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平成２８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：平成２８年９月２３日（金）１５：３０～１８：００ 場所：大会議室  【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 ３ その他 ４ 閉会  【会議資料】  資料５ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】  資料６ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【基本目標】  ※第１回会議で配布した資料   【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 宝塚商工会議所 副会頭 矢野 浩臣  宝塚市国際観光協会事務局長 川上 恵美子 株式会社ウィル 経営品質管理グループ 広報チーム参事 岡田 洋子 株式会社三井住友銀行 西宮エリア支店長 吉田 一実 宝塚ＮＰＯセンター理事 橘田 てつ子  （その他） 庁内関係者 （傍聴者） 0 名  【協議録】 座長   本日の傍聴希望者はあるか。 事務局  本日の傍聴希望はない。  （１）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   第１回に引き続き、夢・未来 たからづか創生総合戦略について評価を行う。  基本目標２ 地域資源を生かした活力ある「まち」 ①観光集客の推進 座長   P10、観光入込客数について、目標値の達成は、まだまだ遠い状況である。観光集客にどのように取り組んでいるのか。 職員   観光入込客数は、伸び悩んでいる状況にある。情報発信に力を入れ取り組んでいるところであり、今年度、観光協会のホームページのリニューアルを行う。宝塚温泉の入浴剤を販売し
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ており、順調に売れている。今年度は、温泉の PR 冊子の作成も予定している。外国人の誘客に向けては、昨年度、Wi-Fi の整備を進めた。今年度は、留学生を招いて宝塚歌劇を観劇してもらうなどの取組を行う。地域資源を生かした事業を展開するとともに、海外への情報発信にも取り組んでいきたいと考えている。 座長   P11、外国人観光客数は 1 万人台の状況であり、まだまだ伸び代がある。インバウンド対策が重要となる。仕事で、大阪や奈良を電車で移動していると、中国人の方がかなり多い。情報が届いておらず、宝塚に引き込めていない。都島区では、京橋に外国人観光客を増やすため、ツアーコンダクターを招待したことで、次からツアーに京橋も入れてもらえることとなった。ツアーコンダクターへのアプローチは、大切である。SNSで拡散してもらうことも重要な戦略となる。 委員   宝塚市は、日帰り観光客が多いと思うので、外国人観光客を含め、滞在型観光客を増やすことが重要である。 委員   観光協会ホームページは、リニューアルにより、どのように充実されるのか。 委員   食についての情報発信が十分できていないので、充実を図っていく。また、観光スポットを繋げるため、観光コースの情報を充実させ、滞在型観光の推進を図っていく。 座長   参考にされた市はあるか。 職員   特定して参考にしているものはないが、今回のリニューアルに当たって、20社程度の事業者から手を挙げてもらっており、様々な提案がなされているので、より良い提案を選び、作成していきたい。 座長   茨木市の観光協会のホームページが充実され、分かりやすく情報発信されているので、参考にしていただきたい。2ヶ月に 1回散策してマップを作るなどイベントとコンテンツをうまく連動させている。 座長   宝塚市は、市全体の取組を発信していくのが弱いと感じる。茨木市は、市のトップページの目に付きやすいところに総合戦略のページを設けており、分かりやすく情報発信している。また、ゆかりの人や人の暮らし方等、人や暮らしを中心に紹介している。生駒市では、いこまち宣伝部というものがあり、市民が取材して、記事を作るなどの試みもされている。行政は、公平を考えてしまいがちだが、何をどう見せていくかという戦略がないとインパクトを与えることができない。メリハリをつけることが大切である。 
 ③多様な文化施策の展開 座長   P18、宝塚市には、阪神間モダニズムを代表する資産がある。文化財的な建造物等をもっと生かしていただきたい。文化財や歴史資料の資料収集だけではなく、観光資源として活用することが考えていく必要がある。 職員   資料のデータベース化もしっかりできていない状況にある。観光と連携して情報発信をしていく必要があると考えている。文化財の保護だけでなく活用する方向で考えている。 座長   宝塚音楽回廊などがんばっている取組もあり、今後は、ガーデンフィールズ跡地での芸術文化施設の整備もある。ガーデンフィールズ跡地においては、フィールドミュージアムの考えもある。施設が拠点となって市全体に広がりをみせるソフト施策にも力を入れていただきたい。3年に 1度実施されている瀬戸内国際芸術祭は、多く観光客の集客に繋がっており、現代アートの力は大きいと感じる。今後、多様な文化施策が展開され、活動が広がることを期待している。 委員   資料をデータベース化した後は、それらを見せていくための取組が重要となる。部署間連携は、密にとられているか。 
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事務局  これまで、連携が十分にとれていたとはいえないと感じており、意識して、取組を進めていく必要があると考えている。来年度、地方創生推進交付金を活用し、宝塚歴史散歩ガイドマップの作成を予定している。ガイドマップは、これまで社会教育部門だけで作成してきたが、今回は、観光と連携し、多言語化にも取り組む。 委員   宝塚は、全国的に知名度が高く、宝塚歌劇などもあり、世界に発信できる資源を持っている。宝塚歌劇のチケットが入手しやすいという特典付きのプラチナのクレジットカードがかつてあったが、年会費 10 万円かかるのにも関わらず、持ちたいという人が多くいた。また、宝塚市は、芦屋市に次いで富裕層が多い。温泉という財産もある。市として、そういった資源をどう生かしていこうとしているのかがあまり見えない。資源にフォーカスし、それに向かって各部署が取組を進めると、おのずと横のつながりも出てくる。ホームページについて、コンサルに頼っていては良くない。市がどのようなものを作りたいか、テーマをしっかり考え、作成する必要がある。大きな柱を立て、それに向かってアプローチしていくことが重要である。 事務局  総合戦略を作り、3つの基本目標を立ててはいるが、今のご意見は、総合戦略が総花的になっているというご指摘であると受け止める。地方創生推進交付金において、宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案と題して、国の採択を受け、取組を進めているところであり、観光施策を中心に、西谷の長谷牡丹園の充実やダリアの魅力発信、山本の花きの魅力発信、文化交流の促進などにも取り組んでいく。 委員   もっと絞ってやっていってはどうか。 事務局  現在、シティープロモーションの戦略の策定に取り組んでいるところであり、宝塚の持っている資源をいかに発信していくかを考え、今後取り組んでいきたいと考えている。 座長   ホームページを見れば、その市がどのような体制になっているか、何をメインに取り組んでいるかすぐに分かる。生駒市は、トップページに、生駒で子育てというものを大々的に出している。また、生駒のママたちのキャリアをボランティアとして生かすため、「イコママボノ」という取組を始めているが、ネーミングが分かりやすく、興味を抱かせる。ネーミング、キャッチフレーズをより良いものにできれば、アピール力は増す。また、全体を誰が、責任を持ってプロデュースするかを考えることも重要である。近畿大学では、広報部の権限を大きくしており、近畿大学教授のメディアの露出を多くするため、ホームページで教授の一覧を表示し、情報の一元化を図ることで、メディアとつながりやすい工夫をしていたり、情報発信する上では、日本初、日本一といえる点がないかなどを意識して情報発信に取り組んでいる。宝塚市においても、これでいくというものを全庁的に共有して、それに向かって取組を進めることが重要であるが、連絡調整会議などでそれをするのは難しいので、誰かが責任を持って、プロデュースする体制作りが大切である。意思決定、連絡調整の仕方を根本的に見直すことを考えてみてもよいのではないかと考える。 委員   外国人観光客の増加に向けては、阪神競馬場の活用も検討していただきたい。外国人観光客の中には、ギャンブルが好きな人もたくさんいる。JRAも協力してくれると思う。観光協会では、以前からUSJから一番近い温泉地として PRしているので、市もその視点を持っていただきたい。また、ガーデンフィールズ跡地、手塚治虫記念館、文化創造館を一体的に魅力発信できれば、観光客の増を図れると思うので、連携した取組を期待する。宝塚市には、宝塚市大使がいるが、伊丹市がうまくやっている。伊丹市は、結びつきを見つけて大使にしている。伊丹市は、ヤクルトの山田選手へも声を掛けている。阪急電車の映画公開の時に、中谷美紀や戸田恵梨香に 1年でもよいので大使になってもらうなども考えられたと思う。また、有名人の中には、宝塚歌劇のファンも多く、北川景子や AKBの渡辺麻友もその一人である。
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歌劇のファンということで宝塚市からアプローチすればのってきやすいと思う。来てもらう際には、交通費を支給する、また、年に 1回、若水の宿泊券や歌劇のチケットをお礼として贈り、その代わりに、地域と親睦を図ってもらうなどをすれば、お金を多く掛けず、有名人を活用して、宝塚市の宣伝ができるのではないかと感じる。宝塚市大使とは別枠でも良いので、宝塚を応援してくれる人を活用する仕掛けを検討いただきたい。シティープロモーションについて、雑誌で宝塚市は、学術芸術都市 1 位に選ばれており、2 位は京都市、3 位はつくば市であった。周りが作ってくれたイメージに便乗して、1位、2位、3位で何か連携した取組ができれば、学術・芸術都市のイメージをさらに定着させることができると思う。 座長   茨木市もホームページで「私と茨木」と題して、ゆかりのある有名人の紹介をしている。トップページからすぐに見れる。 
 基本目標２ 地域資源を生かした活力ある「まち」（総括） 座長   子育て層へのアプローチをより意識していただきたい。どうすれば、定住し、子どもを産み育てていくことができるかについてより考えていく必要がある。キャリアを持っているが、様々な事情で仕事をしていない人も多いと思うので、それらの人をうまく引き出してもらいたい。 委員   宝塚市は他市に比べ、女性の就労率が低いと思う。富裕層も多く、働かなくてもよいと考えている女性も多い気がする。 座長   だからこそ、宝塚は、女性の起業を増やしやすい環境にあると考えることもできる。主な収入は、夫が稼ぐので、妻がチャレンジしやすい。良い方に考えていけば、おもしろいことができるのではないか。国も配偶者特別控除の見直しを行っている。新しい生き方、暮らし方を支える施策を考えていく必要がある。 
 ３ 健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」 ①地域を支える基盤の整備 座長   P22、KPI「親との近居・同居等のための住宅購入支援件数」について、H27は 0件となっているが、取組は進んでいるか。 職員   今年度から実施しており、50件を想定しているが、現在、申請 5 件、問い合せが 50件程度となっている。 座長   PRはどのあたりにしているか。 職員   不動産関係団体に周知したほか、市のホームページ、広報誌で情報発信している。 座長   他の自治体で、親がお金出るから帰ってこいと言っているとの話は聞いたことがある。 職員   中山台の自治会が、会報のトップに掲載してくれた。自治会としてもこれは良い取組だ           ということで取り上げられたものである。 委員   不動産関係団体への PRは、具体的にどこにされたか。また、空き家の利活用について、貸したい・借りたいシステムを立ち上げられているが、あまり稼働していないと聞いた。知られていないのではないか。 職員   宅建協会にお願いして、会員に知らせてもらった。貸したい・借りたいシステムについては、ターゲット絞って広報できていないのが現状である。 委員   宅建協会は 3種類あるので、注意が必要である。空き家の利活用について、あまり情報がなく、どこに問い合わせたらよいか分かっていない人も多い。もったいないことがたくさんあると思う。 座長   生駒市でも空き家の利活用に取り組んでおり、シティープロモーションの担当部署が行って
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いる。シティープロモーション担当部署の中には、建築や市民協働の担当も入っており、連携しながら一緒に取り組んでいる。空き家物件情報を出すだけでは空き家の利活用は難しい。ソフト、運用面での対策もしながら、マッチングを図っていく必要がある。産業振興なども含めてパッケージ化していくことが必要である。 委員   空き家はあるが、市に登録される物件がないだけなのか。そうであれば、貸したい人を増やしていかないといけない。 職員   借りたい人の登録はあるが、貸したい人の登録がないのが現状である。 座長   他市でも同じような状況である。空いてても困っていない、やっかいな人に貸したくない、      お盆などにたまに使うなどの人がいる。 委員   仲介業者に頼めば、物件はいくられでもある。公共に役立つ、人のためになるなど、市に登録する意味、動機づけを考えていく必要がある。市に登録するメリットが伝わっていないのではないかと感じる。 座長   市が持つ信用力は大きい。市が仲介してくれれば、安心できる。 委員   丹波などでは、市場のマーケットが成り立たないので、困った人が市に相談し、そこから業者を介して、田舎暮らししたい人を探したりしている。システムを考えていく必要がある。 座長   川西市で数年お手伝いしたが、空き家の利活用は 1件しかできなかった。特にニュータウンの人は、貸したがらない。難しいことは理解しているが、それを打破する戦略を考えていかなければならない。 座長   都市計画の規制が足を引っ張ることもある。一つの事例だが、猪名川町のニュータウンで、新たに家を購入し、当初は、書庫で利用する予定であったが、地域のためにカルチャー教室としても利用してもらおうと考えたところ、ご近所からカルチャー教室をやっていいのかと市役所に問合せがあり、調べたところ、都市計画の規制で、住宅以外に用途では使えないことが分かった。コミュニティのためにやろうとしたが、都市計画の規制でできなかった。地域の住民の中には、住環境を壊さないでという意見の方もいるので、そういう課題を一つ一つ解決していかないと空き家の利活用は難しい。 座長   P20、KPI「歩道改良バリアフリーの延長整備率」について、あまり進捗していないように見えるが、いかがか。 事務局  これまで、駅前、市役所周辺などのバリアフリーを急ぐところを重点的にやってきたが、ここ数年は、一般の道路を順次進めてきている。分母が大きいこともあり、数字的にはかんばしくない。 座長   市内のバリアフリーを進めるに当たっては、国、県にも働きかけが必要となる。国の交付金などは、東北の復興や東京オリンピックの方に回っているので、中々こちらの方へ回ってこない。目標値の達成に向けて、相当がんばっていかないといけない。 委員   整備率にすると中々難しいので、例えば、優先箇所 100カ所のうち 30カ所できたなどの KPIにする方が、分かりやすく、達成状況も見えやすいのではないかと感じる。 座長   道路整備の考え方は、ヨーロッパを中心に歩車融合型に変わってきている。これまでは、自動車交通をいかに円滑にするかという視点で計画が作られてきたが、歩行者を中心に道路整備を行っていこうという考え方に変わってきている。国交省もそのようにできないかと考えている。新しい道路整備のあり方について、考えていく必要がある。 
 座長   NTN 跡地の整備に向けて、取組が進められており、今後、市役所周辺もよくなっていくと思う。P21 にガーデンフィールズ跡地のことは書かれているが、NTN 跡地のことは書かれていないので、これから、もっとアピールをしていってもらいたい。 
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 ②安全で安心、快適な暮らしの提供 座長   P26、地域自治を進める上では、子育て層の参加は重要となる。自分たちの地域で、新たな担い手が活躍できることが、市の魅力につながるということを意識していく必要がある。今後の市民自治組織のあり方としては、もっともっと女性がまちづくり協議会や自治会の役員になってもらいたいと考えている。 座長   P24、エイジフレンドリーシティの概念は市民に十分伝わっているか。市民ぐるみでやっていこうという動きが必要である。 職員   計画策定中であるが、理念としては、「お互い様があふれるまち」をキャッチフレーズに取組を進めていきたいと考えている。高齢者が地域で活躍することが大きな目標であり、活動しやすい環境づくりや多世代交流などに取り組んでいく。 座長   エイジフレンドリーシティは一つの大きな柱となる。みんなでがんばっていく体制を作ってかないといけない。 委員   地域ぐるみの取組は幅広い。例えば、高齢者に仕事を持ってもらうため、商社マンに英語教室を行ってもらい、市がサポートしていくなども考えられる。 事務局  エイジフレンドリーシティは柱になってくると考えている。ハード、ソフトと幅は広い。地方創生推進交付金の活用も視野に入れ、今後取組を検討していく。 委員   先行されているところを参考にすると、時間や労力を抑えられる。 座長   柏市では、様々な連携により事業を展開しているので、参考にされたい。また、先行事例を市民に見てもらうことも大切である。情報提供であるが、阪神淡路大震災後にできたグループホームは、高齢者だけでなく多世代で暮らす形のものがうまくいった。高齢者をコミュニティで支えるために、多世代が参加するシステムを作ることで、高齢者にやさしいまちとなる。ベースとなるコミュニティがしっかりしていれば、うまく機能する。エイジフレンドリーシティとコミュニティづくりは、連携して考えていく必要がある。社会福祉協議会との連携も重要である。また、空き家の利活用もエイジフレンドリシティに繋がる取組となる。これらを一体的に考えていくことで、大きな柱として充実していく。 座長   エイジフレンドリーシティの日本語訳は考えていないか。 職員   高齢者にやさしいまちという概念はあるが、高齢者だけに特別な支援を与えるという印象を与えることも考えられるので、「お互い様があふれるまち」というキャッチフレーズで取組を進めていきたいと考えている。 座長   なるほどというキャッチフレーズと 100字くらいの説明があればよいと思う。 委員   尼崎市は、「うれしい、楽しい、ありがとうがあふれるまち」というキャッチフレーズを掲げており、イメージしやすく、分かりやすい。より身近に感じれる言葉がよい。 座長   お互い様は、仕組み、仕掛けの話。尼崎市は個人の状態。個人の状態の方が実感を持ちやすい。お互い様があふれればどうなるのかということを示した方が良い。こういう良い状態になるために、お互い様が必要ということを伝えていく必要がある。 委員   P26、まちづくり協議会における民主的な意思決定の仕組みとして、市は議決機関の設置を推奨しているとあるが、推奨する意味を教えていただきたい。 座長   みんなで民主的に決めていける組織でありたいということ。例えば、市は、議会という議決機関を設けている。ただし、注意が必要なのは、会長が自分の意見と同じ意見を持つ人を議決機関に入れれば、会長の思うようにできるということ。本当に民主的になるために、どうすれば良いかということは、まちづくり促進委員会で模索しているところである。 座長   P23、国民健康保険特定健康診査受信率について、目標値にはまだまだ遠く苦戦している模      
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     様であるがいかがか。 職員   目標値に 60％を掲げているが、これは国の目標値と合わせている。現状としては、ご指摘のとおり伸び悩んでいる状況にあるが、少しずつポイントは上昇している。受診券を年４回送付していたり、忘れていませんかと連絡したり、かかりつけ医から話をしてもらったりなど、地道に取り組んでいるところである。 座長   地道に取り組んでもらっているが、大きくポイントが上がらないのであれば、何か新たな対策が必要となる。八尾市では、各出張所に保健師を配属し、保健師が地域の行事に参加するなどしており、顔の見える関係づくりに取り組むことで、保健を身近に感じてもらえるようにしている。一番地域で身近に頑張っている人は、保健師と消防士であると思っている。保健師や消防士と行政の一般職員が、情報交換や連携をさらにしていく必要がある。個別訪問や個別指導をしている消防士や保健師と協働の部署がもっともっと連携すれば、さらに充実した取組が可能となり、国民健康保険特定健康診査受信率の向上にも繋がってくるのではないかと考える。 
 ③良好なまちなみと豊かな環境の保全 委員   評価シートで、いくつか出てくる市民アンケートの KPIに関して、市民アンケートはどのようにされているか。 事務局  概ね 2～3年毎に実施している。無作為抽出で、3,000人の方にアンケートを実施しており、回収率は、50～55％程度である。 委員   アンケートの回収数について、もっと増やしたりなどは考えていないか。 事務局  国が出している資料に基づいて計算すると、必要となる標本数は満たしており、一定正確な結果は得られている。 委員   市が、頑張っているということを知ってもらうため、アンケート配布数を増やすというのも手である。アンケートを戦略にするということも考えられる。 座長   啓発としてアンケートを実施しても良いのではないかというご意見。頑張って取り組んで状況が変わってはいるが、市民の実感に繋がっていないこともある。施策を頑張るだけでなく、頑張った成果を市民に PRし、知ってもらうことも必要である。施策が推進できていないのか、推進しているが市民に知られていないだけなのか、要因分析することが大切である。 座長   P29、「たからづか環境マイスター（仮称）」制度を設けるとあるが、環境意識が高い人に一般市民がついてこれないことがあるということに注意が必要である。意識が高い人に言われると、お説教に感じる人もいる。マイスター制度が良いかは、再考の余地があると感じている。一般市民の意識を高めるには、自治会、まちづくり協議会などと一緒に環境活動を始めていくことが良いのではないかと考えている。ターゲットをどこにするかで展開が違ってくる。本当に届いてほしいところに届けるにはどうすればよいかを考える必要がある。エコネット近畿という NPO 法人があり、理事をしているが、3 年前から雰囲気を変えようということで理事を大幅に入れ替えた。楽しい雰囲気を作り出したことで、大学生の参加も増え、最近では、生駒市から、小学校への出前講座を大学生にやってもらえないかとオファーがあり、現在、プログラムを検討している最中である。一つの発想の転換の例であると思うので、参考いただきたい。 座長   P27、宝塚ホテルの移転に関して、市民の方から相談を受けたことがあるが、市民基金を創設してはどうかと提案した。市に動いてほしいというだけでなく、市民自らが動いていくことが必要である。機運づくりに向けて、市もがんばってほしいと思う。 委員   宝塚らしい景観とは、どのような景観を指すか。 
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職員   景観計画を作っており、その中で、4 つの要素を掲げている。1 つ目は、山並みや武庫川を中心とした清流がおりなす潤いある景観、2 つ目は、自然、歴史に包まれた地域の個性が輝く景観、3つ目は、北部地域の自然や歴史に培われた落ち着いた田園、集落景観、4つ目は、特有の居住文化や芸術文化が育む、ふれあいの景観である。一定規模以上の開発がされる時には、地域ごとに方針や指針に従い、開発事業者と協議しながら、宝塚らしい景観の創出に努めている。 委員   花のみちやその周辺エリアについては、宝塚ホテルの移転もあるので、京都の鴨川のように、ゆっくり、散策したくなるような雰囲気づくりに取り組んでもらいたい。 座長   NTN 跡地の開発においては、長尾山系が眺められるような建物設計にしているが、一方、花のみち周辺は、高層なマンションが建っている。花のみち周辺は、元々、温泉街であったが、経営が難しくなり、売却され、マンションが建つようになった。規制の難しさもあるが、先程の 4つの宝塚らしさの実現に向けては、今後、十分考えていく必要がある。箕面市や茨木市は、市街化区域に高さ制限をかけている。茨木市では、31ｍの高さ制限がかけられ、31ｍ以上のマンションに住む住人は、今後、建て替えする際には、31ｍ以下にしなければならなくなったが、そこは住民も受け入れている。住人の理解に 2年を要したが、このような思い切った施策も今後検討してもらいたい。 
 ④北部地域のまちづくり 座長   北部地域のまちづくりに向けた、市の窓口はあるか。 事務局  昨年度から、北部の総合的なまちづくりを実践していくため、北部振興企画課を設置し、事務所も西谷に置いて、地域に入り取組を進めている。 座長   茨木市でも茨木北インターができるので、北部担当を設置し、重点化して取組を進めている。このような取組は、地域担当制のモデルにもなるのではないかと考えている。北部における地域と市の総合的な取組が、市全域のまちづくりに向けたモデルになってほしいと思う。西谷は素敵な地域であるので、魅力をもっともっと活用してもらいたい。宝塚市の南部から北部に出かける人は多いか。 事務局  そんなに多くはないと思われる。 座長   川西市の東谷でがんばっている若手がいる。東谷、中谷、西谷の山間部が横に繋がって、取組を考えると何かよいものができるのではないか。市を越えた連携も考えていく必要がある。 委員   南部から 30 分で行けることもあり、西谷で農業をしたいと考えてはいるが、農地を貸してくれる人がいないとの話を聞いた。西谷で農家レストランをやりたい、空き家があれば何かしたいと考えている人もいる。そういう人を繋ぐことができれば良いと思う。 座長   できないと言うのではなく、どうできるかを市も一緒になって考えていくことが大切である。新築は無理だが、既存の家のリノベーションなら可能性はあるなど、市が知恵を出してあげることで前に進むこともある。 委員   西谷の何が良いのか、西谷にどんな人を呼びたいのかなどを十分考えた上で、取組を推進していく必要がある。なんとなくで取組を進めているように感じる。 委員   西谷の人たちが何をしたいと考えているのかがよく分からない。西谷の誰に言えば、動いていくのかも分からない。口出しがしづらい状況にあると感じる。 職員   南部の人たちは、西谷に対して、豊かな田園、里山の風景というイメージを持っている。西谷の人たちは、人口減少、高齢化を特に危惧している。また、田園、里山の風景を残していきたいとも考えられている。しかし、実際に話をして、具体的に何をやっていくかと話をすると、あまり答えが返ってこない。人口維持するために空き家を貸してもらえないか、田園
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を残すために農業で何かできないか、と話をしても良い返事が返ってこない。市街化調整区域の都市計画制度の弾力的運用と空き家の活用をしていきたいと考えているが、制度だけ先行して、地域がついてこないとなると、逆に、西谷地域を壊してしまうことになる。西谷の人と粘り強く協議を行いながら、これからの西谷について一緒に考え、方向性を見出していきたいと考えている。 座長   他でお手伝いをさせてもらった時によく言っていることは、元気な人 3人を見つけるということ。その 3人の想いを実現していくため、一緒に活動していくことで、周りも変わってくる。地域を地道に耕していくことが必要である。地域の人の意識を変えていかないと市がいくら制度や予算を整えてもうまくいかない。 委員   新名神高速道路の完成が、契機となればと思う。 
 基本目標３ 健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」（総括） 座長   協働の観点が特に重要な分野である。まちなみ、景観、北部地域のことなど地域の人と一緒に動かないとうまくいかないことが多い分野であるので、特に協働を意識して取組を進めていただきたい。 
 全体を通して 座長   まんべんなく施策を推進するため、総合計画があるので、総合戦略では、メリハリをつけた施策の推進や施策間の連携を意識してもらいたい。メリハリをつけ、何を強調するのか、また、連携して誰が責任を持ってマネジメントするかということを考えていく必要がある。メリハリがないと、魅力をうまく伝えられない。 
 その他 座長   それでは、議題を終了する。その他について、事務局より説明をお願いする。 事務局  今後の予定について、市長を本部長とする夢・未来 たからづか創生本部でいただいた意見への対応方針を決定し、評価シートを完成させて上で、議会へ報告し、ホームページでも公表を行っていく。委員の皆様には、本日の議事録といただいた意見を記載した評価シートをメールで確認させていただくとともに、意見に対する対応を記載し、最終仕上がった評価シートを改めてお送りさせていただく。閉会に当たり、ご挨拶申し上げる。 事務局  （挨拶） 事務局  最後に、座長より一言挨拶をお願いする。 座長   （挨拶） 座長   それでは、終了する。お疲れ様でした。 


