
（別紙）「第５次宝塚市総合計画後期基本計画（案）」に対するパブリック・コメント手続きに基づく意見募集の結果一覧表

№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

1

Ｐ20
序論
第2章 現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

○前期基本計画の達成や進捗の状況について

前期基本計画の達成や進捗の状況を、成果指標の数値により示している
が、分野別の表については、附属資料の内容と重複しているので、削除し
た方が読みやすくなると思う。

【計画に反映します】

分野別の達成・進捗状況について、削除します。

2

P22
序論
第2章　現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

P47～48
各論
第2節　安全・都市基
盤
（2）防犯・交通安全

○自転車の安全利用について　【防犯・交通安全】
　
歩道を走るなど、自転車に乗る人のマナーが悪い。自転車の安全利用に関
する条例の周知だけではなく、取締りもしてほしい。

【原案のとおりとします】

宝塚市自転車の安全利用に関する条例には、自転車利用者の責務、
自転車の安全利用に関する教育、啓発活動、指導などについて定め
があり、市は条例に基づいて、自転車ルールの周知やマナーの啓発
に取り組んでいます。
取締りについては、道路交通法に基づき、警察が行いますが、市に
おいては、条例に基づく自転車安全利用推進委員を設置し、駅前な
どで危険な運転に対する注意喚起などの指導を行っています。

3

Ｐ23
序論
第2章 現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

○地域福祉に関する記載について【地域福祉】

「3 健康・福祉　① 地域福祉」において、「…引き続き、全市的・重層
的なネットワークを構築するため、市民活動団体などが参加する宝塚市
セーフティネット会議を開催し、取組を進めていく必要があります。」と
記載しているが、重層的なネットワークを意識した記載となっていないの
で、追加修正をお願いします。

【計画に反映します】

以下のとおり修正します。
「引き続き、全市的・重層的なネットワークを構築するため、身近
なエリアにおける会議から全市的な宝塚市セーフティネット※会議
までの各階層ごとの会議を開催し、取組を進めていく必要がありま
す。」

・意見の募集期間　　平成27年（2015年）8月3日（月）～9月1日（火）

・案の公表方法　　　市のホームページへの掲載、市内公共施設（市役所、サービスセンター・ステーション等）での配布

・意見書受理数      意見提出者　77人、2団体　　提出意見数　138件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ご意見ありがとうございました。頂いたご意見は項目別に掲載しています。

1



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

4

P23
序論
第2章　現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

○保健・医療に関する記載について【保健・医療】

「3 健康・福祉　③ 保健・医療」において、保健・医療の記載欄である
にも関わらず、保健については触れられていない。④高齢福祉に記載され
ている「医療と介護の連携について」も触れていない。医療側から「医療
と介護の連携について」、記載してはどうでしょうか。

【原案のとおりとします】

「保健・医療」について、定期予防接種は、健康センターと医療機
関との連携により実施しており、保健と医療の連携と考えていま
す。医療と介護の連携については、「4高齢者福祉」で、書き分け
ています。しかし、各論の「保健・医療」P66にて、介護予防対策
や介護施設との連携などの取組を書いています。

5

Ｐ23
序論
第2章 現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

○高齢者福祉に関する記載について【高齢者福祉】

「3 健康・福祉　④ 高齢者福祉」において、「地域包括ケアシステム」
は２０２５年問題の対応としての表現を用いているなら、先に超高齢社会
の進展に対応するためにエイジフレンドリーシティを記述し、それらの対
応策の中に地域包括ケアシステムのことを記述したほうが、理解しやすい
と思います。
エイジフレンドリーシティのほうが捉え方は広く、地域包括ケアシステム
は捉え方が狭いです。

【計画に反映します】

ご指摘のとおり、以下のとおり修正します。
「超高齢社会の進展に対応するため、エイジフレンドリーシティ
（高齢者にやさしい都市）による施策を組織横断的に進める必要が
あります。また、地域包括ケアシステムの構築については、市内７
地区ごとに完結する仕組みづくりを検討している段階です。引き続
き、認知症対策などに取り組みながら、医療と介護の関係機関・団
体と協議を行う必要があります。

6

Ｐ23
序論
第2章 現状と課題
第5節　前期基本計画
の達成・進捗状況

○障がい者福祉に関する記載について【障がい者福祉】

「3 健康・福祉　⑤ 障がい者福祉」において、「地域ケア体制」と記載
され、地域ケアシステムと地域ケア体制の違いが理解しにくい。
また、宝塚市としては、高齢者福祉、障がい者福祉の相談・ケア対応を
別々にしていく方針があるようにみえますが、より総合的な福祉の相談・
ケア体制の方向性を持っていただくように、またそのような記述をお願い
します。

【計画に反映します】

「障がい者福祉」において、前期基本計画で記した「地域ケア体
制」については、後期基本計画では「地域支援体制」と位置付けて
います。そのため、「地域ケア体制」は「地域支援体制」と改めま
す。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

7

P31
総論
第1章　計画の実現に
向けて
第3節　施策展開にお
ける基本的な考え方

○重点目標 超高齢社会に対応したまちづくりについて
　
高齢者を「地域社会の担い手」とする表現を盛り込むべきと考えます。高
齢者比率が３割から４割になっていく社会において、高齢者は完全なメ
ジャーです。WHOのエイジフレンドリーシティの概念を伝えるためにも高
齢者を「地域社会の担い手」として位置づけるという積極的な表現にする
方が、市民の共感も得やすく、各施策を実施していくのにも役立つと思わ
れます。

「地域社会の担い手」とすることの有効性
１.生きがい就労が個人的な意味に留まらず社会的に意義ある事と理解し
やすくなる。
２.地域包括ケアで望まれている元気なシニアの役割がより理解しやすく
なる。
３.担い手として活躍し続け健康でいること自体が介護予防になり、また
医療費支出等の増大という行政財政課題にも貢献できることへの結びつけ
ができる。など

６月５日に厚労省が「生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備
に関する検討報告書」を公開しましたが、高齢者は一昔前にくらべ10歳以
上体力的に若返っているとも言われており、多くの健常な高齢者は自分を
年寄りと思っていません。本人のためにも地域のためにも高齢者を「地域
社会の担い手」として位置づけることが重要と思います。

【原案のとおりとします】

エイジフレンドリーシティの基本的な考え方の1つに、「高齢者が
社会に参加する」があり、本計画案のP31の重点目標⑤において
も、その考え方と取組を進めることを記しています。また、「…高
齢者がコミュニティの中で居場所を見つけ、いきがいを持って、健
康に暮らす…」とも記しており、高齢者も地域社会の担い手である
という意味を込めています。各論においては、より具体的に、施策
「地域福祉」において、若い世代とともに団塊の世代(高齢者)につ
いても、担い手として発掘・育成することを記しています。

8

P32
総論
第1章　計画の実現に
向けて
第3節　施策展開にお
ける基本的な考え方

○重点目標の施策展開について

総論（P32）の「7つの重点目標」の施策展開に、市民教育（社会における
市民の役割）を加えるべきと思います。

【原案のとおりとします】

重点目標の1つに、市民と行政の協働による「新しい公共」の領域
の拡充があります。これは、公共、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、責任、役割を持ち、と
もに取り組んでいくことを意味しており、まちづくりにおける市民
の役割がさらに大きくなっていくことを意味しています。また、各
論「社会教育」P85～86においては、生涯学習を充実させて、学び
の成果を地域で生かすことについて、具体的な取組を定めていま
す。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

9

P33
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治

 
○まちづくり協議会における議決について　【市民自治】

「…まちづくり協議会ごとに議決の仕方をはじめ運営形態は様々であり、
今後はそれぞれのまちづくり協議会において、より良い運営の仕組みを構
築し活動の内容の充実を図っていく必要があります。」との記述がありま
す。本文には賛成いたします。
私は、あるまちづくり協議会の代表になって3年目を迎えています。当会
の規約改正を検討していますが、会則は各コミュニティの自主性で定める
ものであるとの意見をいただきました。
成果を示す指標で例示された「決議機関のあるまちづくり協議会の数」、
第４部P7の「決議機関のあるまちづくり協議会の数」は考慮していません
でした。総会には、自治会代表も参加していますので、決議機関でする決
議と総会決議にどのような差があるのか。どうしてより良いのか理解でき
ません。解説で書き込めるようでいたら記載をお願いします。できない場
合は本基本計画が定まりましたら、ご指導をいただきたく存じます。
　

【原案のとおりとします】

まちづくり協議会は住民の意見を聞いて民主的に活動することが求
められます。住民全員の意見を聞くことは難しいため、住民を代表
する人々を選出した議決機関を設置し、意思決定の透明性を確保し
ていただくよう勧めています。きちんとしたルールのもとで活動内
容を決めていくことにより、民主的な運営が確保されるものと考え
ます。詳細については、解説として記載するのではなく、個別に対
応させていただきますので、よろしくお願いします。

10

Ｐ40
各論
第1節 これからの都
市経営
（4）情報化

○情報化に関する記載について　【情報化】

情報化の進展は、近年の大きな変化だと思う。そのため、ＳＮＳの活用が
多くの分野で書かれているのは理解できる。
市民活動団体への支援も書かれていることはよいことだと思うが、P40の
市の取組にある、「市民活動団体の情報化を促進します」については、何
をするのかよくわからない。市民の情報機器の利用については、講習会を
開くと分かりやすく書いてあるので、もう少し、分かりやすく書いてはど
うか。
全体としては、情報弱者の視点も盛り込まれているので、丁寧につくられ
ていると思う。

【計画に反映します】

ご指摘のとおり、分かりにくいと考えましたので、次のとおり修正
します。
○ 市民活動団体のSNSの活用などによる、情報発信・情報交流を促
進します
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

11

P41～42
各論
第1節　これからの都
市経営
（5）危機管理

P45～46
各論
第2節　安全・都市基
盤
（1）防災・消防

○緊急情報の伝達手段について　【危機管理】【防災・消防】

「緊急情報の伝達手段として、防災行政無線設備※の整備を推進しま
す。」の記述について、屋外においては拡声器による伝達はある程度の効
果はあるが、屋内にいる場合には放送が聞こえない可能性が大である。こ
のことは他の市町村で証明されている。
この対策としては個別受信機の設置が望まれるが防災無線の受信機は高価
である。
西宮市などで実施されているコミュニティFMを利用した防災ラジオを利用
することが望ましい。
宝塚市においても防災ラジオの普及を推進しているが一般家庭にはまだま
だ普及が進んでいないのが現状である。その理由はPRが不十分であること
と、一般的なラジオと比較して価格が高いことである。価格については西
宮市と同じように市の補助があると普及に効果があると思う。ぜひ検討を
お願いしたい。

【原案のとおりとします】

災害・防災情報伝達については、コミュニティFMを利用した防災ラ
ジオを始め、安心メールやSNSなど多様な情報媒体を活用し、情報
発信に取り組んでいるところです。情報伝達手段については、様々
な情報媒体を活用していく必要があると考えており、防災行政無線
設備の整備を推進するとともに、防災ラジオの普及も含め、情報発
信の充実について検討を進めていきます。
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P45～46
各論
第2節　安全・都市基
盤
（1）防災・消防

P57～58
各論
第2節　安全・都市基
盤
（7）河川・水辺空間

○土砂災害に関する避難のあり方について　【防災・消防】【河川・水辺
空間】

宝塚市では、山麓に造成された宅地が各所にあり、その面積は広く、降雨
量が多くなると、土砂災害は昨年の広島市の被災例から判断して、大規模
になることが予想されます。
砂防工事は、阪神淡路大震災後に兵庫県施工でダムが整備されましたが、
山麓に造成された宅地を守るには、その整備率は低いように考えます。市
民の対応策は早期の避難しかないように考えます。
避難には適切な避難勧告と避難伝達手段、避難所が必要です。市の取り組
み中では、「洪水や土砂災害に備えて、情報提供を行うとともに啓発活動
を実施します」との記述のみがあります。危機管理指針を策定されたの
で、指針中に避難勧告等の項があるかと思いますが、土砂災害に関しては
これまでの対応では対処できないと思われますので、避難に関する行政側
の作業と市民が守るべき事項を本文中に書き込んでいただくよう希望しま
す。

【原案のとおりとします】

土砂災害防止工事等のハード対策は国や県が主体となって取り組
み、避難所や防災体制の整備などソフト対策は市が主体となりま
す。市内には土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域が263箇所
指定されており、土砂災害から人命や財産を守るためには、国や県
が行う土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区
域を明らかにし、警戒避難体制の整備などソフト対策を充実させて
いくことが大切です。各論「防災・消防」P50においては、あらゆ
る災害に対応するため、総合的な防災体制の充実を図るとしてお
り、「河川・水辺空間」P58においては、情報提供と啓発活動の実
施していくこととしています。出前講座においては、地区防災計画
の策定や地域での自主的な防災の訓練の企画・参加、各家庭におけ
る食糧の備蓄、避難路の確認等をお願いしています。
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P48
各論
第２節 安全・都市基
盤
（2）防犯・交通安全

○防犯カメラの設置について　【防犯・交通安全】

最近、防犯カメラの映像により、解決する事件が多くなってきています。
他市では、行政が防犯カメラを設置している場合もあると聞きます。
今の書き方では、防犯カメラの設置を市が支援するとなっていますが、
もっと積極的に、市民の安全を守る必要があると思います。
市が主体的に設置する書き方に修正することをお願いします。

【計画に反映します】

近年、防犯カメラの犯罪に対する抑止力への期待により、地域団体
や自治体による設置が進んでいます。現在、本市においては、地域
の防犯カメラの設置に対しては、補助金を交付していますが、地域
の声を聞きながら、犯罪の抑止や地域の見守り力の向上をめざし
て、防犯カメラの設置を進めていきたいと考えています。
「○　地域による防犯カメラの設置を支援します」を、「◎ 地域
への防犯カメラの設置を推進します」に改めます。

5



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

14

P55～56
各論
第2節　安全・都市基
盤
（6）道路・交通

○交通弱者の救済について　【道路・交通】

「市民の評価と意向」としてアンケート調査が行われておりますが、身体
に障害のある方、妊娠～子育ての女性、及び高齢者の意見が見当たらない
ように見えます。
宝塚市のまちは坂道が多く、上記の方々は日常生活の移動で困難を強いら
れており、交通弱者となっております。本基本計画（案）に、当該交通弱
者救済、例えばデマンド交通の導入等を追加頂けないでしょうか。合わせ
て現在開発中の住宅地についても、見直しの必要があるのではないでしょ
うか。

【原案のとおりとします】

本市には、公共交通の空白地域及び不便地域となっている山手地域
もあります。そのような地域からの公共交通の導入等の要望に対し
ては、地域の方のご意見を聞きながら、地域とともに、バス路線の
導入や地域が主体となった公共交通の導入の促進について、取り組
んでいます。
P56の3番目の施策展開の方針の下にある市の取組には、「…地域の
特性に応じた公共交通の利便性の確保に努めます」と記しており、
デマンド交通の導入も手法の１つであると考えています。

15

 P57～58
各論
第2節　安全・都市基
盤
（7）河川・水辺空間

 P93～94
各論
第5節　環境
（3）環境保全

○溜池の公益的機能、生物多様性について【河川・水辺空間】【環境保
全】

本案では水辺空間として河川のみが取り上げられています。宝塚市内には
大小さまざまな溜池が点在し、その公益的機能は河川と通じるものが多分
にあるのではと思われます。
また、生物多様性の観点からも、溜池という環境（生態系）は独特であり
言及する価値があるのではないかと思われました。ご検討いただけました
ら幸いです。

　

　

　

【原案のとおりとします】

溜池は、県の総合治水条例で、洪水対策として河川への出水を減ら
す役割があることが位置付けられています。溜池のほとんどは、農
業用施設で、地域の財産区や個人所有となっており、県がその維
持・保全の助成などの支援を行っています。総合計画において、市
の主な取組として溜池への言及はありませんが、各論「河川・水辺
空間」P58において、「学校や公園を活用して、雨水貯留施設を整
備するなど、総合治水に取り組みます」としており、総合治水の重
要性を認識しています。市としても、溜池の維持・保全の呼びかけ
などを行っていきます。
また、生物多様性の観点からも、溜池の維持・保全が必要であると
考えています。なお、各論「環境保全」P93～94においては、溜池
や河川などを水辺空間として記述しています。

16

 P57～58
各論
第2節　安全・都市基
盤
（7）河川・水辺空間

 P93～94
各論
第5節　環境
（3）環境保全

○溜池の重要性と保全の必要性について　【河川・水辺空間】【環境保
全】

溜池はダムを造るかわりに総合治水の役割をしています。
生態系にとっても水生昆虫、細施策かな、両生類など多様な生き物を育て
ていることからも、保全することの大切さを思いますので入れていただけ
るとありがたいです。

【原案のとおりとします】

溜池は、県の総合治水条例で、洪水対策として河川への出水を減ら
す役割があることを位置付けられています。溜池のほとんどは、農
業用施設で、地域の財産区や個人所有となっており、県がその維
持・保全の助成などの支援を行っています。総合計画において、市
の主な取組として溜池への言及はありませんが、各論「河川・水辺
空間」P62において、「学校や公園を活用して、雨水貯留施設を整
備するなど、総合治水に取り組みます」としており、総合治水の重
要性を認識しています。市としても、溜池の維持・保全の呼びかけ
などを行っていきます。
また、生物多様性の観点からも、溜池の維持・保全が必要であると
考えています。なお、各論「環境保全」P93～94においては、溜池
や河川などを水辺空間として記述しています。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

17

P62
各論
第3節 健康・福祉
（1）地域福祉

○地域福祉のネットワーク、地域社会づくりの推進について【地域福祉】

「施策展開の方針と主な取組１」の市の取組「◎災害時要援護者や生活困
窮者への支援など…」とあり、「害時要援護者や生活困窮者」の２つを合
体しているが、以下を提案します。
「災害時要援護者支援をすすめるベースとなる地域での見守り活動や支え
合い活動を推進していきます。生活困窮者への対応についても、地域の
方々との協働を進めながら、地域でのセーフティネットの構築を進めま
す」

また、市民の取組に以下を追加してはどうか。
「支援を必要とする人を早期に発見し、早期に対応できる地域づくりを進
めていきます」

【計画に反映します】

市民の取組には、すでにご指摘の意味が含まれているため、原案の
とおりとしますが、市の取組については、以下のとおり修正しま
す。
「◎ 災害時要援護者支援をすすめる基盤となる地域での見守りや
支え合いの活動を進め、生活困窮者への対応についても、地域での
セーフティネットの構築を進めます」

18

P62
各論
第3節　健康・福祉
（1）地域福祉

○地域福祉における権利擁護の支援体制について【地域福祉】

「施策展開の方針と主な取組２」の市の取組「◎…支援体制の整備に取り
組みます」について、以下を提案します。
「…支援体制の整備に取り組み、市民が後見人として受任していけるよう
に取り組みます」
市民後見人の育成だけでなく、実際に後見人として受任できるように、家
庭裁判所からバックアップ体制が求められますので、その仕組みが必須で
す。

【原案のとおりとします】

市民後見人が、実際に後見人として受任できるようなバックアップ
体制の仕組みづくりについては、原案にある、支援体制の整備の一
環として取り組みます。

19

P62
各論
第3節　健康・福祉
（1）地域福祉

○地域福祉における権利擁護について【地域福祉】

「施策展開の方針と主な取組２」の市の取組に以下の追加を提案します。
「認知症高齢者や障がいのある人の日常生活費の家計支援について、他事
業他機関と連携し支援を行います」
高齢者・障がい者権利擁護支援センターだけでなく、日常生活自立支援事
業等と一体的に事業展開していく事を提案します。

【原案のとおりとします】

ご指摘の内容については、権利擁護に関する制度として、今後も利
用の促進を図りますが、すでに施策展開の方針と主な取組２の市の
取組の一つ目に含まれているため、原案のとおりとします。

20

P62
各論
第3節　健康・福祉
（1）地域福祉

○地域福祉活動の充実について【地域福祉】

「施策展開の方針と主な取組３」の市の取組「◎社会福祉協議会との連携
により、地域福祉をコーディネートする人材や若い世代の担い手、知識や
経験をもつ団塊の世代の担い手の発掘・育成に取り組みます」について、
以下を提案します。
「社会福祉協議会との連携により、地域福祉活動やそれらをコーディネー
トする人材を発掘、育成し、地域での支え合い活動を推進していきます」

【原案のとおりとします】

地域での支え合い活動の推進は、施策展開の方針３のすべての人の
参加・つながりによる地域福祉活動の充実と同じ意味であると考え
ています。この展開の方針のもとに、市の取組、市民の取組を掲げ
ており、これらに取り組むことで、地域での支え合い活動が推進さ
れると考えています。

7



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

21

P62
各論
第3節　健康・福祉
（1）地域福祉

○地域福祉活動における市民の取組について【地域福祉】

「施策展開の方針と主な取組３」の市民の取組「行政、NPO、ボランティ
ア団体・・・・若い世代・・・発掘・育成します」について、以下の追加
を提案します。
「行政、地域の諸団体と連携・協議し、地域福祉活動を担う人材育成や活
動に必要な啓発活動を行い、地域での支え合い活動を推進していきます」

【原案のとおりとします】

地域での支え合い活動の推進は、施策展開の方針４のすべての人の
参加・つながりによる地域福祉活動の充実と同じ意味であると考え
ています。この展開の方針のもとに、市の取組、市民の取組を掲げ
ており、これらに取り組むことで、地域での支え合い活動が推進さ
れると考えています。

22

P66
各論
第3節　健康・福祉
（3）保健・医療

○保健・医療・福祉の連携について【保健・医療】

「施策展開の方針と主な取組１」について、予防接種、感染症以外ないの
でしょうか？
「定期的な連携を推進するための研修体制を組みます…」など入れてはど
うか。

　
【原案のとおりとします】

保健分野においては、他に生活習慣病の発症・重症化予防が含まれ
ますが、「健康」で大きく取り上げていますので、「保健・医療」
では記述していません。連携については、医師会などと定期的に、
随時、または必要に応じて連携をとっています。いただいたご意見
については、今後の取組の参考とさせていただきます。

23

P68
各論
第3節 健康・福祉
（4）高齢者福祉

○高齢者を支えるネットワークづくりについて

「施策展開の方針と主な取組２」の市民の取組「高齢者を支える地域ネッ
トワークづくりに参加します」について、以下のとおり修正することを提
案します。
「高齢者同士での支え合いや高齢者を地域で支えるネットワークづくりに
参画します」

【計画に反映します】

高齢者が支える側に回るという視点は重要であると考えていますの
で、市民の取組の一つ目について、「高齢者同士の支え合いも含
め、地域で高齢者を支えるネットワークづくりに参加します」に改
めます。

24

P70
各論
第3節　健康・福祉
（5）障がい者福祉

○障がい者へのサービス基盤の充実について【障がい者福祉】

「施策展開の方針と主な取組１」の市の取組「地域で安心して暮らすた
め、医療的ケアを伴うサービス基盤の充実を図ります」について、以下の
とおり修正することを提案します。
「地域で安心して暮らすため、医療的ケアを伴うサービス基盤や高齢者福
祉など既存の地域ケアシステムと連携し、充実を図ります」

【原案のとおりとします】

「施策展開の方針と主な取組１」の１番目の市の取組に、地域全体
による支援体制の充実を記しており、地域ケアシステムの追記は内
容が重なると考えています。

8



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

25

P72
各論
第3節　健康・福祉
（6）社会保障

○生活困窮者への支援について【社会保障】

「施策展開の方針と主な取組１」の市の取組に以下の追加を提案します。
「判断能力の低下により、日常の家計管理や金銭管理が出来ない世帯に対
して支援を充実させます。」
生活困窮者自立支援制度の中に、日常生活自立支援事業が含まれたことを
機に
　上記のような世帯が、生活保護に移行しないようにしていく事が必要と
なっている。

【原案のとおりとします】

生活困窮者は複合的な課題を抱えており、共通した課題として金銭
管理できていないケースも多く、ご意見のとおり生活困窮者の生活
再生に当たっては、家計管理に対する支援が大切であることは認識
しています。現在、家計管理の相談・支援を含めて自立相談支援事
業の中で対応していますので、原案の「相談支援体制を充実しま
す」に包含していると考えています。

2
6
　
※
同
様
意
見
者
他
5
4
名

P77～78
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（3）児童福祉

○待機児童について　【児童福祉】

待機児童については、新聞報道を通じて“隠れ待機児童”の存在を知りま
した。育休中の保護者を集計に入れないなど、公表数と実態とが乖離して
いることは大きな問題であり、迅速に実態把握に努めていくことを切に望
みます。加えて、他の自治体では待機児童解消のみがとりだたされ、保育
の質が置き去りになり、乳児の死亡事故が急増している現状があります。
数だけの解消にならず、保育の質を担保しながら正確な待機児童解消を
行って頂きたい。

【原案のとおりとします】

待機児童数は、国が示す定義に従って、年齢ごとに、育休中の保護
者等を集計から除き、資格待機、未就労の父母子、就労予定の合計
から、認可保育所及び指定保育所の欠員を控除して算定していま
す。この数値が全国的な公表値となることから、本市総合計画にお
ける、成果を示す指標としました。
平成２９年４月の待機児童解消に向け、宝塚市子ども・子育て支援
事業計画に基づき確保方策を講じることとしております。
今後、私立幼稚園の認定こども園化や、自園調理や連携施設を必置
とした国の基準を上回る、保育の質にも配慮した、認可保育所の基
準とほぼ同様の、小規模保育事業Ａ型の新設整備等により対応して
まいります。

27

P81
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（5）学校教育

P33～110
各論
全施策

○成果を示す指標について

前期計画の指標が書かれていますが、子ども支援サポーターなど同じよう
なものもあり、紛らわしいです。ページもまたがって、見づらいです。
もっと、分かりやすくすべきではないでしょうか。

　

　
　
　

【計画に反映します】

前期基本計画の成果を示す指標のうち、後期基本計画では指標とし
て位置付けていないものも、本案では、目標値を設定しない形で記
載しています。その理由は、後期基本計画は、前期基本計画からつ
ながるものであり、その連続性が理解しやすいようにするためで
す。
しかし、記載することで、後期基本計画で掲げた成果を示す指標と
違いが分かりづらく、混同される可能性があること、指標が同一
ページ内に収まっていない施策が多数あることなど、わかりやすさ
やレイアウト上の点から問題があることから、前期基本計画に掲げ
たが後期基本計画には位置付けていない成果を示す指標について
は、削除いたします。
なお、前期基本計画で掲げた成果を示す指標については、第4部附
属資料のP7～P12に、達成・進捗状況をとりまとめています。

9



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

28

P83
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（5）学校教育

○学校園の適正規模化について　【学校教育】

子どもが通う小学校は、大規模校で、仮設校舎で授業を受けている児童も
います。また、運動場も狭くなっており、過密な状態です。Ｐ83には、
「学校園の適正規模化などに取り組み…」と書かれていますが、どのよう
な取組を行うのですか。教育環境の格差を解消するため、早急な対応が必
要ではないでしょうか。

【原案のとおりとします】

早急に対応する必要はあると考えており、教育効果や学校運営の視
点から、適正規模化の必要性についてとりまとめの上、適切な通学
方法や通学距離の基本的な考え方、適正な学校規模の範囲、適正規
模化に向けた手法などについて、現在、検討を行っているところで
す。
しかし、通学区域の一部変更については、過去、保護者をはじめ、
地域からの反対を受けた経緯があること、また、学校は地域活動の
拠点や避難所であることから、適正規模化については、今後、広く
地域のご意見を伺って、進めていきたいと考えています。

29

P91
各論
第5節　環境
（2）緑化・公園

○公園アドプト制度の推進について　【緑化・公園】

公園アドプト制度により市民団体などが管理する公園数の目標値（H32）
が49となっているが、対象公園数312からすると15％に過ぎない。
私の住んでいる公園でもアドプト制度による管理がなされ、美観向上に多
大な効果を生んでいます。自分たちで利用する公園は自らの労働で美観の
向上を図る意図からもっと高い目標を設定すべきではないでしょうか。

【原案のとおりとします】

公園を地域のコミュニティ活動の場として公園づくりを推進し、ア
ドプト制度による管理する公園を増やしいきたいと考えています
が、参加者の高齢化などの課題があるため、目標値については、現
状を踏まえた数値で設定しています。

30

P106
各論
第6節　観光・文化・
産業
（4）雇用・勤労者福
祉

○高齢者の「働く場」について　【雇用・勤労者福祉】

市の取組に「高齢者の「生きがい就労の場」の創出促進及び就労支援に取
り組みます」とあります。高齢者にも老化の個人差がありますが、現在、
65歳以上の方で、働く意欲や、知識、経験、技術など社会に還元するもの
をお持ちの方、また、社会奉仕の考えをお持ちの方はたくさんおられま
す。
これらのことから、「働く場の創設」を推進、促進、支援から、一歩、具
体的に見える形で提案できないでしょうか。

【原案のとおりとします。】

高齢者のニーズに合った就労機会や現役時代の経験を活かせる活躍
の場を提供することで、高齢者の社会への積極的な参画を目指して
まいります。
方向性としては、シルバー人材センターの機能を高めるほか、国、
県、及びＮＰＯ団体等との連携を深めることで、多様な就労機会を
提供したいと考えていますが、具体的な内容については、今後、検
討してまいります。

10



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

31

P107～108
各論
第6節　観光・文化・
産業
（5）消費生活

○消費生活の施策目標について　【消費生活】

「豊かな消費生活の実現を図ります」とありますが、目標としては漠然と
しすぎているように思います。また、「豊かな消費生活」は外から与えら
れるものではなく、消費者が商品の選択、暮らし方、意見の表明を通じて
実現していくものです。P108の施策の方針からすると、「子どもから高齢
者までの消費者の自立を支援し、安全で安心な消費生活の実現を図りま
す」または、「消費者教育の充実を図り、消費者市民社会の実現を図りま
す」などがよいかと思います。

【原案のとおりとします】

「消費生活」は、人が生活を行う中で、商品を購入してそれを消費
することですが、消費社会である今日において、市民生活のあらゆ
る場面において関わりがあります。消費生活をより良いものとする
ための具体的な方針については、施策展開の方針として、消費者教
育、消費生活に関する相談、消費生活の安全安心について、記述し
ていますが、施策全体の目標については、それらの方針や取組によ
り、どのような消費生活の実現をめざすかについて記す必要がある
と考え、「豊かな消費生活の実現を図ります」としています。
いただいたご意見につきましては、今後、施策展開と取組において
具体的に推進してまいりたいと考えております。

32

P33～110
各論
全施策

○施策展開の方針における主な取組について

施策展開の方針はよいのですが、主な取組について、行動計画、整備促
進、または、推進などの文言が並んでいます。具体的に何をどうするの
か、見える形での提案をお願いしたいと思います。

【原案のとおりとします】

取組の内容がイメージしやすいよう、例示や、目的・手段の説明の
文言を入れるなど工夫をしています。しかし、総合計画の構成上、
基本計画の下に、具体的な事業内容を定める実施計画があるという
ことから、主な取組において、取組の内容を幅広く捉えた整備や推
進などの文言が使われています。

11



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

1

P1
序論
第1章　後期基本計画
策定にあたって
第2節　計画の役割と
位置付け

○総合計画の策定における議決について

地方自治法の改正により、基本構想は議会の議決を得て策定する義務がな
くなったが、本市においては、議会の議決すべき事件を定める条例の制
定・施行により、基本計画とあわせて議決すべき計画となっている。これ
は、地方自治法の改正の流れに逆行していないか。

【ご意見ありがとうございます】

基本構想の議決に関する地方自治法の改正は、地方分権改革として
行われたものです。これを受け、その判断は各自治体に委ねられる
こととなり、その対応も自治体によります。

その他のご意見

33

計画全体
○計画案やその作成に関する違和感について

全般的に市民に対して耳障りの良い「標語」「文章」「指針」などが羅列
されており、危機感や緊張感に欠けた計画ではないかと考えます。また、
総花的過ぎて市が抱える諸問題に対する取組方針がぼやけているように思
います。

現状の宝塚市の行財政を真正面から捉えれば予断を許さない状況にあり
(経常収支比率、連結債務の多さ、投資的経費不足によるインフラ等の老
朽化、高い人件費)、全国813市区の中においてランクづけすれば、平均以
下の項目が多いのが現実です。

財政運営が窮する中、カバナンス、コンプライアンスを含めた内部統制も
今一つであり、また、昨年来の自治会連合会の運営状況を側聞するにつ
け、市政のみならず、市民側も大きく混乱しているように思います。

本来、中長期計画は現状分析、結果分析をした上で問題解決や将来構想、
課題解決を作成すべきものであり、正確な「行財政情報」をしっかり提供
した上で議論されるべきものではないかと考えます。

以上の理由で違和感を感じる。

【原案のとおりとします】

本市を取り巻く状況は、超高齢社会の進展や安全や環境に対する意
識の高まり、予断を許さない財政状況など、大変厳しいことを認識
し、計画を作成しています。また本市が抱える諸問題に対しては、
重点目標を掲げてその取組の方向性を示していますが、その具体
は、総合計画の下にある分野別計画にて定め、取組を進めてまいり
ます。

財政状況について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基
づく指標は、法に定める基準内の水準となっており、概ね健全な状
態を維持しているものと考えますが、地方債の償還や、扶助費など
の社会保障関連経費の増大や、老朽化する公共施設の整備保全・耐
震化などにより、今後も財政運営は非常に厳しく予断を許さない状
況にあると考えています。引き続き行財政改革の取組を進め、健全
で持続可能な財政基盤の確立をめざした行財政運営を推進します。

内部統制については、P44の行財政運営において記載しているよう
に、協働型の行政運営、機能的で連携のとれた組織体制をめざすと
ともに、公務員倫理の徹底、公正な職務執行に関する制度の適切な
運用などによって、コンプライアンスを高めていきます。
市民自治については、その基盤となる地域自治が確立するよう、地
域団体の連携について促進するなど、取組を進めてまいります。

計画作成においては、施策評価や市民アンケートの結果などを基礎
資料とするとともに、施策ごとに現状と課題を整理し、その対応を
検討し、総合計画検討市民会議や総合計画審議会で議論してきまし
た。また、総合計画検討市民会議の段階から、会議や作成の状況
を、ホームページや広報誌により情報発信してきました。
しかし、総合計画検討市民会議や審議会などでは時間の制約もあ
り、行政の持つ情報を十分に提示できていない場合もありました。
次回の総合計画の作成については、期間や方法などについて、いた
だいたご意見を受け止め、検討したいと考えています。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

2

P9～11
序論
第2章　現状と課題
第3節　財政状況

○財政見通しについて

計画をつくるときは、お金の見通しが必要であると思います。
宝塚市の財政は、大変厳しい状況にあると聞いていましたが、財政状況を
主な指標を用いて、時系列的にグラフ化し「現状と課題」を明らかにし、
さらに、「財政見通しへの対応」と「財政の健全化」について、抽象的で
すが取り組み姿勢について基本的な考え方を述べている点は、評価できま
す。

【ご意見ありがとうございます】

本市の財政状況は、引き続き予断を許さないものであると考えてい
ます。
今後も、将来にわたる健全な財政基盤の確立を目指した行財政運営
を推進します。

3

P33～34
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治

計画全体

○地域ごとのまちづくり計画の作成について　【市民自治】

本計画の大きな特徴は、市民と行政による「協働」によって、まちづくり
を行うことを中心に置いています。まちづくり協議会に係わるものとし
て、各論で出されたやるべき項目を読みますと期待されている事項が多岐
にわたり、また、その作業量も膨大になり、人材の確保、作業時間等に相
当の努力が必要と考えます。
 一方、コミュニティの現状も把握され、組織強化、啓蒙の必要性等も強
調されています。 また、協働で行う場合に必要な市側の体制、人材配
置、教育等も述べられています。現状をよく認識した上での基本計画であ
ると思います。そこで、提案ですが地域計画は個々の地域特性を考えて策
定するとされていますが、各コミュニティが個々に作業しますとどうして
もコミュニティ側、市側両方で重複した作業になります。例えばブロック
毎に基本的な計画を作成して、地域の特性がある部分は各コミュニティで
作業してはいかがかと思います。

【ご意見ありがとうございます】

地域ごとのまちづくり計画については、今後、まちづくり協議会代
表者交流会等において、具体的な進め方を協議していきたいと考え
ており、ご提案の件も含めて検討していきます。

4

P33～34
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治

○自治会の加入率向上について　【市民自治】

自治会の加入率向上に市及び市民が取り組むことになっているが、指標
「自治会の加入率」の現状値（H27）は、現状値（H22）より低下してい
る。
自治会連合会が昨年、分裂して、加入率向上の取組もできていないのが現
状である。まず、自治会連合会が再び一本化するよう市の指導をお願いし
たい。

【ご意見ありがとうございます】

自治会連合会は、任意の団体であり、市が指導できる立場にはあり
ませんが、一本化に向けて、市も協力していきます。また、自治会
の加入率低下は課題であると認識しており、市としても加入率向上
に向けて取り組んでいきます。

5

P33～34
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治

○市民自治について　【市民自治】

自治会連合会と市・市議会の関係改善ができず、昨年から今年にかけて、
自治会連合会は、脱会者が組織したネットワーク会議と大きく2つの組織
に分裂している。
これでは、宝塚市が掲げる「市民自治」はうまくいくはずがありません。
元の鞘におさめることが出来るよう、市が仲介役になり、2つの組織の話
し合いの場を設けてほしいと願います。

【ご意見ありがとうございます。】

自治会連合会及び自治会ネットワーク会議は、任意の団体であり、
市が指導できる立場にはありませんが、２つの組織の話し合いの場
を設けることについて、市も協力していきます。

13



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

6

P34
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治

○地域ごとのまちづくり計画の見直しと促進について　【市民自治】

市の取組、市民の取組の両者の中で「地域ごとのまちづくり計画の見直し
を支援し、その計画を促進します」が掲げられました。大いに賛成です。
計画策定から１０年以上が過ぎており、「行事で参加者の少ないもの」、
「市の公共事業の実施に期待しているが、未だに実現できないもの」など
あり、魅力のないもの、期待できないものは取りやめして、新しい計画で
出発すべきと思います。

【ご意見ありがとうございます】

地域ごとのまちづくり計画については、今後、まちづくり協議会代
表者交流会等において、具体的な進め方を協議していきたいと考え
ており、ご提案の件も含めて検討していきます。

7

P33～36
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治
（2）市民と行政との
協働

○協働による市民主体のまちづくりについて　【市民自治】【市民と行政
との協働】

「協働による市民主体のまちづくり」を何度も繰り返し説明、情宣し住民
に徹底すること。自治会、まちづくり協議会等に対しても、何度も繰り返
し説明、情宣し、連携のあり方、具体的施策を提示し続けていただきた
い。

【ご意見ありがとうございます。】

平成２６年度は協働の指針市民説明会を２回、協働のまちづくりシ
ンポジウムを１回開催しました。平成２７年度はまちづくり協議会
や自治会に対し、説明会を実施しています。今後も、自治会、まち
づくり協議会等に対し、協働による市民主体のまちづくりについて
説明していきます。

8

P33～36
各論
第1節　これからの都
市経営
（1）市民自治
（2）市民と行政との
協働

○市民主体のまちづくりの推進について　【市民自治】【市民と行政との
協働】

市民主体のまちづくりを推進するには、ソフトとハードの両面が肝要。
まちづくり活動に住民が集い、地域の課題や対策などを協議する活動の拠
点施設が必要である。自治会館や集会所がそれに当たり、このインフラ的
施設の在り方に疑義を感じている。本市では自治会館などは地域住民の所
有物として維持管理を求めているが、これらの施設は本来どうあるべきか
を明確に位置付けたうえで、現状（財政状況等）に照らして措置すべきで
ある。基本的には「公設民営」が望ましい。（「宝塚市まちづくり基本条
例第3条・・・必要な施策を講じなければならない」と規定している。）

【ご意見ありがとうございます。】

地域活動の場を確保することは重要であると認識していますが、地
域で自主的に設置し運営している自治会館や集会所を市の施設とし
て位置づけることは、地域の自主性を阻害することとなるため好ま
しくなく、また財政的にも困難な状況です。自治会館や集会所は地
域団体の施設として維持管理をお願いしたいと考えます。なお、自
治会館の新築、増改築、改修等について、市は自治会館建設事業補
助金を交付していますので、ご活用ください。

9

P37～P40
各論
第1節　これからの都
市経営
（3）開かれた市政
（4）情報化

○SNSの活用による市民と行政の情報共有について　【開かれた市政】
【情報化】

SNSの活用による双方向交流の情報共有が進展すれば、市民ニーズの把握
がより一層可能となり、市民活動の活性化が図られる。一日も早い実現を
望む。

【ご意見ありがとうございます】

SNSなどのICTを活用し、市民との情報共有、意見聴取、対話・交
流、効果的な情報発信・情報交流に取り組んでいきます。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

10

P44
各論
第1節　これからの都
市経営
（6）行財政運営

○中核市への移行に関する研究・検討について　【行財政運営】

「施策展開の方針と主な取組２」の８番目の市の取組における、中核市へ
の移行に関する研究・検討について、まずは調査でのレベルでもよいか
ら、早急な対応をお願いする。

【ご意見ありがとうございます】

今年度、庁内に検討会を設置し、研究・検討の取組を開始したとこ
ろです。

11

P45～46
各論
第2節　安全・都市基
盤
（1）防災・消防

○災害時の避難所について　【防災・消防】

山に近い地域はいずれもがけ崩れ危険地域に指定され、また避難所につい
ては、市の指定避難所は、山の上の逆瀬台小学校、宝塚高校、宝塚西高校
はがけ崩れ危険区域であるため、西山小学校に集中せざるを得ない。逆瀬
台地域だけで10,000人、西山・千種を加えると西山小学校はすぐに満員に
なってしまします。今回、地域で交渉し、宝塚ゴルフ倶楽部も避難所とし
て認められましたが、解決にはなりません。避難所の整備が大きな課題で
す。

【ご意見ありがとうございます】

指定避難所が土砂災害警戒区域に含まれていることから、風水害が
発生した際は利用できないことにについて課題と認識しています。
地域の皆様方と民間施設等が、災害時の協力関係を自主的に構築さ
れることにつきましては、共助の取組として関係者の皆様に感謝申
し上げます。このほか、自治会館を風水害発生時に自主的に開館
し、避難所として活用されるなどの取組をされている自治会もあり
ます。
市内の各地において、指定避難所を補完する同様の取組が推進され
るよう支援してまります。
なお、風水害の際において、外に出ることがかえって危険なときは
自宅の上階の山側でない部屋やお近くの堅固の建物への避難をお願
いしておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

12

P46
各論
第2節　安全・都市基
盤
（1）防災・消防

○自治会等の防災・減災への取組について　【防災・消防】

今年６月に、宝塚広域ボランティア連絡委員会主催の「防災・減災とりく
み展」を見学したが、活発に防災・減災に取り組んでおられる自治会・団
体の活動状況が勉強になった。これらの取組をまだ、実施していない自治
会等でも参考にして取り組むべきである。行政のＰＲ・指導をお願いした
い。

【ご意見ありがとうございます】

市としても、地域における防災訓練・活動などへの支援を行ってお
り、自主的に防災・減災の取組を行う自治会や活動団体が増えてい
ます。各論「防災・消防」P46の施策展開の方針に「防災体制の充
実、地域の防災力向上により、防災、減災対策を図ります」と記載
しているとおり、地域の防災力向上に向け、取組を進めていく所存
であり、今後も、地域の防災力の向上のために、積極的に支援を
行っていきます。

13

P48
各論
第2節　安全・都市基
盤
（2）防犯・交通安全

○アトム防犯グループの周知について　【防犯・交通安全】

市の取組に「アトム防犯グループの結成を促進するとともに、活動を支援
します」とあるが、アトム防犯グループとはどんなものかが周知されてい
ない。住宅の門などに看板がかっているのを見かけるが、古いものもあ
り、現在果たして有効であるのかあやしいものもある。広報誌などでもっ
とＰＲし、子どもたちにもよく周知させることが重要と考えます。

【ご意見ありがとうございます】

アトム防犯グループは、平成26年度末までに128団体の登録をして
いただき、それぞれの地域で各種防犯活動を実施していただいてい
ます。この活動により、地域連携意識が高まり、街頭犯罪の予防効
果が出ていると考えています。周知については、広報誌等での情報
発信の充実を図るとともに、引き続き、地域での防犯学習会等で結
成の呼びかけを行い、地域による実際の活動を通して認知されるよ
う地域と連携を図っていきます。
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

14

P49～50
各論
第2節　安全・都市基
盤
（3）土地利用

○土地の有効活用について　【土地利用】

本市には、財産区の溜池や農業用水路がある。農地が主体だった名残と思
われるが、住宅地に数多くあり、土地の有効活用を図るべきだと思う。
阪急小林駅前にあった溜池は埋め立てられ、市有地となっている。モデル
として拡げることはできないか。

【ご意見ありがとうございます】

財産区財産の溜池等の活用については、条例により、財産区管理会
の同意が必要であると定められています。行政目的があることが前
提ですが、溜池としての用途を廃止して、住民福祉の増進のための
公益事業として活用する場合においても、財産の所有者である財産
区がそうした意向を示されることが重要となります。

15

P49～50
各論
第2節　安全・都市基
盤
（3）土地利用

○道路、河川などの施設について　【土地利用】

開発されて半世紀になる住宅団地における開発当時の雨水排水路など、開
発以降、地形の変化や計画の変更などで有効利用されていない水路など
も、現状の状況に合った改善をしてほしい。

【ご意見ありがとうございます】

未整備の雨水排水路の整備を継続するとともに、併せてご指摘のよ
うな水路につきましても、状況に応じて水路機能の見直しも行って
いくこととしています。

16

P50
各論
第2節　安全・都市基
盤
（3）土地利用

○工場転出跡地などの空き地の利活用について　【土地利用】

市の取組に「行政サービスの機能強化や市民交流の促進を図るため、NTN
跡地を含む市役所周辺において、…新たな施設の整備に取り組みます」と
あります。工場の空き地、その他転出空き地は、大局的な視点から緑地、
公園化して市民の憩いの場としていただきたい。

【ご意見ありがとうございます】

NTN跡地、ガーデンフィールズ跡地については、行政機能だけでは
なく、緑地のある市民の憩いの場としての機能も含めて、活用を検
討しています。

17

P54
各論
第2節　安全・都市基
盤
（5）住宅・住環境

○空き家の適正管理について【住宅・住環境】

空き家が増えると、地域の防犯上もよくない。住宅・住環境の市の取組で
は、「空き家の状況を把握し、…」とあるが、これから把握するのか。ま
た、適正な管理とは、どんなことをするのか。

【ご意見ありがとうございます】

空き家の状況については、今年度、自治会等に調査を依頼し、その
概要を把握していますが、今後、データベースの整備に向けて、詳
細な調査を行う予定です。
また、適正な管理とは、空き家が防災・防犯、衛生、景観等の観点
から管理不全な状態にならないよう、所有者等が管理することで
す。市においては、空き家等の適正な管理に関する意識の啓発を行
うとともに、適正な管理がなされていない場合においては、空家等
対策の推進に関する特別措置法に基づき、助言、勧告、命令などの
措置も行ってまいります。

16



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

18

P55～56
各論
第2節　安全・都市基
盤
（6）道路・交通

○道路整備について　【道路・交通】

道路の整備は土地買収や立ち退き問題もあり、長期間を要することは分か
るが、あまりにも長過ぎる気がする。
本年の広報たからづか８月号に都市計画道路「荒地西山線」の工事につい
て、平成30年度（2018年度）末の完成を目指して整備していると掲載され
ているが、これが完成しても西山橋付近の混雑が予想される。
この先の宝塚ゴルフ場近辺の整備はいつまでかかるのか。できるだけ早く
お願いしたい。

【ご意見ありがとうございます】

都市計画道路荒地西山線について、現在、事業中である小林工区
は、平成30年度（2018年度）末に完了する予定です。それより西側
の宝塚ゴルフ場付近から逆瀬川を横断し、主要地方道明石神戸宝塚
線に至る約1㎞の区間については、引き続き平成31年度（2019年
度）に事業着手する予定であり、早期整備に努めてまいります。

19

P55～56
各論
第2節　安全・都市基
盤
（6）道路・交通

○安全で快適な交通環境について　【道路・交通】

宝塚市は山の開発により急斜面に住宅団地を有する。特に小開発での道路
（斜面道路）の幅員が電柱や側溝（水路）により削減され、安全面を減下
している。斜面道路がある住宅団地が有する電柱の地下埋設計画も必要と
考える。
市の推進する景観等にも重要な課題である。増設での乱れた配線も規制す
る必要がある。

【ご意見ありがとうございます】

生活道路での電線類の地中化については交通安全上、また景観面で
も有効であると認識していますが、実施にあたっては、各電線管理
者の協力が不可欠であるのに加え、その路線の形態や幅員、既存地
下埋設物の状況等を考慮して、実施の可否を判断することとなりま
す。このようなことも踏まえ、今後の研究課題とさせていただきま
す。

20

P55～56
各論
第2節　安全・都市基
盤
（6）道路・交通

○阪急小林駅前の整備について　【道路・交通】

阪急小林駅前は、全くの未整備であり、タクシーやバスの乗り場さえな
い。
また、駅前整備だけではなく、駅～中津浜線の道路、土地所有者との協議
による建築物整備を推進し、他の駅前に遜色ないようレヘルアップするこ
とを望む。

【ご意見ありがとうございます】

阪急小林駅前については、以前から駅前ロータリーの整備等につい
てご要望をいただいており、地域の関係団体等と協議を行いなが
ら、具体的な計画の策定に向けて調整を図っています。
また、県道から駅前に至る道路等については、駅前整備とともに計
画の策定に向けて調整を図っており、小林地域の特性を生かしなが
ら、安全等に配慮した道路整備を行うよう努めてまいります。

17



№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

21

P55～56
各論
第2節　安全・都市基
盤
（6）道路・交通

P81～83
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（5）学校教育

○学校区間の児童数格差と交通手段の検討について　【道路・交通】【学
校教育】

学校区内の児童数減少により山沿いの小学校ではクラス数が減少していま
す。一方でマンション住宅が新設されている駅前周辺地域の学校区等では
今後も児童数過多により教室が不足することが予想されています。学校区
ごとの児童数に極端な差があると教育の質にも差がでてくるのではと心配
です。
山沿いの住宅地には魅力的な地域の特性がありますが、駅周辺の利便性に
は負けてしまいます。そこで、交通網（阪急バス）を再編成できないもの
かと考えます。駅周辺の児童が山沿いの小学校に楽に上がれるように、通
学時のバス利用を認めたり、またはスクールバスを運行してもらえると現
在の校区間の児童数の差がなくなり、教育の質の平等化が保たれるのでは
ないかと思います。
また、校区間の児童数格差をなくしていくことは、山沿い住宅地の高齢化
を抑制することにつながると思います。
それに伴う、小学校区の見直しも合わせてご検討ください。
交通費のかかるバスに乗ってでも、わざわざ、山の小学校に通学したいと
思わせるような魅力的な教育環境の充実（たとえば、広い運動場を活かし
た放課後遊びの場の実施や、働くママを支援する制度、育成会の受け入れ
枠の拡大など）もご検討ください。

【ご意見ありがとうございます】

学校規模適正化の必要性について、教育効果や学校運営の視点から
取りまとめ、適切な通学方法や通学距離の基本的な考え方と適正な
学校規模の範囲など、学校規模適正化に向けた手法について検討を
行っており、その中でご意見は参考とさせていただきます。今後も
子どものことを第一に考え、教育環境の改善に取り組んでいきま
す。

22

P67～68
各論
第3節　健康・福祉
（4）高齢者福祉

○高齢者福祉について【高齢者福祉】

ここに記されているのは正しいと思います。すぐそこまで超高齢都市にな
る日が近づいています。そのため、今のうちに具体的な計画を考える必要
があります。高齢者が望むことは、①医療費軽減（例えば、85歳以上の医
療費を無料にする）、②足になる交通機関（高齢者（75歳以上）専用の循
環バス（100円）の計画）です。

【ご意見ありがとうございます】

超高齢社会への対応として、高齢者にやさしい街づくりを進めるこ
ととしており、具体的な取組内容については、今後、エイジフレン
ドリーシティ行動計画として取りまとめます。当該計画策定に当
たっては、いただいたご意見も参考にさせていただきます。

23

P67～68
各論
第3節　健康・福祉
（4）高齢者福祉

○高齢化における健康寿命の延伸について【高齢者福祉】

宝塚市も高齢化が加速度的に進んでおります。このような状況にあって、
医療費も伸び続けています。超高齢化社会への対応が喫緊の課題だと思い
ます。充実した、生きがいの持てる老後にすることや、医療費の抑制を図
るための施策などを行い、住み続けたい街であってほしいと思います。
そのためには、健康寿命の延伸に力点をおいた施策をお願いしたいと思い
ます。

【ご意見ありがとうございます】

ご指摘のとおり、健康寿命の延伸は医療費や介護給付費の抑制につ
ながるものと認識しており、疾病予防と健康増進、介護予防など、
住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、施策の推進に努
めてまいります。

18
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24

P67～68
各論
第3節　健康・福祉
（4）高齢者福祉

○高齢者ホーム（シェアハウス）の誘致について　【高齢者福祉】

介護認定されない高齢者が、炊事・選択等に困難を感じたときに入居でき
る高齢者ホーム（シェアハウス）を民間施設として、誘致拡大できないで
しょうか。
高級な老人ホームでなく、年金で居住でき、体力のある人は車なしで就業
可能な場所あればよい。

【ご意見ありがとうございます】

ご指摘のとおり、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていく
ためには、医療や介護とともに住まいの整備も重要です。今後、地
域包括ケアシステムの構築において、シェアハウスも含めた住まい
についても検討したいと考えます。

25

P68
各論
第3節　健康・福祉
（4）高齢者福祉

○高齢者を支える地域ネットワークづくりについて　【高齢者福祉】

「施策展開の方針と主な取組２　高齢者を支える地域ネットワークづくり
を推進します」とあり、地域でその対象者を把握できればそれにこしたこ
とはないが、現実は容易ではない。市当局に高齢者名簿の提供を要請して
も、個人情報の保護を理由に情報提供はしてもらえない。以前、「個人情
報の提供について条例を制定」した自治体の新聞記事を見た記憶がある。
個人情報の保護は個人にとって重要な意味を持つが、公益性と保護の対比
による判断があっていいと思う。昨今、市が個人情報を外部に出せば理由
の如何にかかわらず苦情が殺到することも予想できる。しかし、苦情を恐
れて情報活用を避けることは、厳しい言い方をすれば行政の事勿れ主義で
はないか。

【ご意見ありがとうございます】

高齢者情報については、すでに独居高齢者の情報を民生委員に提供
しています。また、今年度から、災害時に支援が必要となる方の情
報を本人の同意を得た上で、地域の支援団体に提供する取組を始め
たところです。これらの情報を活用した地域での取組の推進につい
ては、地域福祉分野の施策として位置づけています。

26

P71～72
各論
第3節　健康・福祉
（6）社会保障

○国民健康保険事業について　【社会保障】

国民健康保険の利用は、発病してからの診断が一般的で、健康診断による
予防面の配慮が希薄である。国民健康保険の被保険者への健康診断・デー
タヘルス計画を進め、健康増進を図るとともに保険制度の財政運営安定化
をめざすべきだと思います。

【ご意見ありがとうございます】

ご指摘の取組については、各論「社会保障」P72において記載して
おり、取組を進めていきます。

27

P73～74
各論　第4節　教育・
子ども・人権
（1）人権・平和

P81～83
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（5）学校教育

○平和に関する教育について【人権・平和】【学校教育】

戦争ほど無残で悲惨なものはない。平和の大切さは個々人が意識して行動
する必要があり、学校教育は重要な役割を担っている。戦争体験者がマイ
ノリティーになり、戦争の惨禍が風化しつつあるので、戦争体験者を招聘
して悲痛な戦争体験を子どもに伝え、平和がいかに大切かを考えさせるの
はどうだろうか。

【ご意見ありがとうございます】

学校においては、平和学習の一環として、戦争を体験された方をお
招きして、子どもたちが戦争体験を伺う取組を行っています。
戦争体験者の方々の高齢化が進む中、戦争の惨禍を風化させること
のないよう、引き続きこのような取組を行っていきます。

19
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28

P78
各論
第4節　教育・子ど
も・人権
（3）児童福祉

○待機児童解消について　【児童福祉】

本市の保育所の待機児童数は倍増している（48→103）。子育て中の保護
者の就業者率が2/3を超える現状から、待機児童数の増加は必然と考え
る。出生率の向上に加えて、安全に過ごせる居場所づくりは喫緊の課題と
して取り組むべきです。

【ご意見ありがとうございます】

認可保育所待機児童数の現状値（H27）は、平成27年（2015年）4月
1日現在の数値に修正し、103を7としますので、待機児頭数は減と
なります。待機児童待機児童の解消は、喫緊の課題と考えており、
「児童福祉」P78においては、市の取組として「多様な保育サービ
スの充実を図ります」と記しています。これまで、新設保育所整備
や私立幼稚園の認定こども園の受け入れ枠の拡充などに取り組んで
きましたが、引き続き、多様な保育サービスの充実を図ってまいり
ます。

29

P91～92
各論
第5節　環境
（2）緑化・公園

○花のみちの景観について　【緑化・公園】

花のみちは、最も宝塚らしい景観になるべきだが、現状はあまりに貧弱で
ある。観劇された観衆が乗車されるまでの間、華やかなフィナーレのス
テージの感動を途切れないようなプロムナードとすべきではないでしょう
か。花き・植木の地場産業活性化のためにも、地域外へのアピールを兼ね
て、歌劇演出部と協働でメインストリートの設計を任せ、景観アップを願
う。

【ご意見ありがとうございます】

花のみちは、9月1日にリニューアルされた阪急宝塚駅前広場を宝塚
の玄関口として、現在、利活用計画の策定を進めているガーデン
フィールズ跡地までの重要な導線（プロムナード）となることか
ら、植栽アドバイザーなどの専門家の意見を聴きながら花のみちの
景観形成についても検討を進めていきます。

30

P91～92
各論
第5節　環境
（2）緑化・公園

○公園の維持管理について　【緑化・公園】

市制60年を迎え、住宅団地50年（半世紀）になるところ、当初の開発計画
と現状でのギャップが生じている。花や緑の重要性を認識することや、子
どもの集いの場、超高齢化における公園利用、防災避難所の利用などへの
取組が必要。

【ご意見ありがとうございます】

各論「緑化・公園」Ｐ92の市の取組に「多様な世代が交流できる空
間やのびのびと遊べる空間づくりなど、地域のニーズに合った公園
整備を推進します」と記載しており、ご指摘の内容は、この中で検
討し、取組を進めていきたいと考えています。

31

P93～94
各論
第5節　環境
（3）環境保全

○再生可能エネルギーについて　【環境保全】

省エネルギーの取組や太陽光発電などの再生可能エネルギー導入の推進に
は、現状の自然環境を重視し、宝塚の自然を崩すことのないよう配慮する
こと。

【ご意見ありがとうございます】

環境保全の推進については、省エネルギーの取組や再生可能エネル
ギーの導入推進などによる地球温暖化対策に加え、豊かな自然環境
の保全についても施策展開の方針に掲げています。今後もそれらの
バランスを図りながら、より多くの市民の皆さまと協働により進め
ていく考えです。

32

P97～98
各論
第5節　環境
（5）都市美化・環境
衛生

○墓地周辺の環境について　【都市美化・環境衛生】

市営墓地に限らず、霊園、墓地の周囲には緑豊かに区画し、周囲等（住宅
他）との環境調和を図るように努めてほしい。

【ご意見ありがとうございます】

市営墓地については、今後とも、適正管理に努めてまいります。
過去からある市営以外の墓地に対して、緑化等について直接的な指
導は難しいと考えています。
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P97～98
各論
第5節　環境
（5）都市美化・環境
衛生

○ペットの飼い方のマナー向上について　【都市美化・環境衛生】

犬のフンの放置や飼い主のいない猫の増加などで多くの人が迷惑を被って
いる。マナー向上に向けた啓発を今まで以上に積極的に行政も取り組んで
いただきたい。また、違反者に対する罰則の条例化も検討してみてはどう
でしょうか。

【ご意見ありがとうございます】

ペットの飼い方のマナー向上については、広報への定期的な掲載、
チラシの配布や勉強会の開催等を行い、啓発に努めてきました。い
ただいたご意見のとおり、今後とも継続的、積極的な啓発に取り組
んでまいります。
条例化については、市においてペットに関する条例を制定する予定
はありませんが、すでに制定されている他市のペットに関する条例
について調査してまいります。

34

P97～98
各論
第5節　環境
（5）都市美化・環境
衛生

○害虫の発生源への対策について　【都市美化・環境衛生】

環境衛生対策として「薬剤散布など、害虫の発生源への対策を実施しま
す」とあるが、私の住んでいる地区の公園などでは、蚊の発生が非常に多
い。公園などにも定期的に薬剤散布を行い、害虫の撲滅を図るべきであ
る。

【ご意見ありがとうございます】

子どもをはじめとする公園利用者への薬剤の影響を考慮して、発生
源の特定が難しい公園内の蚊に対する害虫駆除は行っておりませ
ん。
なお、桜の木に発生する毛虫対策としては、市民の方から情報提供
により、天候や風向きに配慮して、桜の木以外の樹木などに薬剤が
かからないよう注意して薬剤散布による駆除を行っております。

35

P99～100
各論
第6節　観光・文化・
産業
（1）観光

○観光入り込み客数増に向けての対策について　【観光】

観光集客戦略を策定し、施策展開に着手中とあるが、観光入り込み客数の
目標値（H27）965万人に対し、目標値（H32）は930万人と35万人の減と
なっており、施策展開がなされているとは思えない。後期基本計画の施策
展開の目玉は何ですか。ファミリーランド閉鎖前の1079万人を上回る観光
入り込み客数を実現できるプロデューサーを獲得して、プランの作成を図
るべきではないか。

【ご意見ありがとうございます】

ガーデンフィールズの閉園や少子化、レジャーの多様化の影響か
ら、観光入り込み客数は850万前後で推移しています。まちを活性
化するためにも観光振興は重要であり、市は有識者からの意見をも
とに観光集客戦略を策定（H26.5月）し、観光振興に取り組んでお
り、平成26年度の観光入り込み客数は増加しました。今後も同戦略
を踏まえながら、各論Ｐ100に記載した取組を推進します。

36

P99～100
各論
第6節　観光・文化・
産業
（1）観光

○観光の取組について　【観光】

宝塚市ができる40年ほど前にすでに宝塚歌劇があり、阪急電鉄が通り、温
泉街が発展していました。これらは全て阪急の小林一三氏が開発した街で
す。
宝塚市は、これらの基盤をもっと大切にし、そこをより発展させる義務が
あります。もっと人を呼べるイベント（施設）をつくり、人が来やすい交
通（高速バスや新大阪から直行のJR等）を考えるべきです。温泉街の復活
もしかりです。
宝塚市はもっと阪急と協働し、観光都市としての特色を前面に出すべきで
はないでしょうか。宝塚歌劇ブランドのファッション等も考えられます。

【ご意見ありがとうございます】

本市にとって小林一三氏の功績は多大であり、今も歌劇や温泉など
魅力ある観光資源が残されています。今後、この各論Ｐ100に記載
の事業を展開するにあたっては、いただいたご意見も参考にしなが
ら、本市にとって大切なこうした観光資源の魅力を活かし観光集客
を図ってまいります。
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P99～100
各論
第6節　観光・文化・
産業
（1）観光

○観光の取組について　【観光】

宝塚は全国のみならず世界中で宝塚歌劇の存在が知れ渡っています。緑豊
かで有名な寺社もあり観光客に楽しんでもらう条件がいっぱいあります。
寺社めぐりを兼ねた山歩きや見晴らしの良いポイントを定めてトレッキン
グをするのも地形から考えて楽しめるのではと思います。昨年は1万人の
ラインダンスに参加して感じたことは市民がこぞって楽しいイベントに参
加する笑顔の素晴らしさでした。共感を呼ぶイベントは全国に発信され、
宝塚の街並みを見ていただけたと思います。
ところで、特に外国の観光客の誘引になるかどうかわかりませんが、日本
文化（茶華道など）に気軽に触れてもらえる機会かシステムがあればおも
てなしの文化を少しでも理解していただける機会になるかと思います。

【ご意見ありがとうございます】

ご意見にありますように外国人についても日本へ3回、4回とお越し
になられる方も増えてきており、単に施設見学するだけでなく、特
別なものや景色、古いお寺の風情などを味わうなどいろいろな楽し
み方をされています。
日本の文化を知っていただくことは本市観光の魅力を高めることに
もなります。いただいたご意見については、今後の事業展開に取り
入れていきたいと考えています。

38

P99～100
各論
第6節　観光・文化・
産業
（1）観光

○観光入り込み客数増に向けての対策について　【観光】

・清荒神清澄寺の参道と階段を高齢者が歩行するのは苦行です。観光入り
込み客数の増に向けては、正月に運行している清荒神清澄寺行のバスを常
時運行してはどうでしょうか。
・現状の宝塚の観光資源はいずれも大人向きであり、以前の宝塚ファミ
リーランドの様な親子連れで楽しめる施設がない。アニメをベースとし、
動画展示やアニメ遊戯等を運営できる企業の誘致を推進し、親子が楽しめ
る施設で観光入り込み客数のアップを図るのが妥当だと思います。
・現状の市立温泉施設の運用形態は、サービス産業とは認めがたい。例年
開催される六甲全山縦走では阪急宝塚駅前がゴールだが、定時に閉館して
いる状況である。民営化し、サービス精神溢れる運営組織に切り替えるべ
きである。

【ご意見ありがとうございます】

清荒神清澄寺については、より多くの方に参拝していただける方法
を、また、親子が楽しめる施設やイベントについても設置、実施に
向けて検討してまいります。市立温泉利用施設は平成27年7月から
指定管理者を変更し、開館時間の延長など、より多くの方に親しん
でいただける施設を目指しています。

39

P99～102
各論
第6節　観光・文化・
産業
（1）観光
（2）商業・サービス
業・工業

○宝塚ブランドの発信・強化について 【観光】【商業・サービス業・工
業】

今話題になっている外国人の爆買いの恩恵を宝塚市は受けていないのでは
ないか。宝塚を訪れる外国人の増やし方をもっと真剣に考えるべきではな
いか。数ある宝塚ブランドの価値の生かし方、具体的施策が欠けて、掛け
声だけになっている様に思う。

【ご意見ありがとうございます】

外国人の誘客については、様々な情報発信を行うとともに、公衆無
線WIFIを活用したタブレットなどによる情報へのアクセスビリティ
向上や外国人用パンフレット作成による宝塚市の魅力発信など観光
インフラの整備に努めており、将来を見越した展開をしています。
宝塚ブランドの発信・強化については、これまで、宝塚ブランド
「モノ・コト・バ宝塚」事業において、資源のブランド選定や情報
発信、アンテナショップの運用等に取り組んできました。現在、専
門家や市民公募委員で構成する「宝塚ブランドにかかる懇話会」の
中で宝塚ブランドの強化に向け議論を進めているところであり、さ
らなる充実を図っていきたいと考えています。
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40

P101～102
各論
第6節　観光・文化・
産業
（2）商業・サービス
業・工業

○商業、サービス業等の活性化について　【商業・サービス業・工業】

逆瀬川、宝塚南口、宝塚駅近辺の活性化は、その後進んでいるのでしょう
か。人が集まる場所、宝塚ブランドの示せる有効な場所として、商業、
サービス業等の魅力を発揮するように、更に商工に関する団体や事業者と
も連携強化し活性化を進めていただきたい。

【ご意見ありがとうございます】

市では、商店街の空き店舗補助やイベント補助等により、商店街の
魅力やにぎわいづくりに取り組んでいます。また、事業者や商工会
議所、商店連合会等との連携により、活性化に向けた様々な議論や
取組を行っているところでありますが、国内消費の低迷や近隣地域
への大型店の出店等もあり、市内の商業・サービス業は依然厳しい
状況に置かれています。ご指摘いただきましたように、今後はさら
なる連携強化を図り、活性化を図っていきたいと考えています。

41

P101～102
各論
第6節　観光・文化・
産業
（2）商業・サービス
業・工業

P105～106
各論
第6節　観光・文化・
産業
（4）雇用・勤労者福
祉

○商業・工業・サービス業における新たな分野の開拓について　【商業・
工業・サービス業】【雇用・勤労者福祉】

・商業・工業・サービス業における新たな分野の開拓について
グローバル化による工場の再編、大型店舗による利便性向上により、商
業・工業・サービス業は一大変革を求められ、新たな分野の開拓を進める
べきと考えます。就業率を高め、経済回復力を図るべきだと思います
　例）宝塚ブランドの創造（歌劇、ファッション、花き）、手塚アニメを
中心とした子供向き遊技場、子育て家庭向き育児施設、高齢者向け低価格
シェアハウス、介護サービス施設、家事代行サービス、南部消費者と北部
農業生産物の交流事業
・宝塚ブランドの創造は、若年者の就労機会確保の点からも、必須となり
ます。

【ご意見ありがとうございます】

各論「商業・サービス業・工業」P102の主な取組の中で、起業や事
業拡張などに向けた支援制度の充実や新名神高速道路のスマートイ
ンターチェンジやサービスエリアの活用に向けた新たな事業展開へ
の支援を掲げおり、また、施策展開の方針において、宝塚ブランド
の創造・発信に取り組むことを明記しており、これらの取組、施策
を進める中で新たな分野の開拓にも繋げていきたいと考えていま
す。ご指摘いただいた例示内容については、今後の参考にさせてい
ただきます。

42

P103～104
各論
第6節　観光・文化・
産業
（3）農業

○農業について　【農業】

・市民23万人の食を地産地消で賄い、経済の合理化を図るために、仲介的
組織を設けて推進することが必要です（現状は給食への利用が進められて
います）。
・宝塚の花き・植木産業の活性化のため、あいあいパークに加え、他地域
へのアピールとして「花のみち」をショウィンドウとしてメインストリー
トに商品展示を兼ねたＰＲをしてはいかがでしょうか。

【ご意見ありがとうございます】

現在、ＪＡ兵庫六甲宝塚営農支援センター（以下、ＪＡと呼ぶ）が
仲介的組織として、北部地域で生産された農産物を一括して集荷
し、南部地域の各量販店等へ出荷しています。
また、年に数回、ＪＡと連携し市内の小中学校にて地元産野菜によ
る学校給食を実施し、地産地消と食育を図っています。
今後も、ＪＡとの連携をさらに高め、地産地消の取組を推進しま
す。

現在、植木まつり等において市民参加型の寄せ植え体験や、ダリア
の花で模様を描くダリア花飾りを実施する等、訪れた方々に一層花
き・植木について興味を持ってもらえるような取組をおこなってい
ます。
いただきましたご意見を参考にしながら、今後も様々なＰＲに取り
組んでいきます。
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43

P105～106
各論
第6節　観光・文化・
産業
（4）雇用・勤労者福
祉

○高齢者の就業について　【雇用・勤労者福祉】

高齢者の就業機会の拡充は、年金財源安定化の点からも重要な要素であ
り、花き・植木産業、保育所施設、地産地消の仲買人等の職種拡充し、高
齢者の意欲向上により、エイジフレンドリーシティのまちづくりをめざし
ましょう。

【ご意見ありがとうございます。】

高年齢者の主な収入源である公的年金は、支給額が減小傾向にあ
り、働く意欲と能力を有する高齢者が年齢にかかわりなく働くこと
ができる就労環境が求められています。シルバー人材センターの活
用や地域密着型コミュニティビジネスを拡充することなどにより、
高齢者の多様な就業機会の拡大を図り、高齢者の就労意欲を向上さ
せてまいります。

44

計画全体
○施策ごとの重点的な取組について

政策とは「価値の選択」であるといわれています。
市民のニーズは、高度化・多様化しておりますし、総合計画という計画の
性格上、多くの施策をあれもこれもと網羅的に羅列しなければなりません
が、お金の制約がありますので、「選択と集中」が必要になってくると思
います。
そのような状況の中で、施策ごとに◎で重点施策を提示していることは、
市が重点的に取り組む姿勢が市民にわかり、評価できます。
また、「市の取組」と「市民の取組」に区分して、施策を掲げていること
もわかりやすくてよい点だと思います。

【ご意見ありがとうございます】

健全な財政運営の推進に向け、施策や事業の優先度と重点化の決定
を行い、事業の選択と集中に取り組んでいきます。施策や事業の充
実に向けは、市民との協働の取組が重要となりますので、市と市民
の役割を意識して、取組の充実を図っていきたいと考えています。

45

計画全体
○達成率の判定、諸問題への対応の体制のあり方について

当該（案）は総花的で市民受けすると思われるが、中身に具体策が見えな
い。市民による達成率の判定が出来ないのではないでしょうか。
宝塚市内に、近年大規模開発が行われ、日本の他市町村より人口減少、高
齢化は遅れているが、他市町村が抱えている諸問題は同様に存在してい
る。宝塚市の「まち」を再構築するため、市長直轄または総合政策を担当
する部署に、市議会議員、市役所職員、研究者、幅広い年代の男女の市民
で構成する「未来の宝塚市を研究するプロジェクト」を立ち上げて計画を
纏め、場合によっては他法令と整合するために「特区」になることを提案
いたします。

　

【ご意見ありがとうございます】

後期基本計画としては、施策ごとの方針や主な取組を掲げており、
事業の具体的な内容は、基本計画に基づく実施計画において定めて
いきます。
達成率については、本計画案においては、前期基本計画で掲げた成
果を示す指標の達成・進捗状況を、P20及び第４節附属資料におい
て記すとともに、各施策の評価・検証をP21～27において記してい
ます。計画の推進においては、行政評価により施策の進捗、改善等
に取り組んでまいります。
「まち」を再構築するためのプロジェクトについては、ご意見とし
て参考にさせていただきます。
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46

計画全体
○施策の推進、地域の課題への対応について

地域ごとの課題に相違がある中、６分野38施策の推進に向けた協働を、自
治会、まちづくり協議会に、一様に浸透させることは非常に困難である。
「協働のまちづくり促進委員会」が率先して、地域を区分化し、38施策を
細分化し、ターゲットを縮小化した上で、ＮＰＯ法人の助力を得て、成功
例の実績を全域に対して拡げていく戦略的な運営をとらないと、地域の広
さ、施策の多様さは克服できないのではないか。

【ご意見ありがとうございます】

後期基本計画においても、引き続き、市民と行政の協働による「新
しい公共」の領域の拡充を重点目標とし、協働のまちづくりをさら
に推進します。各施策においては、前期基本計画における「市民力
の発揮」を「市民の取組」として位置付けて、「市の取組」と合わ
せて記載することで、市民と行政との協働を、全ての施策でより推
進していくこととしています。
ご指摘のとおり、地域ごとに課題に相違があることは認識していま
すが、前期基本計画で策定を定めた協働の指針の周知を図りなが
ら、地域自治の確立や担い手の育成などに取り組み、協働のまちづ
くりを推進していきます。

47

計画全体
○「協働」「共生」のまちづくりについて

自治会連合会本部理事やまちづくり協議会事務局長、地域の自治会長を兼
務している関係から「協働」「共生」とは、横の関係（地域コミュニティ
同志のつながり）と縦の関係（市と地域とのつながり）がフラットで平等
の関係にあり、常にお互いが納得できる関係を言うのであると考えます。
決して、縦割り型の基本計画を作成し、市民に市のやるべき業務をやらせ
るのが「協働」「共生」のまちづくりではないと思います。
また、「宝塚市はどんな街？」と聞かれた時どう答えるのか。特色をもっ
と強調すべきです。

【ご意見ありがとうございます】

まちづくり基本条例では、協働を「主権者である市民と市が、それ
ぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び
協力して進めること」とし、協働の指針では、対等の原則を、各主
体の間に能力や資源の違いがあっても、対等な関係にあるとして、
お互いの立場や意見を尊重することとしています。そのため、後期
基本計画は、市民と行政が対等な関係で、責任と役割を分担しなが
らまちづくりを進めていくという認識の元、策定に取り組んでいま
す。
また、横の関係についても、市民と市民の協働が重要であると考え
ましたので、各論「市民と行政との協働」P36においては、市の取
組・市民の取組として、市民と市民の協働を進めることを記載しま
した。
宝塚の特色については、将来都市像として、「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～」を定め、それを実現するための施策展開の重点
目標として、以下の５つを掲げています。これらの重点目標に沿っ
て取組を進め、宝塚の魅力向上に繋げていきたいと考えています。
　①まちの個性を生かし、高めていくまちづくり（宝塚ブランドの
強化）
　②子どもたちの成長を地域全体で支えるまちづくり
　③すべての市民が、安心を実感できるまちづくり
　④環境の保全と、循環型社会の構築に向けたまちづくり
　⑤超高齢社会に対応したまちづくり
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№ 該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方

48

計画全体
○計画（案）全体について

本案は大変良く編成されていると思います。特に「新しい公共」概念の導
入はすばらしい。

【ご意見ありがとうございます】

新しい公共については、その領域の拡充を、10年を期間とする基本
構想で定めています。前期基本計画において重点目標として掲げま
したが、引き続き推進する必要があることから、後期基本計画にお
いて重点目標としています。

49

計画全体
○宝塚市の特色あるまちづくりについて

宝塚市は文化や緑が多い、住宅、商業、農業、また、山などの豊かな自然
などの特色を持った土地柄です。特色ある街づくりには、俯瞰的な、長期
的な視点から計画を立て、進めていただきたい。

【ご意見ありがとうございます】

本市の良さについては、市民アンケートなどからも把握し、策定に
活用しています。後期基本計画では、引き続き、まちの個性を生か
し、高めていくまちづくりを重点目標として、施策において取組を
定め、展開していきます。後期基本計画は5年間の計画ですが、10
年を期間とする基本構想に基づいており、前期基本計画の進捗状況
を踏まえて策定しています。

50

計画全体
○理想的なまちづくりの推進について

前期基本計画から重点目標が掲げられているが、自治会連合会が分裂した
こと、まちづくり協議会が不活発であることなどで協働の推進が遅れ、目
標が達成できていないことの要因となっている。
施策の展開においては、ＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）にしっかり取
り組み、施策や事業の優先順位の決定、施策の推進をめざした組織の再編
成に取り組み、理想的なまちづくりを進めていただきたい。

【ご意見ありがとうございます】

協働のまちづくりについては、市民と行政の協働による「新しい公
共」の領域と拡充を、後期基本計画においても重点目標とし、具体
的な取組を定め、進めていきます。
行財政運営についても、行政評価マネジメントシステムの機能強化
と効果的運用を、重点目標として、行政評価を拡充するなどの取組
を定め、進めていきます。

51

P33～110
各論
全施策

○各論における「市民の取組」について

各論全てに「市民の取組」が明示されていますが、それは現在の「市民の
社会における役割」に関する認識の変革あってこそ、実現の道へ運べるも
のと思います。

【ご意見ありがとうございます】

市民アンケートの結果において、協働の指針を知らない人の割合は
７割となっており、後期基本計画においては、各論「市民と行政と
の協働」P36において、「協働の指針」の周知と活用を図り、協働
をさらに推進する旨の方針とその取組を記しています。
協働をさらに進めていくためには、市民に皆さんにも協働を知って
もらい、理解していただく必要があると考えていますので、その取
組をさらに進めてまいります。
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