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第１部　序論

第１章　後期基本計画策定にあたって第１章　後期基本計画策定にあたって

第１節　計画策定の背景と目的第１節　計画策定の背景と目的

本市においては、平成 23 年度（2011 年度）から「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～」を将来都市像とする第５次宝塚市総合計画（以下「第

５次総合計画」という。）がスタートし、以降、計画を推進してきました。

計画策定以降、地方分権改革※の推進により、基礎自治体の役割が一層高まる中、少子高齢化の進行

や人口減少社会の到来、自然災害の激甚化、地球環境問題の深刻化、情報化の急速な進展など、本市

を取り巻く状況は大きく変化しています。

今後、税収の大きな伸びが見込める状況ではない中、社会の変化や市民の価値観の多様化に適

切に対応しながら、変革期に対応したまちづくりを計画的に進めることが求められています。

そのためには、市民のニーズを的確に把握しながら、効率的・効果的な行財政運営を進めると

ともに、市民と行政がまちづくりの課題をともに認識し、協働のまちづくりをさらに進める必要

があります。

第５次総合計画の前期基本計画は、平成 27 年度（2015 年度）末をもって期間終了となるため、

このような本市の現状を踏まえ、その対応を図るため、前期基本計画に続く５年間の基本計画で

ある第５次総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）を策定します。

第２節　計画の役割と位置付け第２節　計画の役割と位置付け

総合計画は、本市がめざす将来都市像と基本目標を示し、それをいかに実現していくかを明らかに

するもので、本市が定める計画の最上位に位置し、本市の各種の分野別計画は、原則として、この計

画に則するものとします。

総合計画は、まちづくり基本条例及び市民参加条例に基づき、市民の参画の下に策定し、市民と行

政がその内容を共有し、連携・協力して取り組むことで推進していきます。

なお、平成 23 年（2011 年）５月に地方自治法が改正され、基本構想を策定する義務がなくなり、

その判断は各自治体に委ねられることとなりました。本市においては、平成 23 年（2011 年）３月

に第５次総合計画基本構想及び前期基本計画を策定しており、後期基本計画も策定することとします。

第３節　計画の構成と期間第３節　計画の構成と期間

総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。

（１）基本構想（１）基本構想

本市がめざす将来都市像と基本目標を定め、これらを実現するための基本的な施策を示します。計

画期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までの 10 年間としています。
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※地方分権改革
住民に身近な行政が、 その自主性を発揮しながら住民のニーズ
に沿った行政サービスを行い、 住民はその地方行政に参画し、
協働していくことをめざす改革。



（２）基本計画（２）基本計画

基本構想に掲げる将来都市像や基本目標を実現するための計画です。施策ごとに今後の展開の方針

や主な取組などを明示し、計画を着実に推進します。

計画期間は、基本構想の期間を５年ごとに分け、前期基本計画と後期基本計画を策定します。後期

基本計画は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までを期間とし、前期基

本計画の進捗状況や社会経済情勢の動向などを踏まえて策定します。

（３）実施計画（３）実施計画

基本計画に基づき、事業の具体的な内容を決めます。社会経済情勢の変化などに柔軟に対応するため、

計画期間は３年間とし、毎年ローリング方式※により見直し、機動的に運用します。

第４節　計画策定の経過第４節　計画策定の経過

後期基本計画の策定においては、市民アンケートの結果、パブリック・コメント※による意見など

市民の声を積極的に取り入れました。また、平成 25 年（2013 年）３月に策定した「協働の指針※」

に基づき、協働の取組をさらに推進するため、総合計画検討市民会議、総合計画審議会において原案

作成の段階から市民が参加するとともに、その議論において、各施策の推進における市民の役割を明

記することとなりました。

なお、平成 23 年（2011 年）の議会基本条例の制定により、議員は原則として法定外の執行機関

の諮問機関及び審議会などの委員に就任しないとなったことにより、総合計画審議会は、地域や公共

団体の代表者、公募市民、知識経験者などによる構成で審議を行いました。
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※ローリング方式
官公庁や企業における中長期計画について、 一定期間ごとに見
直しをかける計画の立て方。

※パブリック ・ コメント
基本的な事項を定める計画や条例などを制定する前に、 市民に
計画案や条例案を示し、 意見などを募集する制度。

※協働の指針 P152 参照
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第２章　現状と課題第２章　現状と課題

第１節　社会経済情勢第１節　社会経済情勢

地方自治体を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。本市がめざす将来都市像を実現する

ためには、こうした動きを的確に把握しながら対応していく必要があります。

（１）少子高齢化の進行（１）少子高齢化の進行

わが国の総人口は、平成 20 年（2008 年）の１億 2,808 万人をピークに減少する傾向にあり、また、

人口構造をみると少子高齢化が進行しています。こうしたことは、地域の活力を低下させるとともに、

年金、医療、福祉など社会保障費の増大、税収の減少など地方自治体の財政状況の悪化を招くなど、

大きな影響が考えられます。

本市においては、現在、人口減少の転換期を迎えており、平成 27 年（2015 年）に 22.8 万人で

ある人口が、平成 32 年（2020 年）には 22.6 万人と微減傾向を示し、その後さらに減少が進むと

予測されています。人口構造については、着実に少子高齢化が進んでいます。

このような状況の中、国においては、まち・ひと・しごと創生法が制定され、地方自治体においても、

人口減少への対応、地方創生に向けた取組が進められています。本市においても人口減少、少子高齢

化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力を維持していく必要があります。
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総人口の推移（出生中位（死亡中位）推計）

年齢３区分人口割合の推移（出生中位（死亡中位）推計）

資料： 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（平成 24
年 1 月推計）」



（２）経済状況の変化（２）経済状況の変化

過去約 20 年間において、経済は停滞した状況にありましたが、長期にわたるデフレと景気低迷か

らの脱却を最優先課題とした金融政策や財政政策、民間投資を喚起する成長戦略が推進されています。

しかし、海外景気の下振れや今後予定される消費税率引上げに伴う需要への影響、高齢化の加速によ

る社会保障費の増加など、将来における経済情勢は、依然として不透明となっています。

本市において、工業については、過去、大規模な工場閉鎖が相次ぎ、製造品出荷額、従業者数が減

少し、近年は横ばいの状況となっています。商業についても、商店数、従業者数、年間商品販売額は

伸びが見られず、厳しい状況となっています。観光について、観光客数は、近年、大きな変動はあり

ませんが、宝塚ガーデンフィールズが平成 25 年（2013 年）12 月に閉園となりました。そのため、

本市の観光文化の中心地域にあるこの跡地については、緑をはじめとする現在の良好な環境を活用し、

新たな宝塚文化の創造につながるような土地活用を図る検討を進めています。

また、平成 26 年度（2014 年度）は、宝塚歌劇 100 周年、宝塚市制 60 周年、手塚治虫記念館

20 周年を迎えたトリプル周年として、多くのイベントなどを開催しました。これを機に、今後さらに、

市内外に本市の魅力を発信していくことが重要です。

（３）安全・安心に対する意識の高まり（３）安全・安心に対する意識の高まり

平成 23 年（2011 年）３月に発生した東日本大震災は、未曾有の災害となり、広域にわたり甚大

な被害をもたらしました。これを教訓として、近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震

や直下型の大規模地震への十分な備えが急務となっています。また、近年、集中豪雨などを起因とす

る自然災害が多発するとともに、新たな感染症の発生、悪質な犯罪に対する不安感の増加などにより、

国民生活の安全・安心を確保するための取組がますます重要となっています。

本市においても、「地域防災計画※」をはじめ災害に備えるための諸計画の更新や、「危機管理指針※」・

「危機管理対応マニュアル」の策定などに合わせ、新たな危機事案に備えるための態勢を整備してきま

した。また、市内の各地域においても、市民が中心となり、安全で安心できる生活に向けた活動が広まっ

ています。

危機発生時においては自助（市民個人）、共助（地域の相互協力）、公助（公共機関など）を適切に

機能させ連携させる仕組みを充実させることで、よりいっそうの安全・安心なまちづくりを進めてい

く必要があります。
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※地域防災計画 P152 参照

※危機管理指針 P152 参照
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（４）環境保全意識の高まり（４）環境保全意識の高まり

地球温暖化、資源の枯渇、生物多様性※の低下など地球環境の悪化が危惧されることから、環境への

関心が高まっています。特に地球温暖化は、気温や海面の上昇、降水分布の変化を引き起こし、生態

系や生活環境への影響が懸念されています。また、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事

故の発生もあり、再生可能エネルギーへの転換などによる、環境負荷の少ない持続可能な社会※づくり

が求められています。

本市においては、循環型社会の構築に向けたごみの減量や再使用、再資源化などに引き続き取り組

むとともに、環境保全のため、従来の省エネルギーの取組に加え、再生可能エネルギーの利用を積極

的に推進しています。今後、「再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例※」や「宝塚エネルギー

2050ビジョン※」に基づき、さらに再生可能エネルギーの利用推進を計画的に進めていく必要があり

ます。

（５）高度情報化社会（５）高度情報化社会※の進展の進展

スマートフォンやインターネット、ＳＮＳ※（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の普及など、

近年のＩＣＴ※（情報通信技術）の進歩は、産業を活性化させ、行政の効率化を進め、生活の利便性を

向上させるとともに、人と人とのコミュニケーション方法に大きな変化を与えるなど、社会全体に大

きな影響をもたらしています。また、社会的課題の解決が期待されるＩＣＴとしては、公共データの

活用を促進するオープンデータ※や、大量データを収集・分析し、新たな知見を発見するためのビッグ

データ※があり、特にオープンデータについては、市民参画や協働を促進するオープンガバメント※の

流れを受け、その取組が広がりつつあります。

さらに、情報化社会の基盤として、平成 28 年（2016 年）１月から社会保障・税番号制度（マイ

ナンバー制度）※の利用が開始されることになっています。

一方で、ＩＣＴが進展する中、情報セキュリティ※の確保がますます重要となっています。また、情

報通信機器を使える人と使えない人との格差や、使える人においても、情報の取扱いに関する様々な

知識と能力である情報リテラシーの差が広がっています。
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※生物多様性
地球上の生物の多様さとその生息環境の多様さのこと。 生態系は
多様な生物が生息するほど健全であり、 安定しているといえる。

※環境負荷の少ない持続可能な社会
資源やエネルギー ( とくに化石燃料 ) の使用や廃棄物を減らし、
環境負荷の低減による環境再生を最優先し、 持続可能性を持っ
た社会。

※再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例
再生可能エネルギーを導入推進するための理念を定め、 地球温
暖化の防止やエネルギーの自立性や安全性の向上により、 持続
可能なまちづくりに寄与することをめざした条例。 平成 26 年 (2014
年 ) ６月制定。

※宝塚エネルギー 2050 ビジョン P155 参照

※高度情報化社会
情報通信技術の進展により、 情報が諸資源と同等の価値を有し、
それらを中心として機能する社会。

※ＳＮＳ
インターネット上の交流を通じて新たな人間関係を構築する場を
提供するサービス。

※ＩＣＴ
Information and Communication Technology(情報通信技術)の略。

※オープンデータ
行政が保有する情報をインターネットを通じて誰もが自由に入手
し、 加工、 利用及び再配布できるように公開されたデータのこと。

※ビッグデータ
事業に役立つ知見を導くための巨大なデータであり、 社会 ・ 経済
の問題解決や、 業務の付加価値向上を行う、 あるいは支援する
目的などに利用されるデータ。

※オープンガバメント
インターネットを活用し、 政府や地方公共団体を国民に開かれた
ものにしていく取組。

※社会保障 ・ 税番号制度 ( マイナンバー制度 )
社会保障 ・ 税制度の効率性 ・ 透明性を高め、 国民にとって利便
性の高い公平 ・ 公正な社会を実現するために、 複数の行政機関
に存在する個人の情報を同一人物の情報であるということの確認
を行うための基盤。

※情報セキュリティ
個人や企業が持つ情報を、 不当に取得 ・ 改変されることなく、 正
当な権利を持つ個人や組織が、 情報や情報システムを意図通り
に制御できるよう、 人的 ・ 組織的 ・ 技術的な対策を講じること。



本市においては、こうした情報化社会の進展を受けて、それに伴う課題への対応を図りながら、引

き続き情報化を進める必要があります。また、地域課題の解決に向けても、ＩＣＴの活用を図って、オー

プンデータ化、ビッグデータの活用を進め、情報共有などによる市民との協働のまちづくりを推進し

ていくことが求められています。

（６）協働の取組の広がり（６）協働の取組の広がり

市民ニーズはますます多様化し、行政だけでは多様なニーズに応えることは困難となっていますが、

その一方で、市民活動が進展し、公共的な課題への解決に向けた取組が広がっています。市民活動の主

体としては、個人、自治会、まちづくり協議会※、地域団体、市民活動団体、事業者、中間支援団体※

などがあり、その活動形態も多様化しています。

本市においては、第５次総合計画の基本構想に、「市民と行政の協働による『新しい公共※』の領域

の拡充」を掲げ、協働が可能な分野における多様な主体との取組を一歩一歩積み重ねています。平成

25 年（2013 年）３月には「協働の指針※」を市民とともに策定し、同指針のマニュアルの策定に取

り組んでいます。

このように、今後、協働が可能なあらゆる分野における取組をさらに積み重ねていく必要があるこ

とから、行政においても、それに対応できる体制への見直しを含めた仕組みづくりが必要となってい

ます。
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※まちづくり協議会
本市において、 平成３年 (1991 年 ) から順次発足し、 平成 11 年
(1999 年 ) に市内全域で組織化が完了。 概ね小学校区をエリアと
して、 自治会を中核に、 地域内の各種団体やグループなど、 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。

※中間支援団体
市民、 ＮＰＯ、 企業、 行政などの間に立ち、 様々な活動を支援
する組織。 社会の変化やニーズを把握し、 地域におけるさまざま
な団体の活動や団体間の連携を支援する。

※新しい公共
「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のこと。 市民活動の熟成や社会貢献
の意欲を持つ事業者の増加に伴い、 市民の力で公共的な課題の
解決に取り組む事例が増えている。

※協働の指針 P152 参照
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第２節　宝塚市の人口推計第２節　宝塚市の人口推計

（１）人口減少への対応（１）人口減少への対応

国立社会保障・人口問題研究所が公表している地域別将来推計人口によると、平成 27 年（2015 年）

に 22.8 万人である本市の人口は、平成 32 年（2020 年）には 22.6 万人（0.6％減）、平成 37 年

（2025 年）には 22.3 万人（2.3％減）と微減傾向を示し、その後、明確な人口減少局面を迎え、平

成 42 年（2030 年）には 21.7 万人（4.6％減）、平成 52 年（2040 年）には 20.4 万人（10.5％

減）、平成 72 年（2060 年）には 16.8 万人（26.2％減）になると予測されています。

本市においては、まち・ひと・しごと創生法に基づき、平成 27 年度（2015 年度）に「人口ビジョ

ン※」、「夢・未来 たからづか創生総合戦略※」を策定し、人口減少の抑制に向けて取り組んでいるとこ

ろですが、その取組の方向性は、第５次総合計画の基本構想において記された、人口減少の抑制に向

けた方針に基づくものです。基本構想では、都市の活力を維持し、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あるとし、子育てしやすく誰もが安心を実感できるまちづく

りの推進、住宅施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

化などに取り組むことが記されています。
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宝塚市　年齢４区分別将来推計人口（実数）

資料：「日本の地域別将来推計人口」宝塚市 /平成 25 年 (2013 年 ) ３月推計

※人口ビジョン、 夢 ・ 未来 たからづか創生総合戦略 P152 参照



（２）超高齢社会への対応（２）超高齢社会への対応

本市の将来推計人口を年齢別の構成比でみると、年少人口（14 歳以下）は、平成 27 年（2015 年）

から５年後の平成 32 年（2020 年）にかけて 13.4％から 12.4％に減少し、10 年後の平成 37 年

(2025 年 ) には 11.4％、平成 42 年 (2030 年 ) には 10.6％に減少すると予測されています。生産

年齢人口※（15 ～ 64 歳）は、平成 27 年（2015 年）から５年後の平成 32 年（2020 年）にか

けて 59.9％から 59.0％に減少し、10 年後の平成 37 年 (2025 年 ) には 58.9％、平成 42 年 (2030

年 ) には 58.0％に減少すると予測されています。　

一方、65 歳以上の高齢者人口は、平成 27 年（2015 年）から５年後の平成 32 年（2020 年）

にかけて 26.7％から 28.6％に増加し、10 年後の平成 37 年 (2025 年 ) には 29.7％、平成 42 年

(2030 年 ) には 31.4％、さらに平成 52 年 (2040 年 ) には 37.6％、平成 72 年 (2060 年 ) には

38.8％まで増加すると予測されています。

このように、少子化と比べて、高齢化がより進行していくと見込まれます。総人口に占める 65 歳

以上の高齢者人口の割合を高齢化率といい、高齢化率が７％を超えた社会を「高齢化社会」、14％を

超えた社会を「高齢社会」、21％を超えた社会を「超高齢社会」といいます。本市においては、平成

21 年（2009 年）に高齢化率が 21％を超え、超高齢社会に移行しており、現在では、４人に１人が

高齢者となっています。

高齢化への対策については、基本構想において、その進行を念頭に置き、様々な施策をソフト・ハー

ドの両面から展開することを定めていますが、今後、本格的な超高齢社会を迎えることから、後期基

本計画においてその対応を定める必要があります。

超高齢社会の進行による影響は、社会保障費の増加、介護負担の増大など、医療と福祉の分野にと

どまらず、社会参加と雇用、産業、防災・防犯、住居、交通、情報化など社会システム全体に関わるため、

分野や施策の枠を超えた取組が求められています。
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宝塚市　年齢４区分別将来推計人口（構成比）

資料：「日本の地域別将来推計人口」宝塚市 /平成 25 年 (2013 年 ) ３月推計

※生産年齢人口
年齢別人口のうち労働力の中核をなす 15 歳以上 65 歳未満の人
口層。



第１部　序論

第３節　財政状況第３節　財政状況

本市では、阪神・淡路大震災からの復興のための地方債（市の借金に当たるもの）の返済や、その

後の景気後退による市税収入の減少、扶助費（高齢者、児童、障がい者、生活困窮者※などへの支援に

要する経費）などの社会保障関連経費の増加、学校などの公共施設の耐震化や老朽化への対応に伴う

整備保全経費の増加により、厳しい財政状況となっています。

今後も引き続き、厳しい財政状況が予想されますが、第５次総合計画を推進し、将来都市像を実現

するためには、限られた経営資源を適正に配分し、健全で持続可能な財政基盤の確立に向けて取り組

む必要があります。

（１）市税収入の状況　（１）市税収入の状況　

本市の収入の中心となる市税は、平成 21 年度（2009 年度）以降減少していましたが、平成 25

年度（2013 年度）から増加に転じ、平成 26 年度（2014 年度）は 353 億円となりました。
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資料：「宝塚市統計書」

市税収入の推移

※生活困窮者
さまざまな事情により、 働きたくても働けない、 住む所がないなど
市民生活をおくるうえでの問題を抱えている人。



（２）人件費、扶助費、投資的経費の推移　（２）人件費、扶助費、投資的経費の推移　

人件費は、平成 10 年度（1998 年度）をピークに減少傾向であり、平成 21 年度（2009 年度）

の 149 億円に対し、平成 26 年度（2014 年度）は 142 億円となっています。

扶助費は、年々増加し、平成 21 年度（2009 年度）の 112 億円に対し、平成 26 年度（2014 年度）

は 184 億円となっています。

投資的経費（道路や学校などの公共施設の整備や災害復旧の経費など）は、平成 21 年度（2009 年度）

の 77 億円に対し、平成 26 年度（2014 年度）は 64 億円となっています。経費の圧縮を行ってい

ますが、老朽化する公共施設の耐震化や整備保全などの取組が、今後さらに必要になると考えられます。

（３）市債残高と基金残高の推移（３）市債残高と基金残高の推移

市債残高（市の借金に当たるもの）は、平成21年度（2009年度）の808億円が、平成26年度（2014

年度）には 744 億円で減少しているものの、高止まりの状況です。一方、基金残高（市の貯金に当た

るもの）は、近年緩やかな増加傾向を示していましたが、平成 26 年度（2014 年度）は減少に転じ、

109 億円となっています。
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人件費、扶助費、投資的経費の推移

市債残高と基金残高の推移

資料：「決算状況」

資料：「決算状況」



第１部　序論

（４）財政力指数と経常収支比率（４）財政力指数と経常収支比率

平成 17 年度（2005 年度）以降、横ばい状態であった財政力指数※は、平成 21 年度（2009 年度）

から低下傾向となっており、平成 26 年度（2014 年度）には 0.86 となっています。また、経常収

支比率※は、平成 20 年度（2008 年度）の 99.4% をピークに減少傾向を示し、平成 26 年度（2014

年度）には 96.3％となっています。

12

財政力指数と経常収支比率の推移

資料：「決算状況」

※財政力指数
地方交付税法の規定に基づき、 一定の方式により算定した収入
額 ( 基準財政収入額 ) を支出額 ( 基準財政需要額 ) で割って得
た数値の過去３年の平均値のことで、 地方公共団体の財政に力
があるかどうかを表す指標。 財政力指数が高いほど財源に余裕が
あるとされ、 １を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体
となる。

※経常収支比率
財政構造の弾力性 ( ゆとり ) を判断するための指標。 市税 ・ 普通
交付税など、 使い道を制限されない毎年収入される性質の収入
( 経常的な収入 ) に対する人件費、 公債費、 扶助費など毎年支
出される性質の支出 ( 経常的な支出 ) の割合。 この割合が低い
ほど、 財政にゆとりがあり、 さまざまな状況の変化に柔軟に対応
できることを示す。 また、 公営企業法が適用される地方公営企業
の場合は、 経常収益を経常費用で除して算出するため、 100％
以上が健全であるとされる。



第４節　市民の評価と意向～市民アンケートの結果～第４節　市民の評価と意向～市民アンケートの結果～

地域の生活環境やまちづくりに関する市民のニーズ、活動状況などを把握し、後期基本計画の基礎

資料とするため、市民アンケートを実施しました。その一部を紹介します。
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（１）調査の目的

【調査票Ⅰ】

目的：第５次総合計画に掲げる施策について、市民満足度と今後の重要度を把握するため。

協働のまちづくりや市民活動への参加、行政サービスと市民負担のバランス、将来

の都市イメージなどについても回答を得た。

【調査票Ⅱ】

目的：  市民の意識や活動状況、市の取組への評価について、平成 23 年度（2011 年度）

に実施した調査との定点比較を行い、指標として活用する。

（２）調査対象

宝塚市に居住する 16 歳以上の市民 6,000 人（調査Ⅰ：3,000 人、調査Ⅱ：3,000 人）

（３）調査方法

郵送による調査票の発送・回収

（４）調査期間

平成 26 年（2014 年）１月～２月

（５）回収状況

【調査票Ⅰ】 50.9％

【調査票Ⅱ】 54.3％

【調査票Ⅰ + Ⅱ合計】 52.6％

回答者の傾向

　住民基本台帳人口（平成 26 年１月）の男女構成比率約 47：53 に比べ、回答者の同割合は

42.8：54.7 となっており、女性の回答者の割合が多くなっています。

　また、５歳階級別では、「35 ～ 39 歳」と「40 ～ 44 歳」が同率 9.4％と最も高く、次いで「45

～ 49 歳」が 8.8％、合わせて 27.6％となっています。

＜表、グラフの注意点＞

1．集計結果はすべて小数点第２位を四捨五入しており、比率の合計が 100.0％にならない

ことがあります。

2．回答比率（％）は、その質問の回答者数を基数（N ＝ Number of case）として算出し

ています。

3．表やグラフに次にあげるような表示がある場合、複数回答を依頼した質問です。

・MA%（Multiple Answer）：回答選択肢の中から、あてはまるものをすべて選択する場合

・3LA%（3 Limited Answer）：回答選択肢の中から、あてはまるものを３つまで選択する場合

・5LA%（5 Limited Answer）：回答選択肢の中から、あてはまるものを５つまで選択する場合



第１部　序論

（１）居住意向（１）居住意向

将来の居住意向について、約 80％の人が「住み続けたい」と回答しています。その理由としては「交

通の利便性が良いから」や「住環境が良いから」「自然環境が豊かで景観が美しいから」「都市のイメー

ジが良いから」などが上位にあげられています。人口減少への転換期を迎えた今、このようなまちの

魅力や個性を維持・向上することで、市内での定住化や市外からの人口流入を促進する必要があります。
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① 
71.8％

②
8.0％

③
5.6％

④④
10.10.88％％

⑤
3.8％ ①事情が許せば住み続けたい

②現在の住居は変わりたいが引き続き
　宝塚市内に住み続けたい
③市外に転居したい又は転居する予定
④分からない
⑤不明・無回答

【今後の宝塚市での定住意向】

【市に住み続けたい理由】

平成 20 年 12 月

・事情が許せば住み続けたい 70.2％

・現在の住居は変わりたいが引き続き

　宝塚に住み続けたい 10.1％

・市外に転居したい又は転居する予定 7.1％

・分からない 10.7％

・不明・無回答 1.9％

平成 24 年１月

・事情が許せば住み続けたい 70.2％

・現在の住居は変わりたいが引き続き

　宝塚に住み続けたい ９.0％

・市外に転居したい又は転居する予定 5.4％

・分からない 9.8％

・不明・無回答 5.6％

H26
H24
H20

44.2％
40.9％
41.0％

39.3％
31.0％
40.0％

35.0％
34.0％
41.1％

28.6％
25.5％
29.3％

26.7％
24.1％
23.1％

22.9％
21.4％
24.3％

14.0％
11.8％
13.0％

11.8％
10.1％
12.7％

10.3％
8.7％
8.7％

9.1％
7.4％
8.8％

6.9％
6.3％
7.1％

2.4％
8.0％
1.9％

5.4％
6.2％
6.5％

0.3％
1.4％
11.4％

1.9％
0.7％
1.6％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

交通の利便性が良いから

住環境が良いから

自然環境が豊かで景観が美しいから

都市のイメージが良いから

治安が良いから

買い物や余暇活動に便利だから

両親や親せきが住んでいるから

医療機関や福祉施設が整っているから

近所づきあいが良好だから

自分や家族の勤め先が宝塚市内にあるから

家族の介護や世話をする（受ける）必要があるから

5.2％
5.0％
4.5％

教育環境が良いから

4.7％
4.6％
6.4％

家を継ぐ必要があるから

家賃や物価が安いから

特に理由はない

その他

不明・無回答

（N=3,157）

（N=2,520）
3LA%



（２）本市が優れている点や良さ（２）本市が優れている点や良さ

他都市と比べて宝塚市が優れている点や良さについては、前回の平成 20 年（2008 年）12 月調

査で 68.2％と２番目に高かった「宝塚歌劇等に代表される芸術・文化」が、今回 71.4％と最も高く

なっています。次いで「武庫川の清流と六甲・長尾の山なみの緑に象徴される豊かな自然環境」「清荒神、

中山寺、売布神社等の社寺仏閣」などの順となっています。

このように、観光資源に関する項目が上位を占めていることから、観光資源の活性化や連携により、

まちの魅力を向上させ、「訪れてみたいまち」という評価を高めていく必要があります。

他には、「閑静な住宅地」「鉄道、バス等交通が発達していること」「買い物や余暇活動が便利である

こと」など、住環境や生活の便利さが上位にあがっています。「住み続けたいまち」をめざして、今後

さらに、住環境の整備や公共交通の利便性向上、商業の活性化などに取り組んでいくことが必要です。
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【他市と比べて宝塚市が優れている点や良さ】

宝塚歌劇等に代表される芸術・文化

武庫川の清流と六甲・長尾の山なみの緑に象徴される豊かな自然環境

宿場町の面影を残す小浜のまちなみや巡礼街道を代表とする旧街道

清荒神、中山寺、売布神社等の社寺仏閣

閑静な住宅地

伝統のある園芸・植木産業

鉄道、バス等交通が発達していること

買い物や余暇活動が便利であること

西谷の田園風景

公民館、図書館等の公共施設

音楽専用ホールであるベガホール

医療・保健・福祉の施設やサービス

モダンで洗練された雰囲気を残す伝統的な建造物

整備の進んだ駅前地区

武田尾温泉などの温泉

ボランティア、NPO、まちづくりなど、活発な市民活動

市民と行政の協働が進んでいること

その他

不明・無回答

（N=1,527）
5LA%
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（３）理想とする宝塚のイメージ（３）理想とする宝塚のイメージ

理想とする宝塚の将来イメージについては、「地震、台風等の災害に強い都市」が前回の平成 20 年

（2008 年）12 月調査（４位、31.0%）から大きく伸び、44.8％と最も高く、次いで「医療施設・サー

ビスが充実した都市」「高齢者、障がいのある人に対する福祉の充実した都市」「防犯、交通安全等の

取り組みが進んでいる都市」などの順となっており、安全・安心へのニーズの高さが示されています。

社会経済情勢からも、安全・安心への関心はますます高くなると予測され、引き続き、市民ニーズを

把握し、取組を充実させていく必要があります。
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【理想とする宝塚の将来イメージ】

地震、台風等の災害に強い都市

医療施設・サービスが充実した都市

高齢者、障がいのある人に対する福祉の充実した都市

防犯、交通安全等の取り組みが進んでいる都市

子育て支援や児童に対する福祉の充実した都市

まちに緑や花があふれた庭園のような都市

観光で多くの人々が訪れる都市

上下水道、道路、市街地整備等、社会基盤の充実した都市

バスや鉄道等、公共交通機関の発達した都市

優れた居住環境を持つ住宅都市

伝統や歴史を活かし、その雰囲気が漂う都市

教育施設・サービスが充実した都市

リサイクルや省エネルギー等が進んだ自然環境にやさしい都市

産業活動が盛んで経済に活気のある都市

市民の文化・スポーツ活動が盛んな都市

娯楽やレクリエーション等を楽しめる都市

市民同士がふれあい、コミュニティ活動が活発な都市

すべての人々の人権が保障された都市

市民が主体となって地域の自治を推進する都市

不明・無回答

情報化の進んだ都市

市民が積極的にまちづくりに参加し、行政と協働して創る市民主体の都市

大学や研究所があり様々な研究・開発活動が行われている都市

（N=1,527）
5LA%



（４）施策に対する重要度、満足度（４）施策に対する重要度、満足度

施策に関して、「今後の重要度」と「現在の満足度」について質問し、下表のとおり結果をまとめま

した。重点的に取り組むことが特に必要と考えられる施策（重要度が高く、満足度が低い）は、「危機

管理」「行財政運営」「道路・交通」「商業・サービス業・工業」となっています。各施策の結果について、

現状と課題を踏まえて検証し、市民の関心が高まり、また、ニーズに対応するよう施策を進めていく

必要があります。
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基本目標項目 施　策　項　目 重要度 満足度 総括

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〜

市民自治 3.30 2.99 Ｅ

市民と行政との協働 3.39 2.88 Ｃ

開かれた市政 3.61 2.84 Ｃ

情報化 3.61 2.85 Ｃ

危機管理 4.20 2.77 Ａ

行財政運営 3.95 2.63 Ａ

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〜

防災・消防 4.05 3.10 Ｃ

防犯・交通安全 3.98 2.95 Ｂ

土地利用 3.54 2.67 Ｂ

市街地・北部整備 3.49 2.79 Ｃ

住宅・住環境 3.79 3.13 Ｃ

道路・交通 3.88 2.66 Ａ

河川・水辺空間 3.50 3.06 Ｃ

上下水道 3.62 3.13 Ｄ

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〜

地域福祉 3.63 3.00 Ｃ

健康 3.67 3.05 Ｃ

保健・医療 3.99 2.95 Ｂ

高齢者福祉 3.99 2.93 Ｂ

障がい者福祉 3.78 2.90 Ｃ

社会保障 3.97 2.87 Ｂ

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〜

人権・同和 3.26 3.06 Ｅ

男女共同参画 3.28 3.06 Ｅ

児童福祉 3.73 3.01 Ｃ

青少年育成 3.73 2.93 Ｃ

学校教育 3.92 2.89 Ｂ

社会教育 3.61 2.94 Ｃ

スポーツ 3.42 2.99 Ｄ

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〜

都市景観 3.75 3.16 Ｃ

緑化・公園 3.76 3.14 Ｃ

環境保全 3.61 3.02 Ｃ

循環型社会 3.81 3.03 Ｃ

都市美化・環境衛生 3.74 3.09 Ｃ

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〜

観光 3.76 2.79 Ｂ

商業・サービス業・工業 3.74 2.66 Ａ

農業 3.50 2.93 Ｃ

雇用・勤労者福祉 3.73 2.74 Ｂ

消費生活 3.46 2.85 Ｃ

文化・国際交流 3.42 2.92 Ｃ

重点施策

（６つの重点目標）

市民と行政の協働による「新しい公共」の領域の拡充 3.41 2.87 Ｃ

行政マネジメントシステム※の機能強化と効果的運用 3.57 2.76 Ｃ

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）

3.79 2.93 Ｃ

子どもたちの成長を地域全体で支えるまちづくり 3.93 2.86 Ｂ

すべての市民が、安心を実感できるまちづくり 4.06 2.97 Ｃ

環境の保全と、循環型社会の構築に向けたまちづくり 3.80 2.97 Ｃ

※新しい公共 P7 参照 ※行政マネジメントシステム
「計画 (plan)、 実施 (do)、 評価 (check)、 改善 (action)」 を継続的
に行うことにより、 事業を評価し、 次の改善に結びつけ、 計画的
で効率的、 効果的な行政経営を行うことをいう。
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注１： 「重要度」は、「重点を置く」５点、「やや重点を置く」４点、「普通」３点、「あまり重点を置かない」

２点、「重点を置かない」１点とし、「満足度」は、「満足」５点、「やや満足」４点、「普通」３点、「や

や不満」２点、「不満」１点として配点した。前ページの表では、評定尺度法により、それぞれ

の項目の平均点を回答数などによる違いを生まないようウェイト（重み）をつけた集計を行い、

加重平均による値を算出し記載した。

※評定尺度法

あらかじめ設定された幾つかの評価段階に従って、対象がどの段階に当てはまるかを判断させる方法。

５～９段階の等級が用いられることが多い。

※加重平均

値を単純に平均するのではなく、平均する各項の条件の違いを考慮に入れ、対応する重みをつけてか

ら平均する手法。

注２： 「総括」は、「重要度」「満足度」の値を１～６の６段階に分類し、その高低差をもとにＡ～Ｅの

５段階で示した。
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< 満足度 >

６＝ 3.07 以上

５＝ 3.06 ～ 2.96

４＝ 2.95 ～ 2.85

３＝ 2.84 ～ 2.74

２＝ 2.73 ～ 2.63

１＝ 2.62 以下

＜総括＞

Ａ＝重要度（高）と満足度（低）の差が大きい（3 段階以上の差）

Ｂ＝重要度（高）と満足度（低）の差がやや大きい（2 段階の差）

Ｃ＝重要度と満足度が同程度（０～１段階の差）

Ｄ＝満足度（高）と重要度（低）の差がやや大きい（2 段階の差）

Ｅ＝満足度（高）と重要度（低）の差が大きい（3 段階以上の差）

< 重要度 >

6 ＝ 3.82 以上

5 ＝ 3.81 ～ 3.65

4 ＝ 3.64 ～ 3.48

3 ＝ 3.47 ～ 3.31

2 ＝ 3.30 ～ 3.14

1 ＝ 3.13 以下



（５）市民活動などの参加状況、協働のまちづくりを進めるために必要なこと（５）市民活動などの参加状況、協働のまちづくりを進めるために必要なこと

市民活動や地域活動などの参加状況については、参加している・参加しようと思っている人は

40.7％と、前回の平成 20 年（2008 年）12 月調査の結果 47.4％より低下しています。今後のま

ちづくりには市民の参加が不可欠なため、さらなる参加の促進が必要です。

また、協働でまちづくりを進めていくために必要なことについての質問では、「行政が、情報を分か

りやすく市民に提供すること」が最も高く、次いで「市民が行政に提案し、意見が反映されるような

仕組みを充実すること」「市民がまちづくりへの参画意識を高めること」などの順となっており、市か

らの効果的な情報発信や市民参画の仕組みの充実が課題となっています。

なお、平成 25 年（2013 年）３月に策定した協働の指針※については、70％の人が「知らない」

と回答していることから、周知と活用を促進する取組が必要です。
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【協働でまちづくりを進めていくために必要なこと】

【市民活動や地域活動などの参加状況】

行政が、情報を分かりやすく市民に提供すること

市民が行政に提案し、意見が反映されるような仕組みを充実すること

市民がまちづくりへの参画意識を高めること

市民がまちづくりに参画する機会を、行政が提供すること

市民活動や地域活動に必要な仕組みや場所を充実すること

自治会やまちづくり協議会をはじめとする地域組織の活動充実

市民活動や地域活動へ、資金的な援助を行うこと

市民の中から、まちづくりを担うリーダーが育つこと

ボランティア団体やNPO法人（民間非営利組織）の活動充実

協働の指針やマニュアルなど、協働についてわかりやすく示した冊子等

その他

不明・無回答

（N=1,527）

（N=1,527）

3LA%

①既に参加している
②参加しようと思っている
③あまり参加しようと思わない
④参加しようと思わない
⑤分からない
⑥不明・無回答

① 
15.8％

16.16.33％％

②
24.9％

③
27.8％

④
8.4％

6.8％
⑤⑤

⑥

※協働の指針 P152 参照
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（６）行財政改革の取組（６）行財政改革の取組

効果的・効率的な行財政サービスのために、どのような行財政改革が必要かを問う設問では、「職員

数や給与の適正化」が最も高く、次いで「公共工事の見直しや経費の削減」「市税などの滞納金の徴収

率の向上」「民間委託の積極的な導入」などの順となっています。

効果的・効率的な行財政運営に向けては、平成 27 年度（2015 年度）に改定する「行財政運営に

関する指針※」に基づいて、引き続き取組を進める必要があります。
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【行財政改革で重視するもの】

職員数や給与の適正化

公共工事の見直しや経費の削減

市税などの滞納金の徴収率の向上

民間委託の積極的な導入

事務事業の見直しや廃止

各種団体・事業への補助金などの整理・合理化

公共料金や手数料・使用料など利用者負担の適正化

公共施設の統廃合やあり方の見直し

情報通信技術を活用した手続きや申請の効率化・迅速化

情報の徹底公開による市民と行政との情報の共有

意識改革のための職員研修の充実や市役所組織の簡素化

その他

不明・無回答

ボランティア団体やNPO法人（民間非営利組織）の活用など
市民と行政の役割分担の見直し

（N=1,527）
3LA%

※行財政運営に関する指針 P152 参照



第５節　前期基本計画の達成・進捗状況第５節　前期基本計画の達成・進捗状況

（１）成果を示す指標について（１）成果を示す指標について

成果を示す指標については、後期基本計画策定時において把握した数値を「現状値（H27）」とし、

前期基本計画に記した「目標値（H27）」や「現状値（H22）」と比較しました。成果を示す指標のうち、

目標値を設定している指標の６分野全体の達成状況は、「目標値に達した」が 28.8％、「（目標値に達

していないが）改善した」が 46.9％であり、これらを合わせた割合は 75.7％となっています。一方、

「これからの都市経営」を除く５分野には「悪化した」となった指標があり、その割合は 22.5％となっ

ています。

また、成果を示す指標のうち、目標値を設定していない指標の６分野の進捗状況は、「改善した」が

34.5％となったことに対して、「悪化した」は 65.5％となっており、厳しい結果になっています。

これらの結果を踏まえ、後期基本計画を推進していく必要があります。

なお、分野別の達成・進捗状況の詳細や施策別の成果指標の項目、数値、評価は、附属資料に掲載

しています。
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成果を示す指標についての評価

分野
目標値の設定あり 目標値の設定なし

項目数 ◎ ○ △ × 項目数 ○ △ ×

１　これからの都市経営 10 6 4 0 0 8 4 0 4

２　安全・都市基盤 29 6 21 0 2 3 1 0 2

３　健康・福祉 19 6 8 0 5 6 0 0 6

４　教育・子ども・人権 24 7 11 0 6 5 3 0 2

５　環境 15 4 6 0 5 5 1 0 4

６　観光・文化・産業 14 3 2 2 7 2 1 0 1

計 111 32 52 2 25 29 10 0 19

割合（％） 100 28.8 46.9 1.8 22.5 100 34.5 0.0 65.5

※ 前期基本計画において現状値（H22）の記載がない指標、終了した事業についての指標などは、評価の対象外として

います。

※評価区分　 「◎」目標値に達した、「〇」目標値に達していないものの、現状値（H22）より改善した、「△」変化なし、

「×」現状値（H22）より悪化した。
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（２）施策ごとの評価・検証（２）施策ごとの評価・検証

　

① 市民自治① 市民自治

地域自治に関わる様々な主体がまちづくりに関して意見交換や協議をする場について、具体的な検

討を進めているところです。まちづくりを担う人材の育成については、さらなる取組が必要です。

② 市民と行政との協働② 市民と行政との協働

平成 25 年（2013 年）３月に協働の指針※を市民とともに策定しました。現在、協働の具体的な

事例を示した同指針のマニュアルの策定を進めており、効果的な協働の仕組みを検討し、さらに協働

を推進します。そのためには、行政の組織体制を含めた仕組みづくりが必要となっています。

③ 開かれた市政③ 開かれた市政

広報誌やホームページなどによる情報発信について充実を図っていますが、今後、ＳＮＳ※などの

ＩＣＴ※を活用することにより、市民との情報共有をさらに推進する必要があります。

④ 情報化④ 情報化

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）※導入に向けて取り組んでいます。目覚ましく進歩して

いるＩＣＴの活用については課題があり、情報共有などにより協働をさらに推進するために、ＳＮＳ

やオープンデータ※、ビッグデータ※の活用について検討する必要があります。

⑤ 危機管理⑤ 危機管理

平成 24 年（2012 年）７月に危機管理指針※を策定の上、この方針に基づく危機事案ごとの危機

管理対応マニュアルを作成しました。今後は、職員の対応能力の向上、市民への多様な情報伝達方法

の確保に取り組む必要があります。

⑥ 行財政運営⑥ 行財政運営

平成 24 年度（2012 年度）に行政評価に外部評価を導入し、行政マネジメント機能※の強化を図

りました。また、公共施設の長寿命化・最適化に向けては、「公共施設マネジメント基本方針※」を策

定しました。今後、持続可能な財政基盤を確立し、協働型の行財政運営を推進していくためには、情

報化への対応、協働の推進に対応する組織体制を含む仕組みづくり、職員の能力向上が特に重要となっ

ています。

① 防災・消防① 防災・消防

防災については、平成 25 年（2013 年）10 月に「災害時要援護者支援指針※」を策定し、その後、

その具体的な取組を示したマニュアルを作成しました。災害に備えた市民への多様な情報伝達方法の

確保、公共施設の耐震化の推進については、今後、取組を強化する必要があります。消防については、

平成 23 年度（2011 年度）から、川西市及び猪名川町と消防指令業務共同運用事業を開始し、広域

連携の強化を図っています。

１　これからの都市経営１　これからの都市経営

２　安全・都市基盤２　安全・都市基盤
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※協働の指針 P152 参照

※ＳＮＳ P6 参照

※ＩＣＴ P6 参照

※社会保障 ・ 税番号制度 ( マイナンバー制度 ) P6 参照

※オープンデータ P6 参照

※ビッグデータ P6 参照

※危機管理指針 P152 参照

※行政マネジメント機能 P17 行政マネジメントシステム参照

※公共施設マネジメント基本方針 P152 参照

※災害時要援護者支援指針 P152 参照



② 防犯・交通安全② 防犯・交通安全

近年、交通事故における自転車に関する事故の割合が高くなっており、「自転車の安全利用に関する

条例※」を制定し、平成 25 年（2013 年）10 月に施行しました。今後、さらに周知を図り、交通事

故防止に向けた啓発に取り組む必要があります。

③ 土地利用③ 土地利用

平成 24 年（2012 年）３月に「都市計画マスタープラン－ 2012 －※」を策定し、生活拠点、都

市機能を集約したコンパクトシティ※の実現に向けて ､ まちづくりを進めています。ＮＴＮ㈱宝塚製作

所など大規模工場の転出、宝塚ガーデンフィールズの閉園などによる大規模跡地の有効活用が課題と

なっています。

④ 市街地・北部整備④ 市街地・北部整備

中筋ＪＲ北土地区画整理事業は、平成 27 年度（2015 年度）末に概ね完了する見込みです。北部

地域においては、平成 28 年度（2016 年度）末に新名神高速道路の供用が予定されていることから、

スマートインターチェンジ※やサービスエリアの活用、他地域との連携による地域活性化に向けて、地

域との協議を進め、具体的な取組の検討を重ねていく必要があります。

⑤ 住宅・住環境⑤ 住宅・住環境

耐震化改修に対する支援に取り組んでいますが、啓発を強化するとともに、相談や支援を充実する

ことが必要です。空き家対策については、その有効な活用のためにニーズの把握や情報発信の方法を

検討し、良質な住宅ストックを活用することが重要です。

⑥ 道路・交通⑥ 道路・交通

道路網の総合的な検証に取り組んでいますが、早期にこの検証を終え、主要道路網整備に関する基

本構想を取りまとめる必要があります。歩道端部の段差解消が完了し、今後は、連続した歩道の段差

解消が課題となっています。また、地域の特性に応じた公共交通の確保をさらに推進していく必要が

あります。

⑦ 河川・水辺空間⑦ 河川・水辺空間

河川改修や雨水排水施設の整備に取り組んでいますが、近年、集中豪雨が多発していることからも、

総合治水の観点から、浸水被害が発生しやすい地域への早期の対策が求められています。河川・水辺

空間の利活用、美化活動については、活動団体との連携、支援にさらに取り組む必要があります。

⑧ 上下水道⑧ 上下水道

良好で安定的な水源確保のため、阪神水道企業団からの受水に向けて取り組んでおり、今後、受入

施設の整備を図る必要があります。また、水道については施設（管路・配水池）の更新及び耐震化に、

下水道については汚水管路の長寿命化計画を策定し、機能向上と耐震化に取り組んでいます。災害に

備えるため、今後さらに、取組を進めていく必要があります。
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※自転車の安全利用に関する条例
自転車の利用に関わるあらゆる人々が力を合わせて安全利用の
意識を高め、 不幸な事故の発生を防ぐため、 自転車利用者 ・ 保
護者 ・ 市の責務について、 また自転車小売業者 ・ 関係団体の役
割や自転車の安全利用に関する教育について定めた条例。

※都市計画マスタープラン -2012- P153 参照

※コンパクトシティ
都市の郊外への拡大を抑制し、 市街地を活性化することで、 住み
やすく、 歩いて暮らせる集約型まちづくりの実現をめざす考え方。

※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。
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① 地域福祉① 地域福祉

すべての人が住み慣れた地域で孤立することなく、安心して暮らすことができるよう、宝塚市社会

福祉協議会とともに、地域におけるネットワークづくりに取り組んでいます。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。

② 健康② 健康

健康意識の啓発、健康づくりの推進、介護予防活動の支援、母子保健事業の充実などに取り組んで

います。平成 26 年（2014 年）３月には「健康たからづか 21（第２次）※」を策定し、地域と連携

して、一人ひとりの健康づくりを支援できるよう取り組んでいます。

③ 保健・医療③ 保健・医療

定期接種化された予防接種について、円滑な導入を図りました。市立病院においては市立病院改革プ

ランを実行し、経営改善を図るとともに、平成 25 年（2013 年）には地域医療支援病院※の承認を受

けました。今後は、平成 26 年（2014 年）３月に策定した「市立病院中期事業計画 2014 ※」に基づ

く取組をさらに進めていく必要があります。

④ 高齢者福祉④ 高齢者福祉

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

策を組織を超えて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。

⑤ 障がい者福祉⑤ 障がい者福祉

障がい者が自立し、安心して生活できるよう、地域支援体制や福祉サービスの充実、就労支援、権

利擁護※などに取り組みました。また、増加している障がいのある児童やその家族に対する相談、支援

などの取組を、さらに進めていく必要があります。

３　健康・福祉３　健康・福祉

24

※セーフティネット
網の目のように救済策を張り、 様々なリスクから、 個人を救済する
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、年金、医療、介護、
生活保護などの社会保障を指す。 平成 27 年度 （2015 年度） に
新たに生活困窮者自立支援制度が創設された。

※健康たからづか 21( 第２次 ) P153 参照

※地域医療支援病院
身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、 紹
介患者に対する医療提供、 医療機器などの共同利用の実施など
を通じて、 第一線の地域医療を担うかかりつけ医 ・ かかりつけ歯
科医などを支援する能力を備え、 地域医療の確保を図るに相応
しい構造設備などを有する病院。

※市立病院中期事業計画 2014 P154 参照

※エイジフレンドリーシティ
世界的な高齢化と都市化に対応するため、平成 19 年 （2007 年）、
WHO （世界保健機関） が提唱した考え方であり、 ソフト ・ ハード
の両面で、 高齢者にやさしい都市を推進しようとするもの。

※地域包括ケアシステム
重度な要介護状態になっても、 住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最後まで続けることができるよう、 医療 ・ 介護 ・ 予防 ・
住まい ・ 生活支援が一体的に提供される支援体制。 厚生労働省
が提唱し、 団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年 （2025 年）
を目途に、 全国の市町村で構築に取り組んでいる。

※権利擁護
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、 本人の権利を護ること。 福祉分野においては、 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。



⑥ 社会保障⑥ 社会保障

生活保護を受ける世帯が増える中、個々の状況に応じて相談や就労支援などに取り組んでいますが、

今後は、さらに体制の充実を図る必要があります。また、経済的、社会的な課題を抱える生活困窮者※

に対しては、関係機関と連携しながら包括的な支援を行いつつ、地域の見守り体制の充実についても、

さらに進めていく必要があります。

国民健康保険事業の運営については、累積赤字額が増加するなど厳しい状況です。引き続き、増え

続ける医療費の適正化のため、特定健診の受診率向上やレセプト※点検、後発医薬品※差額通知などに

取り組むとともに、保険税の賦課の見直しや一般会計からの支援についても、検討していく必要があ

ります。

① 人権・同和① 人権・同和

同和問題をはじめとする様々な人権問題に対して、宝塚市人権・同和教育協議会などの団体と連携

して、啓発に取り組みました。また、平和施策については、平和の大切さや意義について関心が高ま

るよう各種事業を実施しています。今後も継続的に、啓発と各種事業の実施に取り組む必要があります。

② 男女共同参画② 男女共同参画

フォーラムや各種講座などを開催し、啓発に取り組みましたが、市民アンケートの結果などから、

今後、事業実施の手法の検討を行い、継続的に取り組んでいく必要があります。

ＤＶ※被害者への支援については、相談室を設置し、効果を上げています。

③ 児童福祉③ 児童福祉

待機児童解消に向けて、保育所の整備、地域児童育成会※の拡充・多様な運営主体の検討に取り組み

ました。平成 27 年（2015 年）４月から本格的に実施されている子ども・子育て支援新制度※に基づき、

教育・保育の場の拡充、子育て支援の充実などについて、計画的に取り組む必要があります。

④ 青少年育成④ 青少年育成

放課後子ども教室※の拡充など、青少年の育成、支援に取り組みました。また、「子どもの権利サポー

ト委員会※」を平成 26 年（2014 年）11 月に開設したことにより、子どもの権利を不断に擁護し、

子どもの最善の利益を具体的に実現していくよう取り組んでいます。

４　教育・子ども・人権４　教育・子ども・人権
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※生活困窮者 P10 参照

※レセプト
病院や診療所が医療費の支払いを公的機関に請求するため発行
する診療報酬明細書。 薬局における調剤の場合は、 調剤報酬明
細書。

※ジェネリック医薬品 ( 後発医薬品 )
有効性や安全性が実証されてきた医薬品の中で、 その有効成分
に対する物質特許が切れたものを他の製薬会社が製造 ・ 供給す
る、 先発医薬品と同等と認められた低価格な医薬品。

※ DV
ドメスティック ・ バイオレンスの略。 配偶者のみならず、 恋人など
親密な関係にある、 またはあった者から振るわれる暴力のこと。
身体的暴力だけでなく、 精神的暴力、 性的暴力、 経済的暴力、
子どもを利用した暴力が含まれる。

※地域児童育成会
下校後、 保護者が家庭にいない児童を対象に、 家庭機能の補
充を兼ねた生活指導を行い、 児童の健全育成を図ることを目的と
して、 市内 24 の市立全小学校に地域児童育成会を設置。

※子ども ・ 子育て支援新制度
子ども ・ 子育て関連３法に基づき、 幼児期の学校教育 ・ 保育や、
地域の子ども ・ 子育て支援を総合的に推進するための制度。

※放課後子ども教室
保護者や地域住民が中心となって、 放課後の小学校の校庭など
を利用し、 子どもの主体性を大切にした遊びの場をつくることによ
り子どもの居場所を提供する取組。

※子どもの権利サポート委員会
子どもの人権を守るために相談に応じ、 助言や支援をしながら、
必要に応じて学校などへの調整 ・ 調査をする。
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⑤ 学校教育⑤ 学校教育

スクールソーシャルワーカー※、スクールサポーター※、子ども支援サポーター※、学校図書館司書

の配置を拡充し、教育環境の向上を図りました。また、いじめ防止対策については、「いじめ防止等に

関する条例※」の制定及び「いじめ防止基本方針※」の策定を行い、その取組を強化しています。

⑥ 社会教育⑥ 社会教育

宝塚市民カレッジ※や各種講座・セミナーなどを実施し、学べる場と機会を整えています。また、地

域の主体的な学習活動についても支援しています。今後は、さらに、地域課題の解決につながる学習

の場を提供するとともに、学びの成果を地域に生かす仕組みづくりを検討します。

図書館については、平成 25 年（2013 年）４月から、金曜日の利用時間の延長を実施するなど、

サービス向上に取り組みました。

⑦ スポーツ⑦ スポーツ

旧企業グラウンドを取得し、売布北グラウンド及び花屋敷グラウンドを整備しました。地域におけ

るスポーツ振興については、スポーツクラブ 21 ※などの運営・活動支援を行いました。さらにその活

動の周知を行い、身近にスポーツができる機会を確保していく必要があります。

① 都市景観① 都市景観

平成 24 年（2012 年）10 月、景観法に基づく「景観計画※」を策定しました。今後、同計画に基

づく制度の設計やガイドラインの検討・作成に取り組んでいく必要があります。また、宝塚らしい景

観の維持・形成に向けては、市民や事業者の理解や協力を得て、取り組んでいく必要があります。

② 緑化・公園② 緑化・公園

公園管理については、地域団体との協働による公園アドプト※制度の推進に取り組みました。今後は、

公園が地域のコミュニティの場としても活用されるよう、アドプト制度を引き続き推進するとともに、

地域の公園づくりを支援していく必要があります。

５　環境５　環境
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※スクールソーシャルワーカー
児童 ・ 生徒が学校や日常生活で直面する課題について、 学校 ・
地域 ・ 家庭に働きかけ、 福祉的なアプローチによって解決を支援
する専門職。

※スクールサポーター
宝塚市立の小 ・ 中学校において、 児童生徒の基礎学力の向上
を目的として活動する、 教職員経験者や教員志望の学生などの
ボランティア。

※子ども支援サポーター
通常の学級に在籍する、 一斉指導になじみにくく不適応を起こし
がちな子どもに対する支援や、 教室に入りづらい不登校傾向の子
どもへのサポートを行う支援員。

※いじめ防止等に関する条例
子どもが互いに認め合い、 支え合いながら、 安心して生活し、 学
ぶことができる環境を社会全体でつくり上げることをめざして定めら
れた条例。

※いじめ防止基本方針 P154 参照

※宝塚市民カレッジ
本市の歴史や文化を紹介するコースなど、 市立公民館が、 市民
の生涯学習のために開講している講座。

※スポーツクラブ 21
豊かなスポーツライフを実現し、 スポーツを通した地域コミュニティ
づくりを進めるため、 小学校区を基本単位として設置された、 地
域のだれもが参加できる地域スポーツクラブ。

※景観計画 P155 参照

※アドプト
行政と市民が協働して進める清掃美化活動。 現在、 六甲山系グ
リーンベルト整備、 河川美化活動、 公園の運営管理などに取り組
んでいる。



③ 環境保全③ 環境保全

環境負荷の少ない持続可能な社会※づくりをめざし、省エネルギーの取組に加え、再生可能エネルギー

の利用を積極的に推進しています。再生可能エネルギーの利用推進を計画的に進めるため、再生可能

エネルギーの利用の推進に関する基本条例※を制定し、平成 26 年（2014 年）10 月に施行しました。

また、平成 27 年（2015 年）３月には宝塚エネルギー 2050 ビジョン※を策定しました。

④ 循環型社会④ 循環型社会

計画的なごみ処理を推進するための基本方針となる「一般廃棄物処理基本計画※」を、平成 25 年

（2013 年）３月に改定しました。ごみの減量化、資源化に向けて、市民へ啓発を行うとともに、事業

系ごみの把握のためのアンケートを実施しました。今後、事業者への分別徹底の呼びかけ、搬入指導

などを行っていく必要があります。

⑤ 都市美化・環境衛生⑤ 都市美化・環境衛生

宝塚を美しくする市民運動※など、市民との協働による都市の美化を推進しています。今後は、企業

や事業所などの活動参加を促進する必要があります。また、ぽい捨ての禁止だけでなく、たばこの火

の危険の防止を含めた「ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例※」を平成 27 年（2015 年）３

月に制定しました。今後、啓発に取り組む必要があります。

① 観光① 観光

トリプル周年（宝塚歌劇 100 周年、宝塚市制 60 周年、手塚治虫記念館 20 周年）に合わせて、宝

塚歌劇と連携した観光キャンペーン、イベントなどを行い、市内外に宝塚市の魅力を伝える情報発信

を行いました。また、手塚アニメをはじめとするアニメのまちとして、イベントや情報発信を行いま

した。今後は、平成 26 年（2014 年）５月に策定した「観光集客戦略※」も踏まえながら、宝塚ガー

デンフィールズの跡地を含む武庫川周辺の回遊性を高め、まちの魅力を高めるとともに、神社仏閣や

宝塚温泉、自然などの観光資源を有効に活用する必要があります。

② 商業・サービス業・工業② 商業・サービス業・工業

融資あっせんをはじめ、商店街空き店舗活用事業補助金、商店街などイベント開催支援、工場など

の事業拡張に対する補助支援などにより商工業の活性化を図りました。起業支援については、融資あっ

せん、補助金などによる支援を実施しましたが、さらなる創業促進に向け相談・指導体制の充実が必

要です。地域資源の活用としては、市内の地域資源を宝塚ブランドとして選定し、情報発信を行うモノ・

コト・バ宝塚※事業に取り組んでいます。今後はブランドの価値を高め、都市価値の向上につなげるこ

とが課題です。

６　観光・文化・産業６　観光・文化・産業
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※環境負荷の少ない持続可能な社会 P6 参照

※再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例 P6 参照

※宝塚エネルギー 2050 ビジョン P155 参照

※一般廃棄物処理基本計画 P155 参照

※宝塚を美しくする市民運動
春と秋の年２回、 各 11 日間実施する市民運動。 市民が道路や
公園などの公共の場所のごみを回収し、 側溝の泥上げなどを行
う市民一斉清掃のほか、 不法看板や放置自転車などの撤去や啓
発活動も実施する。 本計画では、主に市民一斉清掃のことをさす。

※ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例
「空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例」
を全部改正し、 平成 27 年 (2015 年 )3 月に制定。 路上喫煙禁
止区域の指定や、 禁止区域内での違反者に対する過料の徴収、
喫煙者の責務として歩行中の路上喫煙 ( 歩きたばこ ) をしないよう
にする努力義務規定を追加し、 空き缶などの再資源化の推進等
に関する部分について削除した。

※観光集客戦略 P155 参照

※モノ ・ コト ・ バ宝塚
本市の良好な都市ブランドイメージを構成する地域資源に改めて
着目し、 宝塚らしい価値ある 「モノ ( 物 )」 「コト ( 事 )」 「バ ( 場 )」
を掘り起こし、 ブランドとして選定し、 情報発信により、 「まち」 の
魅力を高め、 活性化を図る事業。



第１部　序論

③ 農業③ 農業

北部地域の農業振興については、安全・安心な農作物の安定的な供給や地産地消※の取組に努めたほ

か、遊休農地などの解消を図るための集落営農※やほ場整備※を推進しました。生産量の増加、消費拡

大に向けては、今後さらに、安定的に農産物を供給できる生産体制づくりや宝塚ブランドの育成、地

産地消、食育※の推進、担い手への支援などに取り組む必要があります。花き・植木産業については、

宝塚オープンガーデン※フェスタや宝塚植木まつりなどの開催、あいあいパークを拠点とした事業の実

施により、振興を図っています。

④ 雇用・勤労者福祉④ 雇用・勤労者福祉

若者の就労支援については、若者自立支援ネットワーク会議※を開催するとともに、若者就労支援事

業の実施や地域若者サポートステーション※の運営支援などを行いました。今後は就労体験機会をさら

に拡充する必要があります。障がいのある人や女性をはじめ働く意欲を持つ人の就労環境づくりにつ

いては、市内事業所などで構成される雇用促進連絡協議会※を通じて、啓発活動などを展開しました。

また、兵庫労働局との協働により、女性、若者などを対象とした就労支援セミナーの開催や相談体制

の充実を図りました。

⑤ 消費生活⑤ 消費生活

暮らしの安全・安心については、関係団体と連携し、消費者被害防止の啓発などを実施しました。

消費生活相談については、内容が複雑化かつ専門的になっており、相談員の対応力向上に取り組んで

いますが、研修などの充実によりさらなる向上が求められています。

⑥ 文化・国際交流⑥ 文化・国際交流

平成 25 年（2013 年）９月に「宝塚市民の文化芸術に関する基本条例※」を施行し、文化芸術に

関する基本理念や基本姿勢を定めました。文化事業については、宝塚市文化財団が中心となり、各文

化施設の特色を生かした事業を実施するとともに、市民の自主的な文化活動についても広報周知など

の支援を行いました。今後は、各種文化団体の横断的な連携を推進するとともに、次世代の担い手を

育む取組が必要です。国際交流事業については、宝塚市国際交流協会と連携し、国際理解講演会や外

国人市民のための異文化間生活相談などを実施しています。
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※地産地消
地域で生産された農産物や水産物を地域で消費すること。

※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。

※ほ場整備
不規則に存在する農地を整形し、 農業用道路、 農業用排水施設
など、 農用地を改良することで効率的な農作業と生産性の向上を
図り、 農村の環境条件を整備すること。

※食育
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知
識、 食を選択する判断力を身に付ける学習などの取組。

※オープンガーデン
ガーデニング愛好家の庭を一般公開すること。 毎年４月に、 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。

※若者自立支援ネットワーク会議
教育、 福祉、 医療など広範な分野の各関係機関が、 それぞれの
専門分野における情報を共有し、 連携することで、 若者の就労に
向けた自立支援を効果的に行うことを目的とした会議。

※地域若者サポートステーション
厚生労働省が認定した団体が運営する。 働くことに悩みを抱える
15 歳～ 39 歳までの若者に対し、 キャリア ・ コンサルティングなど、
就労に向けた支援を行う機関。

※雇用促進連絡協議会
地域住民、 障がい者、 高齢者、 女性などの雇用の場の確保、
職業能力の開発及び、 企業内における啓発活動の推進により住
民の就労の促進を図ることを目的としている。

※宝塚市民の文化芸術に関する基本条例
本市の文化芸術の振興に関する基本理念を定め、 市民及び市の
役割を明らかにし、 文化芸術の振興に関する施策の基本となる事
項を定めたもの。 平成 25 年 (2013 年 )7 月制定。


