
松岡議員 4001    作成部局 都市整備局 関0口司

覧間要雷 私道につしヽで、通路幅員や排水恋どの条葦牛を

緩和し電補修ずること
`ま

でき惣しヽのか。また、適蕗陥没

し電しヽるとこるにつしヽて、最低限の応急的恋ネ甫修 |までき

恋しヽのか。

答弁要旨

本市では、私適であつ電もt不特定多数の市民が安全

に通行できる道路の条件として、 幅員が2.フ rn以盈で

風る遜と準、②雨水を流す遇とのできるキけ

'水

機能があるこ

と、③私適の両端が′ム`適に‡妾続されてしヽること恋どの条

イ牛を満たしてしヽれば、市道を補完する道路とみ憩して、そ

の私道の土地所有者から申請を受けて、通蕗の補修を行

ってしヽます。

これらの条件を満たさない私道については、公益性や安

全性の観点から、現在のところ、市道を補完する道路とは

みなせなしヽため、道路の補修を行うことはできません。

しかしながら、議員のご指摘のような、適路陥没などの

緊急性の高しヽ箇所につしヽては、土地所有者の驀諾を得

たうえで、砂利や簡易アスファルトなどの最低眼の応急飽

な措置を市として行つてしヽるところであ暢ます。

以 血

1



松岡議員 4002    イ乍成部局 都市整備島 側oHl

質間要雷 建築基集法によリセットパックした部分につい

電、どの訣う恋条イ牛で締れば寄付を愛けるのか。また、

それらの条件 |ま、多くの住民の要望に応えてし`るの

ぬ`。  マ

答弁要旨

建築基準法第4盈未鬼第2項に規定される、しヽわゆる2項

適路には、市が管夏里する道I各と民間が管理する適路があ

り涼ず。

セットパックした部分につしヽては、市の道路に宇菱してしヽ

る場合は、一イ本的|こ管王塁ができるため、舗装や子夢卜水設備

が完備してしヽるなど竜新たに適路としての整備を込要とし

なしヽものにつしヽては、所有者にノ刀ヽ筆の作業もし電いただ

しヽたうえで、寄付を受け付けてしヽる
シ
と盈ろであります。

しかし、市の道路に接していない場合は、市の道I各と一

体的に管理ができないため、寄付を受けるには、寄付をし

てしヽただく時点で、公道から公道につながるように、一区

画全での上士也所有者の寄付が必要で焼り、都ノ刀ゝ的な寄付

を受 fす付けてい恋しヽ状況に分ります。

(爽ページヘ続く)



Nou2

こうした證造から馬覇在の寄付要鷲牛で tま 、すミ電のイ主民

要望 |こ応えること|ま錐ししヽと考えており、寄付要件を説た

さ恋し、部ノ刻ヽ的な寄付につしヽて|ま 、今後の検討課題である

造認識し電いまず。

以 上



象

(梅山教育次長答弁 )

松岡議員  1003 作成部局 教育委員会 Noと 1

質問要旨 市内小学校における学校開放事業に基本的

な運営要項は定められているのか。

答弁要旨

学校開放事業につきましては、「尼崎市立学校のスポ

エツ施設の使用に関する規則」及び開放業務委託の受

託者である学校開放運営委員会またはシルバー人材セ

ンタTへの業務仕様書に基づき、運営を行つているとこ

ろでございます。

以 上



(梅山教育次長答弁 )

松岡議員 1004 作成部局 教育委員会 No日 1

質問要旨 運営要項がないのであれば市民の皆様がど

この小学校の学校開放でも同じルールで平等に利用

できるように要項を定めるべきだと思うが、どうか。

答弁要旨

先ほどご答弁いたしましたとおり、小学校における学

校開放につきましては、規則や業務仕様書に基づき、運

営がなされておりますが、今後も引き続き、市民が適切

に施設を利用できるよう、調整してまいります。

.  以 上

「



(梅山教育次長答弁 )

松岡議員  1005   作成部局 教育委員会 No。 1

質問要旨 今後の学校開放の運営は、地域の学校開放

運営委員会で運営する方が良いのか、シルバー人材

センタ下に委託し運営する方が良いのか。

答弁要旨

学校開放運営委員会は、スポーツを通じて地域住民

の触れ合いと交流を深めることを目的に設置されており、

地域住民に対するスポーツ活動に関するプログラムの

提供や地域運動会の開催など、学校開放業務だけでな

く、地域住民のコミュニティづくりにも寄気していると考え

ております。

一方、学校開放運営委員会が設置されていない学校

につきましては、シルバー人材センターに委託している

ところであり、いずれの団体でも、優劣なく市民が利用し

やすい運営に努めてまいりたいと考えております。

以 上
t



で

(梅山教育次長答弁 )

松岡議員  1006 作成部局 教育委員会  No.1

質問要旨 尼崎市スポーツ振興事業団を非公募により

指定管理者としている理由は何か。

答弁要旨

尼崎市スポーツ振興事業団は、スポーッ分野の専門

職集団として、昭和58年に市によって設立された公益

財団法人でありゞ 以降、記念公園及び社会体育施設の

管理運営を=元的に行うとともに、広く市民を対象に多

種多様なスポーツ教室を実施するなど、本市のスポーツ

推進の実働部隊としての役割を果たしてきました。
‐
また、

市と一体となった事業運営を行うことで、スポーツ行政

の一翼を担い、市民の健康B体力づくりに大きく貢献して

きました。

これらは、本市の指定管理者制度についての指針に

おける非公募選定の要件に該当しますことから、当該施

設の指定管理者として、非公募により選定しているもの

でございます。

以 上



(梅山教育次長答弁 )

松岡議員  1007   作成部局 :教育委員会  No.1

質問要旨 公募せずに指定管理者とする場合、管理経

費の妥当性はどのように判断しているのか。

答弁要旨

記念公園及び社会体育施設の管理運営にかかる経

費につきましては、指定管理施設での現地調査も含め、

業務の履行状況や経理状況等について調査するモニタ

リング評価を行うとともに、外郭団体としての財務状況

や管理経費収支報告書なども確認しており、妥当である

と考えております。

以 上



(梅山教育次長答弁 )

松岡議員  1008   作成部局 教育委員会  No.1

質問要旨 市民サービス向上や経費縮減を図るために

は公募を行い、指定管理者が最適かを判断する必要

があると考えるが、
´
どうか。

答弁要旨

指定管理者の選定にあたりましては、経費縮減をは

じめ、市民サービスの向上と、より効果的・効率的な運

営を図るため、民間事業者等から幅広く求めることが望

ましいとされています。

二方、総務省通知では、利用者や住民からの評価等

を踏まえ、同一事業者を指定している場合もあり、各自

治体において施設の様態等に応じて選定を行うこととさ

れております。

スポーツ振興事業団は、市と一体的あるいは市に代

わつて、市の施策を推進していく団体として位置付けら

れており、市のパートナーとして、政策目的に沿つた取

組の更なる連携強化を図ることとしておりますことから、

これまでの実績や評価、設立経緯等を踏まえ、引き続き、

当該事業団を非公募で選定してまいりたいと考えており

ます。                (以 上)



松岡議員 1009    イ乍成部局 都市整備局  NOB穏

質間要旨 尾崎南魚つリノ△`園が、奉ll用料金箭ほに安更され

たのは、どの訣う恋理由惑のか。南の盟政に貢献できる

施設で|ま惣いとし`う串か。

答弁要雷

雫成盈③年当時、本市の魚つり施設にうしヽ電|ま格篠年、

約2千妬円の赤字が生じ電しヽたことから、施設の老朽イヒ

や本市の醒政状況恋どを総合的に検討した結果、今後も

赤字を計として諌で魚つり施設を運営する必要性 |ま低しヽ

羞判断し、庁発匙する方針を建めました。

しかし恋がら、蓋面の間|ま、和1用料収入をもつて管憂里費

に充てるとしヽつた、収支均衡を原則1とした利用料金部よによ

る運営を継続することを未集件として平成 2塑 年度から指定

管理需ll度を導入したものであります。

訴現在では、民間事業者による SNSによる広報や、工夫

による施設運営の結果、和l用者が増加し、施設の利用料

準駐車場現叉入をもつて十ノ刀ヽな運営ができております。

また、指定管理者より奉ll益の一部を還見し`ただしヽてお

膠、平成 22年度から令奉回2年度の間で約 2,360丙闘ω琵見

金納付と約 2,340カ 円樋当の施設修繕を実施してしヽただ

しヽ電おります。

以 上



作成部局 総合政策局  No.1松岡議員  2001

質問要旨 赤字路線に対する助成はいつ頃まで行う予

定か。

答弁要旨

平成 28年 3月 に市バスを阪神バス株式会社に移譲

して以降、移譲路線のうち同社の経営努力をもうてして

も経常収支が赤字となる路線を対象に、予算の範囲内

で補助金を交付していますが、現時点で明確に期限を

定めて実施しているものではありません。

ご指摘の 80番は、昨今の新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を受け、阪神バスにおいて更なる経営努力

と効率的な運行が急務となつていたことから、本年 7月

末の路線見直しにより廃止されましたが、路線の新設等

により代替性は一定確保されています。

本市といたしましては、こうしたバス事業者の経営努

力を前提に、赤字路線に対する助成を行いながら、市

民にとつて必要なバス交通サービスを維持してまいりた

いと考えております。

以 上



松岡議員  2002   作成部局 総合政策局  No.1

質問要旨 高齢化が進む中、現状の公共交通機関だけ

で十分と考えているか。

答弁要旨

本市は、主に東西方向を鉄道9社が走り、南北移動

を補完する形で路線バス4社が定期運行しており、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

今後、新型コロナウイル
'

会構造や利用者ニーズの変化も見据える中で、市民生

活を支える持続可能な公共交通ネットワークの確保、更

には将来的な本市の交通体系についても、今後検討す

る必要があると考えています。

以 上



(選挙管理委員会委員長答弁)

松岡議員 200S作成部局 選挙管理委員会   No.1

質問要旨

郵便等による不在者投票や指定病院等における不在

、者投票の対象者数や投票率を、選挙ごとに把握している

ん
ヽ
。

答弁要旨

郵使等による不在者投票の対象者数などは、選挙ごと

に把握しておりますが、指定病院等における不在者投票

の対象者数などは把握しておりません。

その理由といたしましては、指定病院等に住所を移して

いない選挙人もいらつしやいますので、選挙管理委員会で

対象者数を把握することができないためでございます。

以 上



(選挙管理委員会委員長答弁 )

松岡議員 2004作成部局 選挙管理委員会   NoHl

質問要旨

指定病院等における不在者投票の対象者が、投票を

希望した場合、権利を行使できているか。

答弁要旨

指定病院等における不在者投票につきましては、都道

府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等

でのみ行えるため、勿論、希望された選挙人につきまして

は、投票ができているものと考えております。

ただし、指定されていない病院などに入院などされてい

る選挙人につきましては、期日前投票所や当日の投票所

に行けない場合、投票できない可能性がございます。

以 上



(選挙管理委員会委員長答弁)~

松岡議員 2005作成部局 選挙管理委員会 No.1

質問要旨

高等学校に、バスを利用した移動期日前投票所を設け

ることについての考えは。

答弁要旨

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた平成28年

度に、生徒が身近に投票ができる環境をつくり、政治日選

挙への意識を向上させる必要があると考えたため、市内

の高等学校に期日前投票所を設けるがどうか、検討をさ

せていただきました。

しかし、実施に至らなかつた理由といたしましては、選

挙によれば、高校3年生のうち18歳の誕生日を迎えてい

ない生徒も多数いることや、本市の選挙人名簿に登録さ

れている必要があるため、投票できる者が限られてくるた

めでございます。
…

以 上



(梅山教育次長答弁)

松岡議員  2006 作成部局  教育委員会  No日 1

質問要旨 教員が欠員となつている理由で、一番多いも

のは何か。

答弁要旨

各学校への教員の配置につきましては、まず次年

度の児童数、学級数から各学校における教員の必要

人数を見込んだ後、正規教諭、新規採用教諭、再任

用教諭の配置を決定しております。

その配置において、教員が実際に勤務できない場

合に臨時講師を任用することとしており、その理由

といたしましては、正規教諭が産前産後休暇や育児

休暇等を取得することによる補充が最も多くなって

おります。

以 上



(梅山教育次長答弁)

松岡議員  200フ  作成部局  教育委員会  NoBl

質問要旨 臨時講師の次年度の任用について本人に知

らせる時期はいつか。

答弁要旨

さきほど、ご答弁いたしま したように、臨時講師

は、育児休暇等の取得により、教員が実際に勤務で

きない場合に任用することとしております。

そのため、次年度の正規教諭の必要数を概ね確定

させる作業と臨時講師の意向確認を含め、年度末に

かけて行つており、 3月 下旬の正規教諭の内示以降、

任用の可否等を速やかに知らせるよう努めていると

ころです。

なお、次年度の任用の可能性が低い臨時講師につ

いては、少 しでも早い時期に他市への講師登録等を

勧めるようにしております。

以 上



(東教育次長答弁 )

松岡議員  2008作成部局 教育委員会  N9,1

質問要旨 子どもの見守り活動において、活動保険に加

入しておらず、それを希望する方がいる場合には、市

の負担により加入することを検討してもらえないか。

答弁要旨

ご指摘の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。          :
以 上


