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　2022年6月、尼崎市民約46万人分の情報が入ったUSBメモリーの紛失は、尼崎市民に不安と衝撃を与えた

事件となりました。酒に酔ってカバンごと紛失したとされるITベンダーの問題に加え、尼崎市が開いた記者

会見では、市職員がパスワードの文字の種類や桁数等を不用意に話すといった情報セキュリティーの低さ

も露呈しました。ハッキリ言って、言語道断です。

　原因の追求と再発防止に向け、7月には「尼崎市USBメモリー紛失事案調査委員会」を設置されています。

現時点では、個人情報が管理されている市政情報センターサーバールームでの作業時に市職員の立ち会

いを必須にし、サーバールーム入室時の認証方法をICカード認証に加え指紋認証を導入することや、市職

員への情報セキュリティー研修の実施に向けて動いています。

　さらに、BIPROGY株式会社が入札18カ月停止をはじめ、関わる全ての契約、行政事務支援システム用ネット

ワークの機器保守委託契約や総合行政ネットワークシステム機器保守委託契約など9つの契約を全て更新

しない方向で動いています。今すぐに契約解除を行いたいところですが、途中で契約解除をしてしまうと新たな

ベンダーのシステム開発等が間に合わず、尼崎市民のデータ管理が不安定になる可能性があります。

令和５年4月から順にBIPROGY株式会社との契約を解除していき、国主導で進めているガバメントクラウド

の整備に合わせ令和8年3月までに順次切り替える方向です。

　このような事態になってはじめて対応をする尼崎市の管理の不行き届きにしっかりとメスを入れていき、

私たち尼崎市民が安心できる体制に向け指摘を続けてまいります。

　実施を望む多くの声がありながら長年実現されなかった中学校給食は、2022年1月から本市にもようやく導入されました。

総工費34億円をかけ、2021年12月に旧若草中学校跡地（西川）に中学校給食センターが完成。管理運営は民間企業が資金調達して担うPFI方式を

採用しました。

　PFI方式とは、民間の力を借りて公共事業を行うもの。PFIの目的は、民間の資金力や経営能力（ノウハウ）を活用し、優れた公共サービスを提供する

ことです。

本市の中学校給食は、一括調理し各校に配送するセンター方式です。地域発展のため学校給食は地産地消に力を入れ、お米はすべて兵庫県産です。

「味が薄い」という声もありますが、これは学校給食法に沿った献立により塩分量やカロリー計算がされているためです。学校給食は生徒の健康を一番に

考え、栄養士監修のもと栄養バランスの取れた献立が提供されています。2022年10月、文教委員の池田議員と安浪議員が大庄北中学校を視察しました。

トラックから学校への給食の運び込み・配膳の見学、実際の給食の試食をしました。

　昨今の物価高騰は給食費にも影響が出始めていますが、本市では現時点において、国の補助金を活用して給食材料費の上昇分を市が負担すること

で給食費の値上げを抑制し、保護者の負担増を抑えています。

　尼崎市議会議員が、刑事事件の被疑者又は被告人となり逮捕・勾留された場合、市議会の本会議

及び常任委員会等を1日でも欠席すると、議員報酬の支給が一時停止されることになります。

この刑事事件に関して有罪の判決が確定したときには、一時停止されていた分の議員報酬は、支給

されないことが決定します。公訴を提起されなかったときや無罪の判決が確定したときには、一時停止

されていた分の議員報酬は支給されることになります。対象となるのは、議員報酬及び期末手当です。

　ここで問題となるのが、議会の自律権と司法権との調整をどう考えるかです。被疑者・被告人は、

捜査機関または訴追機関から罪を犯したものとして嫌疑をかけられた者であり、その罪の証明責任は

検察官にあります。一方で、今般の条例改正は「尼崎市議会が自らを律すること」を表明するものです。

市議会議員として報酬を得ることがおよそ不適当である場合に、その停止を「被告人への有罪判決が

言い渡されるまで待つべきだ」という理屈が通るはずがありません。市議会は今後も、市民の皆さまの

感じる違和感から目を逸らすことなく、市民の皆さまの更なる信頼を得られるよう努めてまいります。

市議会議員の逮捕・勾留時の
報酬に関する改正条例が可決！

尼崎の中学校給食のいま

　2030年に尼崎市公設地方卸売市場の冷蔵施設が老朽化とフロン使用期限がある為、使用

できなくなり本市として今後方針を一日も早く示す必要があります。

　尼崎市公設地方卸売市場は大阪に近く交通の便が良い等、立地条件が良いことから出店

検討している企業がありますが、本市が将来的な方針を示されないので出店を見送っている

とも事業者から聞いております。

我が会派は「尼崎市民に開かれた賑わいのある卸売市場へリニューアルしてほしい」と本市に

強く要望しております。

参考として近隣の伊丹市では運営形態は違いますが、阪神間の特産品が購入できる「スマイル

阪神」があります。尼崎市公設地方卸売市場に於いて「スマイル阪神」のような地産地消できる

直売所があれば、年々減っている畑で耕作している『あまやさい』を守っていくことにも繋がる

のではないでしょうか。

　先日、会派議員で卸売市場に視察に行った際、野菜の「セリ」では、『あまやさい』が市内外から

高い人気だが作り手が年々減っているのが課題だとお聞きしました。

そこで市民のみなさまから『こんな卸売市場にリニューアルしてほしい』というお声をお寄せ

ください。そのお声を届けたいと思っております。

「食の台所」
公設地方卸売市場がリニューアル

会派議員で卸売市場に視察

視察当日の大庄北中学校の給食

資金調達・運営

事業機会の創出
提案からの事業参画が可能低コストで優れた

公共サービスを提供

企画・計画

USB紛失事件を受けての尼崎市の
情報セキュリティの取組について

民間事業者地方自治体 PFI事業

住民
民間ノウハウによる
良質なサービスの享受



松岡ようじはこう思う！ 長崎くみはこう思う！

てらい大地はこう思う！

てらい大地

西田けんじはこう思う！

西田けんじ

安浪順一はこう思う！

安浪順一

別府けんいちはこう思う！

別府
けんいち

辻のぶゆきはこう思う！

辻のぶゆき

池田りなはこう思う！

池田りな

総括質疑 （発言者）てらい大地
一部抜粋意見表明

子育て世帯への支援の充実について

答弁 (答弁者 総合政策局長)A

本市でも消防団やスポーツ推進委員、民生児童委員のように、報酬や実費
弁償金が出る活動があるが、一番大変であろう町会長についても、本市への
貢献度を考慮して、報酬を含めた処遇について、検討して頂きたいがどうか？

主体的な取組としてご尽力をいただいているものと理解しておりますが、
地域の自治に携わる会長の処遇に市が関与すべきではないとも考えて
おります。しかしながら市の事業への参画や協力のほか、福祉的な活動の
促進等にも関わっていただくことが多い状況にあり、そのトップである
会長にご負担がかかる場合があることは、市としても認識しております。

負担をかけてるという認識をしながら、報酬を含めた町会長の処遇について考えないのは、
都合良く町会長を使っている様にしか思えないが！

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

尼崎市に貢献している町会長の処遇について

答弁 (答弁者 教育次長)A

答弁 (答弁者 稲村市長)A

タブレット端末の機能追加について、６月の一般質問に対する答弁で「学校現場の
意見を聞きながら検討していきたい」とのことだったが、学校現場ではどのような
意見があったのか。具体的に聞いた対象と人数、主な意見について聞かせてほしい。

現在、タブレット端末については、学習での活用が十分になされることを主眼に
取り組んでいるところであり、現状の活用実態や活用方策など、全体的な把握を図る
ため、聞き取りの内容や方法等を定めた上で、相談機能等の新たな機能の追加に
ついて、校長をはじめ児童生徒を支援する教員から意見を聴取し、検討していきます。

大阪市ではタブレット端末の相談ボタンが押された件数、３か月で約1400件。
子供たちのSOSに向き合える環境づくりを進めいただきたい！

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

質問 2022年10月決算特別委員会 総括質疑Q

質問 2022年10月決算特別委員会 総括質疑Q

質問 2022年10月決算特別委員会 総括質疑Q

小中学校の全校生徒に配布されている
タブレット端末に相談ボタン機能の追加を！

答弁 (答弁者 保健担当局長)A

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されている。
ワクチンは同時接種が可能であることを積極的に広報し、同時流行に備える
ためにワクチン接種の開始時期を前倒しするべきではないか。

コロナワクチンの接種券に同封する案内文にその旨を記載するほか、市報や
ホームページ等を通じて広く周知していきます。接種時期は、阪神7市が
統一して10月1日から接種を早めることにしています。

インフルエンザワクチンは多くの方に積極的な接種が推奨されていますが、特に肺炎に
なりやすいとされる65歳以上の高齢者、また免疫がついていないとされる小さな子ども
への接種が重要です。ワクチンは同日同時に接種できるため、特に高齢者の皆様へその周知と
ワクチン接種促進をするべきです。

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

コロナとインフルエンザの同時流行に備えて！

答弁 (答弁者 健康福祉局長)A

医療費助成制度の拡充を水平展開し、子どもの歯科矯正にも適用することにより、
近隣自治体との差別化を図れるのではないか。「尼崎の子どもは歯がキレイ」こんな
キャッチフレーズで、子育て世帯をどんどんと呼び込んでいこうではありませんか。

制度の更なる拡充にあたっては、その効果や他の施策
との優先順位、恒久的財源の確保といったことについて
、検討の必要があるものと考えています。
歯科矯正につきましては、治療のほとんどが健康保険適
用外の自由診療であることから、その医療費に対して
助成を拡充することは困難であると考えております。

歯科矯正は健康保険適用外になることが多いからこそ、子育て世帯の家計を圧迫します。
市独自の助成制度として、子どもの歯科矯正への公費補助を提案いたします。

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

子どもの医療費助成制度の拡充について

答弁 (答弁者 経済環境局長)A

大阪・関西万博でのドローンタクシーについて、
その後の進捗状況や動きはあるか。

大阪・関西万博での空飛ぶクルマについて、7月18日にデモフライトのイベント
が開催され、本市職員も参加する中、兵庫県や関連団体、事業者など100人を
超える関係者の参加がありました。改めて、万博会場への近さを実感する一方、
安全性の確保はもちろん、環境整備や技術開発などの課題についても再認識
したところであり、引き続き、兵庫県などと情報交換を行ってまいります。

いよいよ！空飛ぶクルマ、ドローンタクシーが現実味を帯びてきました。
尼崎から万博会場まで運行するとなれば日本中の注目が集まります。今まで悪いイメージ
しかなかった尼崎！日本中、いや世界中に尼崎の良さをわかってもらう絶好のチャンスです！

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

大阪・関西万博への海上交通について

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

外郭団体の職員が内部告発を行った事により、守秘義務違反、信用失墜行為
などの理由で、パワーハラスメントを行い職員の締め付けを行う行為に
ついて、本市の見解は。

緑化公園協会に確認したところ通知の趣旨は雇用契約上の守秘義務や
信用失墜行為の禁止など、違法な行為を行っている事実を知りえた場合には、
公益通報制度を活用することが、職員の身分を守る事に繋がる事を通知した
ものであると聞いております。
したがって、市としましても、この周知を行ったことは、組織の規律順守のために
必要な行為でありパワーハラスメント行為ではないと考えております。

信用失墜行為を行いながら自らの自浄努力なく現状の組織を守る、本市は、外郭団体との
関係においても内部統制を構築することを要望いたします。

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

尼崎緑化公園協会への公金支出について

答弁 (答弁者 経済環境局長)A

本市の農地は防災や福祉の観点からも大変重要なものであり、都市農業
政策を後退させることなくさらに前に進めるため、「未来へつなぐ」思いを
聞かせていただきたい。

都市農業振興基本法の施行に伴い各種事業を新たに実施するとともに、
「あまやさい」の PR、 貸借による農地の保全と活用、農福連携の推進に加え、
今年度からは「防災協力農地登録制度」を創設するなど、積極的に取り組んで
まいりました。今後も引き続き、農業者のニーズを把握し、農地の重要性に
ついての市民意識の向上に努めながら、本市の貴重な農業を未来へつないで
いくことができるよう、更なる取組を進めてまいりたいと考えております。

農業者に寄り添った取組がさらに進んでいくよう、積極的に提案し続けていきます。

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

未来へつながる都市農業政策の推進！

答弁 (答弁者 教育次長)A

「学校支援専門家派遣事業」を利用した、学校と医療機関が直接繋がる『医教
連携』システムがある。尼崎総合医療センターの小児科医が来校して、全クラス
の授業を見学し、教員に対し子どもたちに合った指導方法等をアドバイスを
している。これにより発達特性がある児童生徒に合った支援を教員・医師が
連携して行うことが実現するが『医教連携』を進める上での課題は何か。

医師から助言をいただいても学校の環境整備や人的配置等が
必要な場合、対応できないことが課題です。「医教連携」は近隣
他都市が研究し、真似をするような素晴らしい取り組みです。

今後、学校現場への『専門家派遣事業』の啓発と周知、利用校がさらに専門家の
派遣時間数を増やせるよう予算を増やしてほしいです。

質問 2022年第9回定例会 一般質問Q

学校に医師を派遣する「医教連携」について

長崎くみ

長崎くみはこう思う！

令和３年度決算及び
財政健全化の取組について 

市内外のファミリー世帯の定住転入と
公立小学校の学力について

空家対策推進事業について

本市が本格的に財政の健全化に取り組んだのは、平成15年度からの尼崎市経営再建プログ
ラムからだと思うが、今日まで長期間に及ぶ財政健全化の取り組みについて稲村市長はどの様
に評価し総括されるか。

本市は20年の長きにわたり職員定数の削減、給与カットなどの内部管理経費の削減や各種
事務事業の見直し,公共施設の再配置など行財政改革を進めてきました。再建プログラムでは
財政再建団体の転落の回避、プランでは歳出規模の縮減と負債の抑制、プロジェクトでは
都市の体質転換を図る取り組みを中心に収支不足の解消と将来負担の抑制に努め、財政
健全化には一定の道筋をつけることができたと考えています。

財政健全化に向けた行財政改革、それは市民の立場からすれば、支援の廃止や縮小など、身近
な生活圏での影響もありました。財政の好転は市民の協力があって今日があることをより
一層認識しなければと思います。

答弁 (答弁者 教育次長)A

池田りなはこう思う！

全国学力・学習状況調査では、全国とほぼ同水準であるにも関わらず、（国語－４点・算数±０）
令和2年３月の「ファミリー世帯に対するアンケート調査報告書」において、学力が低い
イメージを持つファミリー世帯について報告されています。今後、市内外のファミリー世帯の
定住転入を進めるために、「尼崎の公立小学校は学力低い」というイメージを変えていく
ためにどのような取り組みをしているのか。

課題について認識しているので、本市の魅力ある
教育活動や学校の様子等の情報発信に努めます。

本市の公立小学校の学力が低いというイメージを持っている市内外のファミリー世帯に
向けて、積極的な情報発信と共に文部科学省のモデル校実施プログラムに手を挙げる
などしていただきたい。

答弁 (答弁者 都市整備局長)A

別府けんいちはこう思う！

所有者不存在の空き家について、無接道敷地など売却困難な場合でも予納金を支払うのか。
売却できない物件は最終的にどのように対処するのか。

本市の空き家対策では、財産管理人制度を活用しております。
しかしながら無接道敷地など売却が見込めない物件は、裁判所に支払った予納金を回収
することができないため、財産管理人制度の活用にあたっては、隣接地の所有者に対して
購入意欲を確認したり、不動産事業者に調査するなど、慎重に進めていく必要があると
考えております。なお建物が倒壊する恐れがあるなど、これ以上放置することができないと
判断した場合には、行政代執行を実施するなど安全・安心の確保に努めてまいります。

売却困難な無接道地については、近隣の方々の不安を早期に払しょくする手立てを取り、
隣接地に対して安心安全な街づくりを要望致します。

松岡ようじ

渋滞緩和と災害時の緊急輸送道路確保について　日々の暮らしを支える道路の利便性や

快適性の向上を図るため渋滞解消に向けた取組みを促進することを要望

ファミリー世帯の定住・転入促進について　子どもたちの学力向上及び生きるチカラを身
につけられるような、引き続き総合的な取組を進めていただくよう要望

さらなる協働のまちづくりに向けた取組について　地域担当職員の配置前後による地域力

の向上の検証を行い、あり方も含め、協働のまちづくりに向けた取組を効果的に進めること

を要望

防災情報伝達システムについて　地域で防災情報伝達システムに触れることができる人数

を増やしスムーズな情報伝達ができる環境整備をすることを要望

避難所の運営・整備体制の強化ついて　指定避難場所における災害備蓄品に飲料水を追加

し、分散備蓄を早急に進めることを要望

本市のDXについて　情報リテラシーの向上への取り組み、ハード面の整備等による情報

セキュリティーの強化、情報政策課の人員強化、DX専門の局を作る等、体制強化を要望

斎場の電話予約システムについて　WEBシステムに向けて検討を始めることを要望

尼崎市タバコ対策推進条例について　タバコのポイ捨てに過料をとることも視野に入れな

がら、まずは効果の把握方法を検討していくことを要望

動物愛護に関する事業について　野良猫不妊手術費用助成金の寄付者の想いを汲み取り、

地域やボランティアの方々の努力が分かる成果の見える化を要望

大阪万博との連携について　大阪・関西万博にパークアンドライド方式や、空飛ぶタクシー

などを始めとして、市として参画していくよう強く要望

公設地方卸売市場の今後の在り方について　現地で建替えを行う場合、多様な意見を取り

入れ賑わいの有る施設と活気ある余剰地活用の検討を進め、冷蔵庫棟のフロン使用期限

の2030年までに完工を目指す事を要望

尼崎城魅力向上事業等について　尼崎城周辺を核とする観光戦略に基づいた取組の練り

直しを要望

2項道路におけるセットバックについて　住環境整備条例に基づく道路の整備基準に基づ

き、側溝によるトラブルが発生しないように努めることを要望

公園費に関する事業について　尼崎緑化公園協会の事業において業務の品質管理の観点

において早急に総合評価を行い、更に競争性を確保した業者選定を行う事を要望

空家対策推進事業について　売却が見込めない無接道地では、近隣の方々の安心・安全を

優先に、不安を早期に払拭することを要望

小田南公園周辺や武庫川周辺阪急新駅について　円滑に取り組みが進むような体制を

整備することを要望

消防団員について　若年層の入団促進に向けて、若年層が興味関心を持つような先進事例を

取り入れるなどして、魅力ある消防団にしていくよう要望

不登校対策について　不登校児童生徒の居場所づくり、不登校支援する民間団体との連携、

対応する教職員の疲弊防止のための取組強化を要望

いじめ・体罰問題について　全ての学校現場・教育委員会が情報把握を行い、協力連携する

ことを要望

物価高騰及び新型コロナウイルス感染症に対する経済的施策について　物価高騰及び新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、産業振興施策の充実及び市民への経済的支援の

推進を要望

インクルーシブ教育の更なる推進について　発達特性がある子もない子も共に学びあえる

「インクルーシブ教育」のさらなる推進を要望

児童相談所設置について　いくしあと連携して、子どもたち誰一人取り残すことがないよう

高い専門性を持つ人材確保の取り組みを進めることを要望

長崎くみ

池田りな

別府けんいち
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