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第 1 章 宝塚市のめざす将来都市像 

第１節 目標年次 

この基本構想は、平成 32 年度（2020 年度）を目標年次とします。 

 

第２節 めざす将来都市像 

本市は、六甲・長尾山系や武庫川に象徴される美しい景観、北部地域の豊かな自然環境、宝塚歌

劇に代表される芸術・文化など、様々な魅力と個性のあるまちです。また、夢とフロンティア精神

にあふれる先人によって培われてきた特色ある歴史を有しています。このような魅力や個性を受け

継ぎ高めていくため、市民がまちづくりに積極的に参画し、まちを育んでいることも、このまちの

大きな魅力となっています。 

これからの「地域主権の時代」に向けては、市民と行政が「未来を開く」という強い意志を持ち、

互いの力を発揮しつつ、厳しい財政状況を克服して、自主的・自律的で活力のあるまちづくりを進

めていく必要があります。市民一人ひとりの人権を尊重し、共生の視点を大切にしたまちづくりを

行うためにも、市民の力を最大限に生かした「協働」を核とする新しい都市経営の確立をめざしま

す。 

このようなまちづくりの理念のもと、本市の将来都市像を「市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 

～住み続けたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～ 」と定めます。 

 

第３節 人口減少と少子高齢化への対応 

（１）人口減少と少子高齢化を念頭に各施策を推進 

市の平成 22 年(2010 年)3 月 1 日現在の人口は、22 万 5,152 人となっていますが、将来人

口予測では、10 年後の平成 32 年(2020 年)には 21.4 万人に減少すると見込まれており、第５

次総合計画は、これまでの総合計画と異なり、市の人口が減少に向かう時期における計画となりま

す。 

また、今後、少子高齢化の流れに拍車がかかり、年少人口（14 歳以下）と生産年齢人口（15～

64 歳）は、いずれも減少する一方、老年人口（65 歳以上）は急増すると予測されます。 

このため、第５次総合計画の推進にあたっては、従来の視点にとらわれず、人口減少と少子高齢

化の進行を念頭に置き、様々な施策をソフト・ハードの両面から展開していきます。 
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（２）人口減少の抑制に向けて 

本市においても、平成 28 年(2016 年)頃から人口減少に向かうことが見込まれる中、都市とし

ての活力を維持し、さらに高めていくためには、人口減少をできるだけ抑制することが重要です。 

このため、人口減少への対策として、施策の「選択と集中」に心掛け、子育てしやすく誰もが安

心を実感できるまちづくりを推進します。また、都市景観、住宅政策の充実と雇用確保のための、

農業を含めた産業活性化、文化・観光施策の充実強化を進め、市内での定住化や市外からの人口流

入を促進し、人口減少の抑制に努めます。 



 

    29 

第２章 計画を推進していくために 

地方分権の進展により、地方自治体の自主性・自律性が高まっており、これからの「地域主権の

時代」に向けて、行政には、これまでにも増して、市民ニーズを的確にとらえ、自らの権限と責任

のもとで、効果的・効率的に公共サービスを実現していくことが求められています。 

しかし、一方で少子高齢化などの社会環境の変化にともない、市民ニーズは多様化・複雑化して

おり、公共サービスを行政だけで担っていくのは、もはや困難となっています。 

このような状況の中、総合計画を推進し、将来都市像の実現をめざすため、市民と行政の協働に

よる「新しい公共」の領域の拡充を図るとともに、行政マネジメントシステム※15 の機能を強化し効

果的な運用を進めます。 

 

第１節 協働による「新しい公共」の領域の拡充 

（１）「新しい公共」の領域 

近年、市民（自治会、まちづくり協議会※16、市民活動団体、事業者、学校などを含む）と行政と

の間の領域について「新しい公共」という概念が認識されつつあります。この「新しい公共」の領

域にある公共あるいは公共的な課題について、行政と地域の多様な主体がそれぞれの目的意識を持

ちながら、相応の責任を認識し、相乗的な効果を挙げていく仕組みこそが協働であり、これからの

都市経営の基本となるものです。 

これによりめざすものは、多様な活動主体が独立性を保ちながら共通の目的を持って、公共・公

共的分野の運営の担い手となることで、行政だけでは生み出すことのできない価値やサービスを創

造していくことです。 

従来の民や官の取り組みでは実現できなかった「新しい公共」を拡充していくという創造的な取

り組みを推進することにより、第５次総合計画に掲げる将来都市像の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新しい公共」とは

「新しい公共」とは、「行政が担う領域」と「市民が担う領域」との間にある、公共ある

いは公共的な課題群の領域です。これまで「公共」は行政が担うもの、というイメージがあ

りましたが、行政による画一的な手法では多様なニーズに応えることができませんし、行財

政の制約もあります。他方、市民活動の成熟や社会貢献の意欲を持つ事業所の増加に伴い、

地縁団体やＮＰＯ、事業者ら民間の力で公共的な課題の解決に取り組む事例が増えてきまし

た。たとえば、景観保全や住民主体のコミュニティバス運行などは、その一例です。 

何が「新しい公共」にあたるのか、あるいはその課題について市民と行政がどのように役

割分担をすればいいのかは、一律に定義することはできません。市民の力が強化され、行政

がそれに呼応し、財源面も含めた対応を行うことで、新しい公共は自然と膨らんでいきます。

この過程こそが「市民と行政との協働」です。どのように協働を進めるかについては、今後

策定する本市版の「協働の指針」で定めていきます。 

※15 行政マネジメントシステム P23 参照  

※16 まちづくり協議会 
本市において、平成 5 年（1993 年）から順次、発足。市域
を概ね小学校区を単位として、自治会を中核に、地域で活
躍する団体、グループなどあらゆる人たちとの連携を図り
ながらまちづくり活動を推進する組織。 
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（２）協働の指針の策定 

「新しい公共」の拡充に向けて、市民と行政がそれぞれの責任のもと、互いの力を十分に発揮し、

協働を推進していくため、協働の基本原則や形態などを定めた「指針」を策定し、取り組みの着実

な進展を図ります。 

指針の策定は、様々な市民団体や知識経験者などの参加のもとに行うこととし、前期基本計画期

間内の早期の策定をめざします。 

 

（３）市民との情報共有と相互理解 

協働を行う前提として、市は、効果的な情報発信に努め、市民との情報共有を図ります。特に協

働に関する情報を積極的に発信することによって、課題・目的の共有化を図り、異なる主体間の相

互理解と、より一層の市民参画を進めます。 

 

 
 
  「新しい公共」の領域の拡充  

行政の領域 市民の領域 

適正な行財政運営 市民力の強化 

市民と行政との協働

民―民の協働 

新しい公共 

の領域 

＜協働とは＞ 

市民や市民活動団体、事業者、学校、行政など異なる

立場の主体が、共通の目的や課題の達成に向けて、お

互いの特性を理解しつつ、対等な立場で連携・協力す

ること。 

行財政運営 市民自治 

＜市民自治とは＞ 

市民が自分たちのまちの課題

について考え、決めて、行動す

ること。地方自治の本旨である

「住民自治」の概念に加えて、

市民力の強化をめざしていき

ます。 
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第２節 行政マネジメントシステムの機能強化と効果的運用 

 

（１）行政マネジメントシステムの機能強化 

厳しい財政状況が続く中、「持続可能な行財政運営」を実現していくためには、市が行った業務

の量ではなく、市の業務によって市民生活にもたらす成果を重視し、費用対効果や時代の変化をふ

まえた、施策や事業の評価結果に基づき、限られた経営資源（財源や人材など）の効果的・効率的

な活用を図っていく必要があります。 

そのためには、計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－反映（Action）という、いわゆ

るＰＤＣＡサイクル※17 を基本に、総合計画の進捗状況を管理し実現を図るツールとしての行政評価

（毎年度行う施策評価や事務事業評価）を核として、実施計画の策定や予算の編成、行財政改革、

行政の組織体制などが有機的に連動するよう、行政マネジメントシステム※15 の機能を強化します。 

 

（２）事業の選択と集中、経営資源の適正配分 

行政評価を核とするマネジメントシステムの機能を強化し、効果的な運用を図ることにより、施

策や事業の優先度の決定、事業の取捨選択、市民の判断基準や協働の視点に基づくサービス提供の

方法や事業の実施手法の検討、経営資源である財源や人材の適正な配分、行政の果たす役割の時代

の変化への的確な対応など、戦略的な取り組みを展開します。 

 

（３）行政外部からの視点 

行政マネジメントシステムを行政内部に留めることがないよう、毎年度行う行政評価の結果（総

合計画の進捗状況や成果の検証など）を公表するとともに、ＰＤＣＡサイクル※17 の中の、評価

（Check）や反映（Action）などの段階において、外部（市民や知識経験者など）の視点に基づ

く意見・提案・評価を取り入れます。これにより、透明性や客観性を高めるとともに、計画の実行

性をより確かなものとします。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

※17 ＰＤＣＡサイクル 
マネジメントサイクルともいわれる。計画（plan）、実施（do）、
評価（check）、反映（action）の頭文字から名付けられたも
の。これを順に実施することにより計画を着実に実現させる
とともに次の計画に生かし、品質の維持・向上および継続
的な業務改善活動を推進する管理手法。 

※15 行政マネジメントシステム P23 参照 

※18 アウトソーシング 
これまでは行政が自ら行っていた業務や機能の一部また
は全部を、それを得意とする外部の企業などに委託するこ
と。 

第５次宝塚市総合計画の推進 

基本構想 基本計画 

実施計画の策定 

予算の編成 

組織体制の決定 

 

市民や知識経験者をはじめとする 

行政外部の視点 

 

Plan／計画 

A
Do／実施 

P 

D 
施策の展開 

事業の実施 

Check／評価 
C 行政評価の実施（施策評価、事務事業評価） 

 ・進捗状況及び課題の確認 

 ・成果の検証 
結果の

公表

Action／反映 
評価結果の活用 

 ・施策や事業の優先度の決定 

 ・事業の改善、取捨選択 

 ・事業実施手法の検討（アウトソーシング※18 協働など） 

・財源や資源の適正配分    など

・実施計画、予算との連動 

・行財政改革との連動 

・協働の広がりとの連動 

・組織体制との連動 
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第３章 まちづくりの基本目標と施策 

本市の将来都市像に掲げるまちづくりの理念から、めざすまちづくりを６つの基本目標として分

類しました。 

“「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり”を進めていくことにより、新

しい都市経営を確立し、「安全・都市基盤」「健康・福祉」「教育・子ども・人権」「環境」「観光・

文化・産業」の各分野に掲げる基本目標の実現を図ります。 

 
そして分野ごとに、計３８の施策を掲げ、それぞれを横断的に連携させながら、効果的・効率的

に施策を推進します。 

 

第１節 これからの都市経営 

～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～ 

近年、市民と行政の間の領域について、「新しい公共」という概念が認識されつつあります。こ

の領域にある公共、あるいは公共的な課題について、多様な主体がそれぞれの目的意識を持ちなが

ら、相応の責任を認識し、相乗的な効果を挙げていく仕組みが協働であり、これからの都市経営の

基本となるものです。また、市民自らが自分たちのまちについて考え、決めて、行動する「市民自

治※19」がこれまで以上に求められています。 

「市民自治」の深化をめざし、市民との協働によって事業を進めることで、持続可能な都市経営

と個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ります。また、協働によるまちづくりを進めるため

に、市民の市政への関心を高めるための情報発信を積極的に行うとともに、政策の決定など市政に

市民の意見を反映させるよう努めます。 

 

 

 

１　これからの都市経営
～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～

２　安全・都市基盤

～災害に強く、安全で
いつまでも快適に住
み続けることができる
まちづくり～

３　健康・福祉

～すべての市民が健
康で安心して暮らせ
る、人にやさしいまち
づくり～

５　環境

～都市の景観が美し
く調和し、花や緑に包
まれた、環境にやさし
いまちづくり～

６　観光・文化・産業

～個性と魅力にあふ
れ、文化の薫り高く、
にぎわいと活力に満
ちたまちづくり～

４　教育・子ども・人権

～子どもたちが健や
かに成長し、そして、
すべての人々の人権
が尊重される心豊か
なまちづくり～

※19 市民自治 
市民が自分たちのまちの課題について考え、決めて行動
すること。地方自治の本旨である「住民自治」の概念に加
えて、市民力の強化をめざす。 
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近年では災害や重大な事件、事故など様々な危機が発生する可能性があり、市民生活を速やかに

回復させるための危機管理体制を整えます。 

本市の厳しい財政状況を克服し、総合計画に掲げた施策の推進に向けて、より質の高い行政運営

に努め、健全で持続可能な財政運営を進めます。 

“「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり”の実現に向けて、すべての分

野との連携・協力を図りながら、各施策を推進します。 

 
①市民自治 

地方分権の時代、市民が自分たちのまちについて考え、決めて、行動する「市民自治※19」がこれ

まで以上に求められています。 

市民自治を実現するには、自治会やまちづくり協議会※16 による「地域自治」を確立させるととも

に、市民活動団体、事業者、学校などが広域的に行う活動を充実させる必要があります。 

地縁型やテーマ型※20 など多様な市民活動が展開され、ネットワークが広がる中で、市民の自治力

が高まり、市政への関心が深まります。そのような市民自治の深化をめざし、情報公開や協働型の

事業展開を推進し、中間支援団体との連携を図ります。 

 
②市民と行政との協働 

市民と行政の協働により、持続可能な都市経営と、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめ

ざします。 

地方分権下において、本市の特性を生かしたまちづくりを進め、総合計画に盛り込まれた諸施策

を実施するにあたり、市民、事業者、研究機関、行政などさまざまな主体間との協働を積み重ね、

「新しい公共」を拡充していくための仕組みづくりに取り組みます。 

特に市民と行政との協働については、対等性や透明性を確保しながら、違いを生かした協働関係

がつくれるように、「協働の指針」を策定し、これに基づく取り組みを実践します。 

 
③開かれた市政 

市民の市政参画や協働によるまちづくりに向けて、市政への関心が高まるように情報を積極的に

発信するとともに、市民から様々な方法で市政に関する意見を聴き、政策や予算の決定、事業実施

をはじめとする市政運営への反映に努めます。 

 

④情報化 

いつでも、どこでも、だれでも、ＩＣＴ※12（情報通信技術）を活用できる環境を整えることで、

市民の暮らしが便利になり、豊かな交流ができる社会の実現をめざします。 

また、ＩＣＴ活用の一方で、個人情報の保護には十分な対策を行うとともに、情報セキュリティ

※21 の強化に取り組みます。 

 

※16 まちづくり協議会 P29 参照 

※20 テーマ型 
子育てや環境問題など個別のテーマに関心を持ち集まっ
た市民によって構成される団体による活動。団体の形は任
意団体や法人格を有するＮＰＯ法人が多い。 

※12 ＩＣＴ   P10 参照 

※21 情報セキュリティ 
個人の持つ情報を、不当に改変されることなく、認められ
た者だけが活用できるように、人的・組織的・技術的な対策
を講じること。 
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⑤危機管理 

危機の発生を未然に防ぎ、それでも発生した場合は拡大を食い止め、被害や影響などを最小化し

て、市民生活を速やかに回復させることができるように、危機管理体制を整えます。 

そのために、危機管理を行うための組織と設備の充実に取り組み、職員の危機に対する意識を高

めるとともに、市民と行政とが危機に関する情報交換を行う機会を設けます。 

 
⑥行財政運営 

地方分権の進展や多様化・高度化する市民ニーズへの対応、社会保障費の増加など、基礎自治体

である市の役割が増大する一方で、税収は減少し、市の財政は厳しい状況にあります。 

総合計画に掲げた施策の推進に向け、さらに質の高い行政運営に努め、健全で、持続可能な財政

運営を進めます。 

また、行政に対する市民の信頼を獲得すべく、法令遵守、公務員倫理の確立に努めます。 

さらに、協働の理念に基づき、意思形成過程においても積極的な市民参画を進めるなど、協働型

の行財政運営をめざします。 

市が持つ様々な資源を最適かつ効果的に配分、運用し、市民サービスの適切な水準を維持しつつ、

効率的な都市経営を進め、簡素で効率的な組織運営を推進するとともに、より適切な意思決定を図

るため、組織のガバナンス※22 を高め、職員の資質の向上、特に自主的・自律的な行財政運営に必要

な能力の向上を図ります。 

 
 

 

 

※22 ガバナンス 
組織・共同体が自らを健全に統治すること。法令を遵守
し、円滑に業務を進める仕組みを組織の中に確立するこ
と。 
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第２節 安全・都市基盤 

～災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり～ 

阪神・淡路大震災で得た教訓と経験を生かし、総合的な消防・防災体制を市民の力を結集して強

化していくとともに、防犯・交通安全対策を進め、災害に強く、また犯罪や交通事故のない、安全

で安心なまちをつくります。 

市民の安全性や利便性を高め、良好な市街地の形成を図るために、適正な道路・交通体系を確立

させるとともに、道路、上下水道などの都市基盤の計画的かつ効率的な整備を進め、地域の特性を

生かし多様な都市機能を備えた、よりコンパクトな都市※23 の形成をめざします。 

また、ユニバーサルデザイン※24 の考え方により、すべての人にやさしい、安全でいつまでも快適

に住み続けることができるまちをつくります。 

“災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり”の実現に向けて、

「健康・福祉」「教育・子ども・人権」「環境」などの分野との連携・協力を図りながら各施策を推

進します。 

 
①防災・消防 

「１．１７は忘れない～市民力で支え合うまち～」の実現をめざして、市民力を結集した総合的

な防災・消防体制の充実強化を推進します。 

そのために、自主防災組織を核とした地域における支え合いなど、共助の仕組みを強化し、市民

の防災力を高めるとともに、災害発生時に市民の防災・避難拠点となる公共建築物などの耐震化を

推進するなどし、都市防災機能を高めます。 

また、救急救命体制、防火体制の強化を進めるほか、広域的な連携による消防体制の充実を図り

ます。 

 

②防犯・交通安全 

市民一人ひとりの防犯・交通安全意識の高揚を図り、市民の主体的な防犯・交通安全活動を促進

します。また、市民と連携した取り組みを展開し、犯罪・交通事故のない、安全で安心なまちづく

りを推進します。 

このほか、駅周辺での放置自転車対策や街路灯など地域の安全を高めるための施設整備を進めま

す。 

 

 

 

 

 

※23 コンパクトな都市 
住まい、職場、学校、病院、遊び場などの諸機能を集積す
ることにより、自動車に過度に依存することなく、歩いて暮
らせる生活空間を実現するまち、もしくはそれをめざしたま
ちづくり。ただし、「コンパクトな都市」とは、持続可能なまち
づくりを推進するための都市政策上の考え方であり、特定
の都市の形やイメージを規定するものではなく、それぞれ
の都市に相応しいコンパクトな都市のあり方を定めていくも
の。 

 

※24 ユニバーサルデザイン 
人間が言語の違い、左右の利き手の違い、障がいの有
無、老若男女といった差異を問わずに利用することができ
る設計・工業デザインをいう。デザイン対象を障がいのある
人や高齢者に限定していない点で、一般的に言われる
「バリアフリー」とは異なる。 
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③土地利用 

南部市街地では、住宅地、商業地、工業地、農業地などの土地利用の実態に留意し、既成市街地

の整備や再整備を進めるとともに、原則として市街地周辺緑地への市街地の拡大を抑え、地域の特

性を生かし多様な都市機能を備えた、よりコンパクトな都市※23 の形成をめざします。 

また、都市としての安全性や利便性を高めるとともに、すべての人々が安心して快適に生活でき

る、ゆとりとうるおいのあるまちづくりのため、適正な規制や誘導によって、それぞれの地域の特

性に応じた土地利用の実現に努めます。 

さらに、市街地周辺緑地では、市街地から展望できる美しい山並みの保全・育成を行うとともに、

緑地の利活用を進めます。 

北部地域では、自然環境に配慮し、引き続き、生活環境などを向上させるとともに、新名神高速

道路の建設推進など、広域的視点からの取り組みもふまえた土地利用について検討します。 

 
④市街地・北部整備 

南部市街地の整備について、都市機能の向上が必要な農住混在地域では、土地区画整理事業など

の面的整備を推進し、都市基盤施設の整備とともに、農地と良好な住宅地が調和したまちづくりを

進めます。 

また、市街地再開発事業施行区域では、現状と課題を整理し、地元の気運をふまえながら、地域

の特性を生かした再整備手法を検討するほか、老朽化した木造住宅が密集する地区では、狭あいな

道路の整備や防災機能の向上など、住環境の改善に向けた課題を整理し、整備手法の検討などを進

めます。 

北部地域では、豊かな自然と調和した良好な環境を保全していくとともに、農業の振興や農地の

適切な管理運営を進めます。 

また、地域内の公共公益施設やレクリエーション施設などのさらなる連携により、地域全体の魅

力の再創出を図り、南部市街地など他の地域との交流が活発なふれあいの里づくりをめざします。 

さらには、交通量の増加に対応した道路などの改良整備を進め、生活環境の向上を図るとともに、

新名神高速道路のスマートインターチェンジ※25 の整備促進と、サービスエリアを含む活用方策の検

討を行い、地域の活性化を図ります。 

 
⑤住宅・住環境 

人々に「選ばれる都市」、そして「住み続けたい魅力ある都市」となるよう、地域の良好な住環

境づくりへの市民参加を促進し、地域の魅力を生かした個性ある住環境の形成をめざします。 

また、高齢化社会の進展や多様化するライフスタイルなどに住宅を調和させ、それを長く快適に

使い続けることができるようにするとともに、次世代へ継承できる良質な住宅ストックづくりを推

進するなど、安心して快適に住み続けられる住宅環境の形成をめざします。 

 

 

※23 コンパクトな都市 P35 参照 

※25 スマートインターチェンジ 
高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バス
停から乗り降りができるように設置される ETC 専用のインタ
ーチェンジ。 



 

    37 

⑥道路・交通 

災害に強く、良好な市街地の形成などのため、都市計画道路や主要市道などを含む総合的な道路

網を検証し、適正な道路配置を計画します。 

また、高齢化社会や環境問題に対応するため、自動車交通から公共交通への移行を促すように、

公共交通のサービス水準の向上や利用促進に向けた施策を展開するとともに、駅前など交通結節点

※26 機能の充実を図り、よりコンパクトな都市※23 の形成をめざします。 

さらに、ユニバーサルデザイン※24 の理念に基づき、高齢者や障がいのある人を含む、すべての人

にやさしい安全で快適な道路環境や公共交通施設などの整備を進めます。 

道路整備について、一般市道は、安全で快適に、そして利便性を高めるため、改良効果の高い箇

所を重点的かつ計画的に整備するとともに、狭あい道路などの整備を地域住民や開発事業者の協力

のもとに進めます。都市計画道路は、都市計画道路整備プログラムに基づき、計画的かつ効率的に

整備を進めます。また、道路や橋梁の管理を適切に行い、長寿命化を図ります。 

新名神高速道路については、スマートインターチェンジなどの整備促進を含め、早期整備に向け

関係機関と調整します。 

 

⑦河川・水辺空間 
日々の市民生活に「うるおい」や「やすらぎ」を与えてくれる河川・水辺空間の創出・改善につ

いて、「環境」「親水」「治水」の３つの視点を考慮し、うるおいのある河川空間の創出や、県と市

が連携した河川の総合治水対策、浸水地域の早期解消に向けた下水道雨水施設の整備、市民によ

る河川・水辺空間の美化活動の促進などに取り組み、「自然と共生する水辺」、「きれいな水の流れ

るまち」、「安全・安心なまち」の実現をめざします。 

また、重要な河川空間である武庫川一帯について、回遊性を意識した取り組みを推進します。 

 

⑧上下水道 
災害に強いまちづくりのため、老朽化した下水道の汚水施設について、機能向上・耐震化に寄与

する長寿命化対策を講じるとともに、良好な生活環境の実現のため、汚水施設の人口普及率、水洗

化率１００％をめざして整備、啓発活動を進めます。 

また、上水道は、安全で安心できる水を安定して供給するため、良好な水源を確保し施設の整備

を進めていきます。安定給水を図るため、水道施設の耐震化や、経年化した施設の整備を進め事故

の未然防止に努めます。 

さらに、安心して飲める水の供給のため、水質管理を充実するとともに、環境に配慮する水道と

して、自然エネルギーの有効利用や省エネルギー施設の導入に取り組みます。 

 

 
 
 

※26 交通結節点 
交通機関を乗り換える施設で、鉄道駅、バスターミナル、
自由通路や階段、駅前広場やバス交通広場、歩道駅など
を意味する。 

※24 ユニバーサルデザイン P35 参照 
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第３節 健康・福祉 

～すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり～ 

子ども、高齢者、障がいのある人、在住外国人などを含むすべての市民が、住み慣れた地域で、

その人らしく自立し、健康で安心していきいきと暮らし続けられるまちと仕組みを、みんなが協力

してつくっていきます。 

市民の健康意識を高め、健康づくりを推進するとともに、保健・医療・福祉の連携による総合的

な保健・医療サービスの提供など、保健・医療の充実を図ります。 

また、高齢者が住み慣れた地域の中で生きがいを持って安心して生活できるように、生活支援体

制の構築、生きがいづくりと健康づくり（介護予防）を推進し、地域社会の助け合いによる地域ネ

ットワークづくりを図るなど、高齢者福祉の充実に努めます。 

障がいのある人が地域社会で自立生活を確立し､完全参加が図れるよう､ノーマライゼーション※27

の理念やエンパワーメント※28 の考え方を基本に、「人にやさしいまちづくり」の実現に向けて、障

がい者福祉の充実に取り組みます。 

さらに、生活支援の必要な市民への援助や国民健康保険事業の運営など、セーフティーネットと

しての社会保障の充実をめざします。 

“すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり”の実現に向けて、「安全・

都市基盤」「教育・子ども・人権」などの分野との連携・協力を図りながら各施策を推進します。 

 
①地域福祉 

だれもが住み慣れたところで、その人らしく自立し、安心した生活ができるまちと仕組みを、高

齢者、障がいのある人、子ども、在住外国人などの当事者、地域住民、市民活動団体、行政、社会

福祉協議会などの関係機関、サービス事業者などが協力し、みんなでつくっていきます。 

具体的には、地域で生活し続けるために解決すべき課題を、年齢・性別・国籍・障がい種別・困

りごとの内容などで区分することなく、みんなでこれを受け止め、力を合わせて解決していくこと

ができるよう、協働の仕組みづくりを進めていきます。 

そのためには、みんながノーマライゼーション※27 の理念、ソーシャルインクルージョン※29 の思

想を理解し、どのような状況になっても支援を必要とする人の主体性や自己決定に基づいた自立を

支援し、地域から排除しないという意識を持つことが必要です。市は、さまざまな生活課題を総合

的に受け止め、取り組みの検討段階から事業実施までの過程において、市民や関係機関と協働して

対応し、みんなが積極的に支え合う活力のある福祉のまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

※27 ノーマライゼーション 
障がいのある人もない人も共に社会の一員として、お互い
に尊重し支え合いながら、地域の中で共に生活することが
当たり前の社会であるという考え方。またそれに向けた運
動や施策なども含まれる。障がいのある人などの少数者に
普通の暮らしを保障するという視点と、少数者を排除する
社会は不毛で貧しい社会であるという２つの視点を含んで
いる。 

※29 ソーシャルインクルージョン 
社会的排除や摩擦を受け孤立する人々を援護し、公的扶
助や職業訓練、就労機会の提供などを通じて社会的なつ
ながりの中に内包し、共に地域社会の構成員として支え合
うこと。 

※28 エンパワーメント 
社会的な要因によって差別や不利を強いられている人々
が、自らを価値ある存在と気付き自信を回復して、自分自
身の置かれている不利な社会的な状態を変えていくため
に活動、実践していく過程であり、それらを実現する力を
当事者が高めていくこと。 
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②健康 

子どもから大人まで、市民が毎日安心して心身ともに健やかな生活を送れるよう、笑顔あふれる

家庭やコミュニティの創造をめざし、市民の健康意識の向上と健康づくりを推進します。 

そのために、市民自身による適切な健康管理と自分に合った健康づくりの実践に対する支援や健

康寿命の延伸と壮年期死亡の減少につながる施策を展開するほか、健全な食生活の実践に向けて、

すべての市民に対し、食育※30 を推進します。 

また、安心して安全に子どもを産み育てることができるよう母子保健事業をはじめとする支援体

制の充実に努めます。 

 

③保健・医療 

市民が日々の生活を安心して健やかにいきいきと暮らせるよう、充実した保健対策を推進すると

ともに、保健・医療・福祉の連携による総合的な保健・医療サービスを提供します。 

また、いつでも適切な医療を受けられるよう、救急医療体制の充実を図ります。 

市立病院ついては、経営基盤の確立を図り、地域の中核病院として、地域の医療機関との連携を

推進するとともに、高度・先進医療を提供できる診療体制を確立し、良質な医療サービスの提供に

努めます。 

 

④高齢者福祉 

高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられる生活

支援体制の構築をめざし、高齢者の生きがいづくりと健康づくり（介護予防）を推進します。  

また、高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスが切れ目なく提供されるように、

介護サービスなどの基盤整備を進めるとともに、かかりつけ医やケアマネジャー、介護サービス事

業者、行政関係者などの連携や、人と人とのふれあいや地域社会での助け合いによって、高齢者と

その家族を支える地域ネットワークづくり（地域ケア体制の確立）を図ります。  

さらには、権利擁護※31 の観点から介護が必要な状態になっても、一人ひとりが尊厳を持って、そ

の人らしい自立した生活が送れるよう関係機関が連携して取り組むとともに、高齢者の生きがいづ

くりを推進します。 

※31 権利擁護 
認知症や障がいなどにより、自分の権利や意思をうまく表
現できない・不利益に気付かない人に代わって主張し、本
人の権利を護ること。特に福祉分野においては、福祉サー
ビスの利用援助や苦情・不服の代行を行い、自己決定の
もとで自分らしく暮らし続けることを支援することを意味す
る。 

※30 食育 
国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食
文化の継承、健康の確保などが図れるよう、自らの食につ
いて考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する
判断力を楽しく身に付けるための学習などの取り組み。 
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⑤障がい者福祉 

障がいのある人が地域社会で自立生活を確立し、完全参加が図れるよう、ノーマライゼーション

※27 の理念やエンパワーメント※28 の考え方を基本に、障がいのある人のニーズをふまえて、障がい

のある人とその家族を支える地域ネットワークづくり（地域ケア体制の確立）や在宅福祉サービス

などの充実に努めるとともに、就労への支援や社会活動への参加を促進します。 

また、障がいのある人が自らその居住する場所を選択し、地域で自立した生活を送れるよう、生

活の場の確保や権利擁護に取り組みます。 

あわせて、障がいのある人を含むすべての市民が、障がいへの理解を深めるため、啓発事業の強

化やノーマライゼーションの理念の普及を図り、「シンシアのまち宝塚※32」にふさわしい、人にや

さしいまちづくりの実現に向けた取り組みを推進します。 

 

⑥社会保障 

生活支援の必要な市民に対して、必要とする支援が確実に行われるよう、セーフティーネット※33

としての機能を確実に果たせるよう、実施体制の充実に努めます。 

また、生活保護制度だけでなく、既存の社会保障制度を活用するとともに、関係機関や関係部署

の連携を強化し、市民の生活支援や相談が的確に行えるよう、相談体制などの充実を図ります。 

健康な生活を送るためには、市民だれもが思いがけない病気やけがをしたときでも、安心してい

つでも医療を受けることができる環境づくりが必要です。 

そのために、国民健康保険事業や福祉医療費助成制度を、将来的に持続可能なものとする観点か

ら、今後の制度の動向などをふまえながら適切な運営に努めます。 

 

 

 

※33 セーフティーネット 
「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、世
の中に存在する様々なリスクから、個人を救済するための
システム。憲法第 25 条に規定された「健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を」保障する仕組みであり、狭義
には､年金､医療､介護､生活保護などの社会保障を指す。

※27 ノーマライゼーション  P38 参照 

※28 エンパワーメント P38 参照 

※32 シンシアのまち宝塚  
介助犬の啓発や法的認知を求める一環として、平成 11 年
（1999 年）5 月、本市が「（介助犬）シンシアのまち」を宣言
し、平成 14 年（2002 年）10 月身体障害者補助犬法が施行
されるのに大きな役割を果たした。シンシアは市内在住の
会社員・木村佳友さんの不自由な生活を手助けする介助
犬であり、平成10 年（1998 年）から毎日新聞社が介助犬の

法的認知を訴えるキャンペーンを始めたことから、存在が
広く知られるようになった。これらのことから、心と環境と制
度のバリアフリーを進め、ノーマライゼーションの理念を実
現していくことを象徴して、「シンシアのまち宝塚」とした。 

「いこいの場所」 木村佳友さん撮影 
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第４節 教育・子ども・人権 

～子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり～ 

心豊かな社会の実現に向けて、子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊

重されるまちづくりを進めていく必要があります。 

そのため、すべての施策を人権尊重の視点に立って推進することとし、同和問題をはじめとする

人権問題への積極的な取り組みを進めるとともに、男女がともにあらゆる分野に参画できる社会の

実現を図ります。 

また、子どもが一人の人間として基本的人権が尊重され、ふるさとに愛着と誇りを抱き、社会の

一員として、また未来の担い手として、いきいきと健やかに成長できるよう、「自分を大切に、人

を大切に、ふるさと宝塚を大切にする人づくり」を進めます。 

そして、すべての子どもが安全で、充実した教育を受けることのできるまちをつくります。 

さらに、市民一人ひとりの生き方を大切にし、それぞれの世代がいつでも、どこでも学習できる

環境を整えるとともに、学習の成果を地域社会に生かすことにより、地域の教育力・文化力を高め

ていきます。 

“子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり”

に向けて、「安全・都市基盤」「健康・福祉」などの分野との連携・協力を図りながら各施策を推進

します。 

 

①人権・同和 

人権とは、人間の尊厳に基づいた各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての

人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において人間らしく幸福な生活を営むために欠かす

ことのできない権利です。 

この理念をふまえて、今なお課題が残されている同和問題をはじめ、障がいのある人、女性、高

齢者、子ども、在住外国人などの人権問題解決のため、第２次人権教育及び人権啓発基本方針に基

づき、様々な施策を総合的かつ計画的に進め、すべての施策に人権尊重の視点に立って取り組むこ

とにより、すべての人々の人権が尊重・保障される明るく住みよい地域社会の実現をめざします。 

また、平和であることは人権の礎であり、人権が尊重される社会であってこそ平和を維持し、実

現することができます。このため、「非核平和都市宣言」の趣旨に基づき、戦争や核兵器の恐ろし

さ、命の尊さや平和の大切さを訴え、恒久平和を願う様々な施策を進めます。 
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第 2 部 基本構想   

②男女共同参画 

社会のあらゆる分野に女性と男性がともに参画する機会が保障され、すべての人が個人として、

性にとらわれず、自分らしく生き生きと豊かな充実した生活を送ることができるとともに、男女が

ともに責任を分かち合う男女共同参画社会の実現をめざします。 

そのため、男女共同参画推進条例※34、男女共同参画プラン※35 に基づき、すべての施策について、

男女共同参画の視点に立って取り組みを進めます 

  

③児童福祉 

子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、一人の人間として尊重され、いきいきと成

長していくことが大切です。 

このため、家庭、学校園をはじめとする各施設、地域住民、事業者などと市が、子どもの最善の

利益を考慮して、相互に連携・協力して、子育てを支援し、子どもを守るとともに、子どもの内な

る力を信じ、それを引き出すための取り組みを進めます。 

そして、子どもが夢と希望を抱き、一人の人間として自立し、人を思いやり、命を慈しむ心を持

って、健やかに成長するまちの実現をめざします。 

 
④青少年育成 

青少年がふるさと宝塚に愛着と誇りを抱き、自信を持った社会の一員として、また未来の担い手

として、自ら「育つ」ことが大切です。青少年が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことがで

きるように、居場所づくりや、地域ぐるみで青少年を守り育てる環境づくりを進めます。 

また、地域や学校、行政が一体となって不登校、いじめ、非行などを未然に防ぎ、青少年の育成

に努めます。 

さらに、青少年が市政や地域のまちづくり活動に参加するなど、社会活動や社会体験などを通し

て、自らの役割や責任などが理解できるよう、青少年自身、地域、学校、企業などと行政が連携し

て取り組み、「育むことが楽しくなるまちたからづか」の実現をめざします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※34 男女共同参画推進条例 
男女共同参画社会の実現を目的として平成 14 年（2002
年）に制定。男女共同参画の推進に関し、市・市民・事業
者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる
事項を定めたもの。 

※35 男女共同参画プラン 
男女が、性にとらわれることなく、社会のあらゆる分野に参
画できる社会（男女共同参画社会）の実現をめざして、施
策を総合的・計画的に進めるための方向性を示したもの。
平成 18 年（2006 年）5 月に策定。 
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⑤学校教育 
子どもの「生きる力」には、自らの心身の豊かさと健全さを基盤とし、一人ひとりが自分らしさ

を形成していく力、仲間や周囲の人たちと共感・信頼できる関係をつくっていく力、民主的な社会

づくりに主体的にかかわるための力などが含まれます。これらの力を積極的に育むことを通して、

心豊かに社会を担う人、すなわち自分を大切に、人を大切に、ふるさと宝塚を大切にする人づくり

をめざします。 

その実現のため、学校園と教職員の教育力を高めるとともに、家庭や地域との連携を高め、市民

全体で子どもを応援します。 

そして、すべての子どもが安全で充実した学校教育を受けることができるよう、学びの機会均等

や学びの成果を保障することを核とした教育福祉の充実、幼稚園、保育所、小・中学校による連携

教育の推進、保護者・地域住民による学校教育への参画推進、安全安心で人にやさしい学校園環境

の整備充実に取り組みます。 

 
⑥社会教育 

市民一人ひとりの生き方を大切にし、文化的で心豊かな生活を送れるよう、それぞれの世代が「い

つでも、どこでも」学習できる環境を整えることにより、社会教育の振興を担う人材の育成を進め

ます。そのために、市民の自主的な学習活動を支援する図書館や公民館、宝塚自然の家など、それ

ぞれの施設の特色や魅力を高めるとともに、施設間の連携を図り、新鮮な学習情報を効果的に発信

します。 

そして、市民の学習の成果を地域社会に生かすことにより、各自の持ち味を生かしつつ主体性を

もってまちづくりに参画することができるよう、地域の教育力を高めます。また、家庭や地域の教

育力の低下が指摘される中で、地域の住民が積極的に学校の活動に協力する動きを大切にするなど、

社会教育が地域住民、家庭、学校の連携を強め、協力し合う礎となるよう取り組みます。 

さらに、地域教育の基盤となる本市の歴史や文化を守り、また有効に活用しながら、市民や子ど

もたちの郷土への思いを高め、次代へ引き継いでいきます。 

 
⑦スポーツ 

市民個々の理想とするスポーツライフを支援し、スポーツで人と未来が輝くまち「アクティブ 

宝塚※36」を実現します。 

そのため、市民が人生の各ステージで豊かなスポーツライフが楽しめるように、「する」スポー

ツだけでなく、「みる」スポーツや「ささえる」スポーツの分野を含めた総合的観点から、本市の

スポーツ文化全体を豊かに育成し、スポーツを通して主体的、活動的、健康的な市民生活の実現に

取り組みます。 

 
 

 

 

※36 アクティブ宝塚 
「宝塚市スポーツ振興計画」のこと。平成 22(2010)年度から
平成 31(2019)年度に限定した計画の名称を「アクティブ宝
塚」としている。スポーツを通じて人と未来が輝く本市の将
来像を皆で実現していこうとするメッセージが込められてい
る。 



 

44 

第 2 部 基本構想   

第５節 環境 

～都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり～ 

六甲・長尾山系や武庫川の豊かな自然環境は、本市の優れた特性であり、貴重な財産です。その

自然環境に調和した伝統的な建造物や史跡をはじめとする文化遺産、歴史的なまちなみなど、様々

な地域資源によってもたらされている良好な景観を保全していくことが、自然と共生した都市環境

の創造につながります。 

このため、本市の都市景観の特性である水と緑と花に調和した、ゆとりと潤いのある住宅地や、

にぎわいのある商業地、緑あふれる田園風景など、地域の特性に応じた景観を形成し、保全してい

きます。 

また、親水性に富んだ憩いと潤いのある水辺空間の創出、地域の特性に合った公園の整備や緑化

（花）を推進し、自然環境や都市の景観と調和した都市をめざします。 

さらに、良好な住宅・住環境の保全や、都市美化を推進するとともに、環境への負荷の少ない持

続可能なまちづくりを推進します。 

このほか、北部地域において、里山の保全・再生など環境林としての活用を図るとともに、自然

豊かな武田尾渓谷の景観を保全します。 

“都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり”に向けて、「安

全・都市基盤」「観光・文化・産業」などの分野との連携・協力を図りながら各施策を推進します。 

 

①都市景観 

六甲・長尾山系の豊かな自然緑地、市街地の中の緑や武庫川に代表される水辺空間、北部地域の

田園風景、伝統的な建造物や史跡をはじめとする文化遺産、歴史的なまちなみなど、様々な地域資

源によってもたらされている良好な景観を保全していくとともに、このような地域資源を生かした

景観の創出に努めます。 

また、本市の都市景観の特性である水と緑と花に調和した、ゆとりと潤いのある住宅地や、にぎ

わいのある商業地など、地域の特性に応じた市街地の景観を形成し、保全します。 

さらに、景観に対する市民意識を高め、市民と協働して、都市の景観や環境の保全を総合的かつ

計画的に進めます。 

 
②緑化・公園 

緑の基本計画に基づき、市民との協働による緑化（花）の推進と、地域の特性に合った公園の整

備を進めます。特に、自然との共生や、災害防止の役割を持つ貴重な自然緑地について、適切な保

全・管理に努めます。 

また、市街地での緑化（花）を推進するため、公共施設はもとより、民有地の緑化（花）を促進

するとともに、市民や事業者と一体となった地域ぐるみの緑化（花）運動を進めます。さらに、コ

ミュニティ活動の活性化と安全安心な公園づくりに向けて、市民とのパートナーシップによる公園
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や緑地の運営・管理を行います。 

 
③環境保全 

市民、事業者との協働により、未来の子どもたちのために持続可能なまち、健全で恵み豊かな環

境をともに育むまち、環境に対する意識とライフスタイルを変革する環境創造都市をめざします。 

そのために、まず人類が解決しなければならない課題となっている温室効果ガス※37 の排出削減

を進めます。 

また、自然豊かな北部地域における里山の保全・再生、武田尾渓谷の景観保全を図るなど、地

域ごとに特色を持った生態系を守り、人と自然が共生できる生物多様性※6 を意識したまちづくりを

進めます。 

 
④循環型社会 

循環型社会形成推進基本法に定めるごみの減量・資源化の原則に従い、環境への負荷が少ない循

環型社会の構築に向けて、市民・事業者・行政が一体となってごみを減らすこと、燃やすごみをつ

くらないことを推進します。 

３Ｒ※9（ごみの発生抑制・再使用・再生利用）の推進について、市民・事業者・行政の連携によ

って、ごみの分別排出を徹底し、ごみの減量と資源化率の向上を図るとともに、安全でかつ効率的

なごみ処理を推進します。 

 
⑤都市美化・環境衛生 

清潔で快適な生活環境を創出するため、市民の環境保全意識や美化意識を高めるとともに、環境

衛生対策の充実を図ります。 

また、犬猫などのペット飼育に関するマナー向上のための啓発活動のほか、ペットとの共生の

視点に立ち、ペットとふれあい、行動を理解するための取り組みなども展開します。 

さらに、市民の墓地需要に応えるため、「宝塚すみれ墓苑」の整備により、良質な墓地を長期的

かつ安定的に供給します。 

 

 
 
 

※37 温室効果ガス 
地表を温める働きがある大気中の二酸化炭素やメタンなど
のガス。太陽からの熱を地球に封じ込め地表を温め、地球
温暖化の主な原因とされている。排出量の割合は、二酸化
炭素（94.0％）、メタン（2.6％）、一酸化二窒素（2.0％）、フ
ロン類（1.5％）の順となっている。 

※6 生物多様性 P8 参照 

※9 ３Ｒ  P9 参照 

「妙見寺境内にて」 望月昭二さん撮影 
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第６節 観光・文化・産業 

～個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活力に満ちたまちづくり～ 

本市は、宝塚歌劇、手塚治虫記念館、宝塚温泉と武田尾温泉、清荒神や中山寺の神社仏閣など、

数多くの地域資源を有しています。「住んでよし、訪れてよしのまちづくり」という認識のもと、

こうした地域資源を活用し、相互に連携させることにより、個性と魅力に満ちあふれ、訪れる人々

に憧れを抱かせるまちづくりを進めます。 

芸術・文化、国際交流について、市民の活発な活動を応援していくとともに、市内の豊富な歴史

的資源や文化遺産を大切に継承し、活用していきます。 

また、宝塚らしさを醸し出す中心市街地の価値を高め、地域の特性や伝統を生かしながら、商業、

サービス業、工業、農業などの産業の連携・発展を推進するとともに、若者や女性、高齢者、障が

いのある人、在住外国人などの就労環境づくりを進めます。 

さらに、「消費者が豊かになること」「消費者が自立すること」が大切であるとの基本認識により、

市民の消費生活の安定と向上に向けて、啓発活動に取り組むだけでなく、消費者自らが行う経済活

動の取り組みも強化していきます。  

“個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活力に満ちたまちづくり”の実現に向けて、

「安全・都市基盤」「健康・福祉」などの分野との連携・協力を図りながら各施策を推進します。 

 
①観光 

本市は、歌劇のまちとして知名度が高く、おしゃれな都市イメージを持つまちです。また、手塚

治虫記念館、宝塚温泉と武田尾温泉、清荒神や中山寺といった神社仏閣、小浜宿などの歴史的資源、

さらには、山本の植木産業、武庫川や長尾・六甲山系に代表される都市景観、自然豊かな北部地域、

宝塚(阪神)競馬場といった数多くの魅力ある地域資源を有しています。 

「観光を市の中核産業と位置付け、住んでよし、訪れてよしのまちづくりを進める」という認識

のもと、こうした地域資源を、相互に連携させることで、真の意味での「強み」に育て上げ、それ

らを十二分に生かした観光集客戦略に基づく、積極的な観光施策を展開します。 

 
②商業・サービス業・工業 

持続的に発展するまちであるため、やる気を持って自立的に経営に取り組み、まちに活力をもた

らす商業、サービス業、工業の振興を図ります。 

また、宝塚ブランドイメージに合った産業を振興するため、異業種交流を促進するとともに、新

たなビジネスの誘致や起業家などの育成や地域資源の活用を図ります。 

さらに、中心市街地を含めた駅前ビルの商業施設、市民生活に密着した市場や商店街、寺社の門

前町としての商店街など、地域の特性に合った商業のあり方について検討し、それぞれの地域の活

性化を促進します。 

 

※30 食育 P39 参照 

※38 集落営農 
集落や地域をまとまりとして共同で農機具を所有したり、農
作業を行ったりすること、あるいはそのための組織。任意団
体のほか一元的経理を行う「特定農業団体」、さらに進ん
だ経営体として「農業生産法人」など様々な形態がある。 
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③農業 

北部地域の生産者と南部地域の消費者を結ぶネットワークの構築により、生産性の向上や安全・

安心な農作物の供給、消費者にとっての食育※30 環境の整備を促進し、未来に繋がる農業の振興を図

ります。 

また、北部地域の集落営農※38 を推進する中において、農業者の担い手の育成、地域が一体となっ

て取り組める組織体制づくり、遊休農地や休耕田の活用を促進するほか、国内外を問わず販路拡大

をめざしていきます。 

さらに、市民力を生かして、山本の花卉・植木産業の振興につながるオープンガーデン※39 の普及

を促進し、宝塚の都市イメージの向上を図ります。 

 

④雇用・勤労者福祉 

企業が元気でないと雇用を生まないことから、産業振興施策と一体で雇用・就業の促進と安定の

ための労働施策を推進していくとともに、女性、障がいのある人、高齢者、在住外国人をはじめ働

く意欲を持つ人の就労環境づくりについて、関係機関と連携して推進していきます。 

特に、将来のまちの発展を考えたとき、若者の社会的、経済的自立を社会全体でサポートする仕

組みを構築する必要があります。若者の社会参加や就労の支援に向けて、教育、医療、福祉など様々

な分野で官民の枠を越えて連携する仕組みづくりを推進し、実効性のある施策を展開します。 

 

⑤消費生活 

本市は、消費者活動に関して３５年以上の歴史があり、市民と行政の協働により成果をあげてい

ます。消費者庁の発足により、国においてもその重要性が認識されてきましたが、「消費者が豊か

になること」「消費者が自立すること」が大切であるとの基本認識のもと、取り組みを強化してい

きます。 

これまでは、基本的に「消費者＝弱者」との視点に立ち、被害にあったときの事後フォローや被

害防止のための啓発活動などを行ってきましたが、消費者自らが行う経済活動であるフリーマーケ

ットやリサイクル活動の取り組みを強化し、さらに、地産地消※40、食育※30、マイバッグ運動※41 事

業者向けのモニター活動など、消費者と事業者や農業者との良好な関係を構築することにより「市

民の暮らしの安全安心」を支える施策展開を進めます。 

また、消費者団体をはじめ警察、弁護士会、福祉関係、その他の関係機関との連携を重視し、消

費者(市民)にとって本当に価値のあるサービスや情報を提供するように努めます。 

 
 
 
 
 

※39 オープンガーデン 
ガーデニング愛好家が丹精込めて作り上げた庭を一般公
開すること。毎年 4 月に花と緑があふれ自然と共生する美
しいまちづくりをめざして、あいあいパークと共催でオープ
ンガーデンフェスタを開催している。 

※40 地産地消 
地域生産地域消費の略語で、地域で生産された農産物や
水産物をその地域で消費すること。 

※41 マイバッグ運動 
小売店が渡すレジ袋を使わず、消費者が持参した袋やバ
ッグを使おうという運動。一人ひとりが実行できる、もっとも
身近な環境保護運動の一つ。 
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⑥文化・国際交流 

本市には、宝塚歌劇や手塚治虫記念館などの文化資源、清荒神や中山寺、小浜宿などの歴史的資

源・文化遺産が数多く存在します。これらの地域資源を継承し、活用していくとともに、集客装置

としても捉え、まちのにぎわいづくりを推進していきます。 

また、市民の活発な芸術・文化活動を応援するとともに、各種事業の展開による「宝塚文化の創

造・発信」に努め、芸術・文化都市に相応しいまちづくりを進めます。あわせて、市内文化施設な

どの有効かつ効率的な運用を図ります。 

国際交流においては、継続的な交流のあり方や新たな地域との交流を検討するとともに、外国人

に対する相互理解の促進などに努めます。 
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第４章 将来都市構造の基本的な考え方 

第１節 阪神地域の中での本市の位置付け  

阪神地域は、東は大阪府、西は神戸地域と北播磨地域、北は丹波地域に接し、南は大阪湾に面し

ており、六甲山系、長尾山系、北摂連山、武庫川、猪名川などの豊かな自然に恵まれ、「阪神間モ

ダニズム※42」に代表される伝統ある独自の文化が育まれてきました。 

また、大阪・神戸の二大都市の間にあって、多様な都市機能が整った住宅地として成長し、全国

的に有名な観光文化拠点や空港・港湾・高速道路などの物流基盤を有しており、京阪神都市圏にお

いて重要な位置を占めています。 

本市は、阪神地域の中の市街地エリアと田園農村エリアの両方にまたがり、六甲山系と長尾山系

の間を流れる武庫川渓谷から下流域に広がる扇状地などに市街地を形成しています。 

また、宝塚歌劇をはじめとする観光文化都市、あるいは神戸・大阪大都市圏の住宅都市として、

阪神間らしさの形成に重要な役割を担っています。 

このため、本市としての都市の特性を、今後も一層強めながら、行政区域を越えた広域的な連携

や機能分担を進めていくことが求められています。 

 

第２節 人口減少期を目前にして 

本市では、これまでの 10 年間で、人口が約４パーセント（約１万人）増加したものの、近年は

微増にとどまり、数年後には横ばいから減少期に転換すると予測されます。 

人口減少期を目前にする中、これまでの土地利用を振り返ると、宝塚ファミリーランド跡地をは

じめとする観光拠点での大規模な土地利用転換が行われ、工場などの都市機能の流出も相次ぎまし

た。また、山麓部のいわゆるオールドニュータウン※43 などでは人口減少傾向が続く一方、市街地農

地では宅地化が進んだことで局地的な人口増を招き、社会資本の不均衡をもたらしています。こう

した土地利用の背景には、市場経済の動向や産業構造の変化、少子化や高齢化の進行などが考えら

れます。 

このように人口減少をはじめとする社会経済情勢が大きく変化していく中で、今後もあるべき姿

と乖離した機能拡散型の土地利用が進行すれば、生活環境の悪化、中心市街地の活力の低下、環境

負荷の増大や本市固有の自然、歴史文化資源の喪失につながり、これに行政運営コストの増加が重

なり、結果として本市全体の魅力が低下していくことが懸念されます。 

このため、これからの土地利用は、人口減少社会の到来を前提として、既存の社会資本を最大限

に活用し、無秩序な都市機能の拡散を抑制しつつ、必要なところに適切な都市機能を集積させる、

といったコンパクトなまちづくりへの転換が必要です。 

 

 

※42 阪神間モダニズム 
1900 年代から 1930 年代にかけて、主に六甲山系と海に囲
まれた理想的な地形を有する阪神間（神戸市灘区・東灘
区、芦屋市、宝塚市、西宮市、伊丹市、尼崎市、三田市、
川西市）を中心とした地域を土台に育まれた、近代的な芸
術・文化・生活様式とその時代の状況を指す。 

※43 オールドニュータウン 
高度成長期に建設された郊外のニュータウンが高齢化し
ている状態を表す。 
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そのうえで、生活者重視の視点、すなわち人と地域、人と人のつながりを意識した快適な都市環

境を創造し、日常生活を支える交通ネットワークの充実と歩いて暮らせるまちづくりを合わせて進

めていきます。 

このように、社会（コミュニティ）・環境（エコロジー）・経済（エコノミー）の総合的な視点を

もって、持続的発展の可能な土地利用を促進していくことで、本市の将来都市像の実現をめざしま

す。 

 

第３節 将来都市構造 

（１）都市核と地域核 

ＪＲ・阪急宝塚駅から宝塚南口駅、逆瀬川駅から市役所を含む武庫川周辺を、市内外から多様な

人々が集う「都市核」と位置付けます。 

このうちＪＲ・阪急宝塚駅から宝塚南口駅周辺エリアは、全市民や来訪者のために必要な都市機

能の集積を促進します。また、宝塚歌劇をはじめとする広域圏を対象とした観光・文化拠点である

とともに、市民と来訪者が集い、交流する拠点と位置付け、多様な集客拠点にふさわしい複合的な

都市機能の集積を図ります。 

逆瀬川駅から市役所周辺エリアは、市役所をはじめ公共公益施設が集積する立地特性を生かし、

地域型の商業・業務施設や都市福利施設の集積を図ります。 

一方、都市核を除く各鉄道駅前や周辺地区を、「地域核」と位置付け、日常生活に必要な都市機

能の集積を促進します。地域核は、固有の立地特性や歴史、文化を形成しており、その特色を最大

限に生かした発展をめざします。 

このように、都市核と地域核が、ぞれぞれの役割を担い、地域特性を生かしながら、必要な都市

機能の集積を図る「多核型の都市構造」をめざします。 

 

（２）都市軸 

市街地全体に緑の景観をつくる六甲・長尾山系の山並みと山麓住宅地を丘陵ベルトとして位置付

け、自然緑地の保全、育成に努めるとともに、緑と調和した良好な住環境を形成し、美しい緑の景

観を守り育てます。 

また、本市の中央を流れる武庫川の自然を保全し、武庫川を軸として水辺空間を生かした特色あ

る土地利用と景観の形成を図るとともに、地震など、災害時における防災帯や避難路などの防災機

能を持たせます。  

さらに、交通ネットワークとして、鉄道、バス交通網、自動車専用道路や幹線道路網の整備を促

進し、広域交流や都市間の連携強化を図ります。 
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第４節 地域ごとの土地利用の方針 

本市の都市構成は、市域を「南部地域」と「北部地域」の２地域に区分し、さらに南部地域を都

市計画法に基づく市街化区域に概ね整合する「南部市街地」と、そこから展望できる山並みにあた

る自然緑地の部分である「市街地周辺緑地」に区分します。 

次世代に向け、コンパクト（機能集約型の都市構造）なまちを実現するためには、市民・事業者・

行政が土地利用の基本理念を理解し、これを共有したうえで、適切な役割分担のもと、一体的な取

り組みが必要です。そのための共通のルールとして、以下の方針を明らかにします。 

 

（１）南部市街地 

南部市街地では、原則として現在の市街化区域を堅持し、市街地の拡大を抑制します。 

そのうえで、阪急宝塚線以北や今津線以西の山麓地域は低層住宅地を基本として良好な住環境の

保全に努めます。また、阪急宝塚線以南や阪急今津線以東については中低層住宅地を中心としつつ

も、現況をふまえ、周辺環境と調和した土地利用を図ります。    

商業系・工業系地域については、産業政策との連携を強化し、商工業の振興に配慮しつつ周辺環

境との調和を図ります。また、地域間や周辺都市に影響を与えるような大規模な集客施設について

は、適切な規模で立地規制・誘導に努めます。 

減少傾向にある市街地農地は、農業、とりわけ花卉・植木産業の振興と良好な都市環境の創出に

資する貴重な空間として保全し、市街地農地にふさわしい多様な活用を促進するとともに、都市的

土地利用へ転換すべき農地は適切に市街化を促進します。 

 

（２）市街地周辺緑地 

南部市街地周辺の自然緑地は市民共有の財産であり、その保全や育成に努めるとともに、身近に

ふれあうことのできる緑地として整備を促進します。 
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（３）北部地域 

北部地域は、集落住民の生活環境の充実を図るとともに、山林などの豊かな自然環境や農地を保

全し、田園景観の形成に努めます。 

都市近郊農業の農地を保全し、適切な基盤整備、管理運営を進めるとともに、都市部との連携を

強化し、地産地消※40 を進め農業の振興と環境負荷の軽減を図ります。 

一方、人口減少や少子化・高齢化などによる活力低下を防止しつつ、都市部との交流を一層促進

するため、建築制限を緩和する都市計画制度や開発許可制度の活用について、土地利用の実情をふ

まえつつ検討を進め、北部地域にふさわしいまちづくりに取り組みます。 

また、新名神高速道路のスマートインターチェンジ※25 やサービスエリアの設置を促進し、周辺環

境の整備を推進します。 

県による「宝塚新都市計画」については、公有地の有効活用といった観点からも、引き続き、そ

の動向を注視します。 

 

 

 

 【宝塚市の位置図】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※40 地産地消 P47 参照 

※25 スマートインターチェンジ P36 参照 
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