
平成３０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３０年７月３１日（火）９：３０～１２：００ 

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 

  議題２  地方創生推進交付金の評価について 

３ その他 

 

【会議資料】 

  ○夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議評価票（平成 29年度評価） 

○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） 

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 

株式会社池田泉州銀行 逆瀬川支店長 山田 竜吾 

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） 

1名 

 

【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 

基本目標３ 健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」 

(２)安全で安心、快適な暮らしの提供 

座長   P1の KPI「国民健康保険特定健康診査受診率」について、平成 31年度の目標値は 60％

だが、平成 29年度の実績は 38％である。先日、大阪府岸和田市でも同じ評価を行っ

たが、岸和田市も目標値を 60％としている中で、なかなか実績があがっていない。

厳しい状況であると思うが、抜本的な改善が必要なるのではないか。 

職員   昨年度、特定健康診査等実施計画や国民健康保険データヘルス計画の検討を行う中



で、レセプトデータ等を基に受診率向上に向けて議論を行った。予約のハードルを低

くするため、平成 30 年度から健康センターでの健康診査について、スマートフォン

で市 HPから WEB予約ができるよう準備を進めている。また、市の健康ドック以外へ

の助成を検討していきたいと考えている。 

委員   平成 29 年度の取組により、子宮頸がん検診は受診者数が増加したとのことだが、具

体的にはどのくらい増加したのか。 

職員   平成 28年度は 5,187人であったが、平成 29年度については 5,596人となり、約 400

人増加したが、受診率にすると 0.1ポイントの増加であるため、大きな効果が出たと

は言い切れない状況である。 

委員   P2の KPI「市民アンケートの『宝塚市内に住み続けたい』と思う市民の割合」につい

て、平成 28 年度の数値が 81.3%となっているが、どのように市民アンケートを行っ

ているのか。 

職員   市内 3,000 人の市民を対象として、2、3 年に 1 度、市民意識調査を実施し、定点比

較を行っている。 

委員   81.3%という数値はどのように捉えているか。 

職員   現状の数値よりも高い数値をめざすと目標設定しているが、地域をいかに元気にする

かとの観点に立つと、市域全体の数値を一律に把握することも大切だが、市内各地域

の市民満足度を高めていけるような考え方も重要だと考えている。 

委員   P3の災害に強いまちづくりの推進について、KPIや評価の記載内容を見ても、実効性

のある取組をしていると感じるため、4段階評価における自己評価のＣは厳しい評価

ではないか。 

座長   設定している KPIはアウトプット指標が多い。例えば、消防サポート隊を発足は、ア

ウトプットとしての成果であるが、それが効果的に運用できているかとの視点に立て

ば、もう少し展開の余地もあったかもしれない。 

委員   P4 のまちづくり協議会について、共通した課題は何か。また、市民活動の支援及び

育成については、646件の支援を行ったとあるが、どのような相談があるのか。 

職員   概ね小学校区を範囲として、20 のまちづくり協議会がある。まちづくり協議会の中

核は自治会であるが、自治会は狭いエリアでの組織であるため、そこでは解決が難し

い課題に対応するため、より広いエリアを対象としたまちづくり協議会による様々な

活動が行われている。各地域に課題はたくさんあるが、まちづくり協議会を運営して

いくための大きな課題の１つとして、地域の皆さんにまちづくり協議会が浸透してい

ないことが挙げられる。昨年度、まちづくり協議会を PRするため、その活動内容や、

各エリアの市民や事業者は、まちづくり協議会の構成員であること等を記載した紹介

チラシを作成し、全戸配布を行った。さらに、まちづくり協議会の運営に係るガイド

ラインの作成等も行った。引き続き、まちづくり協議会で活動している市民と協働で

地域課題の解決に取り組んでいく。市民活動支援について、市民活動団体の設立や活

動を継続するための方法等への相談があった。支援事業の委託先である宝塚 NPOセン

ターとともに、きめ細かな対応をしていきたいと考えている。 

委員   宝塚 NPOセンターでは、市の委託事業として市民活動団体への相談、支援を行ってお

り、NPO法人設立に係る相談や設立後の運営、資金繰り等の相談があり、相談に応じ

るとともに、それらに関する講座も実施している。最近の傾向としては、若い人たち

の起業が増えており、また、シニアの方々がグループホームのような活動をされたり

もしている。まちづくり協議会への支援としては、ブログでの情報発信支援等を行っ

ている。 



座長   私も宝塚市協働のまちづくり促進委員会の委員として参加し、お手伝いをしている

が、まちづくり協議会の役員の方も何名か委員として参加され、まちづくり協議会の

運営等について、時間をかけて議論をしてきている。多くの市民の積極的なまちづく

り協議会活動への参加を促すためには、まちづくり協議会の体質や雰囲気を変えてい

かないといけないという意識を持っていただいている。今後、成果が出てくると思っ

ている。元気な 20代から 40代前半の方々が社会活動を始めているが、まちづくり協

議会と連動するような動きが宝塚市で生まれてくることを期待している。 

委員   P2 に記載しているコーポレートフェローシップ制度の活用について、素晴らしい取

組だと思うが、そこで得た成果をどのように生かそうとしているのか。 

職員   IT の先端企業である Yahoo 株式会社と業務に取り組むとともに、ワークショップ研

修を実施し、参加した若手職員からは大変参考になったと聞いている。それ以後は、

市が持つデータの有効活用について検討するため、庁内で若手を中心とした勉強会が

開催されている。 

委員   具体的にどのデータをどう生かすのかを教えていただきたい。 

職員   例えば、健康づくりという観点で、健診データを活用し、健診率を上げるためにはど

のようにすればよいのかについて仮説を立て、方策を考えていくことが考えられる。

また、QGIS を活用すると、市内の地域別に、独居世帯がどの程度の割合で分布して

いるのか等がわかる。そのような手法を使って、数字を可視化したデータを市民に公

開し、市と共に活用いただくことを考えている。 

座長   QGISを市役所全体で活用しているのか。 

職員   現在は、健康福祉部地域福祉課で活用を図っている。 

座長   奈良県生駒市では、経験と勘だけで政策をつくるのをやめ、客観的なデータ分析の上

で政策をつくっていこうと動き出している。データに基づいた政策形成について、健

康福祉部から発信し、全庁に広めてもらいたい。将来的には市民もオープンデータを

自由に活用して自分たちの地域を分析できるようになることを期待している。まちづ

くり協議会がまちづくり計画の見直しを行っているが、そこでもデータを活用しなが

ら取り組むことができれば、地域の自主的な課題解決にもつながる。 

委員代理 P4で、KPIに「議決機関のあるまちづくり協議会数」を設定しているが、議決機関の

有無により何が違うのか。 

職員   もともとの意図は、地域活動を行う執行機関だけではなく、議決機関があることで、

より民主的な運営が可能になるのではとの思いで設定しており、第 5次総合計画でも

指標として設定している。現状では、執行機関と議決機関を設置することが民主的な

組織なのかとの議論があると認識している。今後、第 6次総合計画策定の議論を進め

る中で、改めて議論をしていこうと考えている。 

座長   もともとは、一部の役員が恣意的にものごとを決めず、民主的に決めていけるように

との思いで指標を設定している。しかし、議決を行う方々による活動する方々への圧

力的な言い方につながる可能性もあるとの考えから、より民主的な運営に係る成果が

わかる指標の設定について、協働のまちづくり促進委員会でも話をしている。 

 

基本目標３ 健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」 

（３）良好なまちなみと豊かな環境の保全 

座長   宝塚市に限った話ではないが、P6 の KPI の「温室効果ガス排出量削減」は苦戦して

おり、また、P8の KPI「ごみ焼却処理量」についても同様である。環境意識の高い方

は環境に配慮した行動をするが、そうではない方への触手を伸ばさないと削減につな



がらない。非常に難しい課題であると認識しているが、環境への意識が十分ではない

方への啓発活動について、どのような工夫をしているか。 

職員   温室効果ガスについては、東日本大震災の折に、原子力発電所が停止し、関西電力が

火力発電所を主力としたことから、どうしても CO2が増加してしまうことになる。実

際には、電力消費や都市ガス利用は減少傾向にあり、2009 年度の CO2 排出量の関西

電力の係数で計算し直すと、平成 27年度の数値は 568千ｔとなり、基準値よりもか

なり減ってきていることになる。市民には一定の省エネ行動を行っていただいている

と考えている。 

座長   KPIの数値を追いかけるというよりも、総合的に考えた時に、環境への関心の高い方

には伝わっていても、全市民まで伝わっていないのではないか。具体的に私が関わっ

ている事例で言うと、無関心な方にはなかなか触手を伸ばしにくいため、地域福祉や

子育て等への社会的関心を持った方に対して環境意識を持ってもらうように工夫を

しているところがある。例えば、国際交流と環境のイベント組み合わせたり、様々な

テーマを組み込んだ連続講座の中に環境講座を入れたりすることで、今まで環境には

あまり関心がなかった方々に対してアプローチをしてみたり、あるいは、子育て層に

対して、このままの状態で子どもが大人になった時に地球環境が大丈夫なのかという

形で呼びかける等の工夫もある。宝塚市でもそのように工夫して取り組んでいるか。 

職員   ご意見いただいたように、より広く環境への関心を持ってもらえるよう工夫して取り

組んでいる。例えば、文化創造館でのお祭りで、子どもたちにも環境への意識を持っ

てもらうような、エコバッグづくりを実施したり、サイエンスショーという形で CO2

や電気をテーマとして親子連れで科学実験を行い、環境への意識を高めてもらえるよ

うなことをしている。また、今年は、家庭の中では大きな電力消費量を占める冷蔵庫

にスポットをあて、古い冷蔵庫を探すキャンペーンを実施しており、7月上旬から応

募を開始し、現在 100 件以上の応募をいただいている。50 年程前の冷蔵庫が出てき

たりしており、11 月のイベントで結果を発表する予定としている。市民の幅広い層

に環境への意識を持ってもらうための取組を今後も継続して実施していきたいと考

えている。 

座長   このあたりが 1つ大きな勝負かと考えている。気温が上がり、異常気象が起こってお

り、自分たちの生活がその原因となっているというところまで市民の意識を持ってい

くことへの厳しさはあるが、頑張っていただきたい。 

委員   P8 でスマートフォン用ごみ情報アプリを導入したとあるが、知らないとの声も聞い

たこともある。現在のダウンロード数はどれほどか。 

職員   市 HP への掲載や市広報誌での特集、イベント時の周知活動等を行っており、アプリ

開始以降、約 1年半で 7千ダウンロード数に近づいているような状況であり、今後も

より多くの方に配信したいと考えている。自治会ネットワーク協議会からアプリにつ

いて周知していきたいとの依頼をいただき、団体にまとめて周知していくことでダウ

ンロード数が増えていることも確認できているため、組織に紹介していくことは有効

だと考えている。 

委員   P5の KPI「市民アンケートの『都市景観』に関する現在の満足度」について、基準値

である 30.3%の高い低いについて担当部署の認識を伺いたい。 

職員   現状値が把握できていないのが現状であるが、違反広告物は減少してきている状況で

はある。 

委員   宝塚市はきれいなまちだと感じている。景観を保つという努力は大変重要であると考

えるが、KPIの数値としては低いと感じる。また、P7の KPI「市民アンケートの『豊



かな自然環境が保全されている』と思う市民の割合」について、平成 28年度の約 60％

は、市民から自然環境を大事にしていると一定の評価を受けていると感じる。総合評

価でも様々な取組を記載しているが、担当部署では、パーセンテージを上げるために、

今後何をしようとしているのかを伺いたい。 

職員   自然環境保全のために、例えば、環境保全団体にお手伝いいただきながら行政側があ

る程度主導してエコ講座を行っているが、最終的には、市民による自発的な講座の開

催をめざしている。その一環で、環境マイスターという制度も設けている。その他各

種取組についても継続して実施していく。 

委員   家庭系ごみ量が約 1％削減できたとあるが、この結果から、ごみが減ったとの実感を

持てるのか、また、ごみを 1％減らすためにどれだけ大変なのか等、ごみを減らす努

力や苦労話を伺いたい。 

職員   市民の皆さんに努力していただいていると実感している。これまでは、ごみの総量を

減らそうとの考え方であったが、改訂した一般廃棄物処理基本計画では、燃やすごみ

を減らそうとの考え方に切り替えている。家庭ごみを大きく削減していくのは至難の

業だと考え、再利用やリサイクルに取り組み、これ以上資源として使えないところま

で使用すれば、燃やすごみの量が減ることになる。ごみの量の削減については、生ご

みの水切りにより、燃やすごみの量を減らすという細かな努力のところまできてい

る。もちろんごみの量を減らす視点は重要であり、そちらも継続して粘り強く取り組

みながら、特に燃やすごみを減らすことを発信していく。 

委員   燃やすごみを減らすための情報発信はどのように行っているのか。 

職員   一般的な方法として、市 HPや市広報誌となる。また、公立市立含めて、小学校 4年

生にクリーンセンターに来てもらって、施設見学をしてもらうことで子どもの時から

ごみの削減等への意識を持ってもらえるよう取り組んでいる。さらに、主に自治会等

の中からごみゼロ推進員になっていただき、モデル的にごみの減量や資源化を行って

いただくことで、じわじわと地域での取組が広がりをみせていくような取組も行って

いる。先ほど話があった、スマートフォン用ごみ情報アプリも若い世代を意識した、

効果のある情報発信ツールと考えている。 

座長   私が学生時代に教えていただいた先生は、廃棄物めがねをかけようと言っていた。世

の中にあるものは、最終的には全てごみになると考え、ものを持たない生活をするこ

とでごみの発生を抑えることができるという意識を持とうという教えである。啓発に

おいては、シンプルライフという、ものを持たない生活がごみを減らすことにもつな

がるといった、おしゃれなアピールの方法も検討していただければと思う。徳島県上

勝町では、ごみゼロをめざしており、役場がごみの収集を行っていない。全てごみス

テーションに持ち込んでもらっており、自分がごみを排出していることへの意識につ

ながっている。ごみ収集を行っている自治体がほとんどであり、悩ましい面もあるが、

宝塚市でも、ごみを出している意識を持ってもらえるような施策に取り組んでいただ

きたい。先ほど話が出ていた都市景観に係る KPIの 30.3%は決して高くないと思って

いる。宝塚市民は、そもそも持っている基準値が高いように思う。もともと景観に期

待していない場所では、最初から景観への期待が高くないため、景観が綺麗になると

評価を得やすいが、宝塚市民の期待値が高いために、評価がシビアになるのではと考

えられる。超高層マンションが増えており、景観を壊しているのではないかとの声も

ある。そういう意味では、景観への期待が高く、KPIの数値が決して高くはない現状

は、市役所にとって非常につらい状況とも言える。 

委員代理 P7の KPI「市民アンケートの『自然環境保全の活動に参加している』市民の割合」に



ついて、6.9%という目標数値は非常に低いと感じる。ごみのポイ捨てキャンペーン等

に参加されている方等を知っており、感覚的にはもう少し高い数値になるのではない

かと思う。アンケートでは、どのような設問となっているのか。 

職員   KPIにある文言を使った書き方をしており、アンケートに回答した市民の方が個人等

でされている部分まで含めて回答しているかは把握できていない。 

委員代理 シルバー人材センターや地域団体等が取り組んでいるため、設問の仕方をもう少し考

えることで、今よりも多少高い結果が出るのではないか。ごみのポイ捨ては景観面か

らして、非常に目につくところである。環境保全活動への参加者が増加し、より KPI

の数値が上がるよう、機運醸成に努めていただきたい。 

職員   市民一斉清掃等の取組も行っているため、設問について検討する。 

座長   都市景観も含めて、環境は、市民の意識が向上しないと効果が現れてこない分野であ

るため、苦戦もやむを得ないと思っている。環境部以外も含めての話にもなるが、街

頭啓発活動やフォーラム等で配布するティッシュや記念ボールペン等は、全て最終的

にはごみになる。全く使われないまま捨てられることもある。そのような行動をやめ

ることで、ごみの減少につながるという意識も市役所全体で持っていただきたい。ま

た、本日の資料も最終的にはごみになるため、会議でのペーパーレス化等も考えてい

ただければと思う。 

委員   ゲーム感覚で参加できる古い冷蔵庫を探すイベントは、おもしろいと思う。例えば、

宝塚音楽回廊は、宝塚市にとって大きなイベントであるため、そこで環境や健康等の

イベントもできれば良いのではないか。 

座長   やっていなければ検討してみてはどうか。ステージの上でミュージシャンが「健康診

断に行ってますかー」という掛け声をしてから演奏が始まる等といった形も 1つでは

ないか。 

 

基本目標３ 健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」 

（４）北部地域のまちづくり 

委員   北部地域における解決すべき最大の課題が何かを確認したい。P9 の KPI である「北

部地域の世帯数」の減少をどう食い止めるのかが一番の課題と考えてよいか。 

職員   最大の課題は人口減少、世帯数の減少だと考えている。昨年度に、北部地域まちづく

り基本構想を策定し、基本的目標として人口の維持を掲げている。 

委員   そのための施策はどのようなものか。 

職員   具体的施策では、市街化調整区域における都市計画制度の弾力的運用としているが、

定住人口の維持のためには、制度面だけではなく、産業も密接な関係があるため、総

合的な取組を進めていきたいと考えている。 

座長   新名神高速道路沿いのいくつかの北部地域のような場所で活性化のお手伝いをして

いる。住民の方々は、自分たちの子どもが働いたり結婚したりして山間部からまちへ

出て行き、人口が減り、困っていると言うが、市の問題という以前に、家族の問題で

もあると伝えている。このような地域の活性化では、住民にしっかりと当事者意識を

持っていただいた上で一緒に考えることが重要である。また、宝塚北サービスエリア

は好調であるため、名産品等の PRに限らず、居住の魅力を発信する 1つの拠点とし

て活用し、住む人を増やしていけるような試みに取り組んでいただきたい。 

職員   居住という視点から取り組むことの必要性は常々感じている。しかし、地域の中で直

ちに住むことが出来る家がない。先ほどの意見のとおり、家屋を所有している方々の



問題でもあり、地域の高齢の方々には、この家をどう処分していくのかと突っ込んだ

話を投げかけたりしているが、なかなか動きはない。どのように働きかけをしていこ

うかと苦慮しているところである。 

座長   地域によって戦略は異なると思われるが、私がお手伝いしている地域では、世帯の中

でも、女性に協力をお願いした方が、話が進みやすい実感を持っており、女性会等を

中心に働きかける戦略をとっている。地域の方々が真面目に自分の仕事に取り組もう

とすればするほど、地域のことは市役所に頼ることになる。言いづらいことだが、場

合によっては、市は撤退するという逃げの姿勢も必要なのかもしれない。市が色々と

取り組んでも、地域の方々の当事者意識がないとあまり効果が出ないため、そこが重

要である。まちづくり協議会にも関わる話だが、三田市の高平に、「さとカフェ」と

いうカフェができた。移住してきた若い女性が中心となって運営しており、地域で若

い人たちを中心としたグループが動きはじめた。前向きな方々が動くことで、地域が

変わってくる。宝塚市の北部地域でも、そのような変化が出てきているため、全ての

方々に手を貸すのは難しいが、元気な方々と一緒に盛り上げていけるような活動を増

やしていくことで、地域の雰囲気を変えていけるのではないか。また、他の地域のま

ちづくり協議会においても、そのような役割を担っていただけることを期待している。 

委員代理 宝塚市の地方創生で、どこを議論するかと言えば、北部地域ではないかと考えている。

新名神高速道路ができることで、隣の猪名川町では物流集積拠点の開発を進めており、

川西市や箕面市でも雇用を生むためのまちづくりに取り組んでいる。北部地域におい

ては、今生活している方々も大事であるが、魅力を感じて移住してくれる人が住める

状況ではないことが課題ではないか。北部地域で生まれても、大学生になれば外に出

ていき、雇用が無いために帰ってこないことになる。この状況を変えていくための地

方創生総合戦略である。現状を乗り越えていく施策が必要である。 

座長   地域の方々が将来像を描き、どのように自分たちの力で実現していくかが大切である。

シビアな話をすると、猪名川町でも総合計画の策定についてお手伝いをしているが、

外部資本に頼って地域の活性化を図ったとして、20 年、30 年後もそれで大丈夫かと

の思いもある。自分たちの力で活動をしてもらえた方が、長期的な観点から長く活動

が続いていくのではないか。 

 

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   この基本目標３は、市民の協力無しには進まない施策ばかりであるため、いかに市民

とともに歩んでいけるかという視点で頑張っていただきたい。共に歩むべき 1つの柱

はまちづくり協議会であると考えているため、市役所各部署において、まちづくり協

議会と協力して施策を進めていただくとともに、まちづくり協議会でのまちづくり計

画の見直しにおいて、総合戦略の施策を地域で受けとめてもらい、一緒に歩んでいた

だくことを期待している。 

委員代理 総合戦略全体を通して、市民アンケートに係る KPIの目標値について、基準値以上を

めざすとしているものが多い。施策ごとに、より伸ばしていくべきものや基準値以上

とすることが精一杯のものもあると思われるため、一律ではなく、めりはりをつけて

目標設定をしてもらえていた方が良かったのではないかとの感想を持った。 

座長   前回の会議でも発言したが、「…した。」との記載が多い。それだけではなく、これ



だけのことができたとの成果、残っている課題、課題に対する方策を記載してもらえ

ると評価がしやすい。 

 

地方創生関連交付金 

Ｎｏ1 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   1つ 1つの事業は一生懸命取り組んでいるのはわかるが、もう少し大きく捉え、今ま

でとは異なる見方をしていくべきではないか。地域資源を組み合わせ、国内外の観光

客を誘客し、消費の活性化を図るとしているわりには、この事業内容では物足りない

と感じる。宝塚歌劇や手塚治虫記念館だけでなく、宝塚温泉や競馬場、清荒神や中山

寺、北部地域にはゴルフ場や自然があって武田尾温泉がある等、宝塚市の資源を上手

く組み合わせて宝塚での過ごし方、楽しみ方をもっと提案していかないといけない。

インバウンドには総合的かつ複合型のリゾート地としての過ごし方、楽しみ方を謳っ

ていくべきである。個別の事業内容を見ると、また、一生懸命に取り組んでいるのは

わかるが、総括評価シートで、事業を進める中での課題・苦労がほとんどなかったと

しているのは非常に残念である。取り組んでみて、何か課題は出てくると思う。 

座長   事業費が一番大きいのが手塚治虫記念館に係る事業であるが、費用対効果を測定して

いるか。また、その効果を記載しているか。具体的には、手塚治虫記念館の事業で、

タイ語とフランス語のパンフレットを作成しているが、タイ人やフランス人の観光客

にアンケートをとったりしているのか。他の事業についても、取組後の成果や効果に

ついての記載が弱い。事業がやりっ放しになってしまうと、課題が見えてこない。 

事務局  事業効果の検証が具体的にできているのか、担当部署に確認はできていないが、今後、

費用対効果を意識していくことを共有する。 

座長   今挙げたのは 1つの事例であり、他の事業もやりっ放しにせずに、効果測定をしても

らいたい。また、1つ 1つの事業の内容はわかるが、パッケージングする時に、しっ

かりとした柱を立てた方が良いのではと感じた。宝塚市の市民ワークショップをお手

伝いする際にはいつも、宝塚の文化の大半は阪急電鉄がつくったものであり、そろそ

ろ宝塚市民がつくる宝塚文化に変えていきませんかとのお願いをしている。宝塚ファ

ミリーランド、ガーデンフィールズと阪急が宝塚市から撤退を始めているため、市民

文化との視点から、宝塚ならではの文化を創り出す転機なのではないかと思っている。 

委員   年間の観光客が 800 万人を超えているというのは、観光産業が潤って仕方がないと

いう状況でもおかしくないと考えているが、清荒神で約 300万人、宝塚歌劇で約 100

万人、中山寺でも約 100 万人来ている等、観光客数の割にはお金が落ちていないよ

うな印象を持っている。前回の話で出た創造都市の話にも関連するが、創造都市のよ

うな方向性で文化施策に力を入れて取り組むことで人に来てもらうのか、観光を主体

として観光客に来てもらって、にぎわいを生み、お金を落としてもらって豊かになろ

うとしているのか、そのあたりがはっきり見えてこないため、はっきりさせた方が良

いのではないか。国際観光協会では、観光に来てもらってにぎわいがあるまちにした

いと考えているが、市は文化施策に力を入れて、人に来てもらおうとしているように

思われ、そのあたりの違いがあると感じている。 

座長   文化芸術施設・庭園整備の関係で、文化創造館でのワークショップ等に参加する際に、



阪急清荒神駅から歩いていくが、その間の道は楽しい道かと言われるとそうでもない。

それぞれの拠点をつなぐような方策があれば、観光や文化の施策がより有機的につな

がっていくように思う。阪急清荒神駅から阪急宝塚南口駅まで楽しく歩ける等、道路

整備も含めたネットワーク化も積極的に検討していただく中で、より良いパッケージ

ングもできていくのではないか。宝塚市全域においても、阪急宝塚線、阪急今津線、

JR 宝塚線といくつもルートを選べる立地であるため、北部地域へバスで運ぶような

広域的なネットワークに、取り組んでいる事業をうまくぶら下げていけば、より有機

的な観光や文化の連携が図ることができるのではないかと期待している。 

 

Ｎｏ２ 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～ 

座長   「ときめく日々が、たからもの。宝塚」というキャッチフレーズがあるが、この事業

によって、どのようなときめく日々を送ることができるのか。 

職員   平成 28年度に宝塚市シティプロモーション戦略を策定しており、その中では女性を

ターゲットとし、ブランドロゴメッセージを「ときめく日々が、たからもの。宝塚」

としたため引用した。平成 29年度の事業では、イメージ戦略的に女性を意識した動

画やライフスタイルブック等の製作を行った。 

座長   ときめく日々とはどのような日々なのか、また、日々がときめくためには何をやって

いけばいいのか、さらには、取り組んだ結果、日々がときめいたのかを考える必要が

ある。大阪府茨木市では、色んなイベントが週末どこかでやっていて、わくわくする

と言う人が多い。また、茨木市では、最近社会実験を行っており、例えば、JR 茨木

駅の 2階にあるスカイパレットという場所で年間何回か使用したい方を募集し、ジャ

ズコンサートや手作り市をおこなう等、市民がやりたいことを実現できるように取り

組んでいる。そのような取組が、ときめく日々につながっていくのではないか。ター

ゲットを絞り込みつつ、どの人のどのような気持ちをときめかしていくのかというと

ころを戦略的に考えていくと、より効果的な取組が可能になるのではないか。 

職員   そのあたりの部分は課題だと認識している。平成 29 年度は、初年度ということもあ

り、まずはイメージ戦略的な取組しかできていない。動画やライフスタイルブック等

は良いものができたと思っているが、次の展開をどのように図っていくか、他の各施

策にシティプロモーションをどう落とし込んでいくのかは、今後の課題である。 

座長   ときめいている人たちをうまく巻き込み、その人たちに活動してもらい、ときめきを

広げてもらうようなシナリオを描いていただきたい。 

職員   インスタグラムを活用し、一般の方に「たからづかなフォトグラファー」として登録

いただき、宝塚市のときめく日常を投稿してもらうことで、協働でシティプロモーシ

ョンを行っている。また、市からもスポットの紹介やのイベント情報を投稿する等、

情報発信を行った。 

座長   大学と連携し、外国人留学生に宝塚歌劇を見てもらい、SNSで発信してもらっている

が、実績としてのインスタグラムフォロワー数や「いいね」数では物足りない。 

職員   シティプロモーションのインスタグラムでは、フォロワー数は 4千数百人、「いいね」

も投稿する度に 500程度いただいており、1,000を超えたこともある。 

座長   目標の設定はしているか。 



職員   インスタグラムを使って情報発信を行っている自治体で、特に多くのフォロワーや

「いいね」を得ている市の数値をめざして取り組んでいる。 

座長   どのような投稿に多くの「いいね」がつくのか分析しているか。 

職員   花の綺麗な時期に写真をあげる時等が「いいね」が多い。少し地味な写真、例えば新

しい施設がオープンする際の写真をあげた時等は「いいね」が少なかった。 

座長   PR活動の効果測定を行い、効果の向上につなげてもらいたい。 

委員   私どもの会社にも持ってきていただいた素敵なライフスタイルブックやポスターを

店内に配架しており、社員やお越しになられたお客様にも好評であったが、好評を得

るにとどまった印象を持っている。すごく良いものを作成されているので、次につな

げていただきたい。 

委員   指標の観光消費額はどのように算出しているのか。 

職員   県から提供されるデータ等に係数をかけて算出している。 

委員   この観光消費額はシティプロモーションの結果としての数値か。 

職員   パッケージ事業の中でシティプロモーションを行っているが、他の事業へのシティプ

ロモーションの考え方等の落とし込みが今後の課題となっている。もともとシティプ

ロモーションは、交流人口や定住人口の増加、にぎわいづくり等が目的であるため、

これらの指標を設定している。 

委員   社会増減における転入超過数は増加している。市としてはどのような評価をしている

のか。 

職員   ここにぶら下がっている事業の結果として社会増減における転入超過数が増という

結果が出たと言いたいところだが、住宅供給状況等も影響してくるため、積極的に事

業が結果につながったとは言いづらい面がある。 

座長   効果測定の手法を考えていただきたい。大学の講義で、なぜこの学部に入ったのかを

聞くと、年に数人、私の講義を聞いて決めたと言ってくれる学生がいる。講義で伝え

たことが、しっかりと伝わっているという実感が湧く。そういった実感を伴う、きち

んとした効果測定ができるよう工夫をしていただきたい。 

 

Ｎｏ３ 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～ 

委員   エイジフレンドリーシティの取組は、市民にあまり広がっていない。記載している公

園リノベーション事業に取り組んでいたのは知っていたが、エイジフレンドリーシテ

ィの一環として取り組んでいることは知らなかった。このような機会を捉えて、積極

的にエイジフレンドリーシティを市民に PRしていただきたい。 

座長   生駒市にコミュニティパーク事業という取組がある。市も支援をしながら地域が主体

となってワークショップを開催し、計画をつくって、公園をリニューアルしていく事

業である。ワークショップの参加者を中心に維持管理にも取り組んでもらっており、

事業を通じてコミュニティの再活性化を図っている。私はその審査をしているが、一

部の役員で計画づくりをするのはなく、100人規模のワークショップをやってくださ

いとお願いしている。宝塚市でも、ハードとソフトをうまく組み合わせて事業を展開

していただきたい。 

 



全体を通して 

委員   今回の有識者会議に参加し、市の取組を知ることができ、大変勉強になった。地方創

生推進交付金の採択を受けている各事業の経費の内訳や実施内容はよく理解ができ、

本当に皆さんが頑張っていることがよくわかるが、評価になると主観的な内容になっ

ている。取組による成果としての数値や市民がどのように感じたのか等、客観的な評

価も必要である。一番大事な成果が見えづらく、残念だとの感想を持った。今後はそ

のあたりを記載してもらいたい。 

座長   それでは、議事はこれで終了する。その他について、事務局からお願いする。 

事務局  いただいた意見に対しては、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、議会へ報告し、ホームページ

でも公表を行っていく。 

座長   それでは最後に私から市職員の方に 2点お願いしたいと思う。1点目は、事業をやり

っ放しにしないでほしいということである。しっかりとした事業評価をしていただき

たい。2点目は、事業内容も、評価も、もっとめりはりをつけていただきたい。飛び

抜けないで、着々と真面目に仕事に取り組んでいるが、めりはりをつけて取り組んで

いただくと、わかりやすい事業、わかりやすい評価につながっていく。駒市がおもし

ろくなってきており、飛び抜けた職員が増えてきている。阪神間では尼崎市がそのよ

うになってきているように感じる。地域包括ケアに取り組んでいた職員がフォーブス

に取り上げられた。これはすごいことである。また、地方公務員がすごいと思う地方

公務員を選ぶ、地方公務員アワード 2017で選ばれた 12人のうち、生駒市職員が 2人

選ばれている。また、頑張っている職員のやる気を、他の職員にも広げていけるよう

な職場の雰囲気づくりも、とても重要であると思っている。そのような空気ができて

くると、めりはりのある仕事や評価にもつながっていく。今後は、事業のアピールを

していただくために、場合によっては 1人 5分程プレゼンをしていただくような場面

もあってもよいかもしれない。今年度も事業を進められていると思うが、良い効果が

出ることを期待し、今年度の有識者会議を終了する。 


