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多くの皆さまにご支援を賜り、この度市議会議員に初当選をさせて頂くことが

できました、孝岡知子 (た かおかともこ)です。感謝の気持ちを込めまして

皆さまのご期待 に添 える政治 を行 うために誠心誠意努 めてまい ります。

私は既成概念にとらわれず、先見性を持って現況を打破することを信条とし

よりよい声屋を創っていくために尽力したい次第であります。広い視野で公平に

判断し、どの世代からも愛され続ける声屋のために、責務を果たしたいと存じます。

今期、新たに結成しました「あしや しみんのこえ」という3人の会派に所属し

総務常任委員会に配属しております。皆さまと行政と議会との距離をもっと近くに

感じていただけるように、身近な存在でいられる市議を目指してまいります !

環境処理センターのごみ焼却施設の排ガス中の水銀濃度が排出基準値を超え 8月 27日から

焼却炉の運転を停止していました。この日の午前中は議員の市内施設見学会がありt何と同場所に

視察に訪れていたのです。「廃棄物を貯留するごみピットは、最高どの辺りまで貯まったことがありますか?」

との質問に「定期的に焼却しているので上まで貯まる状況になったことはありません。」と言う説明が

●り主_主主力:そ_んな金話空交れした後r水銀濃度の_超過が判明し、_処理場のご生じ翁れかえう

事態をむかえるとは思いもしませんでした。現在は原因究明の結果、水銀の残留による異常値は

確認されず運転を再開していますが、引き続きの究明及び改善計画を行い、水銀対策費の補正予算も提出

されました。驚いたのは水銀温度計は約 2本で水銀排出源の可能性の相当個数になるとのことで

要注意だそうです。また、おもちゃの中にそのまま入つて捨てられがちなボタン電池も水銀含有量が

ありますので「その他燃やさないごみ」の日に他のごみと分けて中身の見える袋で出すようになつて

います。今後はごみとして排出される段階での分別の見直しと継続的な啓発も実施されます。
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ロ 定例会

6月議会一般質問

(_7月 4日本曜日)

近年、子供の通学中の事故や不審者による」旨
ヨ日 が多発してい
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学ヽ校へ、

保護者が安心して子どもを送り出せている環境にあるのかについて疑間を感じておりました。

全ての児童に安心安全な通学環境を提供するためにも、交通量の多い地区や、遠方から通学

している児童の通学路に対する危機感をどのぐらい持つているのかということを質問いたしました。

今後、少子化が進むことが予想されていますが、子どもが「生きる力」を培うことができる

学校教育を、将来にわたり保障する観点から、これまでの学校のあり方を見直すことを文部科学省

では示されています。昭和 31 年当時とは学校を取り巻く社会状況 変わつてきており、

児童数の偏り 学区間での差もますます大きくなつてきているように感じております。

それを踏まえた上での適正 の見直しや、校区外から就学できる選択の

条件をつけるなど、地域のバランスを考えた教育環境のあり方を検討する時期

にきていると考えております。安心して通える小学校として、まずは通学に

る不安を取り除いてあげる とが大事であると ました。いつまでもヽ …

昔の教育理念にとらわれず、最新の社会状況を こ入れた学校環境を
｀

子どもたちに提供できるよう、教育にかける費用の必要性を感じています。

従来から芦屋市は、小学校を核としたまちづ<り つてきま 0 少子化に伴い、学校を

独立した施設として考えるだけでは、 をもとに維持が難しくなるのは当然のことです。

一方で、小学校は地域住民にとつての身近な公共施設であり、また、地域のシンボル的な場所

として_避難所施設の設備も肇Pております二仮!二廃校」三毬⊇た場合二地中 ミ‐ ニィにI定の

まちづくりの観点から公共施設の存続を重点におき、日頃から地域の拠点として活かす準備をして

おくことが重要になつてくると考えます。そこで、児童数減少に伴つた複合的な学校施設のあり方に

ついて質問いたしました。近頃は、余裕教室の転用等による、 と
ノゝ ノレ

「

コ
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プールなど、転用型」ヽ学校として地域づくりの観点から学校施設を活用したり、

他市での取り組みも増えているようです。また、近距離に小学校がない分断

地域コミュニティに市内格差も出てきています。小学校と同等の避難所施設の整備、

というような

した区域では

コミスクなど

地域間に偏りを見せないためにも、どのように改善していくのか気になるところです。今後は、

地域の1拠点である公共施設を維持する方法を見直すことが必要になつて<る はずです。
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通学路t学校区の見直しについて

ヽ

地域コミユニティの拠点について

「痛み」を与えることにもなります。児童減少から単学級になり廃校へという考えではなく
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景観もよく閑静な住宅地で住みやすいと言われてきた芦屋市ですが、一方でこのような

こともささやかれるようになっていました。市政 |こ 難しτ『優しくな幅ヽ」としヽう言葉です。

「子育て世代に優し<ない」「商売人に優しくない」等の声が聞こえてくる状況を心配していました。

芦屋市政は住環境 0景観対策に力をいれることで人を呼び込むことを重点的に行うことで

芦屋のブランドカを高めてきましたが、その反面、なつ鶴さ机て隧 と感頸 いる市%の声もあります。

中でも「屋外広告物条例」が施行され日本一厳しい規制と言われたり、保育所建設を断念し、

子育てできる環境が整わないことが報道されたりしたことが、ある意味マイナスイメージとして

影響していなかつたのか気になりました。近年は、ひとり親家庭や、女性の社会進出、共働き世代も

増えており、市内でのパートタイムや起業支援を求めている主婦が多い傾向にあります。そこで、

市内で働ける場所をもつと充実させるための「市民の雇用創出」や「企業誘致」について

質問しました。結婚して環境が代わり職場から離れた女性の中には、優秀な人材が多<、

市%で笠添水準 |こ 合わせた働きの場を支援することで選択肢が増え、子どもの側で働ける

環境が充実していることが、子竃τ鸞代か氣見⑬鵞敵靱鰺%を畷1蕃 趙すことにつながります。

2018年に発生した台風21号の際、無霞柱イ臨五曇ジアで漫水被書が進通つたことで、電柱の

代わりに地上に設置されるトランスボックスというものが、水害には弱いという事実が発覚いた

しました。阪神間の中でも芦屋市は、歴史的にみても水害が多かつたことから、少なくとも浸水が

予測される地域に関してはトランスボックスの購水対策も事繭1通 雉繭竃麹へ提案在講しておく

必要があると考えます。水没したことで起こる停電が発生しており、電柱と違つて故障箇所が

ひと目でわからないという点もあることから、点検に時間が掛かるデメリットも判明しました。

―度水没した機器に関しては、サビによる故障の危険性が格段にあがります。そのため、突然

機能しなくなり停電することを避けるため、部品の取り替え工事が必須となってきます。

関西電力によりますと、この度蘭声轟浜地区での地上機器のMり 換え作業を 電理月から

爾2月 1逼 予定しており、その間に停電が発生するようです。この修繕工事の案内は関西電力が

対応しますが、当局がこの事態を把握できていないのならば、無電柱化を推進していながら

無責任ではないかととられかねません。そこで、浸水に伴う修繕の浪費を防ぐ防水方式に

ついて意識していないのかを質問致しました。市民の暮らしを守るライフラインについて、

防水対策の指導起連携は、行政フな国―として菫要であると考えております。



議案

<第50号議案>芦屋市指定金融機関の指定について
※全員異議なく可決

昭和39年から三井住友銀行と三菱∪FJ銀行の2行が1年置きで指定金融機関となつていたが、

昨年6月 に三菱UFJ銀行から辞退のため、三井住友銀行を指定しようとする。

指定期間は会計年度に合わせ、本年7月 1日から令和2年3月 31日 までの9カ月間との補足説明。

三菱 U FJ銀行が辞退 した理 由は ?

三菱UFJ銀行から「これまで年間7万200円であつた委託料を1,500万円に、振替手数料を1件に

つき5円から10円に、また今まで無料であつた組戻手数料を1件につき800円にしてほしい」と

要請があり、本市ではその額を負担できないとお断りをしたところ、辞退の申し出があつたものである。

今年の7月 1日以降、三井住友銀行はどのような条件で引き受けることになるのか ?

現在と同じ条件では難しく、人件費として2人派遣で400万円プラス消費税に、口座振替は近隣市に

合わせる形で1件につき5円から10円に、組戻手数料については1件につき600円となる。

三菱 U FJ銀行のATMは そのまま残るのか ?
要望はしてきたが撤去になる。新聞報道などでは、三井住友銀行と三菱∪FJ銀行がATMの
相互利用を計画しているという報道もあるため、不便さは多少解消されるのではないかとみている。

ネットバンキングでの公金収納の推進は?

最近はコンビニを初め、ネットバンキングでも公金が収納されている。全国銀行協会からも各市で

異なつた納付書などを統一できないかとの要望が出されているため、対応していく必要がある。
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質問

自治体

「市民派目線で見た 1」

新人議員の本音シリーズ

|

民衆の味方 !「あ しや しみ ん の こえ 」  所属 会派メンパーのご紹介
「どんな時も新人を守つてくれる、大聞味揚3れる幹事:同

●轟 卜蓋轟 個難 食心錢鋼 |1轟費飯蠣 :驀洟 )

「いつも仲間思いで支えてくれる、まっすぐで頼れる同期」

○中ホ寸亮介 薩避致数漸1躍轟験|、 )奥劇輔鰹潔瞼目爾高)

必ず揃えなくて|よい11ないという、_政_党宝会派のル=ル_や

強制_力」二左_右され⊇つあるし 1確 をみていると

私|二1謹卦:匪勁瀬表り_ました。__二番に重視することは

_[声屋市にとつてどmのか2」 _という判断:を発 _ことで

あつて、_そこ|二は:[文党も会)辰も毬く __是空非 で々ひと⊇

ひとつの議案_と 向き合い_、 _本会議場の公の場_で意見_を_

調整し_賛否を導_き出せ|」機 決の_結果_は自然_と大_きく

変栓⊇てくる_気が_します。__地_方の自主制_を引き出す

ため_に、_各議員は市民の代表であるとい_う意_識を_

先_E持ち_、 _対個_別で時_には同じ意見、__時_には違う意見

となっても良いはずです。_全j義員_が個々の責任で_自_由毬

発言ができ_、 _改善_tこ向けでの進歩を議論の_中で導き

出せて_いけた_ら_議員の向上心_も高まュて_い_きま_す_。 _

_初年度は、__年間行事産こない 覚えていくことで

精_=_杯か_も _しれません_が、__市_民_の皆_さまからの_

二ありがとう上のために、__j懺責を果たす1こ 1主どう_すれ_1式

いい_のかを真剣」二考え、_:これお_か_しくない_?上 _と上`_う _

自分への_問いか_けと情報収集二努め_てまい_ります⊆

Vol.1

_初_めての定例会、_委員会と始ま‐ 印象_は三_二■

簡潔感 ム=ズ
|こ遂行させる長年の傾向があることで

本会議が_ある意味パフを マンスに見え二面白味_E

か:けているのではないた 霊じまりL_自分の考え庖_ヽ

あ_りつ_⊇も周_りと調_和を取_壺強いとい_けないと_いユ

独特な空気感が議会_にはあります。_公_の場で討_論し

納得_の行くま_で議論を聞いたF麦、___本会議場で最終的に

コの上|_ず下lず資渕粧∝髯式の_と思つていたのでか

進行を妨げることなく行うためか事前_の打_合せが_

行われ、__」炎々 と進んで区 議決に戸惑いました_Q

以前鳳 __私は地方自治体の会派構成の意思決定

」三2区 、_いくつか疑間を感じていました。__会派を

つ_く _う事控盾報_生多く集約で_き、_仲_間で助_け合う_

ことで解決策も増_えるので良いと考えて_います_9_

ただ_、 __地方自治体は国政:ではないの_に賛否の足並みを

質問


