生労働省によると、2014～2019年までの6年間、5歳以下は73件の誤飲
事故が報告されております。
①過去10年、市内保育園・幼稚園で報告されている誤飲事故数、事故報告がある
場合の防止策、②市内の給食において、「過去誤嚥事故が起こった食品を給食で

池田りな

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 子ども青少年局長)A

子どもの誤嚥事故防止について

松岡はこう思う！

見守り活動については、地域の皆さまのご厚意により活動
いただいているものであり、教育委員会としても大いに
感謝しているところです。教育委員会としましては、活動
保険に加入しておらず 希望する方々への公費による保険
加入を含め、より安心して見守り活動をしていただける
方策について、現在検討しているところでございます。

見守りボランティアの皆様が安心安全に見守り活動が行えるように、早急な
対応をお願いしたいと思います。

小学校の登下校の安心安全のために見守り活動を行って頂いている地域ボラン
ティアの中には、それぞれ活動する団体や個人で既に活動保険に加入している方
がおられる一方で、無保険で活動されている方もおられます。まだ保険に加入し
ておらず、それを希望する方がいる場合には、なんとか市で負担し加入して頂き、
安心して見守り活動ができるような取り組みを検討していただけないでしょうか。

松岡ようじ

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A

子どもの見守り活動について

長崎はこう思う！
令和4年度から公立幼保・小中学校にて、医療的ケア児の支援体制が動き
始める。医療的ケアは、ケアを受ける子どもたちの可能性を最大限に引き出す
為の支援の一つだと思う。学校の先生、学校看護師、支援員が保護者の想いに
寄り添いながら、主役である子供たちの成長を一緒に支えていける体制づくり
をのぞみます！

生活するために医療的ケア（吸引や経管栄養など）が必要なこどもの支援に
おける「実施体制ガイドライン」作成の進捗状況はどうか、また、支援体制は
いつできるのか。

ガイドライン検討委員会は令和3年7月10月に実施、3回目（12月）の検討

長崎くみ

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A

医療的ケア児支援について

てらいはこう思う！

平成16年度から赤字が続き、新型コロナの影響により更に赤字が拡大して
いる状況。赤字については、事業団の会計の中で対応されている。
令和3年度から3年間で様々な取り組みを進めているが、依然厳しい経営状況が
続き、理事会や評議員会においてもWOODYの存廃も含めて、明確な方向性を
示すべく検討しているところ。

民間企業であれば10年以上も赤字が続いている施設は問題視するが、公性が高い
施設は放置されることが多い。自主事業の赤字の補填は事業団の会計内ということ
だが、事業団は他施設の指定管理を任されており、税金から出ている指定管理料が
赤字の補填に使われているのではないかと今回は質問させて頂きました。
税金の使い方を正し、将来の子供たちのため財源が確保できるよう努めていきます。

外郭団体のスポーツ振興事業団の自主事業であるシティスポーツ尼崎
(WOODY)の赤字は令和２年度9,700億円だった。この赤字は何年続き、
その補填はどう行われているのか。
厳しい経営状況を打開するため、民間企業の経営者を誘致すべきではないか。

てらい大地

質問 2021年第4回定例会 一般質問Q

答弁 (答弁者 教育次長)A

外郭団体の経営改善について

であっても、街灯の新規設置や、市に引き取ってほしいとい
った要望を受けている。アンケートや現地調査を実施し、
地元自治会での更新ができず、継続的な維持管理に課題が
あることや、約40％が公道を補完するような私道に設置
され、それらがなくなることで市民生活に大きな影響が出る
ことが分かった。令和４年度に向けては、そういった町会灯
に対して、電気料金の低減につながる、LEDへの交換また
は新設費用の一部を助成できるよう調整を行っている。

本市においては、東西方向を鉄道3社が走り、南北移動を補完する形で路線バス
4社が定期運行していることから、現時点では市域の大部分を網羅する、利便性
の高い公共交通ネットワークが構築されております。今後において
も、まずはその維持を図っていくことが重要であると考えて
いることから、デマンドバスの導入については、将来的な
検討課題であると受け止めているところでございます。

オンデマンドバス（出典：大阪メトログループ）オンデマンドバス（出典：大阪メトログループ）

提供しない」などされているのか、③餅つき・豆まきを予定する市内の園数、その後
餅や豆を食べる予定する市内の園数を教えていただきたい。

委員会にてガイドラインの案をまとめ、今年度内の策定
を目指している。支援体制については、令和3年度中に
看護師の配置や医療的ケアの実施手続きを定める。校園長
を対象にガイドラインの周知、研修を行い、校内における
体制整備も進め、令和4年4月から実施する予定。

一
般
質
問

一
般
質
問

我々、日本維新の会 尼崎市議団のメンバーは、尼崎市議会において、
尼崎市の現状の問題をはじめとし、尼崎市の未来を考え
耳心地の良い事ばかりを申しません。
だからこそ、
・積極的に一般質問・総括質疑に立ち
・積極的に登壇して課題を追及し
・提案型の質疑を行い
是々非々でこれからも、邁進してまいります。
これからも、ご支援をよろしくお願いいたします。


