
1 

 

平成３０年度 第１回 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 

 

日時：平成３０年７月１１日（水）９：３０～１２：００ 

場所：３－３会議室 

 

【次第】 
１ 開 会 

各委員及び市出席者等の紹介等 

２ 議事 

議題１ 有識者会議傍聴要領等について 

議題２ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 

議題３ 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 

  【第２回】 ７月３１日（金）９：３０～１２：００ 市役所３階 大会議室にて 

 

【会議資料】 
 ○夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議傍聴要領 

○夢・未来 たからづか創生総合戦略における具体的施策ごとの４段階評価票（平成２９年度

評価） 

○昨年度の夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議での意見・助言に対する主な取組 

○資料１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議設置要綱 

 ○資料２ 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 委員名簿 

 ○資料３ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 

 ○資料４ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 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） 

流通科学大学人間社会学部 教授 濱田 恵三（座長職務代理） 

宝塚市国際観光協会 事務局長 辻原 修 

株式会社ウィル 広報室 岡田 洋子 

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 山田 竜吾 

株式会社 三井住友銀行 西宮エリア支店長 吉和 淳 

認定ＮＰＯ法人 宝塚ＮＰＯセンター理事 橘田 てつ子 

サンケイリビング新聞社 神戸編集室 大音 彩子 

（代理出席） 

宝塚商工会議所 専務理事 新谷 俊廣 

（その他） 

庁内関係者 

（傍聴者） 
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1名 

【協議録】 
議題１ 有識者会議傍聴要領等について 
座長   昨年度に当会議の傍聴要領を決定し、原則公開としているため、既に傍聴人に入室

いただいており、結果についても、ホームページ等で市民への周知を行う。 

また、議事の内容によっては非公開とする場合があり、その場合は、その段階で委員

の皆さんに諮った上で決定する。非公開の決定がなされた場合は、傍聴者に退席をお

願いすることになる。 

出席委員 異議なし。 

座長   議事録の作成について、事務局から説明をお願いする。 

事務局  議事録は、会議開催後、速やかに作成し、各委員にお送りする。修正等がある場合は、

事務局までご連絡をお願いする。公表時には氏名を記載しないこととする。 

 

議題２ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 
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  （資料４に基づき説明） 

 

議題３ 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３について、事務局から説明をお願いする。 

事務局  （資料４に基づき説明） 

 

座長   では、議題４について、基本的方向ごとにご意見・ご質問等をいただく。 

 

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   P2の KPI「外国人観光客」について、平成 29年度は 17,493人で、平成 27年度の

18,291人と比べて減っており、また、平成 31年度の目標値は、平成 29年度の数値

よりも低い 15,500人となっている。近年、日本のインバウンドが増加している中、

宝塚市には多くの観光資源があるのに、目標値の設定が消極的である。 

委員   平成29年に大阪を訪れたインバウンドは1千万人を超え、消費額も1兆円を超えた。

そのような状況を考えると、目標値はより大きい数字にすべきではないか。 

職員   この総合戦略は平成 27年度に策定しており、その際の状況から判断し、目標値を設

定している。 

座長   KPIに設定している「観光入込客数」の平成 31年度目標値は 900万人強であり、そ

れに比べて外国人観光客の目標数値が低い。訪日している外国人はたくさんいるため、

もっと誘客をすれば、目標も変わってくるのではないか。今後、どのような施策をし

ていこうと考えているのか。 

職員   地方創生推進交付金を活用し、外国人観光客誘客のため、手塚治虫記念館におけるイ

ンバウンド対応等に取り組んでおり、引き続き、交付金も活用しながらインバウンド

対策の事業を実施していく。 

座長   宝塚市の立地条件からすると、大阪等からわざわざ出向いてもらわないといけないが、

テコ入れすればもっと呼び込めるのではないか。 
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委員   宝塚市の強みであり、のびしろがある観光分野に、重点的に取り組まないといけない。

総合戦略策定以降の社会環境の変化にあわせた見直しが必要ではないか。この会議は

未来のビジョンの検討をしているので、現状分析で終わってはいけない。 

座長   外国人観光客向けのSNSによる情報発信や外国人同士がSNSで情報交換できる仕掛

けを考えていただくと、誘客につながるのではないか。SNS を使った具体的な方策

はあるか。 

職員   環境整備の一環として、多言語での観光に係る HPリニューアルや、PR動画の製作

を行っており、SNS による観光情報の発信については、言語の問題はあるが、国際

観光協会と手塚治虫記念館の両輪で、毎日のように写真も使った情報発信を行ってい

る。総合戦略策定当時の外国人観光客の KPIの目標値を平成 29年度で達成している

が、まだまだ外国人観光客を呼び込まないといけない状況にあると考えており、危機

感を持ってインバウンド対策についての議論をしている。外国人観光客の消費に期待

したまちづくりはトレンドとしてあるため、どのような体制でどのような基盤整備を

行っていくのか議論を続けている。KPIを達成しているからこれでいいとは全く考え

ていない。 

座長   京阪神の大学に在学している外国人留学生に宝塚歌劇を観劇してもらい、SNS を活

用して情報を発信してもらっているが、その効果検証はしているか。 

職員   外国人留学生に母国語で SNSを使って宝塚歌劇を見た感想等を発信してもらってお

り、発信内容も把握しているが、即時効果は難しいと思っている。継続して行うこと

で、必ず効果は出てくるものと考えている。 

座長   ツイッターによる情報発信は、検索にひっかからないと見てもらえない。待ちの姿勢

ではなく、よりプッシュしていくやり方を検討してもらいたい。 

委員   人口規模 23万人都市で 800万人以上の観光客が来ているのはすごいことだが、観光

入込客数の平成 31年度目標値を達成すれば、何がどう変わるのかがわからない。ま

た、HPリニューアル後の前年アクセス数との比較や、パンフレット配布で、どのよ

うな種類のパンフレットがはけているのか、なぜはけるのかの検証等、観光地経営の

観点からデータ分析が必要である。宝塚市には、宝塚歌劇や手塚治虫記念館だけでな

く、温泉やゴルフ場、競馬場、清荒神や中山寺等、多くの観光資源がある。うまくパ

ッケージングを行い、これまでとは違った滞在型の観光地としての売り出しが可能で

はないか。 

委員代理 宝塚市のまち中を歩いていると、外国人観光客が増えているとの実感を持つが、外国

人観光客の KPI の数値は、実態に近い数字になっていないのではないか。より現状

把握に力を入れ、実態に近いものになるよう努力が必要である。 

委員   地域における観光地経営のための組織である DMOへの取組は、宝塚市では効果的で

はないか。 

職員   行政主導ではなかなか難しいところもあると考えている。現状としては、広域的な観

光の視点から、大阪や神戸の DMOに参加している。宝塚市独自で DMOを立ち上げ

ることについては、もう少し機運の盛り上がりが必要と考えており、商工会議所と連

携しながら、時間をかけて検討していく必要がある。 

委員   そういった新たな動きを総合評価に記載するべきではないか。社会情勢の反映も必要
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である。 

委員   DMOというと、広域連携による観光施策との印象があるが、肝は観光地経営である。

誰が何を目的に宝塚市に訪れているかを分析した上で、施策を打ち、検証、改善する

PDCAサイクルをまわすことが重要である。宝塚市版 DMOは法人化が必要だが、ま

ずは、観光地経営という DMO型の発想で取り組んではどうか。 

座長   この評価シートに限った話ではないが、「…した。」との記載が多い。取り組んだ結果、

効果があったのか、どんな課題が残ったのかを記載してもらいたい。ファムトリップ

を実施した効果はどうか。 

職員   今年の 1月と 3月にフランスの旅行雑誌社や台湾の旅行社を受け入れた。これから効

果が出ることを期待している。効果検証について、その手法の検討も含めて、これか

らの課題である。 

座長   「今後に期待したい」や「手応えが実感としてあまりなかった」という記載でもよい。

ファムトリップの方の感想でもよい。わかりやすい効果等がわかるように記載しても

らいたい。 

委員   成果とは数字のみではなく、まちを実際に見てもらってどう感じたかを知ることも大

切である。フランスの雑誌社の方は、宝塚歌劇は歌舞伎等とはまた違った素晴らしい

もので、温泉も魅力的だ等とおっしゃられた。台湾の旅行者の方は、貴族のまちのよ

うな雰囲気が素晴らしく、こんなまちがあったのか等のお話をいただいた。外国人に

は日本人の感覚とはまた違った見方、感想がある。ファムトリップ等の取組により、

まずは見てもらうことが重要である。 

座長   広く網をかけるような施策がある一方で、一人ひとりの満足度を高め、その人に情報

を発信してもらう戦略もある。近畿大学は、5年連続で受験者数日本一になった。毎

年、教員が色んな高校に説明に回るが、1つの高校の数人のために訪問するのは効果

が薄いとの意見もある。しかし、1回数人のための訪問の積み重ねが受験者数日本一

につながっている。徳島県神山町では、国内外のアーティストを 3人程度公募で招聘

し、創作活動等を行いながら 2カ月間住んでもらう取組を 20年近く続けている。そ

の間、その人たちにどれだけ満足感を持ってもらえるかを考えながら取り組んでおり、

そこで得た満足感をアーティストが母国に帰った際に周りに伝えてもらい、現在は、

招聘しなくても自ら公募に申し込む方もいる。小数の人に焦点を絞った取組により、

じわじわと魅力を伝えていく戦略をとっている。大阪府富田林市の寺内町では中国人

富裕層の観光客が増えている。あるガイドさんが、他におもしろいところはないかと

の中国人旅行者からの声により、寺内町を紹介したところ、昔から続く木造家屋の街

並みに今も人が住んでいる驚きや人の温かさ等に感動し、そこから口コミで広がり、

観光客が増えていった。1人のガイドさんのネットワークにより、波及効果的に観光

客が増えている。SNS 等で広く発信するのと同時に、これらの例のように、一人ひ

とりの満足感を高めることによって、その人のネットワークによる観光客の増加につ

なげるという戦略も重要である。ファムトリップもその取組の一つであると思われる

が、そのような視点からも施策に取り組んでもらいたい。 

 

（２）地域における産業振興と雇用の促進 



5 

 

委員   P4の KPI「新規就農者数」について、平成 28年度数値の 4人に比べて平成 29年度

は 1人との結果だが、どのような課題はあるのか。 

職員   農業は、経営的な観点から、一定規模の土地が必要であり、就農したくても見合った

土地の確保という高いハードルがある。また、土地はあるが、土地を使ってもらいた

い人と就農したい人とのマッチングがうまくいかないこともある。 

座長   新規就農の促進だけではなく、現在農業をされている方々のスキルアップを図る取組

はあるか。 

職員   実施していない。 

座長   農業への追い風が吹いていると感じている。大阪府岸和田市では、市所有の農地があ

り、その農地の活用について登録制度で事業者を含めて募ったところ、想定以上の申

込みがあった。これを機に、JA とタイアップして、現在農業に従事している方々へ

のテコ入れに取り組むこととし、全国で頑張っている農業者を招き、話を聞くセミナ

ーを年に数回実施している。静岡県浜松市の農業者で、ユニバーサル農業に取り組ん

でいる方がいる。その方の経験として、参加したセミナーで、「農業をやっている理

由」「10年後の農業の姿」「10年後にあなたの目指す農業を実現するためには誰とタ

イアップすべきか」を講師から聞かれ、答えられなかった。それをきっかけとして農

業経営について考え、取組を実践するようになったとの話をされた。それを聞いた岸

和田市の意識の高い、特に若手の農業者は農業経営についてより考えるようになった。

また、ワークショップも実施していくと、農業者間でも意識の差があることがわかり、

岸和田市では戦略として、意識が高く意欲的な農業者への支援に取り組み、さらなる

意識付け、動機付けを行うことで、農業施策へのテコ入れを図っている。 

職員   本市では水稲が中心で、年に 1回の収穫となると、なかなか収入が増えない。若手グ

ループで、野菜を中心にハウスを建てて年に何回も出荷している例もある。行政や

JA が農業者の意識を変えていくための取組が重要との認識はあるが、実施には至っ

ていない。 

座長   商業、工業、農業等で業態が異なる方々を応援しているが、構造は共通している。自

分から動く人たちは、それなりに先が広がっている。その意識をどれだけ増やしてい

けるかという戦略が、どの産業にも共通して必要になる。そのような方々は放ってお

いても頑張っているので、その頑張りを他の方々にどう伝播させていくかが重要にな

ってくる。お互いの情報交換の中で気づきを促していくやり方があるのではないか。

そのために行政や JAの仕掛けが必要である。 

職員   方法の 1つとして、やる気のある人への支援策を打つことも大切であり検討する。 

委員   起業家へのフォローとして、どのような支援に取り組んでいるのか。 

職員   商工会議所と連携して行っている創業セミナーで起業した方に、商工会議所指導員に

よる経営相談を行っていただいている。また、宝塚 NPOセンターと行っているソー

シャルビジネススタートアップスクールにおいて、起業後の相談も随時宝塚 NPOセ

ンターが行われている。今後は、しっかりと確立したフォロー施策の検討が必要であ

る。 

委員   宝塚 NPOセンターでは、セミナーを受けられた後も起業するまで時間、労力がかか

るため、相談を受け付けており、また、起業後においても、最初からうまくいかない
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こともあるため、現場訪問等も行いながら相談を受けている。宝塚市では、特に女性

が頑張っている印象がある。 

委員   フォローアップについては、行政だけではなく、金融機関や税理士等も努力し、宝塚

市の事業者として定着していただくために必要なフォローをしていかないといけな

い。例えば、業種にもよるが、起業した人に宝塚ブランド「モノ・コト・バ宝塚」が

あることを PRし、選定資源となることを促すといった工夫もしながら、官民連携に

より起業家を育てていく必要がある。 

委員   宝塚ブランド「モノ・コト・バ宝塚」について、宝塚ブランドを再構築していこうと

議論をしている。現在のふるさと納税の記念品を見ると、宝塚ブランドの選定資源も

あるが、神戸牛が入っている。宝塚というブランドはすごく価値があるものだと思う

ので、そのブランドを大切にし、宝塚の資源のみを記念品とするべきではないか。宝

塚市には、シティプロモーション担当があるが、もう少し格上げすべきである。そう

すれば、プロモーションの観点から観光や産業等の色んな分野の連携ができるのでは

ないか。 

委員   宝塚市は、どの産業分野で勝負をしようとしているのか。 

委員代理 兵庫県下で比較すると、消費行動は上位であるが、産業面の小売業や宿泊業等では下

位となっている。大きな商業施設がなく、あまり工場もないといった状況で、どのよ

うに向上させていくかが課題である。商工会議所としては、観光や西谷地域での新し

い特産品の開発等に力を入れている。宝塚北サービスエリアの供用が開始され、利用

者数も順調であるため、その活用も含めて考えている。住宅都市という面や、高齢化

が進んでいる社会情勢等も考慮しながら、市と協力し、新たな創業への支援を行い、

意欲を持って継続的に事業を行う人が 1人でも増えるよう取り組んでいる。また、宝

塚市に住んでいる人から、特に阪急今津線沿いで、生活の利便性が高いから住んでい

ると聞く。宝塚市が行っている市民意識調査でも、宝塚市に住み続けたい理由として、

交通の利便性を多くの人があげている。鉄道はよいが、道路状況はあまりよくないこ

とも聞く。先日の豪雨により、基幹道路である国道 176 号線が通行止めとなり、市

民生活や事業者の活動に大きな影響が出た。災害が起こると産業への影響も大きいた

め、そのあたりも市には考えてもらいたい。 

委員   まちににぎわいや活力がないと事業者のやる気も出ないのではないか。観光は、宿泊

や飲食、お土産等を生み、まちのにぎわいや活力につながる。連携して、事業者のや

る気につながるきっかけづくりが必要である。また、去年の会議で話が出ていたが、

西谷に顔をつくる必要があるのではないか。宝塚市はダリアの全国に誇る生産地であ

り、元タカラジェンヌが作ったダリアジェンヌ石鹸等がある。国際観光協会では、そ

ういった資源やご当地グルメ、武田尾のハイキング等、資源を連携させた取組を検討

している。 

職員   企業の誘致について、立地や道路の関係もあり難しい面もあるが、今いる企業に長く

宝塚市内で事業を継続してもらう施策に力を入れて取り組んでいる。 

座長   私は、総合計画策定に係る議論においても起業にこだわっており、従来型ではない新

しい働き方が生まれることによって、今後の宝塚市の可能性を伸ばしていくことがで

きるのではないかと期待している。宝塚市と大阪府茨木市では、市民活動に違いがあ
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る。茨木市は、中小企業の経営者自らが、持っている技とお金を使って市民活動を行

っている。宝塚市では住宅都市であるがゆえ、リタイア組の市民が活動を行っている

ため、活動に使えるお金もあまりない。まちの事業者数により、市民活動も変わって

くる。奈良県生駒市は、現在総合計画を見直しているが、まちに住み、働き、お金も

生み出す人たちがいないとまちが活性化しないとの考えから、長年標榜してきた住宅

都市という看板を下ろすという方向転換を図っている。宝塚市も総合計画を見直すが、

そこはすごく重要な観点であり、考えないといけない。また、1つの仕事で生活する

時代は終わり、複数の仕事を兼業している人が若手を中心に増えている。世の中の働

き方が変わってきている。例えば、林業をやりながら、観光ガイドもしている人がい

る。新しい働き方のイメージを持っておかないと、従来型の産業振興になってしまう

ため、根本的に考え方を変えていくことにも目を向けてもらいたい。株式会社 JTB

の前身の日本交通公社は大正時代にできており、その理由は、この時代にインバウン

ドがどんどん増えているためである。富国強兵と経済成長が止まり、次に観光に触手

を伸ばし始めた時代である。大正時代は文化の時代でもあったため、観光・文化で日

本の国をまわしていこうと取り組み始めた。その頃宝塚市は華々しい歴史を持ってお

り、現在と状況が似ているため、何かヒントがあるのではないか。経済成長が止まっ

た時に何を狙うかというと、観光であり、文化である。世の中の今後の変化について、

過去に何かヒントがあるのではないかと期待している。今までの発想にはない部分に

も注目してもらえれば、違う展開が見えてくるかもしれない。 

 

（３）多様な文化施策の展開 
委員   P8の KPI「文化施設の利用率」が 74％となっているが、全市民の総人口比のことか。 

職員   ベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館の貸館、貸しホールの利用率のことである。

これらの指定管理者である公益財団法人宝塚市文化財団では、年間約 110のソフト事

業を実施しており、これら 3 つの施設を中心に、年間 3 日に 1 回程度は何かしらの

文化に係るイベントが行われていることになる。文化財団では、これらの特色ある施

設の活用による事業に磨きをかけていこうとしている。 

委員   創造都市という都市のあり方があるが、宝塚市ではどう考えているか。 

職員   文化庁が主導して取り組んでおり、全国約 90都市が参加し、兵庫県下では、神戸市、

姫路市、豊岡市、篠山市がある。歴史文化と言う視点も含みながら、今の世の中で文

化芸術というキーワードを使ってまちづくりに取り組んでいる都市が加入している。 

座長   日本で最も進んでいるのは石川県金沢市であり、戦後すぐに文化によるまちづくりに

取り組んでいる。1つの象徴としては、戦後すぐに市立で美術工芸大学をつくってお

り、戦略的に戦後復興の 1つの目玉を美術工芸としたことがあげられる。金沢大学附

属中学校・小学校・幼稚園のあった場所に金沢 21世紀美術館をつくったのは、様々

なことの延長上にあると見た方がよい。観光誘客のためにというより、市を盛り上げ

ていく 1つの大きな目玉として取り組んでいる。また、金沢職人大学校もあるが、学

生に給料を払いながら育成を行っており、市税をそこに投入する意気込みがある。さ

らには、金沢職人大学校を併設している金沢市民芸術村では育てた職人が生活をして

いけるために文化財保存を行っている。見事な連携による取組を市が主体的に取り組
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んでおり、その成果として観光客も増えている。その戦略の見事さは素晴らしい。私

も宝塚市が現在取り組んでいる文化芸術施設の整備について、立ち上げからお手伝い

をしているが、設置するだけではなく、施設を拠点として、まち中の色々なところで

アートを楽しめるまちになるよう取り組んでもらいたい。鑑賞型ではなく、市民参加

型で一緒に盛り上げていけるようなソフト事業の展開を考えていく必要がある。 

職員   昨年度の取組として、文化芸術施設・庭園整備事業について周知し、機運を高めるた

め、市民フォーラムを開催するとともに、施設の完成後に管理運営に携わっていただ

く市民サポーター制度をつくることとした。公園も一緒に整備するため、アートや公

園の維持管理に興味のある方に携わっていただき、テーマを決めてワークショップ等

を開催していきたいと考えている。また、文化芸術は生活の身近なところにあること

を体験してもらうため、アートイベントを開催した。また、宝塚市内のアーティスト

が集まった宝塚アートプロジェクトが主催で宝塚現代美術てん・てんというイベント

を実施しているが、美術館等の屋内ではなく外にアートが点在するイベントで、文化

芸術施設の建設地も会場の 1つとした。色々な手を使って、文化芸術施設ができるこ

とを PRするとともに、生活の身近なところにアートがあることを提案し、日々の生

活が少し質の高いものとなるよう取り組んでいきたい。 

委員   P10の KPI「スポーツクラブ 21の会員数」が減少している。主な要因は何か。 

職員   少子化により児童数が微減していることや、高齢化が主な原因と考えている。市内に

は 24のスポーツクラブ 21があり、中には会員数が増えているところもある。 

座長   他の都道府県と異なり、兵庫県は小学校区単位で地域の方にスポーツクラブ 21の運

営行うという特徴がある。会員数が増えているところ等、うまく運営をしているスポ

ーツクラブ 21があると思われるが、意見交換会等を実施しているか。 

職員   スポーツクラブ 21の代表者交流会は年に数回行っているが、うまくいっている事例

を共有することまではできていないと考える。ご意見を参考に情報共有を図る。 

座長   地域で健康づくりのために様々なスポーツを組み合わせて、会費を取って会員制でや

っていく取組がスポーツクラブ 21であるが、その文化が定着していない。そのハー

ドルをうまく乗り越えられればスポーツクラブ 21が活性化していくのではないか。

最近では、中学校のクラブで、スポーツは苦手で競技型スポーツはやりたくなくても、

体力はつけたいとの中学生の思いもあり、体力づくりクラブというものが出てきてい

る。その延長がスポーツクラブ 21であると考えられる。スポーツが得意で競技型ク

ラブで活動していない層の人たちにうまく触手を伸ばせるかが、スポーツクラブ 21

の将来につながるのではないか。  
基本目標２ 地域資源を生かした活力ある「まち」【総括】 

座長   パッケージング、ブランディングを分野ごと別々にやるのではなく、全体をつなぐ取

組を強化し、シティプロモーションを展開すべきである。また、先ほど聞き忘れてい

たが、宝塚北サービスエリアの供用が開始されており、多くのお客さんを集めている

が、宝塚市全体の PRの場としてうまく活用できればよいと考えるが、戦略的に取り

組めているか。 

職員   サービスエリアの建物内にあるフリースペースの壁面にポスターを掲示し、観光パン
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フレット等を配架するとともに、近日中に開催されるジャパン碁コングレスやダリア

園開園等のタイムリーなチラシも配架し、PRを行っている。また、NEXCO西日本

が設置している大型ディスプレイを活用させてもらい、シティプロモーション動画や

観光案内動画を放映する等、少しでも宝塚市を印象付けようと取り組んでいる。物販

においても、宝塚コーナーのスペースをいただいており、宝塚ブランド「モノ・コト・

バ宝塚」の選定資源を中心に販売を行い、大阪や神戸、京都等の名だたるお土産もの

がある中、今年の 3月 18日のオープンから 5月末までの間で宝塚の商品が計 2万個

程度売れており、健闘している。観光を中心としたPRや宝塚の商品の物販を通して、

多くの人に興味を持ってもらい、宝塚市に足を運んでもらえることを期待している。 

座長   宝塚の詰め合わせ商品はあるか。 

職員   今後の展開を見ながら検討する必要があると考えているが、現在は宝塚ブランドとし

てのパッケージものはない。 

座長   そのあたりをコーディネートする人が必要である。丹波市に訪れた際に立ち寄った場

所では、丹波のお土産のセットの福袋があった。そのようなことも方法の 1つである。 

委員代理 KPIに経済センサスの「市内民営事業者の従業員数」を設定しているが、大事な視点

として、昼夜間人口比率がある。宝塚市は約 80％の比率となっており、兵庫県下で

比較すると、本市は昼間の人口比率がかなり低い。それだけ従業員数が少なく、市内

での販売額も少ないと見ることができる。その数値を上げて、宝塚で稼いで消費もし

てもらい、他都市からも宝塚市に稼ぎにきてもらうよう、また、遊びにもきてもらっ

て消費してもらえるようなまちづくりを目指さないといけない。 

 

基本目標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   P14では空き家対策が重要である。今後、ニュータウン等でますます高齢化が進むと、

空き家が急激に発生する可能性があるが、空き家を発生させない工夫も必要である。

色々と取り組まれていると思うが、どのあたりで成果が出ていて、課題はどこにある

かをお聞きしたい。 

職員   空き家対策として、利活用という視点も重要と考えるが、あまりそこまでの取組はで

きていない。現在の主な取組は、空き家が原因で周辺環境に悪影響を及ぼすことへの

対応である。いただいたご意見は、今後の課題として認識している。 

座長   特に、空き家を発生させない工夫を重点的に取り組んでもらいたい。生駒市の空き家

の発生が少ないニュータウンでは、自分の息子や娘が近居という形で、家の近くに住

むことで空き家が埋まっている。いくつかのパターンが見られるため、そのあたりを

うまく誘導していかないといけない。 

職員   KPIにも設定しているが、施策として、親との近居・同居等のための住宅購入支援と

して、市外から親と同居・近居するために転入する子育て世代の方に 20 万円の購入

支援補助を行っている。なかなかインセンティブとして働いていないとの思いもあり、

親元に近居・同居することのメリットも含めて考え、もう少し工夫をしながら取り組

まないといけない。 

座長   ある地域では、地区計画で、住宅環境保全のため最低敷地面積をしばっているが、そ
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のために子育て世代が購入できない金額でしか売買が成立しない。これが 1つのネッ

クになっている。地域とともに考える時期にきているかもしれない。 

委員   市外から転入してくる人への支援だけではなく、市外に転出する人を抑える施策も必

要ではないか。また、子育て世代に住んでもらおうと思うと、子育て世代が生活しや

すい環境整備も必要となる。 

委員   P13の KPI「市民一人当たりの公園面積」が 5.1㎡となっているが、人口規模 23人万

都市では、この数字は多いのか少ないのか。 

職員   決して高い数字ではなく、阪神間においても最下位ではないが下位である。この指標

を 1㎡増やすためには、23ｈａの公園整備が必要となる。なかなか現実的には厳しい

と思うが、本市の緑の基本計画では、平成 37年度に 7㎡/人を目指すとしており、そ

の目標を達成できるよう取り組んでいく。 

委員   P14の KPI「犯罪発生件数」について、平成 29年度で大きく下がっている。何か特別

な要素があったのか。 

職員   宝塚警察署から提供いただいている数値である。何をもって減少しているかについて

は、検証が必要であると思うが、色んな要素があると考えている。 

委員   地域ぐるみで「アトム 110番」という活動をしているが、大事な取組である。 

座長   コミュニティがしっかりしているところは犯罪も起こりづらい。 

委員   基本目標３の基本的方向では、コンパクトシティの形成を謳っているが、宝塚市が目

指すコンパクトシティとはどのようなものか。 

職員   宝塚市では鉄道駅が地域核として位置付け、地域核と各住宅地を結ぶ公共交通機関を

活用した利便性の高いまちづくりを目指している。 

委員   コンパクトシティの弊害として、中心部ばかりで再開発を進めたり、色んな施設が集

約されたりするのではないか。宝塚市にコンパクトシティがなじむのかとの素朴な疑

問がある。 

職員   山側にある住宅地、例えば、逆瀬台や中山台、山手台等では、阪急バスの協力により、

地域核とを結ぶ公共交通手段の充実を図ることができており、引き続き充実に取り組

む。また、今後は、平地で地域核から離れた安倉、高司等における公共交通手段の確

保に向けて、民間事業者の力を借りながら取り組んでいく。 

委員   宝塚市では、1つの中心部に全て施設を集めるわけではなく、多極的な形でコンパク

トシティを形成するとのことか。 

職員   そのとおりである。 

座長   コンパクトシティとは、どちらかというと、公共公益施設をどのように配置していく

かという配置計画である。今までは小さなニュータウンの中にも施設を置いていくと

の発想であったが、時代の変化により、地域の拠点となる場所に施設を置き、そこへ

の移動手段をどのように確保するかというコンパクトプラスネットワークという考

え方になっている。施設をどこに配置していくかがポイントとなるが、立地適正化計

画は策定しているか。 

職員   これから検討していく。 

座長   大阪府豊中市の立地適正化計画では、市内の 9割方が誘導地区となっている。市全体

がコンパクトであるとの内容となるが、参考にしていただければ。宝塚市もそうなら
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ざるをえないかもしれない。 

委員   逆瀬川の駅前に「まちかど農園」というコワーキング等のスペースを備えた建物がで

きている。空き家活用の 1 つの方法として、このような成功事例が市内にあるため、

公にその情報を発信してもよいのではないか。その方は、実家をどのように活用する

かを考え、1 階で西谷産の野菜の販売等やオープンカフェを行い、2 階はコワーキン

グスペース、スモールオフィスとしており、宝塚市でコワーキングスペースやスモー

ルオフィスが機能するのかという声もある中、きちんと稼働している。成功事例を情

報発信していくと、空き家活用のヒントになる。また、市ではインスタグラムを運用

しているが、まちかど農園は 1日に何回もアップしており、集客を図っている。市の

ホームページのトップページにアイコンがないため、アイコンをつくる等、より活用

を図ってはどうか。 

座長   うまくやっているところは、個別の良い事例をうまく活用して情報発信し、シェアで

きている。ぜひ積極的な情報発信をしてもらいたい。 

委員   宝塚市において民泊はどう捉えているのか。 

職員   兵庫県下での民泊は厳しい状況にある。空き家の民泊利用について、居住用途なのか

宿泊用途なのかという問題も出てくる。相続の際の問題として記事にもなっていた。 

委員   宝塚保健所に届け出があるはずだが、相談はあるが、届け出は 1件あるかないかとの

状況である。無届のものを全て把握することは難しく、あれば通報してもらうようお

願いしている。兵庫県の民泊に関する条例はすごく厳しいため、積極的に動くように

はなっていない。 

座長   KPI「市民一人あたりの公園面積」について、KPIとしてはよいが、これに縛られず、

めりはりのある公園づくりに取り組む方が効果的かもしれない。市役所のとなりにあ

る末広中央公園は、まちの拠点に大きな公園ができたことにより、周辺の雰囲気を大

きく変えた。また、現在取り組んでいる新庁舎・ひろば整備事業でも、ひろば整備を

予定している。このようなめりはりのある公園づくりが重要である。ちなみに、神戸

市は市民 1人当たりの公園面積が 10㎡を超えているが、森林公園を含めているため

である。それも 1つの考え方で、そこに巨大な森林公園があるということが神戸市の

1つの魅力になっている。私自身が宝塚市役所で夜の会議に出席することが多く、食

堂に行くと閉店時間が早い。新庁舎・ひろば整備において、施設をつくるだけではな

く、うまく使えるような運用をしてもらいたい。 

委員代理 今回の豪雨災害時に通行止めがあったが、道路状況の改善について取り組む必要があ

る。 

座長   宝塚市は谷筋にできているまちであるため、難しい面はあるが、防災面からも重要な

取組となる。普段は鉄道でよいが、災害時における代替輸送機関としてのバスも普段

から利用しておかないと急に電車が止まったときに困ってしまう。今回の豪雨を機に、

代替輸送機関の確保のため、バス利用のキャンペーン等を実施してみてもよいのでは

ないか。 

職員   今回はバス利用がない方も、多くの方が利用されたと聞いている。利用いただかない

と、廃止せざるを得ない路線もある。行政からバス利用について、発信していく必要

があると認識している。 
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座長   その他、事務局から連絡はあるか。 

事務局  4 段階評価シートについてお帰りの際に事務局までご提出をお願いする。次回は、7

月 31日（火）、大会議室で開催する。次回に係る資料は、後日郵送する。 

座長   その他に何かあるか。 

委員   評価をするにあたり、課題が何かを知ることで、その課題への対応等について評価や

意見が可能となる。 

座長   評価シートには、取組内容が淡々と記載されているが、どんな効果があったのか、ど

んな課題が残ったのか、課題にどう取り組んでいくのかがわかる、めりはりのある内

容になれば、非常にわかりやすくなるので、お願いしたい。それでは、以上をもって、

本日の会議を終了する。 


