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現在、樋ノ口土地区画整理事業が進んでいます。今年の４月頃に土地区画整理組合が設立される予定で、
早ければ今年末には仮換地指定（土地の区画割の変更）が終わり、２０２２年には工事がスタートします。
（若干、時期の変更もあります）道路に面していない農地や、区画道路の不足、狭い道などの問題を解決
するための事業であり、樋ノ口地域をより住みやすい地域にすることが目的です。この事業で、道路
ネットワークを整備し、宅地利用に必要な街区形成を行い、現在よりも公園を広く確保できる予定です。

● 一般会計補正予算（第8号）11億2363万2千円を追加しました。
● 新型コロナ対策みやっこ元気寄附金※より、児童生徒を対象とした家庭学習等支援給付金が支給されました。
※新型コロナ対策みやっこ元気寄附金とは、市民や企業、団体の方からいただいた寄附金です。西宮市議会議員の給与を15％カット
　した金額と、市長、副市長、常勤監査委員、教育長および上下水道事業管理者の給与の一部も充当されています。
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❶ 9月定例会での補正予算

ご報告の内容は

歳入1,764憶円　歳出1,751憶円　53億円の貯金を取り崩し！？
平成30年度よりも歳入・歳出ともに増えています。家屋の新増築で固定資産税の収入はアップ！！したものの、その分、
国からの地方交付税（税金を自治体に分配）は減ってしまうという影響で、5年ぶりに財政基金（市の貯金）を53億円
取り崩しました。貯金が減ったわけです。そして、取り崩しを含めた実質収支は6億円の黒字となり、3億円は財政基
金へ戻し、残りの3億円は今年度の財源になっています。しかしながら、問題は来年度の予算です。感染症対策で
今年度の補正予算も12月末ですでに第10号まで組まれています。ちなみに令和元年度の補正予算は第5号までで
した。令和3年度の予算が議題となる次の3月定例会にもご注目ください <(_ _)>

❷ 令和元年度の決算

相談窓口はワンストップで継続していくべきであると考える。また、尼崎市のように民間のアウトリーチ支援を行っている団体
に委託して支援の強化が必要である。

こども未来センターでは、保護者からの相談を受ける中で、必要に応じて支援団体などについて情報提供を行っている。また、
チラシなどは自由に持ち帰ることができる状態にある。不登校児童生徒の支援の窓口が、こども未来センターであることを
周知するために、学校に広報できるものを貼りだすなど、今後も取り組みを進めていく。

意見のポイント！

こども未来センターに問い合わせをしないと情報を得られないのは、ネット社会においては情報提供としては不十分であると
考える。少なくともホームページに支援先一覧表があれば、安心につながると思う。相談の入り口となる学校現場の先生方に
も情報を届ける必要があり、引き続き情報提供については意見をしていく。

意見のポイント！

市民から請願書を提出する場合、紹介議員が必要となります。今回、初めてその紹介議員になりました。
請願が受理されると委員会に付託され、審査されます。そこでの請願内容の趣旨説明と、質疑に対する
答弁は基本的に紹介議員が責任を持って行い、賛成多数となれば、本会議で採決されます。請願自体
は採択となりホッと胸をなで下ろした次第です。

初めて請願の紹介議員に

　➡➡ 情報提供の必要性
子どもが登校できなくなると少なからず保護者は動揺し、不安が大きくなる。保護者の精神状態は子供への影響も大きく、まずは
保護者への支援として、西宮市内の不登校児童生徒の支援先一覧表※の配布などの情報提供が必要だと考えるが、市の考えは。
※田中あきよ通信号外版に支援先一覧を掲載

市の答弁

❹  不登校児童生徒の保護者の支援について

「精神保健医療福祉の改善を求める意見書」を国に上げることを求める請願

　➡➡ アウトリーチの支援
アウトリーチの支援を強化するために、民間の団体に委託することで、プロの手を借り、支援を継続できる環境が必要だと
考えるが、市の考えは。

現在、必要に応じて他の関係機関、民間事業者等について情報提供を行っている。引き続き、課題解決にむけ支援していく。

市の答弁

昨年は新型コロナウィルス感染症が様々なところに影響し、これまでの価値感をすっかり変えて
しまう恐怖を感じました。その恐怖が、冷静な判断力を鈍らしてしまうことが一番の恐ろしさで
あり、「コロナだから」の一言で何もできない世の中にはしたくないという葛藤の一年でした。
今年は、感染症はもちろん戦争や争いがひとつでも無くなるよう世界平和を願います。
そして、生きづらさを声に上げにくい方々の思いを市政にとどけられるよう、今年も活動して参ります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

２０２１年　世界の人々にとって一日も早く安心で安全な日々が訪れますように。

令和２年３月、入院患者を虐待したとして神戸市西区の神出病院の看護師ら６人が逮捕されました。同４月に
厚生労働省が実施した調査では、精神科病院でこの５年間に看護師等による虐待が疑われる事例は全国で
７２件あるとの結果が出ました。これはもはや、個々の精神科病院の問題ではなく、国内の精神科病院すべて
の問題です。すべての人の人権が尊重され、誰もが、地域社会の中でその一員として安心して暮らし続けられる
よう、患者・利用者本位の精神保健医療福祉の改革が必要です。
（７項目の要望を上げて、国への意見書となりました。市議会ホームページに全文あり→本会議→意見書・決議→意見書第１４号）

樋ノ口土地区画整理事業について

【 Email  】 akiyo-tanaka@kishuken0122.sakura.ne.jp
【 Homepage  】http://tanakaakiyo.info/ 
【 Blog  】 https://tanakaakiyo.exblog.jp 【 Twitter  】   @akiyotanaka1 
【 Facebook  】 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010910193923   
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これまでの活動やこれからやりたいことなど
満載のホームページです。ぜひご覧ください！！
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西宮市の産後ケア事業は、「助産師の派遣」「産婦健康診査の助成制度」「zoom相談」「里帰り出産をあきらめた産婦
さんへの育児支援サービス」「産後のヘルパー派遣」など充実していると思うが、さらに出産直後にほしいサービスが
ある。産後の母子で宿泊することができるショートステイと、日帰りのデイサービスである。産後の生活で支援者がいない
産婦は、退院直後から育児と家事で体も心も休ませることができない。産後うつや自死の原因になることもある。西宮市
ではこれまで、ショートステイを受け入れられる病院が少なく、市としても取り組めずにいたが、明和病院が支援をスタート
されたこともあり、今後、産後ケア事業の一つとして、ショートステイやデイサービス利用者に対して、補助金が必要だと
考えるが、市の考えは。

補助金の支給は考えていないが、アウトリーチ型の訪問による支援と同様に、
ショートステイやデイサービスについても、低価格での実施を検討していく。

産後のケアが不十分なまま子育てをしている女性の中には、孤立を深め、自尊心が下がり、家庭不和となってしまう場合
もある。できるだけ多くの手で子供を育てていくという観点で支援を充実させてほしい！！

「こども支援局」と「教育委員会」が行っている事業
について、10項目の質疑をしました。赤ちゃんから高校生
まで、時には大学生も対象となる事業について、質疑
をし、子供たちが取り残されることがないように要望
しました。

❸ 教育子ども決算特別委員会

議員となり4回目の一般質問をしました。今回はなんと持ち時間が78分！！（一人26分を会派人数6人で掛けて、質問者
２人で分けると長時間に！！）動画配信とブログにも内容をアップしています。ぜひご覧ください。

　➡➡ 武庫川氾濫時の洪水非難について
近年の想定外の災害を考えると、日ごろから防災について考えておかねばならない。西宮市には、津波避難ビルはあるが、
武庫川氾濫時の避難ビルはない。また私の地元、樋ノ口地域に関しては学校以外に公共の建物がなく、大きな建物と
いえばマンションや市営・県営住宅になる。こういった地域の避難行動や避難先についてはどのように考えていけば
よいか、市の見解は。

❹ 12月定例会の一般質問

西宮市議会HP⇒本会議インターネット中継⇒令和2年12月定例会⇒12月7日一般質問⇒田中あきよ

❶ 防災について
❷ 産後のケアについて
❸ 社会に出にくい人への支援について
❹ 不登校児童生徒の保護者の支援について

市の答弁

市の答弁

日ごろから地域防災に力を入れることで、ご近所どうしが顔見知りとなり、障害のある方やお子さん、一人暮らし
の方ともつながりを持てるということが重要である。

意見のポイント！

❶ 防災について

市の答弁

❷  産後のケアについて

意見のポイント！

　➡➡ 若者のひきこもり対応の相談窓口の設置
ひきこもりといわれる人たちの人数の推計は、15歳から39歳で54.1万人。40歳から64歳で61.3万人といわれている。
合わせて約115万人。西宮市の人口割で考えると約4500人のひきこもりの人がいる計算になる。特に若い人でひき
こもり状態にある人は、不登校から卒業後も居場所がなく自宅にこもってしまう場合がある。西宮市では18歳までの相
談窓口はこども未来センターで、それ以降は保健所となる。窓口や担当者が変わることはデメリットが大きいと考えら
れる。そこで、若者のひきこもり対応の相談窓口を設置し、年齢や条件で振り分けるのではなく、門戸を開いた切れ目のな
い相談窓口を設置することが必要だと考えるが、市の考えは。

保健所や各保健福祉センターでは、対象者の年齢にかかわらず、精神科医師や保健師等による「精神保健福祉相談」、臨床
心理士による「こころのケア相談」などで対応し、さらに「ひきこもり青年の家族交流会」を開催している。相談者の
身近な窓口が相談を受け、連携しいているため、引き続き課題解決に向け対応していく。

市の答弁

❸  社会に出にくい人への支援について

今年度、自主防災活動がしやすくなるために、地域での活動の仕方、啓発のポイントやノウハウなどをわかりやすく紹介し
た手引きを作り、地域に提供した。また、地域からご相談があった場合にはアドバイスをしている。今後さらに活動事例な
どを共有できる仕組みを設けたいと考えており、地域活動をしっかりと支えていく。

公共施設がない地域では、どうしても避難にいとまがない場合に、近くの公営住宅や民間の施設・マンションなどへ緊急
的に非難することもやむを得ないと考えられるが、そのためには自治会や自主防災組織などが中心となって、地域で
良好な関係づくりを進めていただくことが重要であると考える。

　➡➡ 地域防災を進めるための市としての対応
災害に強いまちづくりは、防災訓練が非常に重要だと考えるが、地域によって避難行動の課題は違ってくる。西宮市に
は２２６もの自主防災組織があり、地域防災を考えると、行政に頼るだけでなく自主防災会や自治会などの活動が有
効であると考える。しかしながら、地域の課題に沿った防災訓練を実施しようとしたとき、まずどこから準備し、ど
すれば多くの住民にかかわってもらえるのか、ノウハウを知りたいという地域も多くあるのではないか。そういった地域
に対して、市はどのようなかかわりをしているのか。

（西宮市議会のホームページから議事録を読むことが
　できます。ぜひご覧ください）

一般質問
４つの質問

いざというときの安否確認手段

防災情報がたくさん
「西宮防災ガイド」

考えていますか？
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効であると考える。しかしながら、地域の課題に沿った防災訓練を実施しようとしたとき、まずどこから準備し、ど
すれば多くの住民にかかわってもらえるのか、ノウハウを知りたいという地域も多くあるのではないか。そういった地域
に対して、市はどのようなかかわりをしているのか。

（西宮市議会のホームページから議事録を読むことが
　できます。ぜひご覧ください）

一般質問
４つの質問

いざというときの安否確認手段

防災情報がたくさん
「西宮防災ガイド」

考えていますか？
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❻ 最新トピックス　樋ノ口土地区画整理事業

Topics最新

現在、樋ノ口土地区画整理事業が進んでいます。今年の４月頃に土地区画整理組合が設立される予定で、
早ければ今年末には仮換地指定（土地の区画割の変更）が終わり、２０２２年には工事がスタートします。
（若干、時期の変更もあります）道路に面していない農地や、区画道路の不足、狭い道などの問題を解決
するための事業であり、樋ノ口地域をより住みやすい地域にすることが目的です。この事業で、道路
ネットワークを整備し、宅地利用に必要な街区形成を行い、現在よりも公園を広く確保できる予定です。

● 一般会計補正予算（第8号）11億2363万2千円を追加しました。
● 新型コロナ対策みやっこ元気寄附金※より、児童生徒を対象とした家庭学習等支援給付金が支給されました。
※新型コロナ対策みやっこ元気寄附金とは、市民や企業、団体の方からいただいた寄附金です。西宮市議会議員の給与を15％カット
　した金額と、市長、副市長、常勤監査委員、教育長および上下水道事業管理者の給与の一部も充当されています。

2020年 9月～2021年 1月

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？
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❶ 9月定例会での補正予算

ご報告の内容は

歳入1,764憶円　歳出1,751憶円　53億円の貯金を取り崩し！？
平成30年度よりも歳入・歳出ともに増えています。家屋の新増築で固定資産税の収入はアップ！！したものの、その分、
国からの地方交付税（税金を自治体に分配）は減ってしまうという影響で、5年ぶりに財政基金（市の貯金）を53億円
取り崩しました。貯金が減ったわけです。そして、取り崩しを含めた実質収支は6億円の黒字となり、3億円は財政基
金へ戻し、残りの3億円は今年度の財源になっています。しかしながら、問題は来年度の予算です。感染症対策で
今年度の補正予算も12月末ですでに第10号まで組まれています。ちなみに令和元年度の補正予算は第5号までで
した。令和3年度の予算が議題となる次の3月定例会にもご注目ください <(_ _)>

❷ 令和元年度の決算

相談窓口はワンストップで継続していくべきであると考える。また、尼崎市のように民間のアウトリーチ支援を行っている団体
に委託して支援の強化が必要である。

こども未来センターでは、保護者からの相談を受ける中で、必要に応じて支援団体などについて情報提供を行っている。また、
チラシなどは自由に持ち帰ることができる状態にある。不登校児童生徒の支援の窓口が、こども未来センターであることを
周知するために、学校に広報できるものを貼りだすなど、今後も取り組みを進めていく。

意見のポイント！

こども未来センターに問い合わせをしないと情報を得られないのは、ネット社会においては情報提供としては不十分であると
考える。少なくともホームページに支援先一覧表があれば、安心につながると思う。相談の入り口となる学校現場の先生方に
も情報を届ける必要があり、引き続き情報提供については意見をしていく。

意見のポイント！

市民から請願書を提出する場合、紹介議員が必要となります。今回、初めてその紹介議員になりました。
請願が受理されると委員会に付託され、審査されます。そこでの請願内容の趣旨説明と、質疑に対する
答弁は基本的に紹介議員が責任を持って行い、賛成多数となれば、本会議で採決されます。請願自体
は採択となりホッと胸をなで下ろした次第です。

初めて請願の紹介議員に

　➡➡ 情報提供の必要性
子どもが登校できなくなると少なからず保護者は動揺し、不安が大きくなる。保護者の精神状態は子供への影響も大きく、まずは
保護者への支援として、西宮市内の不登校児童生徒の支援先一覧表※の配布などの情報提供が必要だと考えるが、市の考えは。
※田中あきよ通信号外版に支援先一覧を掲載

市の答弁

❹  不登校児童生徒の保護者の支援について

「精神保健医療福祉の改善を求める意見書」を国に上げることを求める請願

　➡➡ アウトリーチの支援
アウトリーチの支援を強化するために、民間の団体に委託することで、プロの手を借り、支援を継続できる環境が必要だと
考えるが、市の考えは。

現在、必要に応じて他の関係機関、民間事業者等について情報提供を行っている。引き続き、課題解決にむけ支援していく。

市の答弁

昨年は新型コロナウィルス感染症が様々なところに影響し、これまでの価値感をすっかり変えて
しまう恐怖を感じました。その恐怖が、冷静な判断力を鈍らしてしまうことが一番の恐ろしさで
あり、「コロナだから」の一言で何もできない世の中にはしたくないという葛藤の一年でした。
今年は、感染症はもちろん戦争や争いがひとつでも無くなるよう世界平和を願います。
そして、生きづらさを声に上げにくい方々の思いを市政にとどけられるよう、今年も活動して参ります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

２０２１年　世界の人々にとって一日も早く安心で安全な日々が訪れますように。

令和２年３月、入院患者を虐待したとして神戸市西区の神出病院の看護師ら６人が逮捕されました。同４月に
厚生労働省が実施した調査では、精神科病院でこの５年間に看護師等による虐待が疑われる事例は全国で
７２件あるとの結果が出ました。これはもはや、個々の精神科病院の問題ではなく、国内の精神科病院すべて
の問題です。すべての人の人権が尊重され、誰もが、地域社会の中でその一員として安心して暮らし続けられる
よう、患者・利用者本位の精神保健医療福祉の改革が必要です。
（７項目の要望を上げて、国への意見書となりました。市議会ホームページに全文あり→本会議→意見書・決議→意見書第１４号）

樋ノ口土地区画整理事業について

【 Email  】 akiyo-tanaka@kishuken0122.sakura.ne.jp
【 Homepage  】http://tanakaakiyo.info/ 
【 Blog  】 https://tanakaakiyo.exblog.jp 【 Twitter  】   @akiyotanaka1 
【 Facebook  】 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010910193923   

FacebookBLOGH.P. Twit ter

これまでの活動やこれからやりたいことなど
満載のホームページです。ぜひご覧ください！！

　【発行】 田中あきよ 　　【事務所】  西宮市樋ノ口町1丁目11-12-105　　　【Tel】  090-6377-9253 


