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6月議会の報告

お知らせ

2020年 4月〜8月

８月臨時議会にて補正予算が決定

手荒れ防止のハンドクリームや消毒液を入れるウェストポーチなどの経費として使える支援金の拡充をする。

●西宮市立中央病院の紹介状無しの場合の初診料の引き上げ（診療報酬改定のため）
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https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/shien̲kojin.ﬁles/corona-shien-0530.pdf

●児童福祉施設など、新型コロナウィルス感染拡大防止対策の拡充。50万円を上限にマスクや消毒液の他に、

行

政治のこと生活のこと困っていること。田中あきよと一緒に考えませんか？
西宮市議会議員

●新型コロナウイルス感染症に伴う 西宮市の給付金等各種支援

6月議会で議決した内容を一部抜粋でお伝え
します。
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新型コロナウィルス感染症に伴う西宮市の給付金等各種支援について
西宮市のホームページ https://www.nishi.or.jp から、
「個人向け支援の情報について」
または
「事業者向け支援の
情報について」
をクリックし、
ご確認ください。
さらに８月補正予算で一覧表以外にも支援事業が増えています。
お悩みやご相談のある方は、
田中あきよまでご連絡ください。

昨 年 度 に引き続 き、今 年 度 も田 中あきよは
「教育こども常任委員会」の委員となりました。
そして初めて
「社会福祉審議会」
の委員を務める
ことになりました。
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●「西宮市いじめ問題調査委員会」の委員報酬を日額12,400円から30分5,000円程度の報酬に変更する。

これまでの委員の報酬額は日本弁護士連合会の
「いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼
ガイドライン」
に照らすと低額であるため、
報酬を増額した。
」

西宮市では初めて
「いじめ第三者委員会を」立ち上げ、
いじめ案件１件について対応しています。

●高木小学校の南棟・体育館の改修工事と、甲東小学校北東棟の改修工事が始まります。

どちらも改修工事対象の建物にアスベストは含まれていないことを確認しました。
また、
とくに甲東小学校については、近隣の道路が狭く、大型工事車両の通行については、細心の注意を払って
ほしいという要望を伝えました。

●請願２件

＊新型コロナウィルス感染から妊婦と胎児を守るための施策の充実と強化に関する請願 全会一致で採択

国からの第２次補正予算の成立で、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充されました。
その補正
予算による支援策が練られ、
８月７日に臨時議会にて全会一致で西宮市の補正予算が可決しました。

（一部抜粋でお知らせします）

●公共の施設のトイレ等手洗い場に、自動水栓や網戸の設置。さらに学校園にはレバー式水栓の設置
●学校等の体育館に有圧換気扇の設置
●妊婦さんのウィルス検査補助や、里帰り出産を取りやめた方へのヘルパー利用などへの補助
●各学校への感染症対策・学習補償に係る必要経費の支援
●市民会館、なるお文化ホール、図書館３箇所にサーモグラフィカメラ導入
●図書館の自動貸出機の導入
●路線バス運行継続のための路線バス事業者への奨励金
●キャッシュレス決済ポイント還元、商店街お買い物券・ポイントシール事業など
●令和２年４月２８日から１２月３１日までに生まれた子どもに対する特別定額給付金
●障がいのある児童生徒のためのタブレット利用の支援装置
●市税や運動施設のキャッシュレス決済の導入

など、他にも感染症対策に関する支援策が決定いたしました。
これから９月議会も始まります。新たな政策が決まりましたら、通信やＳＮＳでお伝えさせていただきます。

＊特別定額給付金は４月２７日以降に誕生した赤ちゃんは対象外ですが、市が独自に何かしらの給付金を検討すべき
という内容です。
（8月補正予算で令和２年12月３１日までに誕生した赤ちゃんには５万円支給決定）

最新TOPICS
この
「田中あきよ通信NO.6」
と同時に、
号外版を発行しました。
そこに
「不登校支援先の一覧表」
を掲載しています。

＊３５人以下学級の着実な推進と、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充に関する請願 賛成多数で採択
＊先日７月２０日、政府の教育再生実行会議が行われ、ICTの環境整備と少人数学級の実現を求める意見が強く、
計画的な検討をしていくという発表がありました。少人数学級は感染症対策だけでなく、不登校が減るのではない
かという指摘もあり、来年５月をめどに提言をまとめるということです。

支援先の皆さまにご協力いただき出来上がった最新情報です。

西宮市内で、小中学校合わせて約800人の学校へ行けていない子どもたちがいます。高校生に関しては把握

できていませんが、
中退や転校する子は毎年何人かいます。

『不登校』
が問題ではなく、
『学校へ行けなくて困っている子がいる』
と言うことが問題です。
みんなが安心して学びを続けていけるように、
これからも活動していきます。

●決議１件
学校の休校措置による授業数確保のため夏休みを短縮して登校日が設けられています。
その登校日に簡易給食を
希望者には提供するということでしたが、
簡易給食の内容があまりにもお粗末なことから、
栄養面を考えたメニューにする
よう要望することを決議しました。
決議後、
教育委員会は、
簡易給食を通常の給食と同等の栄養となるよう品数を増やす
ことを決定しました。
そして、追加品目が
「ポールウィンナー１本か２本」
という笑えない結果になりました。
これは、教育委員会も様々な検討を重ねた結果の選択であったとのことですが、簡易給食であっても子どもたちの
栄養を考えた方向で準備していれば問題とはならなかったのではないかと思います。
TVニュースにもなっていましたが、
多くの問題点を残した結果となりました。
他にも議案がありましたが、
すべて議決いたしました。

「生きづらさ」
を、
自己責任ではなく社会の問題として市民の皆様と考えていきたいと思います。

ごあいさつ

今年の度重なる災害で、罹災されました皆さまや、いまだ病気やケガと
闘っておられる方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

市民の皆さまには、日ごろより様々にご支援ご指導いただきまして、誠にありがとうございます。
西宮市議会議員として活動させていただき二年目を迎えました。
現在、新型コロナウィルス感染症との闘いが、生活の中で大きな課題となっております。
完全収束となるにはかなりの時間がかかると予想される中で、議員として何ができるのか、
何をしなければならないのか、常に考えなければなりません。その指針となるのは、市民の
皆さまからのお声やご意見です。
これからもご忌憚なくご意見賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

6月議会

一般質問のご報告

5月29日より会派
「市民クラブ改革」
の一員となり、
一般質問をいたしました。
大きく3点の質問を行いました。
その概要についてお伝えいたします。
なお詳しい質疑内容は、
西宮市議会のホームページに動画配信がありますので、
ぜひそちらもご覧ください。

https://www.nishi.or.jp/nishinomiyashigikai/index.html
本会議インターネット中継

令和2年6月定例会

6月30日一般質問

田中あきよ

① 障がいがあっても無くても、
だれもが遊べる公園について
公園はだれもが遊べるところだと思われますか？
私は、
これまで、残念ながら公園について深く考えることはありませんでした。階段やトイレがバリアフリーに
なっているだけでも、
「やさしい公園だな」
と思っていました。
しかし、障がいのある人や、多数のお子さんを
ひとりで遊ばせている親御さん、高齢の方にとって、本当にバリアフリーで居心地の良い居場所になっているか
というと、
そうではないことに気づきました。車椅子でもブランコに乗れたり、
そのまま砂場で遊べたり、子ども
が外に飛び出さないように柵があったり、耳が聞こえなくてもわかりやすい表示があったり。
そんな公園なら
どうでしょう。
障がいと思われていることは、実は環境を変えると障がいでは無くなることがあります。
そして、地域でだれもが一緒に遊べるということは、幼い頃から一緒に育つという本当のインクルーシブ教育
（※）
につながるのではないでしょうか。
（※インクルーシブとは、
すべてを包み込むような、
包括的な、
と言う意味から、
障がいがあっても無くてもだれもが排除されない、
と言う意味で使われています）

【 自宅 】西宮市樋ノ口町１丁目１１−6 【 Tel & fax 】 0798-66- 4045
【 Email 】akiyo-tanaka@kishuken0122.sakura.ne.jp【 Twitter 】 @akiyotanaka1
【 Blog 】http://tanakaakiyo.info/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/
【 Facebook 】https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100010910193923
発行

田中あきよ

いまは公園の主役である
「あそぶ」
ということが全ての人に提供できていないため、
だれもが遊べるインクルーシブ
な公園が必要だという観点から質問をしました。
★★ 今回質問をするにあたって、
障がいのある方や保護者の方に、
公園についてアンケートを実施いたしました。
貴重なご意見と、
ご協力をいただきました皆さまには心から感謝申し上げます。
また、だれもが遊べる公園
を拡げる活動をされている
「みーんなの公園プロジェクト」のホームページより写真をお借りし、
アンケート
と供に一般質問の資料とさせていただきました。
お世話になりました皆さま、誠にありがとうございました。

障がいのある人や保護者のアンケートより
公園で困ること

② 不登校や登校に不安がある子どもたちへの支援対策について
《設備》

《遊具》

・一人で遊べる遊具が少なく、常に付き添いがないと遊べない
・兄弟で遊ばせられない

《遊び方》

・滑り台で一人では滑れず、いつも家族と滑っていたが、一人で滑ってみたい
・ジャングルジムで遊びたいが握力が無くて、みんなと同じように遊べない
・肢体不自由児が遊べる遊具が無い
・公園にある遊具は全部使ってみたいけど、身体的に無理

《素材など》

･ 土や石膏で車椅子が引っかかる
・バギーや車椅子で動きづらい

公園に欲しいもの
《遊具》
《遊び方》《素材など》

・体幹の弱い子でも一人で乗れるブランコ
・ゴム製のクッション遊具
・バギーや車椅子、ストレッチャーごと乗れる遊具や砂場、きれいな砂場
・バギーを固定し、揺れや振動を感じるスリルのある遊具（実はスリル大好き）
・２人 用から４人用など、どんな子も友だちと乗れるブランコ（親子でも）
・傾斜が緩やかなうんてい、横にスロープがついていて途中で移るこ
とができたり、親がサポートできたりする（複合遊具）
・転落に備えたクッションマット
・車椅子で鬼ごっこができる広い場所
・手足をしっかり使い踏ん張れる遊具
・自分の姿がわかる鏡
・上がり下がりできる遊具
・トンネル、トンネル遊具 、車椅子のまま遊べるトンネル迷路
・天井にステンドグラスなどの仕掛けがある大きなトンネル状の通路
・歩行器を使って歩ける通路
・視覚で楽しめる遊具

・車が好きで、公園の外や道路に飛び出しそうになる
・多動がきついと親がカバンからものを取り出すこともままならない
ほど目が離せない
・急に走り出し、ブランコなど動いていても関係なしに近づくので、接触
しそうになったことが度々ある
・難聴児は大声で呼んでも聞こえない
・水道が好きな子が多いので、水道があると離れなくなり、遊具で遊べ
なくなる
特に自閉症児は水へのこだわりが強い
・集合住宅住まいだと子供の騒音が気になり、休みの日は公園に行く等
の計画を立てるが、雨が降ると計画変更が苦手なこともあり、中止が
むずかしい
・リハビリ用の遊具
・ロープを使った運動器具
・かんしゃくを起こしたり寝転がる子多いので寝転んでも大丈夫な
地面が良い
・音が鳴る道やゆるいアップダウンが続く道

《設備》

・子どもが飛び出さないよう、大人しか開閉できないフェンスがほしい
・命の危険がない安心できる空間がほしい
・ブランコの周りにフェンスがほしい（北山学園のブランコはそうなっている）
・見通しが良い公園
・子どもが簡単に水を出せない工夫や、もしくは水道を設置する場所
を考えてほしい（一度知ってしまうと二度と忘れ無い子が多い）
・屋根付きのエリアや砂の無いエリアがあればありがたい
（競馬場公園には屋根付きエリアがある）

・屋根付きの休憩場所

（夏は霧状の冷風がでるなどクールダウンでき、雨でも大丈夫な場所）

質問 ①-

西宮市に「だれもが安心して遊べる公園」が必要だと考え
るが、市の考えは？

「みーんなの公園プロジェクト」ホームページよりユニバーサルデザインの遊具

市の答弁
公園施設の改修として、
トイレの更新、
スロープや手すりの
設置などを進めてきたところですが、
さらに発展させた遊具
なども含めたユニバーサルデザイン（※）による公園づくりの
考え方は、必要な視点であり、検討すべき課題であると認識
しております。

３ヶ月に及ぶ休校措置のあと、学校再開となりました。子どもたちの様子はどうでしょうか。
学校再開を期待していた子と、
していなかった子の差は、学校が楽しいか楽しくないかの差だと思うのです。友だちと
会いたいとか、早くあそびたいとか、部活をしたいとか。。。
基本的に子どもたちは楽しいことから知識を身につけ経験を積み重ねると考えます。
学校では、遅れた学習を取り戻すことが第一優先になっていないでしょうか。大きな災害のあとは、子どもたちの心ケア
が大切です。
そこで、不登校や登校に不安がある子どもたちへの対応について質問いたしました。
質問 ②-
休校中の子どもたちに向けて、スクールカウンセラーから何か動きはあったのか？
市の答弁
臨時休校中は、不安や心理的ストレス、家庭の状況からケアの必要な児童生徒や
保護者、教師に対してのカウンセリングを行っていました。
電話でのカウンセリングも行いました。また、予約のない時間は、感染症への
不安やストレスへの対処についての資料を作成し、教師への配布をしていました。
児童生徒へ行うアンケートのサンプルを作成し、学校へ提示しております。
質問 ②-
現在足りていないスクールカウンセラーの人数や時間を増やすことは考えているのか？
市の答弁
毎年、県に対して増員の要望をしており、今後も引き続き増員の要望をして参ります。
質問 ②-
不登校の児童生徒の増加に伴い「不登校対策庁内検討委員会」が立ち上げられたが、子どもたちへの支援には、
当事者の声を聞く必要があると思う。当事者である子どもたちや保護者の意見を聞くため、連携を目的とした会議体を
設置すべきと考えるが、市の考えは？

田中

あきよ

の意見

Copyright (C) 2009 みーんなの公園プロジェクト All Rights Reserved.

公園内のトイレの更新について、
市内の111ヶ所について平成29年度より、
障がい者や高齢者でも利用しやすいトイレへ
の更新事業を進めています。
現在12ヶ所の更新が終わっています。
また、
だれもが遊べる遊具の設置につきましては、
整備中
の西宮浜総合公園や、今後行われる大規模公園や身近な公園での施設改修の際に検討して参ります。

田中

あきよ

の意見

メモ

質問 ③-
ICT機器導入について、現在の進捗状況と今年度中にどこまで整備が進むのか？最終的に市内すべての環境整備
が整うのはいつを目処としているのか？
市の答弁
今議会の予算成立後、早急にすすめて参ります。
また、学校内の通信環境整備や、
オンラインドリルに接続するため
のアカウントに加えて、第２波に備えてオンラインでの通信が可能となるアカウントの発行準備も進めています。
機器導入作業中において、万が一、休校措置が発生した場合にも、発行したアカウントを利用して、ご家庭にある
機器や通信環境を利用することで学びの保障やコミュニケーションが図られるよう検討を進めます。
質問 ③-
学習面での活用はもちろん、
コミュニケーションツールとして非常に有効だと考えるが、市の考えは？
市の答弁
ICT機器を利用することで、普段発言しにくかった児童生徒が発言しやすくなったり、教員も意見を把握しやすく
なるという利点があります。
また、非常時においては児童生徒と学校をつなぐことにより、健康観察や生活状況の
把握が可能になるなど、
コミュニケーションツールとしての利点もあります。
しかしながら、ICT機器を長時間使うことで健康面でのリスクや人間関係のトラブルなど課題も多いことを踏まえ、
利用方法や指導方法を考える必要があると考えています。

田中

あきよ

の意見

リスクについては、今後利用に関してのルールは必要になると考えます。
そのルール作り
を子どもたち自身が考える機会として与えれば、貴重な学習のチャンスとなるのでは
ないでしょうか。ネットトラブルを考えることは、よく問題となる携帯電話の
利用方法を考えることにもつながるので、
ぜひそこに時間をかけてもらいたい。
以上が今回の一般質問でした。

令和2年度中に、教育委員会と学校の代表、保護者（PTA）、地域の方と連絡及び意見交換を図ることを目的とした会を
設置する計画をしております。
それぞれの立場で何ができるのか、意見交換する予定です。
会議体は考えていないが、支援団体や保護者の方とは、要望があれば年に1回程度、懇談をできればと考えております。

質問 ①-

市の答弁

6月定例会で、
小中学校の児童生徒に対して一人一台のタブレット配布の補正予算が計上されました。
休校中、全国で注目されたリモート授業ですが、
すでに取り組んでいる先進都市のように使いこなすには時間がか
かることと思います。

市の答弁

（※ユニバーサルデザインとは、
国籍や年齢、
性別にかかわらず、
できるだけ
多くの人が利用できることをめざしたもの）

今年度から始まった
「公園リニューアル事業」
や
「公園施設の
更新事業」
において、
遊具をだれもが遊べるものにすることや、
「みんなのトイレ」
の設置が必要だと考えるが市の考えは？

③ ICT※ 教育について （※「 I CT 」とは通信技術を活用したコミュニケーションのこと）

だれもが遊べる公園についての質問は、ただ公園を作ってほしいということではありま
せん。障がいがあろうが無かろうが、子どもであろうが高齢者であろうが、みんなが当たり
前に集える場所を作ることで、孤立したり分断されてしまっている人と人との関係を築いて
いけるきっかけにしたいということです。また、本当の意味でのインクルーシブを進めて
いくことにつながるようにと言う思いで取り上げました。

西宮市では「障害を理由とする差別の解消及びだれもが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」が6月に制
定されました。この条例が本当に意味を成す条例となるように、差別のない精神と環境を整えていくことが大切です！

不登校児童生徒への対応として、なぜ当事者や家族、支援者との連携を取ることを必要と
されていないのか理解できません。この件に関しては、何度も再質問しましたが、話は
平行線でした。西宮市内の小中学校で800人以上の子どもたちが学校に通えていない現状
の中、まずは色んな子どもたちの現状を知ることが大事なことです。不登校については、
これからも声を上げていきます。

質問 ②-
不登校児童生徒への支援団体の情報提供について、一年前にも一般質問しましたが、
まだ十分とは言えない状況です。
兵庫県では今年3月に支援団体に関するガイドラインが出されました。西宮市もそれに習って作られるとのことですが、
ホームページにも検索しやすいように掲載すべきと考えますが、市の考えは？
市の答弁
内容やホームページ掲載については現在検討しております。
メモ

支援団体の情報提供は、
「一日も早く取り組んでいただきたい」と昨年の一般質問でも訴えておりますが、
なかなか実現しません。不登校になった時に、
まず情報が無いことが一番困るというご意見が多くあります。
そのため、市のホームページにあげてもらいたい情報を、支援団体の皆さまにご協力いただき作成
いたしました。市への要望と供に、必要な方に情報が届きますように！！ 田中あきよ通信号外版 参照

2020年4月から6月の西宮市の動き
2020年度において4月、5月に臨時議会が開かれ、新型コロナウィルス感染症対策への一般会計補正
予算が計上されました。

【 補正予算ごとに、政策を一部抜粋 】
◎4月補正予算 3億6794万5千円
・小中学校の各校に1台のサーモグラフィカメラの設置
・感染症拡大等による店舗等賃料支援金、商業団体活動継続補助金、外出自粛推進補助金 など
◎5月補正予算 9億4895万6千円
・介護施設等新型コロナウィルス感染症対策支援事業経費
・育児支援訪問事業経費
・地域商業活性化対策事業経費 など
◎補正予算専決処分（議会での審議をせずに市長が決定した予算） 501億4179万9千円
・一人10万円の特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・生活困窮者自立相談支援事業費 など

【西宮市新型コロナウィルス感染症対策基金を策定】
・議員報酬、期末手当から15％削減し充当する
・市長、副市長、常任監査委員、教育長、上下水道事業管理者の給料の自主減額を行い充当する

障がいのある人や保護者のアンケートより
公園で困ること

② 不登校や登校に不安がある子どもたちへの支援対策について
《設備》

《遊具》

・一人で遊べる遊具が少なく、常に付き添いがないと遊べない
・兄弟で遊ばせられない

《遊び方》

・滑り台で一人では滑れず、いつも家族と滑っていたが、一人で滑ってみたい
・ジャングルジムで遊びたいが握力が無くて、みんなと同じように遊べない
・肢体不自由児が遊べる遊具が無い
・公園にある遊具は全部使ってみたいけど、身体的に無理

《素材など》

･ 土や石膏で車椅子が引っかかる
・バギーや車椅子で動きづらい

公園に欲しいもの
《遊具》
《遊び方》《素材など》

・体幹の弱い子でも一人で乗れるブランコ
・ゴム製のクッション遊具
・バギーや車椅子、ストレッチャーごと乗れる遊具や砂場、きれいな砂場
・バギーを固定し、揺れや振動を感じるスリルのある遊具（実はスリル大好き）
・２人 用から４人用など、どんな子も友だちと乗れるブランコ（親子でも）
・傾斜が緩やかなうんてい、横にスロープがついていて途中で移るこ
とができたり、親がサポートできたりする（複合遊具）
・転落に備えたクッションマット
・車椅子で鬼ごっこができる広い場所
・手足をしっかり使い踏ん張れる遊具
・自分の姿がわかる鏡
・上がり下がりできる遊具
・トンネル、トンネル遊具 、車椅子のまま遊べるトンネル迷路
・天井にステンドグラスなどの仕掛けがある大きなトンネル状の通路
・歩行器を使って歩ける通路
・視覚で楽しめる遊具

・車が好きで、公園の外や道路に飛び出しそうになる
・多動がきついと親がカバンからものを取り出すこともままならない
ほど目が離せない
・急に走り出し、ブランコなど動いていても関係なしに近づくので、接触
しそうになったことが度々ある
・難聴児は大声で呼んでも聞こえない
・水道が好きな子が多いので、水道があると離れなくなり、遊具で遊べ
なくなる
特に自閉症児は水へのこだわりが強い
・集合住宅住まいだと子供の騒音が気になり、休みの日は公園に行く等
の計画を立てるが、雨が降ると計画変更が苦手なこともあり、中止が
むずかしい
・リハビリ用の遊具
・ロープを使った運動器具
・かんしゃくを起こしたり寝転がる子多いので寝転んでも大丈夫な
地面が良い
・音が鳴る道やゆるいアップダウンが続く道

《設備》

・子どもが飛び出さないよう、大人しか開閉できないフェンスがほしい
・命の危険がない安心できる空間がほしい
・ブランコの周りにフェンスがほしい（北山学園のブランコはそうなっている）
・見通しが良い公園
・子どもが簡単に水を出せない工夫や、もしくは水道を設置する場所
を考えてほしい（一度知ってしまうと二度と忘れ無い子が多い）
・屋根付きのエリアや砂の無いエリアがあればありがたい
（競馬場公園には屋根付きエリアがある）

・屋根付きの休憩場所

（夏は霧状の冷風がでるなどクールダウンでき、雨でも大丈夫な場所）

質問 ①-

西宮市に「だれもが安心して遊べる公園」が必要だと考え
るが、市の考えは？

「みーんなの公園プロジェクト」ホームページよりユニバーサルデザインの遊具

市の答弁
公園施設の改修として、
トイレの更新、
スロープや手すりの
設置などを進めてきたところですが、
さらに発展させた遊具
なども含めたユニバーサルデザイン（※）による公園づくりの
考え方は、必要な視点であり、検討すべき課題であると認識
しております。

３ヶ月に及ぶ休校措置のあと、学校再開となりました。子どもたちの様子はどうでしょうか。
学校再開を期待していた子と、
していなかった子の差は、学校が楽しいか楽しくないかの差だと思うのです。友だちと
会いたいとか、早くあそびたいとか、部活をしたいとか。。。
基本的に子どもたちは楽しいことから知識を身につけ経験を積み重ねると考えます。
学校では、遅れた学習を取り戻すことが第一優先になっていないでしょうか。大きな災害のあとは、子どもたちの心ケア
が大切です。
そこで、不登校や登校に不安がある子どもたちへの対応について質問いたしました。
質問 ②-
休校中の子どもたちに向けて、スクールカウンセラーから何か動きはあったのか？
市の答弁
臨時休校中は、不安や心理的ストレス、家庭の状況からケアの必要な児童生徒や
保護者、教師に対してのカウンセリングを行っていました。
電話でのカウンセリングも行いました。また、予約のない時間は、感染症への
不安やストレスへの対処についての資料を作成し、教師への配布をしていました。
児童生徒へ行うアンケートのサンプルを作成し、学校へ提示しております。
質問 ②-
現在足りていないスクールカウンセラーの人数や時間を増やすことは考えているのか？
市の答弁
毎年、県に対して増員の要望をしており、今後も引き続き増員の要望をして参ります。
質問 ②-
不登校の児童生徒の増加に伴い「不登校対策庁内検討委員会」が立ち上げられたが、子どもたちへの支援には、
当事者の声を聞く必要があると思う。当事者である子どもたちや保護者の意見を聞くため、連携を目的とした会議体を
設置すべきと考えるが、市の考えは？

田中

あきよ

の意見
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公園内のトイレの更新について、
市内の111ヶ所について平成29年度より、
障がい者や高齢者でも利用しやすいトイレへ
の更新事業を進めています。
現在12ヶ所の更新が終わっています。
また、
だれもが遊べる遊具の設置につきましては、
整備中
の西宮浜総合公園や、今後行われる大規模公園や身近な公園での施設改修の際に検討して参ります。

田中

あきよ

の意見

メモ

質問 ③-
ICT機器導入について、現在の進捗状況と今年度中にどこまで整備が進むのか？最終的に市内すべての環境整備
が整うのはいつを目処としているのか？
市の答弁
今議会の予算成立後、早急にすすめて参ります。
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オンラインドリルに接続するため
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把握が可能になるなど、
コミュニケーションツールとしての利点もあります。
しかしながら、ICT機器を長時間使うことで健康面でのリスクや人間関係のトラブルなど課題も多いことを踏まえ、
利用方法や指導方法を考える必要があると考えています。

田中

あきよ

の意見
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ないでしょうか。ネットトラブルを考えることは、よく問題となる携帯電話の
利用方法を考えることにもつながるので、
ぜひそこに時間をかけてもらいたい。
以上が今回の一般質問でした。

令和2年度中に、教育委員会と学校の代表、保護者（PTA）、地域の方と連絡及び意見交換を図ることを目的とした会を
設置する計画をしております。
それぞれの立場で何ができるのか、意見交換する予定です。
会議体は考えていないが、支援団体や保護者の方とは、要望があれば年に1回程度、懇談をできればと考えております。
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すでに取り組んでいる先進都市のように使いこなすには時間がか
かることと思います。
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国籍や年齢、
性別にかかわらず、
できるだけ
多くの人が利用できることをめざしたもの）
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だれもが遊べる公園についての質問は、ただ公園を作ってほしいということではありま
せん。障がいがあろうが無かろうが、子どもであろうが高齢者であろうが、みんなが当たり
前に集える場所を作ることで、孤立したり分断されてしまっている人と人との関係を築いて
いけるきっかけにしたいということです。また、本当の意味でのインクルーシブを進めて
いくことにつながるようにと言う思いで取り上げました。

西宮市では「障害を理由とする差別の解消及びだれもが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」が6月に制
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されていないのか理解できません。この件に関しては、何度も再質問しましたが、話は
平行線でした。西宮市内の小中学校で800人以上の子どもたちが学校に通えていない現状
の中、まずは色んな子どもたちの現状を知ることが大事なことです。不登校については、
これからも声を上げていきます。
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・車椅子で鬼ごっこができる広い場所
・手足をしっかり使い踏ん張れる遊具
・自分の姿がわかる鏡
・上がり下がりできる遊具
・トンネル、トンネル遊具 、車椅子のまま遊べるトンネル迷路
・天井にステンドグラスなどの仕掛けがある大きなトンネル状の通路
・歩行器を使って歩ける通路
・視覚で楽しめる遊具

・車が好きで、公園の外や道路に飛び出しそうになる
・多動がきついと親がカバンからものを取り出すこともままならない
ほど目が離せない
・急に走り出し、ブランコなど動いていても関係なしに近づくので、接触
しそうになったことが度々ある
・難聴児は大声で呼んでも聞こえない
・水道が好きな子が多いので、水道があると離れなくなり、遊具で遊べ
なくなる
特に自閉症児は水へのこだわりが強い
・集合住宅住まいだと子供の騒音が気になり、休みの日は公園に行く等
の計画を立てるが、雨が降ると計画変更が苦手なこともあり、中止が
むずかしい
・リハビリ用の遊具
・ロープを使った運動器具
・かんしゃくを起こしたり寝転がる子多いので寝転んでも大丈夫な
地面が良い
・音が鳴る道やゆるいアップダウンが続く道

《設備》

・子どもが飛び出さないよう、大人しか開閉できないフェンスがほしい
・命の危険がない安心できる空間がほしい
・ブランコの周りにフェンスがほしい（北山学園のブランコはそうなっている）
・見通しが良い公園
・子どもが簡単に水を出せない工夫や、もしくは水道を設置する場所
を考えてほしい（一度知ってしまうと二度と忘れ無い子が多い）
・屋根付きのエリアや砂の無いエリアがあればありがたい
（競馬場公園には屋根付きエリアがある）

・屋根付きの休憩場所

（夏は霧状の冷風がでるなどクールダウンでき、雨でも大丈夫な場所）

質問 ①-

西宮市に「だれもが安心して遊べる公園」が必要だと考え
るが、市の考えは？

「みーんなの公園プロジェクト」ホームページよりユニバーサルデザインの遊具

市の答弁
公園施設の改修として、
トイレの更新、
スロープや手すりの
設置などを進めてきたところですが、
さらに発展させた遊具
なども含めたユニバーサルデザイン（※）による公園づくりの
考え方は、必要な視点であり、検討すべき課題であると認識
しております。

３ヶ月に及ぶ休校措置のあと、学校再開となりました。子どもたちの様子はどうでしょうか。
学校再開を期待していた子と、
していなかった子の差は、学校が楽しいか楽しくないかの差だと思うのです。友だちと
会いたいとか、早くあそびたいとか、部活をしたいとか。。。
基本的に子どもたちは楽しいことから知識を身につけ経験を積み重ねると考えます。
学校では、遅れた学習を取り戻すことが第一優先になっていないでしょうか。大きな災害のあとは、子どもたちの心ケア
が大切です。
そこで、不登校や登校に不安がある子どもたちへの対応について質問いたしました。
質問 ②-
休校中の子どもたちに向けて、スクールカウンセラーから何か動きはあったのか？
市の答弁
臨時休校中は、不安や心理的ストレス、家庭の状況からケアの必要な児童生徒や
保護者、教師に対してのカウンセリングを行っていました。
電話でのカウンセリングも行いました。また、予約のない時間は、感染症への
不安やストレスへの対処についての資料を作成し、教師への配布をしていました。
児童生徒へ行うアンケートのサンプルを作成し、学校へ提示しております。
質問 ②-
現在足りていないスクールカウンセラーの人数や時間を増やすことは考えているのか？
市の答弁
毎年、県に対して増員の要望をしており、今後も引き続き増員の要望をして参ります。
質問 ②-
不登校の児童生徒の増加に伴い「不登校対策庁内検討委員会」が立ち上げられたが、子どもたちへの支援には、
当事者の声を聞く必要があると思う。当事者である子どもたちや保護者の意見を聞くため、連携を目的とした会議体を
設置すべきと考えるが、市の考えは？

田中

あきよ

の意見

Copyright (C) 2009 みーんなの公園プロジェクト All Rights Reserved.

公園内のトイレの更新について、
市内の111ヶ所について平成29年度より、
障がい者や高齢者でも利用しやすいトイレへ
の更新事業を進めています。
現在12ヶ所の更新が終わっています。
また、
だれもが遊べる遊具の設置につきましては、
整備中
の西宮浜総合公園や、今後行われる大規模公園や身近な公園での施設改修の際に検討して参ります。

田中

あきよ

の意見

メモ

質問 ③-
ICT機器導入について、現在の進捗状況と今年度中にどこまで整備が進むのか？最終的に市内すべての環境整備
が整うのはいつを目処としているのか？
市の答弁
今議会の予算成立後、早急にすすめて参ります。
また、学校内の通信環境整備や、
オンラインドリルに接続するため
のアカウントに加えて、第２波に備えてオンラインでの通信が可能となるアカウントの発行準備も進めています。
機器導入作業中において、万が一、休校措置が発生した場合にも、発行したアカウントを利用して、ご家庭にある
機器や通信環境を利用することで学びの保障やコミュニケーションが図られるよう検討を進めます。
質問 ③-
学習面での活用はもちろん、
コミュニケーションツールとして非常に有効だと考えるが、市の考えは？
市の答弁
ICT機器を利用することで、普段発言しにくかった児童生徒が発言しやすくなったり、教員も意見を把握しやすく
なるという利点があります。
また、非常時においては児童生徒と学校をつなぐことにより、健康観察や生活状況の
把握が可能になるなど、
コミュニケーションツールとしての利点もあります。
しかしながら、ICT機器を長時間使うことで健康面でのリスクや人間関係のトラブルなど課題も多いことを踏まえ、
利用方法や指導方法を考える必要があると考えています。

田中

あきよ

の意見

リスクについては、今後利用に関してのルールは必要になると考えます。
そのルール作り
を子どもたち自身が考える機会として与えれば、貴重な学習のチャンスとなるのでは
ないでしょうか。ネットトラブルを考えることは、よく問題となる携帯電話の
利用方法を考えることにもつながるので、
ぜひそこに時間をかけてもらいたい。
以上が今回の一般質問でした。

令和2年度中に、教育委員会と学校の代表、保護者（PTA）、地域の方と連絡及び意見交換を図ることを目的とした会を
設置する計画をしております。
それぞれの立場で何ができるのか、意見交換する予定です。
会議体は考えていないが、支援団体や保護者の方とは、要望があれば年に1回程度、懇談をできればと考えております。

質問 ①-

市の答弁

6月定例会で、
小中学校の児童生徒に対して一人一台のタブレット配布の補正予算が計上されました。
休校中、全国で注目されたリモート授業ですが、
すでに取り組んでいる先進都市のように使いこなすには時間がか
かることと思います。

市の答弁

（※ユニバーサルデザインとは、
国籍や年齢、
性別にかかわらず、
できるだけ
多くの人が利用できることをめざしたもの）

今年度から始まった
「公園リニューアル事業」
や
「公園施設の
更新事業」
において、
遊具をだれもが遊べるものにすることや、
「みんなのトイレ」
の設置が必要だと考えるが市の考えは？

③ ICT※ 教育について （※「 I CT 」とは通信技術を活用したコミュニケーションのこと）

だれもが遊べる公園についての質問は、ただ公園を作ってほしいということではありま
せん。障がいがあろうが無かろうが、子どもであろうが高齢者であろうが、みんなが当たり
前に集える場所を作ることで、孤立したり分断されてしまっている人と人との関係を築いて
いけるきっかけにしたいということです。また、本当の意味でのインクルーシブを進めて
いくことにつながるようにと言う思いで取り上げました。

西宮市では「障害を理由とする差別の解消及びだれもが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」が6月に制
定されました。この条例が本当に意味を成す条例となるように、差別のない精神と環境を整えていくことが大切です！

不登校児童生徒への対応として、なぜ当事者や家族、支援者との連携を取ることを必要と
されていないのか理解できません。この件に関しては、何度も再質問しましたが、話は
平行線でした。西宮市内の小中学校で800人以上の子どもたちが学校に通えていない現状
の中、まずは色んな子どもたちの現状を知ることが大事なことです。不登校については、
これからも声を上げていきます。

質問 ②-
不登校児童生徒への支援団体の情報提供について、一年前にも一般質問しましたが、
まだ十分とは言えない状況です。
兵庫県では今年3月に支援団体に関するガイドラインが出されました。西宮市もそれに習って作られるとのことですが、
ホームページにも検索しやすいように掲載すべきと考えますが、市の考えは？
市の答弁
内容やホームページ掲載については現在検討しております。
メモ

支援団体の情報提供は、
「一日も早く取り組んでいただきたい」と昨年の一般質問でも訴えておりますが、
なかなか実現しません。不登校になった時に、
まず情報が無いことが一番困るというご意見が多くあります。
そのため、市のホームページにあげてもらいたい情報を、支援団体の皆さまにご協力いただき作成
いたしました。市への要望と供に、必要な方に情報が届きますように！！ 田中あきよ通信号外版 参照

2020年4月から6月の西宮市の動き
2020年度において4月、5月に臨時議会が開かれ、新型コロナウィルス感染症対策への一般会計補正
予算が計上されました。

【 補正予算ごとに、政策を一部抜粋 】
◎4月補正予算 3億6794万5千円
・小中学校の各校に1台のサーモグラフィカメラの設置
・感染症拡大等による店舗等賃料支援金、商業団体活動継続補助金、外出自粛推進補助金 など
◎5月補正予算 9億4895万6千円
・介護施設等新型コロナウィルス感染症対策支援事業経費
・育児支援訪問事業経費
・地域商業活性化対策事業経費 など
◎補正予算専決処分（議会での審議をせずに市長が決定した予算） 501億4179万9千円
・一人10万円の特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・生活困窮者自立相談支援事業費 など

【西宮市新型コロナウィルス感染症対策基金を策定】
・議員報酬、期末手当から15％削減し充当する
・市長、副市長、常任監査委員、教育長、上下水道事業管理者の給料の自主減額を行い充当する

関西無所属ネットワーク

6月議会の報告

お知らせ

2020年 4月〜8月

８月臨時議会にて補正予算が決定

手荒れ防止のハンドクリームや消毒液を入れるウェストポーチなどの経費として使える支援金の拡充をする。

●西宮市立中央病院の紹介状無しの場合の初診料の引き上げ（診療報酬改定のため）
科

歯

科

No.006

https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/shien̲kojin.ﬁles/corona-shien-0530.pdf

●児童福祉施設など、新型コロナウィルス感染拡大防止対策の拡充。50万円を上限にマスクや消毒液の他に、

行

政治のこと生活のこと困っていること。田中あきよと一緒に考えませんか？
西宮市議会議員

●新型コロナウイルス感染症に伴う 西宮市の給付金等各種支援

6月議会で議決した内容を一部抜粋でお伝え
します。

現

TANAKA
AKIYO
News Letter

新型コロナウィルス感染症に伴う西宮市の給付金等各種支援について
西宮市のホームページ https://www.nishi.or.jp から、
「個人向け支援の情報について」
または
「事業者向け支援の
情報について」
をクリックし、
ご確認ください。
さらに８月補正予算で一覧表以外にも支援事業が増えています。
お悩みやご相談のある方は、
田中あきよまでご連絡ください。

昨 年 度 に引き続 き、今 年 度 も田 中あきよは
「教育こども常任委員会」の委員となりました。
そして初めて
「社会福祉審議会」
の委員を務める
ことになりました。

医

無所属
市民派

改定後

初診時

2,600円

5,000円

再診時

徴収していない

2,500円

初診時

2,600円

3,000円

再診時

徴収していない

1,500円

●「西宮市いじめ問題調査委員会」の委員報酬を日額12,400円から30分5,000円程度の報酬に変更する。

これまでの委員の報酬額は日本弁護士連合会の
「いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼
ガイドライン」
に照らすと低額であるため、
報酬を増額した。
」

西宮市では初めて
「いじめ第三者委員会を」立ち上げ、
いじめ案件１件について対応しています。

●高木小学校の南棟・体育館の改修工事と、甲東小学校北東棟の改修工事が始まります。

どちらも改修工事対象の建物にアスベストは含まれていないことを確認しました。
また、
とくに甲東小学校については、近隣の道路が狭く、大型工事車両の通行については、細心の注意を払って
ほしいという要望を伝えました。

●請願２件

＊新型コロナウィルス感染から妊婦と胎児を守るための施策の充実と強化に関する請願 全会一致で採択

国からの第２次補正予算の成立で、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充されました。
その補正
予算による支援策が練られ、
８月７日に臨時議会にて全会一致で西宮市の補正予算が可決しました。

（一部抜粋でお知らせします）

●公共の施設のトイレ等手洗い場に、自動水栓や網戸の設置。さらに学校園にはレバー式水栓の設置
●学校等の体育館に有圧換気扇の設置
●妊婦さんのウィルス検査補助や、里帰り出産を取りやめた方へのヘルパー利用などへの補助
●各学校への感染症対策・学習補償に係る必要経費の支援
●市民会館、なるお文化ホール、図書館３箇所にサーモグラフィカメラ導入
●図書館の自動貸出機の導入
●路線バス運行継続のための路線バス事業者への奨励金
●キャッシュレス決済ポイント還元、商店街お買い物券・ポイントシール事業など
●令和２年４月２８日から１２月３１日までに生まれた子どもに対する特別定額給付金
●障がいのある児童生徒のためのタブレット利用の支援装置
●市税や運動施設のキャッシュレス決済の導入

など、他にも感染症対策に関する支援策が決定いたしました。
これから９月議会も始まります。新たな政策が決まりましたら、通信やＳＮＳでお伝えさせていただきます。

＊特別定額給付金は４月２７日以降に誕生した赤ちゃんは対象外ですが、市が独自に何かしらの給付金を検討すべき
という内容です。
（8月補正予算で令和２年12月３１日までに誕生した赤ちゃんには５万円支給決定）

最新TOPICS
この
「田中あきよ通信NO.6」
と同時に、
号外版を発行しました。
そこに
「不登校支援先の一覧表」
を掲載しています。

＊３５人以下学級の着実な推進と、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充に関する請願 賛成多数で採択
＊先日７月２０日、政府の教育再生実行会議が行われ、ICTの環境整備と少人数学級の実現を求める意見が強く、
計画的な検討をしていくという発表がありました。少人数学級は感染症対策だけでなく、不登校が減るのではない
かという指摘もあり、来年５月をめどに提言をまとめるということです。

支援先の皆さまにご協力いただき出来上がった最新情報です。

西宮市内で、小中学校合わせて約800人の学校へ行けていない子どもたちがいます。高校生に関しては把握

できていませんが、
中退や転校する子は毎年何人かいます。

『不登校』
が問題ではなく、
『学校へ行けなくて困っている子がいる』
と言うことが問題です。
みんなが安心して学びを続けていけるように、
これからも活動していきます。

●決議１件
学校の休校措置による授業数確保のため夏休みを短縮して登校日が設けられています。
その登校日に簡易給食を
希望者には提供するということでしたが、
簡易給食の内容があまりにもお粗末なことから、
栄養面を考えたメニューにする
よう要望することを決議しました。
決議後、
教育委員会は、
簡易給食を通常の給食と同等の栄養となるよう品数を増やす
ことを決定しました。
そして、追加品目が
「ポールウィンナー１本か２本」
という笑えない結果になりました。
これは、教育委員会も様々な検討を重ねた結果の選択であったとのことですが、簡易給食であっても子どもたちの
栄養を考えた方向で準備していれば問題とはならなかったのではないかと思います。
TVニュースにもなっていましたが、
多くの問題点を残した結果となりました。
他にも議案がありましたが、
すべて議決いたしました。

「生きづらさ」
を、
自己責任ではなく社会の問題として市民の皆様と考えていきたいと思います。

ごあいさつ

今年の度重なる災害で、罹災されました皆さまや、いまだ病気やケガと
闘っておられる方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

市民の皆さまには、日ごろより様々にご支援ご指導いただきまして、誠にありがとうございます。
西宮市議会議員として活動させていただき二年目を迎えました。
現在、新型コロナウィルス感染症との闘いが、生活の中で大きな課題となっております。
完全収束となるにはかなりの時間がかかると予想される中で、議員として何ができるのか、
何をしなければならないのか、常に考えなければなりません。その指針となるのは、市民の
皆さまからのお声やご意見です。
これからもご忌憚なくご意見賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

6月議会

一般質問のご報告

5月29日より会派
「市民クラブ改革」
の一員となり、
一般質問をいたしました。
大きく3点の質問を行いました。
その概要についてお伝えいたします。
なお詳しい質疑内容は、
西宮市議会のホームページに動画配信がありますので、
ぜひそちらもご覧ください。

https://www.nishi.or.jp/nishinomiyashigikai/index.html
本会議インターネット中継

令和2年6月定例会

6月30日一般質問

田中あきよ

① 障がいがあっても無くても、
だれもが遊べる公園について
公園はだれもが遊べるところだと思われますか？
私は、
これまで、残念ながら公園について深く考えることはありませんでした。階段やトイレがバリアフリーに
なっているだけでも、
「やさしい公園だな」
と思っていました。
しかし、障がいのある人や、多数のお子さんを
ひとりで遊ばせている親御さん、高齢の方にとって、本当にバリアフリーで居心地の良い居場所になっているか
というと、
そうではないことに気づきました。車椅子でもブランコに乗れたり、
そのまま砂場で遊べたり、子ども
が外に飛び出さないように柵があったり、耳が聞こえなくてもわかりやすい表示があったり。
そんな公園なら
どうでしょう。
障がいと思われていることは、実は環境を変えると障がいでは無くなることがあります。
そして、地域でだれもが一緒に遊べるということは、幼い頃から一緒に育つという本当のインクルーシブ教育
（※）
につながるのではないでしょうか。
（※インクルーシブとは、
すべてを包み込むような、
包括的な、
と言う意味から、
障がいがあっても無くてもだれもが排除されない、
と言う意味で使われています）

【 自宅 】西宮市樋ノ口町１丁目１１−6 【 Tel & fax 】 0798-66- 4045
【 Email 】akiyo-tanaka@kishuken0122.sakura.ne.jp【 Twitter 】 @akiyotanaka1
【 Blog 】http://tanakaakiyo.info/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/
【 Facebook 】https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100010910193923
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田中あきよ

いまは公園の主役である
「あそぶ」
ということが全ての人に提供できていないため、
だれもが遊べるインクルーシブ
な公園が必要だという観点から質問をしました。
★★ 今回質問をするにあたって、
障がいのある方や保護者の方に、
公園についてアンケートを実施いたしました。
貴重なご意見と、
ご協力をいただきました皆さまには心から感謝申し上げます。
また、だれもが遊べる公園
を拡げる活動をされている
「みーんなの公園プロジェクト」のホームページより写真をお借りし、
アンケート
と供に一般質問の資料とさせていただきました。
お世話になりました皆さま、誠にありがとうございました。

関西無所属ネットワーク

6月議会の報告

お知らせ

2020年 4月〜8月

８月臨時議会にて補正予算が決定

手荒れ防止のハンドクリームや消毒液を入れるウェストポーチなどの経費として使える支援金の拡充をする。

●西宮市立中央病院の紹介状無しの場合の初診料の引き上げ（診療報酬改定のため）
科

歯

科

No.006

https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/shien̲kojin.ﬁles/corona-shien-0530.pdf

●児童福祉施設など、新型コロナウィルス感染拡大防止対策の拡充。50万円を上限にマスクや消毒液の他に、

行

政治のこと生活のこと困っていること。田中あきよと一緒に考えませんか？
西宮市議会議員

●新型コロナウイルス感染症に伴う 西宮市の給付金等各種支援

6月議会で議決した内容を一部抜粋でお伝え
します。

現
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AKIYO
News Letter

新型コロナウィルス感染症に伴う西宮市の給付金等各種支援について
西宮市のホームページ https://www.nishi.or.jp から、
「個人向け支援の情報について」
または
「事業者向け支援の
情報について」
をクリックし、
ご確認ください。
さらに８月補正予算で一覧表以外にも支援事業が増えています。
お悩みやご相談のある方は、
田中あきよまでご連絡ください。

昨 年 度 に引き続 き、今 年 度 も田 中あきよは
「教育こども常任委員会」の委員となりました。
そして初めて
「社会福祉審議会」
の委員を務める
ことになりました。

医

無所属
市民派

改定後

初診時

2,600円

5,000円

再診時

徴収していない

2,500円

初診時

2,600円

3,000円

再診時

徴収していない

1,500円

●「西宮市いじめ問題調査委員会」の委員報酬を日額12,400円から30分5,000円程度の報酬に変更する。

これまでの委員の報酬額は日本弁護士連合会の
「いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼
ガイドライン」
に照らすと低額であるため、
報酬を増額した。
」

西宮市では初めて
「いじめ第三者委員会を」立ち上げ、
いじめ案件１件について対応しています。

●高木小学校の南棟・体育館の改修工事と、甲東小学校北東棟の改修工事が始まります。

どちらも改修工事対象の建物にアスベストは含まれていないことを確認しました。
また、
とくに甲東小学校については、近隣の道路が狭く、大型工事車両の通行については、細心の注意を払って
ほしいという要望を伝えました。

●請願２件

＊新型コロナウィルス感染から妊婦と胎児を守るための施策の充実と強化に関する請願 全会一致で採択

国からの第２次補正予算の成立で、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充されました。
その補正
予算による支援策が練られ、
８月７日に臨時議会にて全会一致で西宮市の補正予算が可決しました。

（一部抜粋でお知らせします）

●公共の施設のトイレ等手洗い場に、自動水栓や網戸の設置。さらに学校園にはレバー式水栓の設置
●学校等の体育館に有圧換気扇の設置
●妊婦さんのウィルス検査補助や、里帰り出産を取りやめた方へのヘルパー利用などへの補助
●各学校への感染症対策・学習補償に係る必要経費の支援
●市民会館、なるお文化ホール、図書館３箇所にサーモグラフィカメラ導入
●図書館の自動貸出機の導入
●路線バス運行継続のための路線バス事業者への奨励金
●キャッシュレス決済ポイント還元、商店街お買い物券・ポイントシール事業など
●令和２年４月２８日から１２月３１日までに生まれた子どもに対する特別定額給付金
●障がいのある児童生徒のためのタブレット利用の支援装置
●市税や運動施設のキャッシュレス決済の導入

など、他にも感染症対策に関する支援策が決定いたしました。
これから９月議会も始まります。新たな政策が決まりましたら、通信やＳＮＳでお伝えさせていただきます。

＊特別定額給付金は４月２７日以降に誕生した赤ちゃんは対象外ですが、市が独自に何かしらの給付金を検討すべき
という内容です。
（8月補正予算で令和２年12月３１日までに誕生した赤ちゃんには５万円支給決定）

最新TOPICS
この
「田中あきよ通信NO.6」
と同時に、
号外版を発行しました。
そこに
「不登校支援先の一覧表」
を掲載しています。

＊３５人以下学級の着実な推進と、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充に関する請願 賛成多数で採択
＊先日７月２０日、政府の教育再生実行会議が行われ、ICTの環境整備と少人数学級の実現を求める意見が強く、
計画的な検討をしていくという発表がありました。少人数学級は感染症対策だけでなく、不登校が減るのではない
かという指摘もあり、来年５月をめどに提言をまとめるということです。

支援先の皆さまにご協力いただき出来上がった最新情報です。

西宮市内で、小中学校合わせて約800人の学校へ行けていない子どもたちがいます。高校生に関しては把握

できていませんが、
中退や転校する子は毎年何人かいます。

『不登校』
が問題ではなく、
『学校へ行けなくて困っている子がいる』
と言うことが問題です。
みんなが安心して学びを続けていけるように、
これからも活動していきます。

●決議１件
学校の休校措置による授業数確保のため夏休みを短縮して登校日が設けられています。
その登校日に簡易給食を
希望者には提供するということでしたが、
簡易給食の内容があまりにもお粗末なことから、
栄養面を考えたメニューにする
よう要望することを決議しました。
決議後、
教育委員会は、
簡易給食を通常の給食と同等の栄養となるよう品数を増やす
ことを決定しました。
そして、追加品目が
「ポールウィンナー１本か２本」
という笑えない結果になりました。
これは、教育委員会も様々な検討を重ねた結果の選択であったとのことですが、簡易給食であっても子どもたちの
栄養を考えた方向で準備していれば問題とはならなかったのではないかと思います。
TVニュースにもなっていましたが、
多くの問題点を残した結果となりました。
他にも議案がありましたが、
すべて議決いたしました。

「生きづらさ」
を、
自己責任ではなく社会の問題として市民の皆様と考えていきたいと思います。

ごあいさつ

今年の度重なる災害で、罹災されました皆さまや、いまだ病気やケガと
闘っておられる方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

市民の皆さまには、日ごろより様々にご支援ご指導いただきまして、誠にありがとうございます。
西宮市議会議員として活動させていただき二年目を迎えました。
現在、新型コロナウィルス感染症との闘いが、生活の中で大きな課題となっております。
完全収束となるにはかなりの時間がかかると予想される中で、議員として何ができるのか、
何をしなければならないのか、常に考えなければなりません。その指針となるのは、市民の
皆さまからのお声やご意見です。
これからもご忌憚なくご意見賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

6月議会

一般質問のご報告

5月29日より会派
「市民クラブ改革」
の一員となり、
一般質問をいたしました。
大きく3点の質問を行いました。
その概要についてお伝えいたします。
なお詳しい質疑内容は、
西宮市議会のホームページに動画配信がありますので、
ぜひそちらもご覧ください。

https://www.nishi.or.jp/nishinomiyashigikai/index.html
本会議インターネット中継

令和2年6月定例会

6月30日一般質問

田中あきよ

① 障がいがあっても無くても、
だれもが遊べる公園について
公園はだれもが遊べるところだと思われますか？
私は、
これまで、残念ながら公園について深く考えることはありませんでした。階段やトイレがバリアフリーに
なっているだけでも、
「やさしい公園だな」
と思っていました。
しかし、障がいのある人や、多数のお子さんを
ひとりで遊ばせている親御さん、高齢の方にとって、本当にバリアフリーで居心地の良い居場所になっているか
というと、
そうではないことに気づきました。車椅子でもブランコに乗れたり、
そのまま砂場で遊べたり、子ども
が外に飛び出さないように柵があったり、耳が聞こえなくてもわかりやすい表示があったり。
そんな公園なら
どうでしょう。
障がいと思われていることは、実は環境を変えると障がいでは無くなることがあります。
そして、地域でだれもが一緒に遊べるということは、幼い頃から一緒に育つという本当のインクルーシブ教育
（※）
につながるのではないでしょうか。
（※インクルーシブとは、
すべてを包み込むような、
包括的な、
と言う意味から、
障がいがあっても無くてもだれもが排除されない、
と言う意味で使われています）

【 自宅 】西宮市樋ノ口町１丁目１１−6 【 Tel & fax 】 0798-66- 4045
【 Email 】akiyo-tanaka@kishuken0122.sakura.ne.jp【 Twitter 】 @akiyotanaka1
【 Blog 】http://tanakaakiyo.info/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/
【 Facebook 】https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100010910193923
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田中あきよ

いまは公園の主役である
「あそぶ」
ということが全ての人に提供できていないため、
だれもが遊べるインクルーシブ
な公園が必要だという観点から質問をしました。
★★ 今回質問をするにあたって、
障がいのある方や保護者の方に、
公園についてアンケートを実施いたしました。
貴重なご意見と、
ご協力をいただきました皆さまには心から感謝申し上げます。
また、だれもが遊べる公園
を拡げる活動をされている
「みーんなの公園プロジェクト」のホームページより写真をお借りし、
アンケート
と供に一般質問の資料とさせていただきました。
お世話になりました皆さま、誠にありがとうございました。

