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令和元年度 第２回 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 

 

日時：令和元年７月２６日（金）１３：３０～１５：４０ 

場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

【次第】 

１ 開 会 

２ 議事 

議題１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について 

議題２ 地方創生推進交付金事業の評価について 

議題３ 現総合戦略の令和２年度における目標値（案）について 

３ その他 

 

【会議資料】 

  資料１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート 

  資料２ 地方創生推進交付金 評価シート 

  

【出席者】※敬称略、順不同 

（委員） 

近畿大学総合社会学部 教授 久 隆浩（座長） 

姫路大学教育学部 特任講師 濱田 格子 

流通科学大学人間社会学部 非常勤講師 濱田 恵三（座長職務代理） 

宝塚市国際観光協会 久保 明子 

兵庫県阪神北県民局 総務企画室長 呉田 利之 

株式会社池田泉州銀行 逆瀬川支店長 山村 剛志 

連合兵庫北阪神地域協議会 宝塚地区連絡会 宝塚市教職員組合書記次長 粂田 憲彦 

株式会社エフエム宝塚 取締役局長 温井 甚佑 

（その他） 

庁内関係者（担当室長・次長） 

（傍聴者） 

なし 

 

【協議録】 

議題１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について 

座長    議題１について、前回に引き続き具体的施策ごとにご意見・ご質問等をいただく。

前回は基本目標１－（３）－②まで終了しているので、今回は残りの基本目標１－（３）

－③及び④の２施策と基本目標１の評価シート（総括）について、それぞれ１５分程

度でご意見・ご質問等をいただき、その後、５分程度で評価票の記入をお願いする。 

 

＜基本目標１－（３）－③＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（３） 「生きる力」を育み、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実 
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③ 子どもの健やかな成長のためのきめ細かな教育の充実 

 

委員    不登校の子どものことについては丁寧に記載しているが、実際には不登校の子ども

を持つ保護者も厳しい状況にある。保護者が落ち着くと改善することも多いと言われ

ている。勿論、学校内に問題・課題がある場合もあるが、家庭内の大変さで出掛けら

れなくなっている子どもが多いと聞いているので、不登校又は不登校気味の子どもを

持つ保護者に対して何か支援は行っているのか。 

職員    子ども同様、保護者に対しても臨床心理士による教育相談を行っている。保護者の

みの場合もあれば子どもと同時にそれぞれに相談をしていただく場合もあり、カウン

セリングを通して、先の見える話ができるよう努めている。 

委員    教育相談は一般的にあると思うが、最近注目されているのは当事者同士の支え合い

である。困っている親が指導を受けるというのではなく、困りながらも親同士が励ま

し合ったり、支え合ったりするピアサポートが有効であると言われている。保護者が

集まり、ほっとできるような機会を提供できるよう取り組んでいただければと思う。 

委員    懸案事項として記載されている小学校での不登校の子どもの増加や低年齢化は、全

国的な傾向か。またその原因についても分かれば教えていただきたい。 

職員    全国的な傾向である。近隣市の小学校でも不登校の子どもが増えていると聞いてい

る。 

委員    ＫＰＩの数値が年々増加しているが、全国的にも不登校の生徒の数は増えているの

か。 

職員    そのとおりである。理由の一つとしては、学校側の不登校の認識が変わってきてい

るということが挙げられる。これまでは体調が悪いと保護者から連絡があればそのま

ま体調不良として取り扱っていたが、場合によって、これは不登校にするべきである

というケースについては、不登校として取り扱うように学校側の認識や対応が変わっ

てきた。 

委員    最近ではフリースクールによって出席扱いにしようという動きが出ているが、宝塚

市はどうか。 

職員    本市でもフリースクールに通っている児童生徒はいる。各学校長がフリースクール

の教育課程等を確認したうえで、学校教育と相当ということであれば出席扱いにする

ことになるが、教育委員会と学校とで確認しながら認めるようにしている。 

委員    現在、フリースクールを実施している学校は何校あるのか。 

職員    昨年度、教育委員会で確認できているフリースクールは４校である。 

座長    目標値に対して現状値が増えている中で、今後、重点的に取り組んでいきたいこと

は何かあるのか。 

職員    小学校でもかなり増えてきているため、小学校の適応教室の体制を整え、小学生の

間に学校復帰を目指して次の中学校に繋げていけるよう支援し、不登校の子どもが少

しでも外に出て他の子どもと関わりを持てるような環境づくりに取り組んでいきた

い。 

座長    その他は何かあるか。 

職員    引き続き、教育相談の充実を図っていきたい。 

座長    要因が複雑化、多様化している。ＣＡＰのことについては記載されているが、もう

少し要因に合わせた多様な方策が必要である。教職員だけで対応することが難しくな

ってきているため、外部の方々や地域の方々とも協働して進めていただければと思う。 

委員    不登校になりそうな子どもをとどまらせるような施策は何か考えているのか。 
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職員    現状ではこころとからだのアンケートを実施している。担任を中心に個別面談のう

え子ども達の状況を確認するなど、不登校要因の早期発見に努めている。 

 

 

＜基本目標１－（３）－④＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（３） 「生きる力」を育み、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実 

④ 地域の力を生かした学校支援 

 

委員    たからづか学校応援団は何校で実施しているのか。 

職員    全小中学校、特別支援学校合わせて３７校のうち、３４校で実施している。 

委員    実際はどういう組織でどういう活動をされているのか。 

職員    ボランティア組織であり、地域コーディネーターがいる学校については地域コーデ

ィネーターが、地域コーディネーターがいない学校については学校長や教頭が核とな

り、ボランティアの方々の活動を支えている。学習環境支援については、花壇のお世

話や各種行事の地元協力のほか、登下校の付き添いや見守りなどを行っていただいて

いる。教育環境支援については、図書ボランティアでの読み語り、ミシンの使用補助、

農体験などでお手伝いいただいている。 

委員    何人ぐらいのボランティアが活動されているのか。 

職員    現在約１，２９０人いるため、１校あたり３０～４０人程度である。 

委員    地域の力を活かした学校支援については色々な組織形態があるが、宝塚第一小学校

のまちづくり協議会では担い手が減っている。たからづか学校応援団のボランティア

数の多さに驚いている。 

職員    若干減ったものの、ここ２～３年では１，３００人程度で推移している。ちなみに、

宝塚第一小学校では現在１６０人の登録がある。 

委員    スクールソーシャルワーカーの配置については増員が必要との記載があるが、今度

具体的にどれぐらい増員する予定か。 

職員    できるだけ多くの学校に配置したいと考えているが、現時点では具体的な目途はな

い。 

委員    問題の複雑化により、学校だけではどうしようもないこともある。家庭、地域、関

係機関との連携の必要性が高まっている中で、スクールソーシャルワーカーの増員は

非常に重要なことであるため、具体的な増員数を示せるように取り組んでいただきた

い。 

委員    ボランティアに頼る部分が大きくなる中で、ボランティアのモチベーションを保つ

取組や仕組みがあれば教えていただきたい。 

職員    ボランティアに対する研修なども行っているが、地域の子どもを地域で育てるとい

う考え方が定着しており、それがボランティアのモチベーション維持に繋がっている

のはないかと思う。 

座長    地域と学校に温度差があるように感じている。一体何が原因でこのような温度差が

生じていると分析されているのか。 

職員    現在、本市ではコミュニティスクールの導入を進めているが、確かに地域によって

温度差があることも事実であるが、学校の地域に対する働きかけで課題がある学校も

ある。学校が主体的に地域へ働きかけなければ進んでいかないと思っている。 

座長    学校側の積極性も必要であるが、それを受け取る地域側の受け皿もなければうまく



4 

 

かみ合って進んでいかない。市民協働とタイアップしながら、学校と地域がうまく関

われるようなきめ細かな対策や支援をお願いしたい。 

委員    コミュニティスクールについては、たからづか学校応援団、まちづくり協議会、た

からづか寺子屋など似たような組織が多々あり、縦割りが現状の中で、また新たに設

置されると混乱を招くのではないかと心配している。 

職員    地域への説明でもそのようなご意見をいただいている。コミュニティスクールにつ

いては、各学校で学校運営協議会を立ち上げ、そこで縦割りとなっている活動や取組

などについて、情報共有を図り横の繋がりを強めたいと考えている。運営にあたって

は、一定の方々に負担が偏るといった課題は解消しなければならないが、まずは学校

を取り巻く環境を見える化することから始めていただければと思っている。 

座長    地域への説明はどのような方にしているのか。 

職員    各まちづくり協議会への定例会に出席させていただき、各まちづくり協議会の役員

に説明している。また、定期的に開催されているまちづくり協議会代表者交流会でも

説明している。 

座長    まちづくり協議会が各団体や地域住民をコーディネートできる団体であれば円滑に

進んでいくので、まちづくり協議会のコーディネート力をアップさせることも重要で

ある。そうすればコミュニティスクール化もスムーズに動いていく。事業ごとに組織

を立ち上げなくても一本化できるため、地域との両輪で取り組んでいただきたい。 

 

 

＜基本目標１＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

 

座長    年少人口の数については取組を行っているものの目標値に到達していないが、要因

分析や今後の取組などについて考えがあれば教えていただきたい。 

事務局   年少人口の数の減少を食い止めるための施策については、なかなか具体的 に取り

組めていないのが現状である。社会増については、３０代前半の人口が増えており、

恐らくその子どもであろう年少人口の数は増えているが、一方で出生数の減により全

体的には減少傾向にある。自然増を目指すというのは難しい状況にあるため、社会増

を目指すための魅力ある施策に取り組んでいきたい。 

座長    全国的に人の取り合いとなっているため、宝塚市に呼び込もうと思えば、際立った

特徴がないと難しい。呼び込むための具体的な施策は何か考えているのか。 

事務局   現時点で即答できるような新しい具体的施策はない。学校給食などでは他市にない

魅力の一つとしてＰＲし、年少人口の増に向けて取り組んでいるが、それ以外にも二

重、三重で施策を打ち出さなければならないということは十分理解している。 

座長    そのあたりの戦略を庁内で是非検討していただきたい。阪神７市１町の中で、宝塚

市ならではの施策がいくつあるのか、それがどのようにアピールできているのかとい

うようなところを再度点検いただき、他市に負けないように取り組んでいただければ

と思う。 

委員    宝塚市は教育環境が良いというイメージがあるが、教育環境のイメージ向上につい

ては既に他市でも取り組まれている。子育て中の方が困っているのは、勿論保育のこ

ともあるが、二人目を産んでも働けるかどうかということである。一人目は何とかな
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るが、二人目が産まれると同じ保育所に通えないなどで働くことが難しくなる方がい

る。それは阪神間どこも同じであるが、そこを支援できる打ち出し方があれば、宝塚

市の魅力アップに繋がる。二人目の育児については乳幼児期だけではなく、その後も

育て続けていく時に地域のサポートがあることが大事であるため、宝塚市では民間が

担っている児童館が広範囲にあることからも、そのあたりの魅力が高い。そういった

面を打ち出していければ良いと思う。 

委員    母親が子どもを育てながらいかに楽しく働けるまちかということをアピールすれば

良い。少子高齢化で他市と取り合いにはなるが、子どもが減っても母親が働きながら

質の高い子育てができるという宝塚市ならではの施策を打ち出せれば良いと思う。子

どもを育て、自分も働き、それでも楽しいまちというアピールをしていなかないと、

人の取り合いになって負けてしまう。そのようなイメージをもっとアピールできる施

策を打ち出していくと良い。 

座長    生駒市は市長が４０代前半ということもあり、子育て層の方と一緒に動きながら、

元気な人たちが自分のやりたいことを実現していただけるようなバックアップを行っ

ている。自分の夢実現に向けての定住意向を高めていただくとともに、活動そのもの

が地域の魅力アップに繋がっている。本来なら市がやらなければならないことを市民

が自らやってくれているという相乗効果を生み出している。元気な方々の友人も元気

であり、その友人が他市にお住まいであれば他市でも生駒市のそのような一面を宣伝

してくれるため、口コミによる魅力の発信と人の呼び込みが広がっている。生駒市は

そのように取り組んでおられる。従来型のものではなく、市民活動の支援により人を

呼び込んだり、協働が地域の魅力アップに繋がったりするため、このあたりの戦略シ

ナリオをどう描けるかがポイントである。近隣では尼崎市が近いことをやり始めてい

る。是非とも宝塚市も子育て世代の方の夢実現をバックアップしていただければ、人

口増に繋がるのではないかと思う。 

委員    明石市では図書館機能と公民館機能がうまく融合していると感じているが、宝塚市

の場合は各施策での横の繋がりがない。大阪では民主導の小さな図書館が流行ってお

り、自由に貸し借りできる、お金がかからない、コミュニティの纏まりができるなど

のメリットがある。民だけでなく、官民協働でそのような取組を市のあちらこちらで

行うことができれば、さらに魅力的なまちになるのではないかと思う。 

座長    宝塚市でこの一年間、新聞・テレビにどういう形で市の施策が取り上げられたかと

いうことは、どこかの部署で集計しているのか。 

職員    広報課で集計している。 

座長    分析はしているのか。 

職員    深いところまでは分析できていない。 

座長    明石市は、子育て施策は明石市ということが全国的にＰＲできるところまでマスメ

ディアが持ち上げてくれた。生駒市は、市長自らがあちらこちらで講演会に出向きア

ピールしている。宝塚市は現在、ＬＧＢＴではかなり出てきているが、他の施策につ

いてはどれだけ外にアピールできるかが重要である。一般の方々はマスメディアから

情報を吸収することが多いため、いかにマスメディアに露出し、マスメディアの力を

借りて発信できるかがポイントである。露出するためには尖がった施策を打ち出し、

さらにそれをどのようにリリースしていくのかという広報戦略を考えて取り組む必要
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がある。 

委員    情報発信に関連するが、学校給食のレシピはもっともっとＰＲすれば良いと思う。 

委員    宝塚市の場合、マスメディアが食いつくのは悪いニュースばかりであるため、もっ

と良いニュースを出していただきたい。地域ブランドが邪魔をして、他市では取り上

げられないような悪いニュースが宝塚市ではよく取り上げられてしまう。 

職員    月１回は市長が定例会見を行っている。Ｊ－ＣＯＭからもまちづくり協議会につい

て取材したいというお話をいただいているほか、エフエムたからづかでも定期的にま

ちづくり協議会の取組を紹介させてもらっている。今後も積極的にいろいろな情報を

発信していきたい。 

座長    株式会社ホルグが「地方公務員が本当にすごい！と思う地方公務員アワード」を開

催運営しており、全国のスーパー公務員が１０名程度、地方自治体を応援するメディ

ア「Ｈｅｒｏｅｓ ｏｆ Ｌｏｃａｌ ｇｏｖｅｒｍｅｎｔ」で表彰されている。頑張っ

ている公務員を紹介していこうという趣旨であるが、自治体職員が自治体職員を推薦

し、その中から賞が授与される。２０１７年は１２名表彰されたが、うち２名は生駒

市職員であった。これに掲載されれば職員の頑張りが発信できるほか、全国に向けて

のＰＲにも繋がり、効果も大きい。色々なところでマスメディアに露出できれば良い。

いじめ対策では横浜メソッドが有名であるが、宝塚市でも全国に発信できる宝塚メソ

ッドのような、何か尖ったセンシティブなものができることを期待している。 

 

 

議題２ 地方創生推進交付金事業の評価について 

座長    議題２について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   （「（参考１）地方創生関連交付金の概要」をもとに説明。） 

座長    事務局から説明があったとおり、資料２に記載されている事業について、評価でき

るポイントや改善が必要な点などを中心に、ＮＯ．１～ＮＯ．３の３事業と、評価シ

ート（総括）について、１事業あたり１５分程度で順にご意見・ご質問等をいただき、

その後、５分程度で評価票の記入をお願いする。 

 

① ＮＯ.１ 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～ 

 

委員    手塚治虫記念館の外国人の来館者について、国の内訳はどのようなものか。 

職員    詳細な数字は持ち合わせていないが、台湾が一番多かったはずである。 

座長    大体の割合ぐらいか。 

職員    約４割程度と記憶している。 

座長    ４割が最も多いということは、かなり分散しているということか。 

職員    そのとおりである。外国人観光客の集計方法としては、市内のホテルで外国人登録

証を提示して宿泊された方の人数や、手塚治虫記念館の多言語のパンフレットの配布

数で集計している。この集計方法では台湾の方が一番多かった。 

委員    中国語のパンフレットを取られた方は、香港の方か。 

職員    中国本土と台湾や香港では、言語が異なる。中国本土は簡体字、台湾や香港などは

繁体字である。 
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座長    観光入込客数は宝塚北サービスエリアができたので、増えるのは当然である。宝塚

北サービスエリアを抜くとどうか。 

職員    宝塚北サービスエリアによって３００万人程度増えたのは事実であるが、宝塚北サ

ービスエリアで何をしているかが重要であると考えている。宝塚ならではの展示を常

設したり、宝塚歌劇ＯＧのレビューショーや宝塚ならではのお土産を販売したり、事

業者と連携して取り組んでいる。宝塚市をＰＲできる拠点にしたいと思っている。 

座長    誘客効果は測定しているのか。 

職員    現時点では具体的に測定までできていないが、サービスエリアのほかスマートイン

ターも併設されたため、効果は高いものと思っている。具体的な測定についてはこれ

から行っていきたい。 

座長    今年度に期待して良いということか。 

職員    中長期で考えていきたい。 

座長    西谷にとっては宝塚北サービスエリアの建設が有利に働くはずである。来られた方

がどのように西谷に足を運んでいただけるかが重要である。 

職員    観光バスが西谷の農園を訪れる事例が増えてきているほか、西国三十三所巡礼のバ

スも宝塚北サービスエリアを利用するなど、旅行会社のツアーの中でも西谷に足を運

ぶツアー、西谷を経由するツアーなどが増えてくるものと思っている。 

座長    そうは言うものの、具体的にダリア園の来園者数は横ばいとなっているため、この

あたりも増やせるよう頑張っていただきたい。 

委員    説明いただいたことはあまり存じ上げないが、たまたま宝塚北サービスエリアで降

りた際に、トイレがすごく可愛かったなどとＳＮＳで話題になった。旅行会社にはパ

ッケージツアーなどの企画持ち込みはされているのか。阪神間では各地域団体が研修

会などで日帰りバス旅行をよくされているが、残念ながら宝塚市に寄るような企画を

見たことがない。折角これだけの観光資源があるのであれば、旅行会社へ具体的なプ

ランなどを売り込めば良い。 

座長    宝塚北サービスエリアがアンテナショップ的な役割を果たしているため、そこでキ

ャッチした情報や人をどのように宝塚市に流していけるかが重要である。事業の組み

立てとしては半分以上が既存事業であり、これらをパッケージングする仕組みがある

かどうか不明であるが、どのように全体のシナリオを描いているのか。 

事務局   戦略的に大きな事業を立ち上げ、明確な目的を持って事業に取り組み、補助金の獲

得を目指すべきではあるが、市の財政事情から難しい面もある。小さな事業をまとめ、

交付金事業として立ち上げた側面もあるのが実際のところである。 

座長    それが悪いという訳ではなく、各事業をパッケージングした良い機会であるので、

既存事業以上に効果が発揮できるようにどのように連携しているのかという確認であ

る。 

職員    トータルでは政策推進課でシナリオを描きながら進めているが、地方創生推進交付

金の期間も決まっていることから、交付金終了後、事業を継続できるかどうかという

課題もある。交付金を既存事業に充当しているものの、内容については毎年オリジナ

リティを発揮できるよう検討しており、アニメフェスタでは宝塚ファミリーバーガー

ランドを誘致し、例年にない集客を図った。それぞれの部局でそういった視点を持っ

て取り組んでいる。 
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座長    丹波篠山市ではリアルローカルという地域の特徴的なものを集約して発信するよう

なポータルサイトがある。頑張っている人紹介、お仕事紹介、空き家の物件紹介など、

地域活性化に係る様々な情報が集約されている。そのようにポータルサイトを充実さ

せることも有効な手段の一つである。単発事業のほかに別事業を組み合わせることに

よって、より有機的に進めていければさらに良い。リアルローカルは全てＮＰＯや一

般社団法人などの外部の方が作ってくれているため、市が公費で立ち上げ、管理、運

営を行っている訳ではない。このように外部の力を借りながらうまく進めていく方法

もある。 

委員    宝塚西谷を巡るモニターツアーについては、参加者が１８人となっているが、実際

の応募は５０人以上あった。西谷では飲食店が少ないため、宝塚北サービスエリアで

食事をとったほか、イチゴ摘みやつりしのぶ作成体験を行い、参加者には満足いただ

いた。ツアー自体は好評であったが、このツアーの所管課である農政課がなぜ観光部

署とタイアップしなかったのか疑問に感じている。折角実施するのであればたくさん

の方に来てもらえるよう、他部署とも連携するべきである。宝塚ファミリーバーガー

ランドについては、チラシにかなりのインパクトがあり、多くの集客を達成できたと

思うが、供給量の少なさなどが課題として残った。イベントを実施することは重要で

あるが、内容については色々と検討が必要である。 

委員    事業名称には地域資源を活かしたとあるが、内容に宝塚歌劇が全く入っていない。

これは敢えて入れていないのか。 

職員    宝塚歌劇はまちの中心であることは間違いないが、交付金事業としてはなかったた

め、敢えて特筆していない。観光、文化、シティプロモーションなど全ての面におい

て、宝塚歌劇が果たす役割が非常に大きいということは周知の事実であると思ってい

る。実際には、宝塚歌劇を紹介したり、市民貸切公演を開催したり、観光キャンペー

ンに行ったりと、阪急電鉄とは連携している。 

委員    承知した。インバウンドという言葉が記載されている中で少し気になった。 

委員    先日、県民局長なども出席された異業種交流会に出席し、宝塚歌劇について議論が

盛り上がった。宝塚歌劇は年間１００万人の来場者があるが、観劇以外でどのように

市内に人を引き留めるかが重要であり、例えば割引チケットや特典などの工夫を凝ら

すことで地域経済も活性化するのではとの意見があった。 

職員    宝塚周遊パス事業では、宝塚歌劇に来られた方が市内の飲食店や宿泊施設を利用し

たり、宝塚歌劇の観劇以外でも再度宝塚市に来てみようと思ったりしていただけるよ

うに周遊パスを配布した。配布部数は４５，０００部で、宝塚歌劇のバスツアーで来

られる方以外にも、阪急電鉄の駅、市内外の宿泊施設など協力いただける施設で広く

配布した。利用者数は４，８２２人で、参画店舗の売り上げも昨年度より伸び、市内

経済の活性化に寄与したものと考えている。交付金があってこそできた事業である。

また、利用者アンケートでは、周遊パスがあったから宝塚歌劇周辺の飲食店が分かっ

た、割引があって助かったとのお声もいただいたほか、事業者からも売り上げが伸び

たとの報告もいただいている。全ての観光客が観劇後にそのまま帰路についている訳

ではなく、市内に留まっていただいている場合も多くある。宝塚歌劇を中心として、

市内の経済効果があるのは間違いなく、市も試行錯誤しながら誘客に取り組んできて

いるところである。 
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委員    これは通年事業になりそうか。 

職員    続けたいとは思っているが、財源の兼ね合いもあり現時点では目途がない。 

委員    良い事業なので是非継続できるように取り組んでいただきたい。 

職員    協賛金などで実施できないか協議はしている。実施に向けて検討していきたい。 

座長    地方創生推進交付金はいわゆる社会実験的なものであるため、効果があるものにつ

いては交付金終了後も一般財源の中で継続してほしい。そうでないと、国が交付金を

出している意味が半減する。財源がある時だけ行うというものではない。とりあえず

実験的に行い、その中でも取捨選択で効果があるものについては一般財源の中で引き

続き実施してほしいという趣旨であることからも、一般予算化を図っていただきたい。 

事務局   市としては、市の一般財源で継続するのではなく、運営主体が自立して独自に実施

してほしいという思いがある。そのあたりの調整は予算編成の中でも議論しながら進

めていきたいと考えている。 

座長    うまく地方創生を図られているところは、ＮＰＯや一般社団法人など外部の方の力

を借りながら市も支援するという体制が構築できている。徳島県神山町では、地域の

方々が新しくできた企業や施設を見学するツアーなどを行っているが、株式会社プラ

ットイーズという事業者に入っていただき、それを映像化し、イン神山というホーム

ページで閲覧できるようにしている。ＮＰＯ法人グリーンバレーのホームページには

神山町を紹介する動画集があり、様々なイベントが動画で記録されている。動画での

ＰＲ効果は高いことから、何かイベントを実施した際には動画で記録し、ホームペー

ジに残すことを是非検討していただきたい。さらに神谷町では学校プロジェクトに取

り組んでおられ、ベンチャー企業の方々とドローンを使用したコラボ授業を行ったり、

流体工学専門の会社とフリスビーを使用した理科の実験を行ったりと、年何回か学校

と企業が交流されている。このような様子を動画に残し、町のＰＲに繋げている。記

録動画の重要性について再度認識いただければと思う。 

 

 

②ＮＯ.２ 文化芸術を核とした戦略的なプロモーションによる移住・定住・交流促進～ときめく

日々がたからもの。宝塚～ 

 

委員    シティプロモーションはどの部署が担当しているのか。 

事務局   政策推進課の中に担当がある。 

委員    以前から言っているが、もう少し格上げできないのか。これだけ資源があり、魅力

があるまちなので重点的にＰＲできる室ぐらいあっても良いと思う。ふるさと納税も

同じ係で行っていると聞いているが、シティプロモーションの底上げを図るためにも

組織改正が必要ではないかと感じている。 

座長    他市には、市長特命で様々な事業を重点化する部署がある。例えば、尼崎市では生

涯学習推進課が「生涯、学習！推進課」に名称変更されるなど特色が出ているが、宝

塚市の組織形態は他市に比べるとオーソドックスである。メリハリがついてくるとそ

こに尖がった施策が集まり、特色が生まれる。その一つとしてシティプロモーション

専従の課が立ち上がっているかどうかである。現在は担当係員数人で頑張っておられ

ると思うが、課レベルになるともう少し人数も増える。 
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事務局   現在の組織形態としては、政策推進課の中で兼務している状況である。一つの課に

もなっていないのが実情であるため、いただいたご意見は庁内でも共有していきたい。 

委員    広報課と連携するなど内部での調整ができれば、宝塚市の魅力発信にも大きく繋が

る。組織改正については、この機会に是非ご検討いただければと思う。 

委員    宝のまち創造室という部署があるため、そこに設けていただくなどをご検討いただ

ければと思う。ホームページについては、市、観光協会、シティプロモーションそれ

ぞれで持っているが、中途半端になっており、地域資源を活かせていない。情報発信

の観点からも、地域資源を一つにまとめたホームページがあっても良い。 

座長    資源はあるが、それをどう編集して繋げていくかという編集作業の問題や、編集作

業を行う人員の問題がある。さらに、データ分析を行う部署も拡充が必要である。ど

この大学でも今はＩＲ推進室があり、様々なデータが分析され、先生方に返ってくる

という仕組みが整いつつある。今はそれぞれの部署の方が施策を行う一方で分析も行

っている状況であると思うが、データに基づく政策形成を行うためには、分析ができ

る専門部署が必要である。重点事業に関しては是非分析をお願いしたい。 

委員    シティプロモーション推進事業の中の、ライフスタイルブックｖｏｌ．２について

は非常に良い冊子であった。この冊子はずっと続くのか。 

職員    Ｉ＆ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡというタイトルで平成２９年度から発行しているが、現

時点ではｖｏｌ．３の制作の予定はない。別の形でＰＲできるよう協議を進めている

ところである。本誌のアンケートでは、ｖｏｌ．３が楽しみであるなどの嬉しいご意

見もいただいている。継続して効果を測定することの重要性は十分理解しているため、

今後も何らかの取組は続けていきたいと考えている。 

委員    私が住んでいる尼崎市は、財政の面でも、まちのイメージでも、人口減少でもとて

も困ってしまったが故に、各地区で総合計画から各個別の計画に至るまでのワークシ

ョップを通して、困った面を市民に周知し、うまく行き渡らせたと思う。宝塚市の場

合は、市民が、市が財政面で厳しい状況にあることを分かっておられないように感じ

る。困っている部分をどのように穴埋めするかという方法を考えないと現状は変わら

ない。 

座長    宝塚市が頑張っていることは認めるが、市が頑張っているからこそ市民が変わって

くる部分も見えてくるはずが、宝塚市の場合はそれがあまり見えてこない。むしろ市

にもっと頑張ってほしいという思いの方が強いように感じる。本当はこれ以上頑張れ

ない状況があることは正直に言っても良いと思う。市民を巻き込んで、一緒に頑張り

ましょうというメッセージを発信していくべきである。茨木市のように市民が勝手に

動くような姿を目指すべきである。もっと市民に費用負担を求めたり、一緒に動くよ

う求めたりしても良い。 

委員    例えば、ライフスタイルブックｖｏｌ．３の制作について、一緒につくらないかと

いう呼びかけを行ったり、協力をお願いしたりするような、市民に対してもう少し動

いていただく仕掛けがあっても良い。 

座長    茨木市では市民がいばさん研究会を立ち上げ、茨城産を継続的に紹介されている。

宝塚市のシティプロモーションは頑張っていることは理解しているが、人口増には結

びついていないため、市民協働で頑張ってほしい。 
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② ＮＯ.３ エイジフレンドリーシティの創造～市民の参画・交流・活躍による豊かな地域づく

り～ 

 

座長    エイジフレンドリーシティの概念がかなり幅広いため、ここでは様々な細事業が組

み合わせっているが、事業のストーリーはどのように理解すれば良いのか。 

職員    エイジフレンドリーシティの理念自体が「お互いさま」であるため、これからの少

子高齢化を見据えてお互いさまが溢れるまちづくりを目指そうとしている。その中で

人がどのように集まり、どのように活躍できるかを意識した構成となっている。 

座長    地域力向上のためのプラットフォーム形成を主とする事業が並び、それを支援する

ためのソフト事業に取り組んでいるという理解で良いか。 

職員    そのとおりである。お互いさまということで動いていただくのは市民や企業の方で

あるが、エイジフレンドリーシティを盛り上げていくためにはいただいたご意見に対

してどのような支援ができるかということを考えることが重要であると考えている。

従来の業務とはやり方が異なるため、色々と検討しながら取り組んでいきたい。 

委員    住民自治組織支援事業の事業費９，９９０千円の内訳は。 

職員    コンサルへの委託料である。地域ごとのまちづくり計画の見直しに係る支援業務で

ある。 

委員    協議会ホームページのポータルサイトは交付金が終了すれば、なくなるということ

か。 

職員    このポータルサイトは、交付金の終了によってなくなるというものではない。市民

活動促進支援事業自体が交付金活用前から実施している事業であり、既存事業に交付

金を充当したものである。 

委員    エイジフレンドリーシティという言葉自体あまり馴染みがないため、ほとんどの市

民が知らないと思う。今後どのように情報発信していくのか。 

職員    エイジフレンドリーシティの取組の一環として市民に参加いただく縁卓会議を実施

しており、その中で「居場所づくり」「生きがい就労」「広報・情報」の３つの部会に

分かれて活動を進めている。広報・情報部会では、他の部会での活動を中心に様々な

情報を発信していきたいと考えているが、現時点では発信する取組を先に進めている

状況である。今後、新聞やテレビなどのマスメディアに取り上げていただけるよう尽

力する。 

委員    宝塚市にはまちづくり条例はあるのか。 

職員    宝塚市まちづくり基本条例がある。現在、まちづくり協議会を条例に位置づけるこ

とを検討している。 

委員    以前から市民と協働してという考え方はどこの自治体でもあるが、民間企業が産業

を興すぐらいのより実際的な行動や取組がないと、今後の人口減少社会には対応でき

ない。人口が減り、財政が厳しい状況の中で、これまでのまちづくり基本条例の考え

方のままでは市政の運営さえ難しくなってくる。市民の方が、市が困っていることを

知らないではなく、自分達がまちをつくっていかなければならないという思いを持っ

てもらう必要がある。宝塚市は駅前が閑散としており、駅前の賑わいづくりについて

はもう少し力を入れないといけない。さらに市内に働く場所が少なく、小さい子ども
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を育てている方が働くことが難しくなっている。産業育成とまちづくりは繋がってい

るが、宝塚市はその部分が少し弱いように感じる。 

座長    そのあたりに関連すると、ソーシャルビジネスの起業数が１であることが少し気に

なる。宝塚市は住宅都市であるがゆえにそれが弱点となっている。生駒市では前の総

合計画で住宅都市の看板を下ろした。住むだけ暮らすだけのまちではいけないという

ことである。市内で仕事をしたり、ソーシャルビジネスを起こしたりする人がいない

限り、持ちこたえられないだろうという考えがあった。当然、反対意見もあったが、

閑静な住宅都市だけではこれからの世の中切り抜けられないということである。宝塚

市も住宅都市であることの弱点をどう克服していくのかを今後議論していかなければ

ならない。 

職員    本市も生駒市と同様に、住宅都市として人が生活する中で社会が形成されてきたが、

今まではその社会がボランタリーに動いていた。今後はその社会でお金が回るように

すれば、まちの活性化にも繋がると考えている。 

 

 

議題３ 現総合戦略の令和２年度における目標値（案）について 

座長    前回事務局から、現総合戦略を令和２年度まで延長するにあたり、令和２年度の目

標値設定の考え方をご説明いただいたが、今回はその目標値（案）について、ご意見

やご質問等をいただく。 

 

      （特に意見等なし） 

 

座長    目標値（案）のとおり進めていただいて良いか。 

出席委員  はい。 

座長    以上をもって、本日の議事は全て終了した。全体を通して何かあるか。 

出席委員  （特になし） 

座長    その他、事務局から連絡事項はあるか。 

事務局   お忙しい中、２回に渡り貴重なご意見等をいただき、感謝申し上げる。委員の皆様

には、本日の議事録のほか、いただいたご意見等を記載した評価シートを後日メール

で送付させていただくので、確認をお願いする。また、いただいたご意見については、

今後、市長を本部長とする夢・未来 たからづか創生本部で対応方針を決定し、評価シ

ートを完成させた上で、市議会へ報告を行い、ホームページでも公表する予定である。 

座長    その他に何かあるか。なければ、以上をもって本日の会議を終了する。 

 

 

 


