まちづくり提案箱へのご意見について（令和２年２月分）
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投稿日

内
容
要
旨
回
尼崎市の市役所やサービスセンター職員の対応が悪い。特に阪神尼 ＜関係部署へ情報提供＞
崎サービスセンター所長や派遣職員の対応が悪く、申請書の内容確
2月1日 認で何時間も待たされる。各サービスセンターには委託先の責任者を
配置するなどの体制をとってほしい。

答

要

旨

担当課
阪神尼崎
サービス
センター

南塚口町3丁目の道路のアスファルト表面が骨材が露出してでこぼこ
になっている。ここは30年以上舗装等補修がされた記憶がない。市道
を補修するための予算はどの程度確保されているのか、また、市道の
2月1日 舗装状態についてどの程度の寿命を想定しているのか。

【回答】道路の舗装等補修に関する予算は、年間約2億7千万円である。市内の
幹線道路は、舗装の耐用年数をおよそ20年間に設定した補修計画を策定の上
計画的に補修を実施しているが、その他の生活道路に関しては、道路パトロー
ル及び市民の方からの要望や通報を受け、現地確認の上維持補修を行ってお
り事後保全的な対応となっている。今回要望をいただいたので、一度現地を確
認させていただくことに協力いただきたい。

市報あまがさき2月号の名和小学校の記事で「ゴミの始末と活用」とい
う教育をしているとあったが、肝心の名和小学校自体が北校舎北側に
2月1日 ごみを貯め放置している。特に大量放棄されたブラウン管テレビの腐
食具合は見るに堪えない。

【回答】名和小学校の校長に確認したところ、ご指摘のとおりブラウン管テレビ等
を北校舎北側に置いているとのことだった。今後は、市教委として、学校の家電
リサイクル廃棄について検討していく。また、廃棄までは、周囲の景観への配慮 学校教育課
や児童の安全確保のため、ブルーシートにて養生することを校長と確認した。

市報の表紙にパートナーシップ宣誓制度がスタートしたことが掲載さ
れていた。今住んでいる尼崎市でこのような取り組みが行われている
2月2日 ことを嬉しく思った。今後も性に関することに限らず、個々人が思うよう
に暮らしていけるような市にしていってほしい。

【回答】早速記事をご覧になりこのような応援メッセージをいただき嬉しく思う。
今後とも、多様性を認め合うとともに、自己実現に向けて生きる力や喜びが感じ
られる社会の実現を目指し取り組みを進め、ホームページ等でも周知をしてい
く。

昨年12月、隣の家の解体工事後に汚水桝が割れて土が排水管に流
れて、末端の市が管理している接続桝まで流れているのを確認したの
で、写真をもって上下水道庁舎に行った。下水担当から、工事業者に
連絡してほしい旨を伝えても、接続桝が詰まらないと対応ができないと
2月2日 のことだった。1月に配管業者が来ていたので改善をお願いしたところ
すぐに対応してくれ、詰まりは解消したと思うが、下水道担当者の対応
に納得がいかない。

【回答】一般に、下水道本管への取付管と接続桝の維持管理は市が行い、民地
側に設置してある接続桝までの排水設備は個人が維持管理することになってい
る。今回の建物解体に伴って発生した土砂流入については、撤去しきれず残存
している中間桝からのものであることが写真からわかるが、接続桝への土砂堆
積は確認できず直接的な被害が確認できなかったため被害があったとして市か 下水建設課
ら建築業者へ強く行政指導等できないと説明した。しかし、残存している中間桝
から物理的に土砂流入の可能性があることから、建築業者へ申し入れをさせて
いただいた。職員の対応については、ご不満など行き違いがあり大変不快な思
いをしたことと思うが、対処の仕方についてはご理解いただきたい。

通院でよく利用する阪神武庫川駅横の歩道は、道幅が狭く、「自転車
は降りて通るように」や「接触事故多発」との張り紙をしているが、猛ス
ピードで通過する方が多くいる。通るたびに危機感を覚える。この歩道
が安全な歩道となるよう切に願う。

【回答】阪神武庫川駅横の歩道は、阪神電気鉄道㈱の占用部分であることか
ら、同社に意見を伝えたところ、自転車利用者に向けた貼紙を掲示しているほ
か、歩道上を定期的に巡回し危険な運転をする自転車利用者には警告してお
り、今後も引き続き取り組んでいくとの回答であった。
市としても、自転車利用者の交通ルール遵守やマナー向上に向け、自転車事故 協働推進課
(生活安全
が多発している場所などで、道路交通法違反の恐れのある自転車利用者に対
課、道路課)
し、自転車安全適正利用指導を実施している。
なお、歩道の拡幅については、先述のとおり同社の占有部分であることから、市
としては対応できず申し訳ないが、武庫川駅の駅員に直接ご意見を伝えていた
だきたい。

2月3日

道路維持
担当

ダイバーシ
ティ推進課

№
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投稿日

内
容
要
旨
田能の農業公園に危険な場所があるので、早急な修繕をお願いす
る。
場所は竹林の南西部分で、台風で倒れた大木によりフェンスが大きく
2月4日 破損したままになっており、大木の切り株も土手から転げ落ちそうに
なっている。また、そばの石段も一段が崩れており、土手の上にある
石碑も崩壊している。市の財政が厳しいとは思うが、安全安心に係る
予算は優先的に確保してほしい。

回
答
要
旨
【回答】農業公園は、昨年度の台風により100本近い倒木、竹林外周のフェンス
倒壊などの大きな被害を受けた。直後の補正予算により行った復旧工事では、
園路を寸断したり緊急を要する危険な倒木の処理や折れて散乱した枝葉の撤
去にとどまり、大木の切り株撤去やフェンス、石碑の修繕までは至っていない。
財政事情もあるが、来園者が安心して利用できるよう切り株撤去等は今年度中
に行うほか、順次復旧を進めていく。

①害虫駆除や住宅リフォームの会社設立にあたり、補助金や助成金
等の制度はあるか。
②害虫駆除や住宅リフォームを依頼した側が受けられる補助金や助
成金があるのか。
③精神障害者に高速道路の割引などのサービスはあるのか。

【回答】
①②本市では、現在創業にあたっての直接的な助成制度はないが、創業される
方に対し、セミナーや相談会などの支援を行っている。また、創業や事業に関す
る情報収集や知識の習得などを支援する創業支援オフィスアビーズを運営して
いる。兵庫県でも移住・起業にあたっての様々な支援を実施しているので、支援
制度の冊子を送付する。なお、本市では一定の案件を満たした住宅に対し、補
助事業を実施しているので参考にチラシを送付する。害虫駆除については、駆
除をする専門業者を市のホームページで紹介しているが、助成制度等はない。
③精神障害者保健福祉手帳を所持する方への高速道路の割引は現時点でな
い。なお、移動に関する支援として、本市では、精神障害者保健福祉手帳を所
持する方が尼崎市内を走る公共の路線バスに乗車することができる特別乗車
証を交付している。

先日水堂公園の改修工事の意見に回答をもらったが、その後利用し
た時もガラス片が砂場にあった。また、砂場内に金属やコンクリート片
もあり、砂も硬くて掘れないので、実際の状況は改善されていない。す
べての人が安心して使える状況にしてほしい。

【対応】2/6夕方に職員3名で砂場（プレイウォールの西側約2/3）をふるいにか
け、混じっていたガラや異物を取り除いた。2/7は朝から残りの1/3のふるいがけ
とプレイウォール東側の表層部分（砂）を撤去作業をすることを投稿者に連絡
し、作業状況の確認を依頼するとともに、プレイウォール東側は以前地元との協
公園維持課
議で真砂土を入れている旨を伝えた。
4人で作業しているところへ投稿者にお越しいただき、作業内容と状況を説明し
午前中の作業を終えた。その後、全ての作業を終えてから投稿者に連絡し、明
日には遊べるようになると伝え、お礼の言葉をいただいた。

我が子に自閉症スペクトラムがあり現在は小学校の支援学級でお世
話になっている。その子が幼稚園に入るとき、市内の幼稚園は障害が
あることを理由に断られたが、伊丹市の幼稚園は受け入れてくださっ
た。近隣の市とで差があるのに驚いた。
2月6日 「いくしあ」ができたことを嬉しく思っているが、障害児の子育てがしや
すくなるよう細やかな改善を願っている。

【回答】子育てに悩みや困りごとをお持ちにも関わらず、周囲に気軽に相談や助
言を受けられる環境にない保護者を支援するために、昨年10月に子どもの育ち
支援センター「いくしあ」を開設した。「いくしあ」では、子育ての不安など身近な
子育て相談から発達相談など専門的な相談まで、相談員が悩みなどを丁寧に こどもの育ち
聞き取り、情報提供や助言、解決イメージを共有する中で、必要に応じて関係・ 支援センター
専門機関と連携して課題の解消に努めていく。支援が行き届かないこともあると
思うが、さらに経験を重ねる中で市民の皆様に信頼される施設となるよう努めて
いくので、ぜひ相談いただきたい。

4月入所の保育所利用調整について、転園をしなければ体調不良でう
つ状態が悪化するとの診断書を提出したが反映されていない。診断書
提出の際は加味するとあった。診断書の内容を鑑みない理由を回答
2月6日 いただきたい。

【回答】本市では、利用調整を「令和2年度尼崎市保育施設等利用調整基準」に
基づき行っている。保育を必要とする事由の一つに「疾病・障害」がありその事
由に該当する場合は、提出される診断書の内容により点数を加算する場合があ
る。投稿者の場合、「居宅外労働」の事由で認定し既に保育園へ通っているた
め、提出された診断書により新たな加点はできないものである。ご理解いただき
たい。

2月5日

2月5日

担当課

農政課

協働推進課
(住宅整備課
経済活性課
疾病対策課
生活衛生課)

こども入所
支援担当

№

12

投稿日

内
容
要
旨
回
答
要
旨
昨年、市有地と私有地の境界明示復元について相談をさせていただ 【対応】土地の境界にあった境界プレートが無くなったので、元通り復元するた
き、明示いただけると回答をいただいているが、まだ作業してもらえて め、境界を定めた当時の資料を調べている。投稿者のほか近隣住人とも調整が
必要なため、時間を要することを本人に連絡済み（2/28）。
2月6日 いないので、連絡した。
その後4/5に境界杭復旧工事完成後、投稿者に現場立会していただき、完了し
た。
インフルエンザワクチンの乳幼児や就学児の負担軽減をお願いした
い。乳幼児などの子どもも高齢者と同様重症化しやすいことに加え、
子どもは2回接種が必要なので負担が大きい。子育て世代や子どもの
ことを考えた制度をお願いする。

13

2月8日

14

武庫之荘北口駅前において、ほぼ毎日午前8時頃から、市議会議員、
政党が活動している。ロータリーに党ののぼりを立てて拡声器での演
説や朝の挨拶運動、チラシの配布を行っている人もいる。この活動は
2月9日 法令に違反していないのか。好むと好まないにかかわらず、毎日特定
の政党の挨拶や主張を聞かないと通学通勤ができない状況は公共機
関の私物化のような気がするがどうか。

15

16

17

担当課

道路維持
担当

【回答】現在、予防接種法により高齢者はインフルエンザの定期予防接種の対
象となっているため、本市では一部の費用を負担している。一方乳幼児につい
ては、定期予防接種の対象ではないため、本市独自で費用助成を行うには、多
額の費用を要することから本市の財政事情では困難であると考えている。
感染症対策
インフルエンザ予防接種に重症化予防の効果はあるが、必ずしも感染を防ぐも
担当
のではないことから、外出後の手洗い、十分な休養とバランスの取れた栄養摂
取、人込みへの外出を控え、マスクをするなど感染予防に努めていただければ
と思う。
【回答】武庫之荘駅前の政治活動について、公職選挙法の規制を受けるのは選
挙期間中のみとなっており、平常時の政治活動については政党その他の政治
団体において規制を受けるものではない。従って、政党名ののぼり及び拡声器 選挙管理委
の使用については規制されず、政治活動用のビラ配布も同様である。
員会事務局

難波小学校と中央中学校の入学説明会に参加したが、両校ともPTA
について任意加入の団体であるという説明がなかった。また会費が自
動引き落としであることについても保護者の意思を確認するような説
明はなかった。PTA会費の徴収を学校が代替して行う場合は保護者
2月11日 への説明と同意が必要なのではないか。このような運営をしている
PTAには加入したくない。PTA問題について市として取り組まないの
か。

【回答】PTAへの加入は任意であり、強制ではない。またPTAの運営に関しては
十分な説明により会員の皆様に理解を得る必要がある。PTAは任意団体であり
行政からの指導権限はないが、改めて教育委員会、PTA連合会、学校のPTAで
協議を行い対応をさせていただく。
PTA活動は、子どもたちの健やかな成長を願い、保護者、学校が連携し、地域ぐ 社会教育課
るみで子供たちの育ちを支える意義深いものである。また、保護者の皆さまの献
身的な努力と協力により活動が支えられていることに、教育委員会としても感謝
している。

ご存じのとおり、中国湖北省はコロナウイルスの猛威に攫われてい
る。
中国で発生した新型肺炎の感染拡大に関し、全国的に医療用の防護
2月11日
服、マスクが不足している。姉妹都市の貴市が備蓄の防災品を多少で
も寄贈支援していただくよう検討してほしい。

【回答】鞍山市の担当者とは既に連絡を取り合っており、鞍山市が購入を希望し
ている医療物資の提供先を探したが、どこも在庫切れ、納期未定という状況で
あった。この結果は鞍山市に連絡済みである。今後も引き続き業者に連絡を取
りながら、医療物資の確保に努めたいと考えている。

①尼崎市を大阪都に編入してはどうか。上下水道・河川管理・制度上
など問題があるのは承知で大阪市民と尼崎市民で福祉サービスの差
が大きいので、課題として検討してはどうか。
②阪急の武庫川駅新設は、西宮側は真剣に検討しているが尼崎市は
2月12日 金がないと検討していない。真剣に実現性を検討すべきだ。

【回答】①大阪都構想については、大阪府と大阪市による二重行政を解消するこ
とを目的としたものであり、尼崎市が大阪都に編入する考えはない。引き続き、
尼崎市としてより良いまちづくりを目指し、様々な課題解決に向け取り組んでい
く。
②武庫川周辺阪急新駅については、兵庫県、西宮市、阪急電鉄㈱及び本市で 都市政策課
構成する四者検討会において、新駅設置による影響や効果などのシュミレー
ションや意見交換を行っている。本市が抱える様々な政策課題の中での本事業
の優先順位について検討しつつ、引き続き四者検討会に参画して調査・研究を
進めていく。

文化振興
担当

№

18

19

20

21

22

投稿日

内
容
要
旨
都市開発においてあまり住民の意見を優先せずに本市の将来を考え
てほしい。常光寺小の跡地は側にリクルートの住宅があるのに戸建て
の住宅は管理も十分でなく環境改善にならない。ぜひ良好な住宅地を
維持してほしい。都市開発は、その後の管理もしっかりした大手ディベ
ロッパーを活用しなければよくならないので、民間に任せて市が再開
2月12日 発するのは待った方がよい。

担当課
回
答
要
旨
【回答】本市では、都市計画マスタープランにおいて、分野別や地域別のまちづ
くり方針を示すだけでなく、地区の特性に応じた住環境の保全・形成を図るた
め、土地利用転換を伴う開発については、周辺の住環境との調和が図られるよ
う適切に誘導する、という方針を示している。
協働推進課
常光寺小学校の場合は、一般から選出した市民委員会を設置しその跡地活用
（都市計画
について検討を行い一定の方向性を定めた。当時市民委員会からは、この地を 課、大規模市
人口減に対処するため良好な住宅開発が望ましいという意見をいただき、市で 有地活用担
当）
はこの意見を尊重したうえで土地活用方針を設定している。その後、この方針に
基づき、提案競技による業者選定を行い、学識者等で構成する選定委員会で審
査し、より良い提案をいただいた業者に売却し開発を任せたものである。

尼崎市には尼崎の森中央緑地公園のような大きな公園がたくさんある
が、堺市や泉佐野市、大東市のように無料で使えるドッグランが全くな
い。これらのドックランは毎週末多くの人でにぎわっており、イベントご
2月13日 とも行われている。昔のように、糞の始末をしないようなマナーの悪い
方もいないように思う。地域活性化のために検討してほしい。

【回答】本市でも過去に魚釣り公園においてドッグランを試験的に運用し、その
結果から多くの整理すべき課題を得られた。これらの課題を踏まえて試験的運
用を再度実施していく予定としているが、平成30年度の台風被害による施設復
旧対応等により実施できていない状況である。施設復旧後、再度試験的運用を
実施し、その結果に基づき本格運用について検討していきたいと考えている。

築地5丁目の交差点が43号線へ向かう片側一方通行となっている。何 【回答】片側一方通行を両側通行にしてほしいという交通規制等に係る意見につ
故両側通行ではないのか。夏の神輿の時期には、43号線から築地に いては、兵庫県警察署の管轄であり尼崎市では対応できない。本市からも警察
入る際、迂回するために集会場の裏を通ることになるが、神輿を手入 署へ伝えるが、投稿者からも直接警察署へ連絡していただきたい。
協働推進課
2月13日
（道路課）
れする方々で道が塞がっていることがある。道幅は歩道を削れば確保
できると思うが、何か意味があっての片側通行なのか。
兄が他市で生活保護を申請し1月に認可された。その後、尼崎市に
引っ越すことになり家主から敷金を受け取ったが、生活保護申請の際
に伝えていなかった。そのことを後日知った尼崎の担当者から、市が
認可を取り消すか、生活保護申請を取り下げるかの二択しかないと言
2月14日 われて認可取下げの念書を出した。今回の対応で、当該他市からの
保護申請は継続し、一時金を受け取った翌月から生活保護費を一時
停止という対応でよかったのではないかと思う。

【対応】投稿者に①～③について説明し了解をいただいた。
①他市で保護受給していたため転入後尼崎市で受給予定だったが、予定外に
早く敷金返戻金を受領していることが判明し、その扱いについて当該他市と調整
した結果、尼崎市で収入認定した。②少額であれば予定通り移管ケースとして
北部保護
開始する予定であったが、返戻金額が30万円と高額であり、年金も受給してい
第1担当課
るので、保険料を勘案しても6か月以上保護を要しないため、保護開始及び停止
の対象にならない。③今後、臨時出費などで予定より早く消費した場合には、困
窮した時点で再度申請していただきたい。

今朝福祉医療課で障害者医療費受給者証を受け取ったが、その時の 【回答】ご来庁の際、不快な思いをさせてしまい申し訳なかった。今後このような
ことのないよう、市民の皆様にご満足いただける行政サービスの提供により一
2月18日 女性職員の対応がひどかったので、何とかしてほしい。
層努めていく。
5歳児健診の義務化をお願いしたい。発達特性のある子供が適切に
診断されず、小学校に上がってから苦労している。発達特性を早く知
ることで親の虐待も減り、不登校や引きこもりも減ると思う。
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動物愛護
センター

2月19日

【回答】令和元年10月に開設した子どもの育ち支援センター「いくしあ」は、児童
虐待や不登校、教育相談、発達特性など日々の暮らしの中で課題や困難を抱
える子どもたちと子育て家庭に寄り添い、支える総合施設である。医師や保健
師、心理士等の専門職による発達相談では、子どもの観察や保護者からの聞き
取り、心理検査の実施など時間をかけて対応し、学校や医療機関とも連携し、現
在までに100人を超える相談に応じている。また、年中児、年長児のいる家庭へ
のチラシの配布や出前講座の実施などにより周知啓発に努めている。5歳児健
診の義務化はしていないが、保護者の子どもへの理解や気づきを促し寄り添
い、支える取組を進めていく。

福祉医療課

発達相談
支援課

№
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25

26

投稿日

担当課
内
容
要
旨
回
答
要
旨
尼崎市がある団体の後援をしていることについて、疑義があるため、 【回答】当該団体の後援については、「尼崎市の後援名義の使用の承認等に関
後援開始に至った経緯や事業の実施方法等について教えてほしい。 する取扱要領」に基づき、後援名義の使用承認を行っているところである。
その他の質問については、本市ではお答えしかねるので、直接当該団体へご確 協働推進課
2月19日
認いただきたい。

猪名寺1丁目の市道で、普通自動車は離合できるが消防車等の大型
車が通行できない場所がある。地域住民は、大規模な火災発生時の
消火活動に支障があることを危惧し市道拡幅を切望している。先日同
2月19日
地において土地取引が発生し分筆されたと聞くが市道拡幅に必要な
土地に構造物ができないよう対処してほしい。

【回答】猪名寺1丁目地内の市道に関して、市の財政上の都合もあり道路拡幅の
予定はないが、建築基準法により前面道路の幅員は4m以上確保することが定
められており、当該道路に面して建築を行う際には、道路中心線から2mの位置
まで敷地を後退するよう指導している。

尼崎市には公園は多いが綺麗に舗装された開けた場所がないので、
スケートボードの練習場所に悩んでいる。一方、近所の住宅街の路上
で若い男性たちがたむろしてスケートボードをしており、騒音や話し声
2月23日 など迷惑に感じている。大物公園にスケボーパークを作ってはどうか。
1か所専用の場所を作れば、路上での事故や近所の騒音被害も回避
できるのではないかと思う。

【回答】スケートボード場の建設については、従前より類似したご意見をいただい
ているが、現時点では市内の公園にスケートボード場を建設する予定はない。
今後の事業計画に関する貴重な意見としていただく。また、路上でのスケート
ボード等の迷惑行為については、道路交通法における禁止行為に該当すると思 公園維持課
われるので、警察へ相談していただくようお願いする。公園内でのマナーや迷惑
行為等については、ご相談いただければ、啓発・看板設置等の対応を検討させ
ていただく。

土地の価格上昇の影響で固定資産税が上がったという事業者の
ニュースを見た。どうして上げるのか、一生懸命仕事をしている人から
仕事を奪うのか。この土地は住宅には向かず線路の前で価値も少な
いと思う。

【回答】個別の土地にかかる固定資産税や評価額については、個人情報にあた
るため所有者以外の方に教えることができないので了承いただきたい。大前提
として、固定資産税は資産の所有者の方に資産の評価額に応じて負担いただく
税であり、土地の評価が上昇すれば、税額が上がる仕組みとなっている。
当該地域は、以前は大規模な工場が存在する地域であったため、このエリアを
工場地区として評価していたが、その後、住宅用の宅地が面的に連続する地区
へと変化した。一般的に住宅地区の地価は工場地区の地価より高い傾向があ
る中で、当該地域は利便性が高く商業施設が整備され、住宅地としての利用価
値が高まったため土地の価格が上昇し、これに伴い当該地域内の路線価が上
昇したと考えている。
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2月25日

28

勤務先の周辺を、毎朝掃除をするときにシュレッダーをかけた小さなご 【対応】より詳しい状況を聞くため電話をかけているが連絡が取れない状況。今
みが散乱しているのを見かける。古紙回収業者の車からこぼれたもの 後も連絡を取るとともに現場のパトロールを行う。
2月25日 ではないかと気になり一報した。一度調べてほしい。

29

国民健康保険の滞納分の分納手続きに行った際、とても不愉快な気 【対応】2/27電話で当時の状況を聞き取り、不愉快な気持ちになられたことと外
持ちにさせられた。待ち時間もあり、順番が回ってきたのが5時半だっ 出や睡眠に影響を及ぼしたことを謝罪した。窓口対応について、担当職員一人
たので、対応していた職員はかなり焦っていた。私は精神的な病気で ひとりが丁寧に行うよう努めることを伝えた。
2月26日 仕事を辞めざるをえなくなり今は無職だと伝えていたにも関わらず、
「このくらい払えるやろ」や「払えなかったら頑張って働いて」とデリカ
シーのないことを言われた。今でもショックであまり外にも出られないし
夜も眠れない。市役所ではどのような教育をしているのか知りたい。

道路整備
担当

資産税課

業務課

国保年金課

№

内
容
要
旨
新型コロナウイルス対策に関して、高齢者福祉施設については、国県
からの指示が既に全国の自治体に届いていることは承知しているが、
2月26日 乳幼児健診実施場所や保健所の歯科健診についての対策は、市独
自で先行していくことも視野に入れているのか。

回
答
要
旨
【回答】乳幼児健診・歯科健診については、新型コロナウイルスの影響により、
令和2年3月2日から3月13日までの間、中止することとしている、また、今後につ
いては、感染の状況や国県の方針など、事態の推移を踏まえ引き続き検討し、
決定次第ホームページなどを通じて改めてお知らせする。

31

市立尼崎高校のいじめのニュースがツイッターでランキングに入って
いる。とても不名誉なことだと思う。子どもは大人にしか救えない。大
2月27日 人がこうなってしまっては子供たちが可哀想である。

【回答】教育委員会としても、本件については、いじめの重大事態として調査を進
め、事案の解明と再発防止に努めていく。いじめの被害者となっている生徒と保 いじめ防止
生徒指導
護者の心情に寄り添い、丁寧かつ迅速な対応を心掛けていく。

32

尼崎の学校等の不祥事が続いており、わが子も尼崎の幼稚園から中 【回答】教育委員会としても、本事案を重く受け止め、迅速かつ丁寧な事案の解
学へと進む予定のため不安である。伊丹や西宮に負けず、無駄な歳 明と再発防止策を進め、市民の皆さまから信頼される学校園づくりに努めてい
2月27日 出を削り、尼崎の子どもに力を入れてほしい。
く。

30

33

投稿日

担当課

健康増進課

担当

いじめの件を新聞で見た。尼崎の先生は生徒から尊敬され生徒の気
持ちを救ってあげなければならないのに、いまだにレベルが低いまま
かと未来の子どもたちが心配になった。学業のレベルが低い原因の一
2月27日 つに先生のレベルの低さがあるのではないかと思う。教育に力を入れ
て尼崎を支える大人に育てるよう力を入れてほしい。

いじめ防止
生徒指導
担当

【回答】教職員の資質向上については、急務であり大きな課題であると認識して
いる。令和2年度は、体罰防止やいじめ防止の研修を、外部の講師を招聘する
など、より充実した形で実施する予定である。また、すべての校種を網羅した「教
学び支援課
員研修体系図」を策定し、教職員のキャリア段階に応じた資質や能力の向上・
育成が図れるよう、研修内容を見直し、実施していく。

