
１．施策研究テーマ
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２．視察実施状況

３．委員会開催状況

１②　　令和４年４月22日

―

視察先

管外視察
視察先

―

１①　  令和３年10月８日

２　    令和３年12月28日

３      令和４年４月22日

7 令和3年10月6日 閉会中 0:38

所管事務調査（所管事務報告「第二次西宮市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）の見直し（素案）に係るパブリックコメント
の実施について」、施策研究テーマ「新型コロナウイルス感染症
対策に係る経済支援策について」）

8 令和3年10月20日 〃 1:46

所管事務調査（所管事務報告「「西宮市文化財保存活用地域計
画」（素案）に係るパブリックコメントの実施結果について」、
所管事務報告「「第２次西宮市消費者教育推進計画」（素案）の
パブリックコメントの実施結果について」、所管事務報告「情報
センター事業の見直しについて」、施策研究テーマ「空き地・空
き家対策事業について」、施策研究テーマ「新型コロナウイルス
感染症対策に係る経済支援策について」、施策研究テーマ「生涯
学習事業の果たす役割と方向性について」）

5 令和3年9月14日 第13回定例会 1:53

議案４件
所管事務調査（所管事務報告「施策研究テーマ「新型コロナウイ
ルス感染症対応としての産業振興について」提言を受けての市の
対応について」、所管事務報告「中小企業勤労者福祉共済の今後
のあり方について」、施策研究テーマ「空き地・空き家対策事業
について」）

6 令和3年10月4日 〃 0:10 議案１件

3 令和3年7月28日 閉会中 0:04 所管事務調査（施策研究テーマについて、管内視察について）

4 令和3年8月18日 〃 1:23

所管事務調査（所管事務報告「西宮市卸売市場再生整備事業につ
いて」、所管事務報告「西宮市立松原体育館の指定管理者選定に
ついて」、所管事務報告「西宮都市管理株式会社の令和２年度決
算状況等について」、施策研究テーマについて、管内視察・他市
の事例研究について）

1 令和3年6月21日 第12回定例会 0:03 正副委員長の互選

2 令和3年7月5日 〃 1:47

議案等４件
所管事務調査（所管事務報告「「第２次西宮市消費者教育推進計
画」（素案）に係るパブリックコメントの実施について」、所管
事務報告「「西宮市文化財保存活用地域計画」（素案）に係るパ
ブリックコメントの実施について」、施策研究テーマについて）

民生常任委員会　活動状況　( R3.6 ～ R4.5 )

テーマ内容 所管局

テーマに関する活動 報告書提出日

委員会
管内
視察

管外
視察

新型コロナウイルス感染症対策に係る経済支援策について

生涯学習事業の果たす役割と方向性について 産業文化局

空き地・空き家対策事業について 環境局

１①    令和３年10月６日

２　　  令和３年12月22日

３　　　令和４年４月20日

②ポストコロナを見据えた各種支援策について

①緊急経済支援策について 産業文化局

１②　  令和４年４月20日

13回
（7/5,7/28,8/18,9/14,10/6,10/20,11/4,11/18,12/22,1/12,1/28,
3/4,4/20）

－ －

当局への提言送付日

管内視察

開催年月日
会議
時間

審査事件数(協議内容)



４．所管事務懇談会開催状況

15 令和4年2月1日 第15回臨時会 0:32 報告１件

10 令和3年11月18日 〃 1:33

所管事務調査（所管事務報告「東部総合処理センター破砕選別施
設整備事業について」、施策研究テーマ「新型コロナウイルス感
染症対策に係る経済支援策について」、施策研究テーマ「生涯学
習事業の果たす役割と方向性について」、施策研究テーマ「空き
地・空き家対策事業について」）

11 令和3年12月13日 第14回定例会 3:04

議案９件
所管事務調査（所管事務報告「(仮称)越木岩センター整備事業
【基本構想・基本計画】(素案)の策定に係るパブリックコメント
の実施について」、所管事務報告「(仮称)第二次西宮市空家等対
策計画(素案)に係るパブリックコメントの実施について」）

12

16 令和4年3月4日 第16回定例会 2:03

議案等７件
所管事務調査（所管事務報告「（仮称）越木岩センター整備事業
【基本構想・基本計画】（素案）に係るパブリックコメントの実
施結果について」、所管事務報告「にしのみや起業家支援セン
ターでの取り組みについて」、所管事務報告「（仮称）第二次西
宮市空家等対策計画（素案）に係るパブリックコメントの実施結
果について」、施策研究テーマ「生涯学習事業の果たす役割と方
向性について」）

13 令和4年1月12日 〃

18 令和4年4月20日 閉会中 0:06
所管事務調査（施策研究テーマ「新型コロナウイルス感染症対策
に係る経済支援策について」、施策研究テーマ「生涯学習事業の
果たす役割と方向性について」）

0:51
所管事務調査（施策研究テーマ「生涯学習事業の果たす役割と方
向性について」、施策研究テーマ「新型コロナウイルス感染症対
策に係る経済支援策について」）

14 令和4年1月28日 〃 0:43

所管事務調査（所管事務報告「西宮市公共施設における照明設備
のＬＥＤ化基本方針（案）の策定について」、所管事務報告「第
二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直し（素
案）のパブリックコメントの実施結果について」、施策研究テー
マ「新型コロナウイルス感染症対策に係る経済支援策につい
て」）

17 令和4年3月11日 〃 0:17

19 令和4年5月25日 〃 0:36

所管事務調査（所管事務報告「西宮中央運動公園及び中央体育
館・陸上競技場等再整備事業の今後の進め方について」、所管事
務報告「東部総合処理センター破砕選別施設整備事業につい
て」、所管事務報告「「西宮市西部総合処理センター焼却施設整
備基本構想」（素案）に係るパブリックコメントの実施につい
て」)

3 令和3年7月19日 1:44 (1)施策研究テーマ選定のためのヒアリング

4 令和3年8月4日 0:57
(1)所管事務報告「西宮都市管理株式会社の令和２年度決算状況等について」
(2)所管事務報告「西宮市卸売市場再生整備事業について」
(3)所管事務報告「西宮市立松原体育館の指定管理者選定について」

1 令和3年6月25日 0:59

(1)所管事務報告「「第２次西宮市消費者教育推進計画」（素案）に係るパブ
リックコメントの実施について」
(2)所管事務報告「「西宮市文化財保存活用地域計画」（素案）に係るパブリッ
クコメントの実施について」
(3)議案第364号　西宮市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例制定
の件
(4)議案第363号　西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件

2 令和3年7月15日 1:06 (1)各局の昨年度の総括と今年度の事業について

開催日数19日
（会期中８日・閉会11日）

18:32
議案等26件
所管事務調査46件

開催年月日
会議
時間

懇談内容

令和3年12月22日 閉会中 0:03
所管事務調査（施策研究テーマ「空き地・空き家対策事業につい
て」）

9 令和3年11月4日 〃 1:00

所管事務調査（所管事務報告「西部総合処理センター焼却施設整
備事業について」、施策研究テーマ「空き地・空き家対策事業に
ついて」、施策研究テーマ「生涯学習事業の果たす役割と方向性
について」）

所管事務調査（所管事務報告「西宮市森林整備計画の樹立につい
て」）



５．正副委員長事前調整会実施状況

実施回数
17回
（6/21,7/1,7/26,8/17,9/10,10/4,10/18,11/1,11/16,12/8,12/20,1/7,1/26,1/27,3/1,
4/18,5/23)

13 令和3年11月26日 1:29

(1)所管事務報告「「(仮称)第二次西宮市空家等対策計画」(素案)に係るパブ
リックコメントの実施について」
(2)議案第404号　西宮市中小企業勤労者福祉共済条例の廃止等に関する条例制
定の件
(3)議案第428号　指定管理者指定の件（西宮市立松原体育館）
(4)所管事務報告「(仮称)越木岩センター整備事業【基本構想・基本計画】(素
案)について」

16 令和4年3月8日 0:32 (1)所管事務報告「西宮市森林整備計画の樹立について」

開催日数17日 15:16

14 令和4年1月19日 0:35

(1)所管事務報告「西宮市公共施設における照明設備のＬＥＤ化基本方針（案）
の策定について」
(2)所管事務報告「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直
し（素案）に係るパブリックコメントの実施結果について」

15 令和4年2月15日 0:53

(1)所管事務報告「にしのみや起業家支援センターでの取り組みについて」
(2)所管事務報告「（仮称）越木岩センター整備事業【基本構想・基本計画】
（素案）に対するパブリックコメントの実施結果について」
(3)所管事務報告「西宮市森林整備計画の樹立について」
(4)所管事務報告「（仮称）第二次西宮市空家等対策計画（素案）に係るパブ
リックコメントの実施結果について」

17 令和4年5月17日

11 令和3年11月4日 0:44 (1)所管事務報告「東部総合処理センター破砕選別施設整備事業について」

12 令和3年11月9日 0:32 (1)施策研究テーマ「生涯学習事業の果たす役割と方向性について」

0:45

(1)所管事務報告「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業
の今後の進め方について」
(2)所管事務報告「東部総合処理センター破砕選別施設整備事業について」
(3)所管事務報告「「西宮市西部総合処理センター焼却施設整備基本構想」（素
案）に係るパブリックコメントの実施について」

9 令和3年10月20日 0:31 (1)所管事務報告「西部総合処理センター焼却施設整備事業について」

10 令和3年11月1日 0:51 (1)施策研究テーマ「生涯学習事業の果たす役割と方向性について」

7 令和3年9月21日 0:30
(1)所管事務報告「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直
し（素案）に係るパブリックコメントの実施について」

8 令和3年10月6日 1:03

(1)所管事務報告「「西宮市文化財保存活用地域計画」（素案）に係るパブリッ
クコメントの実施結果について」
(2)所管事務報告「「第２次西宮市消費者教育推進計画」（素案）のパブリック
コメントの実施結果について」
(3)所管事務報告「情報センター事業の見直しについて」
(4)施策研究テーマ「空き地・空き家対策事業について」

5 令和3年8月30日 0:59
(1)所管事務報告「施策研究テーマ「新型コロナウイルス感染症対応としての産
業振興について」提言を受けての市の対応について」
(2)所管事務報告「中小企業勤労者福祉共済の今後のあり方について」

6 令和3年9月3日 1:06 (1)施策研究テーマ「空き地・空き家対策事業について」


