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いじめ・体罰の根絶を！
！
全国レベルで報道された本市の公立学校に通う生徒が被害者となる事案が

市立尼崎高等学校における体罰事案については先般6月11日付で教育委員会
から、それぞれ報告書が提出されました。
（報告書は当会派HPで
〈QRコード〉）

立て続けに発生しました。
発生の順を時系列で言えば、市立中学校における自死事案、市立尼崎高等学

これを受け、
この度の定例会では、体罰事案に対して各会派から質問が相次ぎ
ました。当会派も市長をはじめ教育委員会に対して、
しっかりとした指摘と要望を

校（男子バレーボール部）
における体罰です。
市立中学校の自死事案については今年3月17日付で第三者委員会から、
また

致しました！

「あまがさき志誠の会」の考え方
1.今回の体罰・隠蔽と認定した当該教員に対しては厳正な対処を早急に行うべきであり、

3.他会派による
「次年度の新入生募集を取り止めるべき」
といった考え方には、子どもたち

現状、
クラブ活動の指導からは外れていても授業は受け持っているという状況は適切な

やご家族だけではなく、広範に影響が及ぶため、安易に提起するべきではなく、創設以来

のか疑問

20年に及ぶ体育課の組織体制やあり方を含め改革改善を進めるべき。

2.今後の再発防止や発生時のガイドライン作りは代替教員が確保出来ないといった教育
委員会側の理由ではなく、生徒にとって最善であることを最優先として作っていくべき

結論

4.今後設定する、発生時のガイドラインや再発防止策の作成においては、状況レベルに応
じた段階的な対応を早期に策定すること。

体罰やいじめを根絶し、隠蔽体質を改善する抜本的な改革を行うと共に、本市が全国に先駆けた
「体罰・いじめ解消先進都市」
として、
日本一誇れる学校を目指すこと！

既設ドライブレコーダーで、地域防犯力UP！

不便です！小田地区サービス窓口！
4月1日からスタートした地域振興体制の再構築により、
サー

この度の定例会で当会派が提案した、
ドライブレコーダーの活

ビスセンターがJR尼崎駅北側に移され、保健福祉窓口は支所

用が今夏より実施に向けて動き出すことになりました。

内に残りました。結果、市民の皆さんが各種手続きでJR線をは

この事業は市民の皆さんや市内の企業・団体に車両登録をし

さんで往き来する状況となってしまいました。

ていただき、
ドライブレコーダー搭載ステッカーを配布し貼って

我が会派としては市民に不便を強いる小田

いただくもので、強力な犯罪抑止力が期待できます。

地区の新体制の問題を、6月議会で指摘し、改

当会派は安心できる街づくりを積極的に取り組んでいきます！

善を強く求めてまいりました！

6月14日に神戸新聞社（朝刊）にも取り上げていただきました（記事の詳細はQRコードからWEBで）

尼崎に北朝鮮拉致被害者が！
政府認定の拉致被害者は17名ですが、警察庁が認定している
「特定失踪
者」の人数は、現在882名もいると発表されています。当会派の調査により、
「特定失踪者リスト」の中に、尼崎市に関連のある方が、8名もいらっしゃるこ
とが判明しました。拉致問題の啓発に努めることは法律で規定されています
が、尼崎市ではこれまで啓発をほとんどやってきませんでした。
また、拉致問
題啓発資料としてアニメ
「めぐみ」が、我々の貴重な税金によって作成され、
尼崎市内の小中高校等にも配布されていますが、
これまでほとんど視聴さ
れていません。当会派は、拉致問題が風化しないよう、
しっかりと啓発教育を
していくように引き続き市当局に訴えてまいります。

特定失踪者
秋田美輪さん（21）
秋田美輪さん 昭和３９年（１９６４年）生まれ、武庫南小学校、武庫中学
校卒業生。
昭和６０年（１９８５年）
１２月４日、当時通っていた松蔭女子学院大学で午
前の授業を受けた後、学食で友人と食事をとり校門近くで友人と別れた
後、消息がわからなくなり、翌朝竹野町弁天浜で本人のバッグと靴が発見
される。
当時は自殺とされたが、バックの置いてあったところから海岸に10
メートル位足跡があり、発見される前に雨が降ったにも関わらず、バック
も近くにあった靴も全く濡れていなかった。地形や潮の流れから入水自
殺であれば遺体が上がるはずで、
もし利用していれば目撃情報が寄せら
れるはずの竹野駅、城崎駅でも目撃者は全くなかった。平成15年11月
13日、兵庫県警に告発状提出。

その他特定失踪者

まで約9時間もかかったこと ②容疑者が尼崎市在住との報道を情報発信で
きなかったこと ③屋外スピーカーによる注意喚起をしなかったこと等々、昨
年の台風21号の際に認識された情報発信の課題にまだまだ改善の余地が
あると考えます。ただ、市として
（警察との連携上）
（情報発信に）様々な制約
があることも判明しました。
当会派としては、市長がSNS等で積極的に発信すべきだと考えます。

尼崎市の学力向上の成果について2019年新
春号にて取り上げさせていただきました。国から
も注目される先進的な水堂小学校の学力向上の
取り組みについて、会派一丸となり文教委員会や
会派議員の一般質問にてトップダウン方式で全市
に広げて欲しいと訴え続けていました。その成果
が実り、
この４月より市内全４１小学校で帯学習が
導入する運びとなりました。
ただ、水堂小学校では毎日行っている放課後学
習が、週一以上になるなど一部スケールダウンし

しも でら ひろし

下寺

弘さん（38）

あき きょうげん

秋 教元さん（37）
ふる かわふみ お

今回の市の情報発信について一定評価しますが、①事件発生から第一報

さらなる学力アップ！帯学習導入！

あき た み わ

たか ぎ しげ ひさ

吹田拳銃強奪事件に係る
市の情報発信について

きよさき きみ まさ

ひろ た こう いち

たか み いたる

高木茂久さん（21）古川文夫さん（18）清崎公正さん（41）広田公一さん（30）高見 到さん（43）

ての導入となっている点もあり、後追いの消極的
な姿勢も垣間見えます。会派として今後は水堂小
学校に続くだけで終わらない、追い越す姿勢を醸
成し切磋琢磨する教育環境の構築を訴えて行き
ます。

志誠の会の議会活動広報方針 −市民の皆さんに議会をより知って頂くために−
① 議会閉会後、できるだけ
②より広く読んで頂く為、会派報を ③ 会派活動をタイムリーにHP、
速やかに会派報を作成します

ポスティングにより配布します

出典：読売新聞 平成31年4月12日

フェイスブック等でお知らせします

④ 会派報作成後、尼崎市内の

主要駅で会派報の配布活動をします

⑤ 早朝の拡声器を使った大音量での
迷惑な広報活動は行いません

令和元年6月議会
一 般 質 問
児童ホームの長期休暇中の昼食について

長期休暇中に児童ホームにおいて昼食提供を実
施しませんか。
また中学校弁当の実施業者があるので効
率良く取組めるのではないですか。
限られた財源の中、優先順位を付けながら、施設
整備や民間児童ホームの設置促進事業を実施し、待機児
童の解消に向けた取組みを進めてまいります。

人権問題としての拉致問題について
今後は、拉致問題の啓発について、新たな取組
みを積極的に行うべきではないか。
新たに、本市のHPにおきましても拉致問題を取
林

り上げ、啓発週間についても周知を図ります。

久博

若い世代への啓発が重要な課題となっている。
児童生徒に対して人権問題として拉致問題をどのよう

学校の体育館の空調設備について

に啓発、教育していくのか。

学校の体育館のエアコンを近い将来、設置するお
考えはありませんか。
国の支援事業等についても注視するとともに、
さ
らに有効な熱中症対策も含め検討していきます。

教員の研修、道徳の授業を通じて普及、啓発に
向けた取組みを進めて行きます。

組織改正及び防災体制について

ドライブレコーダの新規活用について

4月に市の組織が大きく変わりました。あまりに

ドライブレコーダを活用した市民参加型の見守

も頻繁に組織改正が行われ、市民からもよく分からな

り事業を実施してはどうか。

いという声を聞くがどう考えますか。

市民所有のドライブレコーダの活用やステッ
カーの貼付けにより
「見守る力」
を高め犯罪を抑止する
手法はこれまでの事業方針と合致する。実施に向けた

岸田 光広

上松 圭三

分かりやすい案内を行うよう十分に心掛けてま
いります。

佐野 剛志

防災体制は4月から滞りなく機能するよう整備

検討を進めていく。

されていましたか。

出来る事なら子ども達の危険が増す夏休みに

昨年の台風21号を踏まえ適切に対応できるよ

間に合うような導入を目指してください。

う防災体制を見直してきました。

アウクスブルク姉妹都市提携60周年

県がリハビリテーションセンターを設置

市長、教育長とともに当会派より選出の波多議長が、
ドイツのアウクスブルクにおいて

兵庫県が尼崎市に設置さ

行われた姉妹都市提携６０周年式典に参加しました。
アウグストゥスに市名は由来し、
ドイ

れる阪神東部リハビリテー

ツは風土や伝統を大切にし、技術を伝承するマイスター制度も行われています。
自然の力

ションセンターが尼崎だい

を大切にして十分活用し、公文書はすべてデータ化し、重要性の高いものは原本を残して

もつ病院から阪神尼崎駅直

います。街の緑も手入れが行き届いており、
日曜日には法律

結の商業施設 アマゴッタ の3階フロア
（約300㎡）
に変更

により飲食店以外は閉店していました。
フッガー家によって

となりました。阪神尼崎駅と直結していますので、交通アク

建築した世界最古の福祉住宅フッゲライは入居規定が厳密

セスも良く医療関係も整っており利用される皆さんがきっ

でした。尚、公園内の日本庭園は尼崎市が庭師を派遣して

と喜んで下さることと思います。

造ったものです。

市立尼崎高校と双星高校の吹奏楽部が参加

来年（令和2年）1月には全面オープンの予定です!!

主な会派視察
奈良市 児童ホームにおける夏休み等の昼食提供事業

箕面市 英語教育と小中学校の体育館のエアコン設置

児童ホームにおいて、小学校で給食のない夏休み等長期休暇中、児童

幼保小中からの英語教育の取り組みを視察しました。
「世界で活躍でき

に昼食を有料（給食費並）
で提供する取り組みを視察しました。今、保護者

る子ども」
を育てるためにALT(外国人英語指導助手)を多数配置し、早い

から切実に求められている一つに夏休み等の児童ホームでの給食提供が

時期から英語にふれる環境を整えており、中学3年生の英語力英検3級相

あります。共働き家庭やひとり親家庭の子ども達が通う公立の児童ホーム

当以上の割合が全国平均40.7％ですが、箕面市では70％を

では通常夏休み等では弁当を持参する必要があ

大きく超えるという素晴らしい成果が出ています。

り、働く保護者の大きな負担になっています。ゆと

小中学校の体育館に地域の安全・安心を守る社会的使命

りある子育てのために尼崎市でもこの取り組みを

としてGHP（ガスヒートポンプエアコン）
を設置している取り

是非実現したいです。
（H31.3.27）

組みを事業費と併せて現場視察しました。
（R1.5.13）
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・経済環境市民委員会

あまがさき志誠の会

皆さまのご意見・ご要望・ご相談を受け付けています。
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佐野 剛志（1期）

・社会教育 委員

・地域保健問題審議会 委員
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久博（1期）

・経済環境市民委員会 委員
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幹事長
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上松 圭三（5期）

・文教委員会 委員
・国民健康保険運営協議会 委員
・民生委員推薦会 委員
・公営企業審議会 委員
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岸田 光広（2期）
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波多 正文（8期）

・健康福祉委員会 委員
・土地開発公社 参与

市議会議長
こ

にし

いつ

お

小西 逸雄（1期）

・文教委員会 委員長

・総務委員会 副委員長

・監査委員

・総務委員会 委員

・総合計画審議会 委員

・口腔衛生センター 評議員

・建設消防企業委員会 委員

・都市美審議会 委員

・健康医療財団 評議員

・議会だより編集委員会 委員
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