１２月議会の
■市内ではボール遊びができない！

相崎質問

「ボール遊びができる環境を整備してほしい」。市民からよくいただくご要望の１つです。確かに昔は、子どもは空き地
や原っぱなどで自由にボールで遊んだものです。しかし現在、伊丹市においては宅地化が進み、事故や騒音の観点
から基本的に公園等でのボール遊びは禁止となっています。
毎年実施される全国体力テストでは、子どもの体力や運動機能が低下の一途であり、原因の１つは外遊びの減少だ
と文部科学省は指摘しています。

■法律や条例では禁止されていない
では、法律や条例はどうなっているのか？ ボール遊びの禁止を明文化した法令は存在しません。現実として、利用
者への危険性や近隣への騒音が問題となって、行政へのクレームが多発。その結果、ルールとしてボール遊びが禁
止となっている状況です。

■ボール遊び解禁の自治体が増加！
最近では、公園などでのボール遊びを解禁する自治体が増加中です。特に市街地の自治体において（千葉県船橋
市・東京都千代田区・大阪市旭区東淀川区などが有名）場所やルールを決めて運用しており、大好評とのことです。

■伊丹市でもルールを決めて解禁を！
そこで伊丹市において、場所を選定してルール（曜日や時間、使用ボールなど）を決め、ボール遊びができる環境を
整備すべきと提案しました。例えば「〇〇公園は平日15時～18時はボール遊びOK」というように。今後リニューアルの
可能性がある「女性・児童センター」「稲野公園運動施設」は、特に改善の余地があるでしょう。経費は掛かりません。
必要なのは知恵と工夫と熱意です。

１２月議会の
相崎質問
■市内で悲惨な死亡事故発生
昨年11月23日、市内で自転車に乗っていた小学6年生男児が大型トラックに巻き込まれて死亡する、大変痛ましい事
故が発生しました。心よりご冥福をお祈りいたします。二度とこのような悲惨な事故が起きないよう徹底した再発防止
策が必要です。具体的な改善策を12月定例会で問いました。

■各学校園で安全指導 （教育委員会）
教育委員会に今回の事故を受けての対策を問うたところ、各学校園長あてに通達をだし、安全指導の徹底と防止対
策の実施を依頼したとのこと。これを受けて各学校園では、学年集会や各クラスにて安全指導を実施し、各家庭にも
プリントなどで周知したとのこと。この答弁を受け「それでは足りない」との観点から、毎年学校で実施している自転車
交通安全教室での内容の改善を要望しました。

■現地検討委員会を実施 （都市交通部）
自転車の担当部署にも対策を問いました。今回の事故後に「緊急事故防止対策現地検討委員会」を実施し、警察・
市・地元団体などで再発防止対策を検討したとのこと。具体的改善策として、自転車横断帯の撤去と停止線の移動、
縁石および点字ブロックの再配置、道路上の区画線の補修、注意喚起看板の設置などが実施されることになりまし
た。

市政ニュース！
その１

今、伊丹市で大きな議論となっているのが「幼児教育の充実」です。

■これまでの経緯は？
〇市内の公立幼稚園（16園）で園児数減少
〇2014年：学校教育審議会答申「16園→10園が望ましい」
〇2015～16年：「幼児教育のあり方を考える市民講座」
開催（合計18回）
〇2017年8月：「伊丹市幼児教育推進計画（案）」発表
〇2017年12月：説明と見直しを求める署名（約2万3000筆）
〇2017年12月：予定されていた12月議会での議案上程は
見送り。修正案の発表。
〇2018年1月：臨時議会にて関連議案上程

■「幼児教育推進計画（案）」の内容は？
１、幼児教育の充実
（幼児教育ビジョン等作成、幼児教育センター設置等）
２、公立幼稚園の改革
（適正規模、3歳児保育、預かり保育、プレ保育の実施等）
３、幼児教育の無償化

■これからどうなる？
特に大きな議論になっているのが公立幼稚園等の再編
（右図）です。
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所待機児童の解消、通園距離等の課題をクリアし、すべて
の子どもがよりよい幼児教育を享受できる再編でなくてはなりません。 市民（特に当事者や地域）から多くの切
実なお声をいただいています。最大限に尊重しながら、課題を解決し、「子育てするなら伊丹市」の基盤となる再
編を進めるべきです。

１月臨時議会（1月17日～2月9日）での審議結果は、次号で追ってご報告します。

市政ニュース！
その２
昭和22年に計画され、長年かけて整備が進められている「都市計画道路 山田伊丹線」。
12月定例会にて昆陽泉町工区の整備について予備設計業務委託料1021万円が補正予算で上程されました。
この整備事業について、必要性・経緯・防災・コミュニティなどの観点から、住民を中心に様々な声が上がってい
ました。議会では、総務政策常任委員会において「拙速に事業を進めることなく、地元住民に対して十分な説明
を行うこと」「権利者には個々の状況に応じて丁寧に相談にのり、納得を得るよう努めること」との附帯決議（留意
事柄を表明する決議）を、全員一致で可決しました。（全員一致は容易ではありません。調整に奔走しました）
財政的に余裕があるわけではない現状、住民の声を元に事業の優先度を熟議し、安全安心で住みやすい街を
作っていかねばと思っています。

●日時 ： 2018年3月4日(日）14：00～16：00 ●人数 ：20名程度
●場所 ： いたみホール 3階 大会議室
●申込 ： 名前＆連絡先を、メール・電話・ファックスなど（連絡先は裏面）
※飛び込みも大歓迎ですが人数把握のために事前連絡いただけると幸いです

2日 自治会理事会･団体Ｅ会合･団体Ｂ会合
3日 団体Ａ会合・自治会清掃・市内ｲﾍﾞﾝﾄ見学
4日 本会議（招集日）
5日 市民懇談2件
7日 本会議
8日 本会議
9日 地元小学校焼き芋大会（地域側段取り役）
10日「第19回 サワコの茶話会」
11日 本会議（相崎質問日） 写真④
12日 本会議･会派会議
13日 市内一斉パトロール
14日 総務政策常任委員会
15日 地元小学校しめ縄づくり（地域側段取り役）
16日 自治会班長会
17日 団体Ａ会合･団体Ｅ会合
19日 地元幼稚園もちつき大会（地域側段取り役）
認知症高齢者グループホーム見学
20日 自治会自転車パトロール
21日 南中学校70周年記念式典＆講演会
22日 本会議（最終日）･議員総会
「出産議員懇話会」参加（豊島区）
25日 議会改革特別委員会･・
会派会議･会派街頭活動
26日 自治会歳末警戒パトロール
27日 会派会議・自治会歳末警戒パトロール
28日 自治会歳末警戒パトロール

～第48回衆議院議員選挙 手伝い～
※1～9日 準備
※10～21日 選挙期間
※22日 投開票日
その他の活動は下記の通り

1日 団体Ａ会合・関西若手議員の会（橋本市）
※今年度、副会長（兵庫県担当）を拝命
3日 稲野自治会文化展（見学）
4日 自治会理事会
5日 地域清掃
8日 レクチャー3件･団体Ｅ活動
1日 自治会清掃・秋祭り打ち合わせ
9～10日 会派視察（福岡市･大牟田市） 写真①
団体Ｅ会合
2日 会派会議
5日 小学校連合体育大会・議会改革特別委員会 11日 <地元小学校オープンスクール>･会派会議
12日 団体Ａ会合･団体Ｅ会合
6日 本会議（最終日）
13日 会派会議･市長懇談会 写真②・会派街頭活動
7日 団体Ａ会合･自治会理事会･
14日 会派会議
12日 総務政策常任委員協議会
議会改革特別委員会視察（大津市）
14日 三世代交流グラウンドゴルフ大会･（進行）
16日 地元小学校ｲﾍﾞﾝﾄ打ち合わせ･団体Ｅ会合
地元秋祭り打ち合わせ
18日 自治会連合会研修会
15日 団体Ｂ勉強会
市内ｲﾍﾞﾝﾄ参加･自治会班長会
17日 <お通夜> 19日 <小学校登校見守り>
19日 御願塚史跡保存会つつじ植樹祭･自治会清掃
21日 自治会班長会 22日 衆院選投開票
20日 親子ひろば開催･団体Ｆ会合
23日 小学校ｲﾍﾞﾝﾄ準備・打ち合わせ
21日 会派会議･会派街頭活動 写真③
24日 地元幼稚園焼き芋大会（地域側段取り役）
24日 <登校見守り>･議会改革特別委員会・会派会議
25日 レクチャー1件・西中学校70周年記念式典
25日 市内史跡一斉清掃・小学校区合同防災訓練
会派会議・団体Ｃ会合・団体Ｄ会合
26日 「第3回 フォーラム伊丹 議会報告会」
26日 議会改革特別委員会
27日 会派会議･12月議会勉強会･地元団体会合
28日 地元小学校ｲﾍﾞﾝﾄ・団体Ｅ会合
28日 幼稚園ｲﾍﾞﾝﾄ参加･小学校ｲﾍﾞﾝﾄ準備･
30日 親子ひろば開催・議員研修会
保健衛生推進連合会大会・
①
地域福祉ネット会議･市民懇談

②

③

④

●ホームページ http://sawako-aizaki.com

相崎が所属する会派「フォーラム伊丹」では、

●ブログ http://yaplog.jp/sawako-aizaki/ 毎日更新中！

毎月「フォーラム伊丹通信」を発行しています。

●Facebook https://ja-jp.facebook.com/sawako.aizaki

メンバーと共に駅などで配布していますが、郵

●ツイッター

送も受け付けています。ご希望の方は下記ま

●インスタグラム

相崎佐和子

検索

●1973年3月生●親和女子高校●奈良教育大学● 〃 大学院（政治学）
●フリーアナウンサー●地元ケーブルテレビ(現：ベイコム)アナウンサー
●第１２代兵庫県広報専門員●伊丹市議会議員（現在３期目）
●第６１代 伊丹市議会議長 ○家族：夫・長女(小６)・次女(小２)

でご連絡ください。

