
３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

　市民の生命、財産を守るための地域の防災力の向上、防犯意識の啓発を推進します。ま
た、豊かな生活を支え、災害に強く安全で安心な施設整備を推進します。
　住み慣れた地域で、地域と連携しながら市民一人ひとりが健康で元気に安心して暮らす
ことができるまちづくりを推進します。

基本的方向（3）　良好なまちなみと豊かな環境の保全

　「宝塚らしい景観」の維持・形成につながる環境づくりに取り組みます。また、地球温
暖化対策として、環境に対する意識向上とそれに基づくライフスタイルの実践として、省
エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入を図り、持続可能なまちづくりを推進しま
す。
　また、市街地、市街地近郊での環境の保全と創造に取り組み、環境負荷の少ない循環型
社会の構築に向け、ごみの減量・資源化を推進します。

基本的方向（4）　北部地域のまちづくり

　都市近郊でありながら中山間地域の様相の北部地域が抱える諸課題を解決するための総
合的施策を展開します。
　また、平成29 年（2017 年）の新名神高速道路の開通を契機に、地域資源を生かして広
域に情報や人の交流を促し、地域の活性化を図ります。

基本的方向（2）　安全で安心、快適な暮らしの提供

基本目標

　子どもや高齢者をはじめすべての市民が、地域のなかで健康で安心して暮らすことがで
きるよう、ハード、ソフト両面において環境を整備し、健康で安心して暮らせる住みやす
いまちをめざします。
＊また、北部地域は、里山と農地が保全されている自然豊かな地域ですが、人口減少と高
齢化の進行により生活環境への影響が懸念されることから、交流促進と定住促進により元
気なまちをめざします。

基本的方向

基本的方向（1）　地域を支える基盤の整備

　多様な都市機能を集約したコンパクトシティの形成を見据え、社会インフラ（道路、交
通、公園など）の充実や良質な住宅ストックの活用を図り、安心で快適なまちづくりを推
進します。
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

国民健康保険特定健
康診査受診率

％
38.5

（H26 年度）
38.7 38.0 38.0 60

市民アンケートの「意識
的に健康づくりに取り組
んでいる」市民の割合

％
54.0

（H26 年度）
- 57.5 - 54以上

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（２）安全で安心、快適な暮らしの提供

３－（２）－①

健康福祉部　市民交流部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○国民健康保険特定健康診査受診率は、平成28年度と同様であり、平成29年度の目標値である60％に達してい
ない。平成29年度は、宝塚市国民健康保険データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画が終期となることか
ら、事業評価を行い、次期計画を策定した。特に、特定健康診査の受診率向上対策として、受診者がより手軽に受
けることができるよう、健康センターでの健診について平成30年度からのWeｂ予約の導入に向け準備を行った。

○乳がん検診、子宮頸がん検診の受診勧奨通知については、これまでの事業評価から、過去に受診歴がある人
に送付した方が受診される傾向があるため、平成28年度までは年齢のみで対象者を決めていたものを、平成29年
度は、死亡率の高い年齢層や受診歴を考慮して選定した。その結果、子宮頸がん検診については受診者数が増
加した。

○介護予防活動として実施している「いきいき百歳体操」のグループ数は、平成28年度の69から、平成29年度は
101へと広がり、各グループが継続して運営されている。75歳以上の人の参加が多いことから、健康上問題となりや
すい口腔機能や低栄養について専門職を派遣し啓発を行っている。

　平成29年2月に実施した一般高齢者調査等によると、65歳以上の方の健康づくり活動などへの参加意向は高い
が、きっかけがないことを理由に参加できていない人がいる。健康づくりや介護予防を進める上で、健康づくりに関
する意識啓発に加えて、多様な社会参加の機会を充実させる必要があり、庁内関係課や関係団体との連携が必
要である。

具体的施策

①地域の健康づくりの推進

◇市民が地域のなかで健康に暮らすことができるよう、各種健康診査の受診促進を図るとともに生活習慣病の重症
化予防のための保健事業を充実するほか、市民が健康づくりに積極的に取り組むことができる地域の健康づくり活
動や介護予防活動を支援します。

＊特定健診やがん検診の受診促進
＊保健事業の充実
＊地域の健康づくり活動の支援
＊介護予防活動の支援

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

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

％
79.8

（H26 年度）
－ 81.3 - 79.8以上

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（２）安全で安心、快適な暮らしの提供

３－（２）－②

主な担当部　　                 健康福祉部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

具体的施策

②エイジフレンドリーシティの推進

◇住み慣れたまちで生涯を過ごすことができるよう、これまでの市の取組を高齢者目線で見直すとともに、高齢者
による多様な社会参加を促すため、「エイジフレンドリーシティ行動計画」を策定し、取組を推進します。

＊超高齢社会に対応したまちづくりの推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

〇H29年度は補正予算議決後、エイジフレンドリーシティを推進するため3箇年に亘る事業の提案をプロポーザル
方式により公募し、10月から事業委託を開始した。初年度は公募市民と行政職員が協働で本市がエイジフレンド
リーシティになるための「ものさしづくり」のワークショップを運営することにより、H30年度から実施する具体的なモ
デル事業のアイデア出しと今後エイジフレンドリーシティの取組を核となって担い、発信するリーダー的存在となる
人材の発掘を行った。平成30年度は、ワークショップで得られた人材を中心に「（仮称）縁卓会議」を設置し、モデ
ル事業の実践とエイジフレンドリーシティのさらなる普及啓発に向けた取組を実施する。

〇併せて、上記ワークショップにおいて、市民と行政が一体となって課題解決型の新しい協働の形をつくるために
は、行政の持つ情報を分かりやすい形で市民と共有することの重要性を確認している。H29年度は行政課題の解
決のため企業から職員を3箇月間派遣していただくコーポレートフェローシップ制度を活用し、Yahooジャパンの職
員とともにＱＧＩＳを用いたヒートマップ作成手法を学ぶとともに、高齢者向け事業の年代別検索システムを試作し
た。また、働き方改革をテーマに市とYahooの若手職員によるワークショップ研修を実施し、業務の枠にとらわれず
にアイデアを出す思考の柔軟性を体感した。

〇市民向け講座では、東京大学高齢社会総合研究機構の秋山弘子氏を講師に迎え、生きがいを持って働くこと
の重要性と社会システムの転換について講演いただいた。その際、柏市の生きがい就労の取組や産官学民（地
域）の協働による地域の課題解決、サービス開発を目指すリビングラボの取組を紹介いただき、本年4月にリビング
ラボの研究会に参加し、他市取組の情報収集を行った。

　多くの市民が「お互いさま」で活躍し、人が交わり、行動することによって地域を活性化させるとともに、それらを
誘引する場や機会を行政が提供することができるように、市民、職員一人ひとりの行動変容へとつなげるための取
組を一歩ずつ進める必要がある。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

自主防災組織活動率 ％
77.2

（H26 年度）
85.2 86 97 100

消防サポート隊の発隊 －
なし

（H26 年度）
- 創設 創設

市内全24 時間コンビニ
エンスストア（現在52 店
舗）にAED を設置

店舗
20

（H26 年度）
30 40 50 52

雨水施設整備延長比
率

％
79

（H26 年度）
79.2 79.3 79.6 82.0

護岸改修延長 ｍ
500

（H26 年度）
587 717 778 750

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（２）安全で安心、快適な暮らしの提供

３－（２）－③

都市安全部、消防本部、上下水道局施設部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

具体的施策

③災害に強いまちづくりの推進

◇平時より防火、防災、救命に対し、市民に自助共助の意識高揚を図るとともに、公助の責務として危機管理施
設や市民救護体制の充実など、緊急時に即時対応のできる環境整備を進めます。また、浸水被害の解消のため
施設の整備を行います。

＊被害や影響を最小限に抑えるための危機管理施設と情報伝達施設の整備
＊ 24 時間コンビニエンスストアへのAED（自動体外式除細動器）設置促進及び市民救護体制の充実
＊市民による消防支援体制の確立
＊浸水区域における雨水排水施設の整備
＊緊急度に応じた護岸改修の推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

○自主防災組織の活動活性化支援策として、リーダー研修会をはじめ地域特性に合わせた多様な訓練指導を
提示する他、訓練資機材の助成支援策を進めると伴に、地域と福祉施設との相互応援協定の締結を後押しする
など、地域内、若しくは地域間相互での連携を積極的に推進する取組みを行った結果、活動率が上昇した。今後
も単位自治会に囚われず、地域（地区）全体の防災意識を高める取組みを図るため、地域のニーズを把握しなが
ら活動率の上昇と定着化を図っていく必要がある。
○消防サポート隊は、大規模災害時に消防本部及び消防団の活動支援を行うことを目的に、平成28年7月1日に
消防職・団員ＯＢで組織する有志の隊を発隊させた。現在の登録者数は36名であり、研修・訓練を通して知識及
び技術の向上を図り災害時に対応できる消防協力体制の充実を目指す。また、同様の支援目的とする市内事業
所からなる消防サポート隊協力事業所も平成28年11月1日に創設し、現在20事業所からの協力を得ている。
○24hまちかどAEDステーション事業は、新たに10店舗への設置を完了し、計50店舗へと拡充した。これらの店舗
を中心に自治会や自主防災組織と合同で救命講習を行うなど、AEDの使用方法を含む応急手当の普及啓発活
動に取組んだ。今後もエイジフレンドリーシティの一環として応急手当の普及啓発を積極的に展開し、互いに助け
合うまちづくりを推進する。
○雨水排水施設の整備については、（都）荒地西山線道路整備の進捗に併せ小林雨水幹線の排水施設工事を
実施し、整備延長比率は前年度と比較して0.3ポイント上昇したものの、道路整備に併せての工事発注に止まっ
た。現在、平成２６年に浸水被害が発生した雨水施設整備済箇所の浸水対策及び老朽した雨水ポンプ場の更新
に取り組んでいるため、当該指数の進捗が鈍化している。引き続き雨水排水施設の整備に取り組み、市内の浸水
区域の早期解消を目指す。
○普通河川の護岸改修工事等を行っているが（H28猿山川護岸改修工事L=16m、川下川護岸改修工事L=26
ｍ、僧川護岸改修工事Ｌ＝88ｍ　計130ｍ）、（H29猿山川護岸改修工事L=12m、支多々川護岸改修工事L=49ｍ
計61ｍ）相当数の普通河川があるため、河川の現状を把握し、河川管理台帳の整備を早急に行う必要がある。

　防災や消防の分野では、地域や事業者等の協力を得て、協働で災害に強いまちづくりに取り組んでおり、雨水
排水施設の整備等も着実に取組を進めている。引き続き、KPIの達成や基本目標の達成に向け、事業を進める。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

議決機関のあるまちづ
くり協議会数

団体
9

（H27 年度）
9 9 11 20

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（２）安全で安心、快適な暮らしの提供

３－（２）－④

市民交流部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○まちづくり協議会と自治会の連携の促進及び地域の様々な主体がまちづくりについて協議する仕組みの構築に
ついては、平成28年4月に「住民自治組織のあり方に関する調査専門委員」から提出された報告書及び関係団体
の意見を踏まえ、平成29年1月に決定した「地域自治の推進に向けての今後の取組」に基づき推進している。これ
には市の取組事項として、①まちづくり協議会による地域への情報発信の充実の支援、②まちづくり協議会の部会
活動に市の関係課職員が参加する仕組みの構築、③若手職員が地域に出向く実地研修の実施、④まちづくり協
議会の運営に関するガイドラインの作成、⑤自治会とまちづくり協議会も役割分担等の課題に係る協議、⑥地域ご
とのまちづくり計画の見直しなどを挙げている。平成29年度においては、引き続き、まちづくり協議会の定例会議に
市民協働推進課の地域担当職員等が出席するとともに、まちづくり協議会のブログによる情報発信の支援を行っ
たほか、地域ごとのまちづくり計画見直しのため、地域カルテの作成やまちづくり計画見直しガイドラインの作成、
各まちづくり協議会においてまちづくり計画見直し組織の立ち上げ、運営支援などを実施した。また、まちづくり協
議会を周知するため、紹介チラシを作成し、市内に全戸配布した。平成30年度以降も、今後の取組に掲げる各項
目を着実に推進する。ＫＰＩに掲げる数値は、平成29年度は増加したが、今後もまちづくり協議会の運営に関する
ガイドラインを活用するなどにより、「議決機関のあるまちづくり協議会数」の増加を図るとともに、組織運営への若
い世代や女性の参画を促進する。

○市民活動の支援及び育成については、中間支援組織と連携し相談支援事業を実施しており、平成29年度は
646件（前年度は572件）の相談支援を行った。また、きずなづくり推進事業では、平成29年度に11件の市民活動
について補助金を交付したほか、きずなの家事業では、平成29年度に1件が閉所されたものの、新たに1件を認定
し計7件に補助金を交付することにより市民活動を支援した。今後も、それぞれの取組状況を踏まえながら支援を
行っていく。

「地域自治の推進に向けての今後の取組」に掲げる各項目について、協働のまちづくり促進委員会や関係団体の
意見を踏まえて着実に推進することにより、まちづくり協議会の活動の活性化及び組織運営への幅広い世代の参
画等を図り、地域自治の確立を目指していく。また、市民活動の支援及び育成に関しては、中間支援組織との連
携した相談事業及びきずなづくり推進事業等の補助事業について、取組内容を検証しながら継続的な支援を展
開する。

具体的施策

④豊かな地域社会づくりに向けた地域自治の確立

◇市民主体の豊かな地域社会づくりに向けて、まちづくり協議会と自治会の連携を促進するとともに、地域自治に
関わる様々な主体が地域のまちづくりについて協議する仕組みを構築します。

＊まちづくり協議会と自治会の連携の促進
＊地域の様々な主体がまちづくりについて協議する仕組みの構築
＊中間支援団体、事業者、事業者団体などとの連携による市民活動の支援及び育成

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

市民アンケートの「都市
景観」に関する現在の
満足度

％
30.3

（H26 年度）
－ - - 30.3以上

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（３）良好なまちなみと豊かな環境の保全

３－（３）－①

都市整備部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○景観計画特定地区の導入の推進については、平成29年度は景観計画特定地区の指定を促進する大規模な
民間開発事業地がなかったこともあり新たな地区指定がなかった。既成市街地の住宅地においても、新たな指定
や基準の見直しに向けた動きはなかったが、市民主体で市との協働によりフォーラムなどの景観活動を行い地域
住民の取り組みの醸成に努めた。
○景観法に基づく景観重要建造物の指定については、Ｈ29年度は、景観審議会の意見を聴き、雲雀丘地区の正
司邸と高碕記念館の2邸を景観重要建造物に指定し、新たに1邸について景観重要建造物等調査委託の発注
後、建物調査を実施し所有者との協議を進めた。平成30年度は、平成29年度から進めている景観重要建造物の
指定のための事務手続きを進めると共に、新たな指定に向けて景観重要建造物等調査委託を発注し建物調査を
実施する予定である。
○違反広告物の簡易除却及び是正指導の推進については、H29年度の簡易除却実施状況は、年間ではり紙を
828枚、はり札を1897枚、広告旗を20枚、立看板を6枚の合計2,751枚除却した。大規模な造成地での戸建住宅の
販売がほぼ完了したためか、電柱等への違反広告物が減少し除却件数が減少した。また、屋外広告物除却市民
ボランティアについては、長年のボランティア活動の功績を称え兵庫県より「くすのき賞」を受賞することができた。

　今後も、良好なまちなみと豊かな環境を保全するため、景観計画特定地区の指定及び市民との協働による景観
活動に努め、住民主体の取り組みを積極的に支援する。また、違反広告物については、大規模な造成地の住宅
販売状況と相関関係があるようだが地道な活動が必要であり、屋外広告物除却市民ボランティア制度の啓発を行
うと共に、ボランティア活動員のモチベーションを高める取り組みを行う。

具体的施策
①良好な都市景観の整備と保全

◇都市景観の維持・形成にあたっては、市、市民及び事業者が連携し、協働で進めます。

＊景観計画特定地区の導入の推進
＊景観法に基づく景観重要建造物の指定
＊違反広告物の簡易除却及び是正指導の推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

太陽光発電システム設
置件数（累計）

箇所
3,200

（H26 年度）
3,516 3,859 3,944 5,264

温室効果ガス排出量削
減（1990 年度比で2020
年度に22％削減）

t-

CO2

667,000

（H2 年度）
774,080 730,824 736,759 525,152

％ 自給率1.2 2.5 2.9 - 8.9

％
活用率10.4

（いずれもH26 年度）
12.0 13.8 - 20.9

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

②省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入

◇安全で安心、持続可能なまちづくりの推進に向け、節電の必要性や効果を市民と共有するとともに、公共施設
における省エネ化や再生可能エネルギーの利用を先導的に進めます。
◇民間施設の省エネ化支援、再生可能エネルギー導入を推進します。

＊公共施設の省エネ化（BEMS や省エネ機器の導入）
＊水道施設における太陽光発電や小水力発電などの活用

KPI

再生可能エネルギー自
給率及び活用率の増
加促進

（３）良好なまちなみと豊かな環境の保全

３－（３）－②

環境部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

4段階評価 Ｃ

○太陽光発電システムの設置は、固定価格買取制度の影響等により家庭等での設置個所数は増加しているが、
近年、固定買取価格の低下等により伸び率が鈍化している傾向が見られる。引き続き、再生可能エネルギーの導
入を促進するための講演会や懇談会等を開催し、意識啓発に努めていく。
○温室効果ガスの排出量は、東日本大震災以降、火力発電の利用増加により、電力の電源構成に基づくＣＯ2
排出係数が高くなった影響（関西電力：2009年0.294Kg-ＣＯ2/ｋWｈ→0.509Kg-ＣＯ2/ｋWｈ）を受け、本市の排出
量はH24年度にピークに達した。市として持続可能なまちづくりを推進するためには、まずはエネルギー消費量を
抑える必要があり、家庭での節電など省エネルギー行動を促進するためにクールチョイス事業や省エネルギー給
湯機の買替助成制度の拡充に取り組んだ。また、公共施設での環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの運用、ｵﾌｨｽ全般のｴｺ活
動の推進等により、その後は減少傾向となっている。なお、H23年度に527GWhであった市内の電力消費量につ
いても、H27年度は462GWhへと減少している。今後とも庁内にあってはエコオフィスの推進、家庭等では機会あ
るごとにさらなる省エネルギー意識の啓発に取り組んでいく。
○再生可能エネルギーの自給率及び活用率については、省エネルギー意識の定着などにより家庭等での太陽
光発電の導入が増加している中、さらに両率が向上するように市民・事業者等を対象とした懇談会等の実施等の
取り組んでいる。今後も自給率、活用率を伸ばすためには、さらなる省エネルギーの推進、再生可能エネルギー
の導入を促進する必要があり、ソーラーシェアリングについての講演会等を開催するとともに小水力など新たなエ
ネルギー種の利用における事業化の可能性について検討を進めた。
　
　ＣＯ２を排出するエネルギー消費量は減少しているが、持続可能なまちづくりを推進するためには、今後も市が
率先して公共施設での環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの運用等に取組むとともに、省エネルギー行動を促進するための講
演会や懇談会の開催などの啓発により、家庭等でのさらなる省エネルギーを意識した行動の定着化を図る。
　再生可能エネルギー導入の促進については、講演会等の開催に継続的に取組むとともに、太陽熱や水力など
新なエネルギー種の導入促進に取組む。また、公共施設については、策定した「公共建築物への再生可能エネ
ルギー導入ガイドライン」に基づき、再生可能エネルギー設備、公共施設における省エネルギー設備の導入を促
進させていく。
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

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

％
55.2

（H26 年度）
- 60.9 - 55.2以上

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

％
6.9

（H26 年度）
- 7.8 - 6.9以上

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（３）良好なまちなみと豊かな環境の保全

３－（３）－③

環境部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

　○環境学習・教育活動の推進については、環境活動に関する市民への周知・啓発を図るために環境フォーラム
やECO講座、生物多様性セミナー、緑のカーテン講習会、環境バスツアー、環境ポスターの募集・表彰などを実施
した。特に生物多様性セミナーとして環境保全団体と協働し特定外来生物（オオキンケイギク）の駆除を継続実施
し、活動の定着化を図った。生物多様性たからづか戦略については、生態系レッドデータブック、動植物レッドリス
ト、動植物ブラックリストを市ホームページに掲載した。また地域の環境保全活動等をリードする人材を育成するため
の「たからづか環境マイスター」を新たに6名認定した。
　また、交流連携の場の提供として、引き続き、宝塚ゴルフ倶楽部と協賛し、ホタル観賞に加えて環境保全団体によ
る環境ミニ講座を開設し、多くの方に環境への理解を呼びかけた。
　これらの取組により、多くの市民の方に環境保全活動の重要性を認識してもらうとともに、同活動の実践につなげ
ることができた。さらに、市民、事業者、行政が交流・連携・協力して環境保全活動を推進する環境都市宝塚推進市
民会議に新たな5つの団体が加入された。

　平成29年度実施状況
　　ＥＣＯ講座(全10回)34人参加　　　　　　　　　　　　環境フォーラム(1回)140人参加
　　生物多様性セミナー55人参加　　　　　　　　 　　  ホタル観賞の夕べ(1回)1357人参加
　　環境バスツアー（２回）51人参加　　　　　　　　　　 環境ポスターの募集・表彰（724名応募・42名表彰）
　　たからづか環境マイスター 6人認定 （計7人）　    環境都市宝塚推進市民会議5団体増加（計25団体）
　
　　指標が今後もさらに向上することを目指し、環境マイスターをさらに拡充させ、現行の各種取り組みを継続実施
し、環境保全の重要性や生物多様性の保全を広く周知していく。

具体的施策
③環境保全への啓発と支援

◇市民、事業者へ環境保全の意識啓発等を行うとともに、環境保全に関する活動団体の取組を支援します。

＊環境団体との協働により、環境活動の実践にむけた環境学習・教育活動の推進
＊環境活動に取り組む人・団体との情報交換や交流・連携の場の提供

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

ごみ焼却処理量 ｔ
55,052

（H26 年度）
54,982 54,619 54,732 51,219

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（３）良好なまちなみと豊かな環境の保全

３－（３）－④

環境部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○効果があった取組： ごみ排出に関する意識改革のため取組及びごみの適正排出を支援するための取組（集団
回収事業・分別収集指導・ごみゼロ推進員制度・ふれあいトーク・クリーンセンター施設見学・各種行政イベントで
の啓発活動）により、家庭系ごみ量、約1％削減に効果があったものと考えている。一方、上向きつつあると言われ
ている景気動向から事業系ごみ量が約3％増加となった結果、全体としてＫＰＩ（ごみ焼却処理量）は、Ｈ27対前年
度比で約110ｔ、0.2％の増加となった。
○力を入れている取組（3Ｒ：ﾘﾃﾞﾞｭｰｽ、ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙの促進）：ごみの適正排出に関する情報発信の充実として、
使いやすくかつ多世代対応としてスマートフォン用のごみ情報アプリを導入した。また、資源ごみの抜き去り対策の
取組として、事前パトロール実施型事業者直接収集区域の拡大と市民からの通報による市職員の巡回指導の徹
底や現有処理施設の適正稼働、新ごみ処理施設整備に向けた整備基本計画の策定、啓発活動を主たる方法とし
た事業系ごみの発生抑制活動に取り組んでいる。
○進行上課題がある取組と今後の対応：事業系ごみの発生抑制と分別の促進については、経済状況及び食品リ
サイクル法を踏まえ、より一層の啓発活動の充実に取り組む必要があるが、現状では市内の全事業者との確実な
情報伝達ルートを確立することが課題と考えている。今後は庁内他部局及び関係団体と連携し啓発に取り組んで
いく。また、新ごみ処理施設整備については、関係機関との調整に多くの課題があるものの、稼働目標年次での整
備をめざし、着実に進める。

　ごみの発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ）の推進は、市民（事業者及び消費者）と行政が、それぞれ自覚と責任
をもって、意識を改革し、実践していかなければ実現できないものと考える。このため、引き続き啓発事業の充実に
注力していく。また、本市のごみ処理の核となる新ごみ処理施設の着実な整備を進める。

具体的施策
④ごみの発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ）の推進

◇ごみの発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ）を、市民・事業者・行政の連携により進めます。

＊ごみの発生抑制・再使用・再利用の推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

北部地域の世帯数 世帯
1,132

（H26 年度）
1,120 1,104 1,107 1,132

北部地域における空き
家利活用実績

件
0

（H26 年度）
0 0 3 3

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

①市街化調整区域における都市計画制度の弾力的運用と空き家活用

◇北部地域における居住者の増加をめざし、ＵＩターン等を促進し、転入者等の居住場所を確保するため、空き
家の活用や都市計画制度の弾力的運用に取り組みます。

＊空き家の活用
＊市街化調整区域における都市計画制度の弾力的運用の推進

KPI

（４）北部地域のまちづくり

３－（４）－①

都市整備部、都市安全部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○北部地域における空き家利活用実績(KPI)については、当初目標3件に対して3件の目標を達成した。新規入
居者は、新名神高速道路宝塚北ＳＡの関係者であるが、事業者と行政が情報を共有しながら対応した結果である
と評価する。
新規就農や自然環境を理由とした問い合わせも数件あることから、今後も引き続き空き家に関する情報を整理し
ながら対応を進めたい。

○本年度は、北部地域まちづくり基本構想の方針に沿って、地元自治会やまちづくり協議会等、また、庁内の関
係部署と協議を行い、平成27年度に実施した北部地域の土地利用等現況調査の結果を基に市街化調整区域に
おける土地利用規制の弾力化に関する制度設計を行い、たからづか北部地域土地利用計画の策定及び土地利
用規制に関する新たな条例の制定等に取り組んだ。

　今後も、北部地域のまちづくりについては、引き続き、住民ニーズの把握に努め、北部地域まちづくり基本構想
の方針に沿って、必要な施策展開を進めて行く。土地利用規制の弾力化にあっては、制度設計の構築、北部地
域全域を対象としたたからづか北部地域土地利用計画の策定、及び新たな条例の制定の手続きを進める。たか
らづか北部地域土地利用計画策定後は、地元自治会やまちづくり協議会等へ制度の説明を行い、理解と協力の
元、集落単位を基本に特別指定区域制度を含む地区土地利用計画等の導入に取り組んでいく。

4段階評価 Ｂ

9



平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

市民アンケートの「安
全・都市基盤（道路・交
通）」に関する現在の満
足度

％
14.3

（H26 年度）
- - - 14.3以上

改良計画区間
（3,510m）の整備延長

ｍ
1,010

（H26 年度）
1,010 1,230 1,707 2,310

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

②北部地域における拠点機能の見直しと公共交通網の再編

◇北部地域の活性化に向け、市民活動や行政活動の拠点機能を見直し、効果的・効率的なサービスを展開しま
す。併せて、地域住民の利便性向上のために交通結節点機能の向上や周辺集落との公共交通ネットワークを再
編します。

＊公共的活動の拠点施設の見直しと効果的　・効率的なサービスの展開
＊交通結節点機能の向上
＊公共交通ネットワークの再編

KPI

（４）北部地域のまちづくり

３－（４）－②

産業文化部、都市安全部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○公共的活動の拠点施設の見直しと効果的・効率的なサービスの展開に向けて、自然休養村センターの耐震改
修設計に着手した。並行して、自然休養村センターに収容する行政機能について庁内調整を急ぎ、事業費の予
算化を図る。

○道路改良の整備延長(KPI)は、平成29年度に市道1508号線（市道2424号線交差点付近）290ｍ区間及び、市道
159号線（桃堂峠付近）187ｍ区間の整備が完了した。隣接する他工事や次期工事との調整などにより単年度での
完成には至っていないが、ほぼ計画通り順調に推移している。今後も、現場条件を見極めながら計画的に早期の
完成を目指す。

○公共交通ネットワークの再編および交通結節点機能の向上においては、地域のまちづくり協議会や自治会連合
会、ＰＴＡ等から編成する西谷公共交通対策会議において、公共交通の便数、運賃等についてアンケート調査を
行い、その結果をもとにバス路線の課題について報告書に取りまとめた。これらの課題解決に向け、西谷公共交通
会議を組織し、地域にとって最適なバス路線網について議論し、まず朝の通学時間帯のＪＲ武田尾駅への増便に
向けた需要把握を行うためH30年度の試走実施に向けた具体策の検討を行った。今後、これらの対策の実現に向
けて、バス事業者や関係自治体と協議を行うとともに、今後人口減少が見込まれる西谷地区の将来的な交通のあ
り方についても議論していくとともに、地域が主体となって公共交通利用促進の呼掛けなど地域での活動も継続し
て行っていく。

　北部地域における拠点機能の見直しにおいては、自然休養村センターの耐震改修設計に着手しており、また、
道路整備についてもほぼ計画通りに進捗している。公共交通の再編においては、路線網の最適化を目指して地域
住民と協議を重ねながら、平成30年度の試行運行にめどを立てた。今後、試走運行の結果を受けて、地域住民と
連携を密にしながら、その評価と対応策について検討を加える必要がある。

4段階評価 Ｂ
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

認定農業者数 人
21

（H26 年度）
20 19 9 25

新規就農者数 人
1

（H26 年度）
2 4 1 各年度2

玉瀬地区ほ場整備の
進捗率

％
52.5

（H26 年度）
80.5 85.9 92.3

Ｈ30年度
完了

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

３－（４）－③

産業文化部

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

○農会長会等で認定農業者のメリットや制度の周知を実施し、認定農業者数の増加を図ったが、更新時期を迎え
た認定農業者の手続きが進まず総数は▲10となった。今後は、新たな認定農業者の成り手の発掘とともに、更新
手続が遅れている農業者を中心にお知らせと案内を徹底する。
○新規就農の希望者は5名あったのの、実現に至った新規就農者は1名に留まった。引き続き「宝塚西谷農業担
い手育成協議会」等を活用し、就農希望者に対する農地斡旋、「青年就農給付金」等の国の助成制度の情報を
提供するとともに、希望者の状況にあった就農支援を県農業改良普及センターとも連携しながら進めていく。
○玉瀬地区のほ場整備は、概ね順調に進捗しており、地域の営農組合は特定農業者団体申請を果たし、将来的
には法人化を目指している。地区単位での勉強会を開催し、集落営農化に向けた取組を進めていく。
○地産地消の取組として、市内産農作物を使用した学校給食の提供に取り組んでおり、平成29年度は、例年の
取り組みに加え、西谷産米を米飯給食に取り入れた。供給量の関係から、急激に回数を増やすことは難しいが、
今後も引き続き回数や品目数の増を図っていく。

　新規就農者は有るものの、一方で農業従事者の高齢化と担い手不足の課題は解消されていない。引き続き農
業振興計画戦略プロジェクトに掲げる取組を推進し、新規就農者や農業サポーターの確保、人・農地プランや集
落営農の促進などに取り組む。また農作物を安定供給できる生産体制づくりのために施設整備に対する補助など
を実施する。市内産農作物の学校給食への供給についても、一層拡大の方向で関係者協議を継続する。

KPI

具体的施策

③農産物の生産量増加と地産地消の推進（施策２－（２）－②再掲）

◇農業の担い手や新規就農者への支援拡充、集落営農など、農作物を安定供給できる生産体制づくりを支援し
ます。また、地域性を生かした特色ある農産物づくりや販路拡大への支援、地産地消の拡大などに取り組みます。

＊農業の担い手や新規就農者への支援
＊地元農産物の学校給食への供給や地元での販路拡大支援、収穫体験ツアーなど地産地消の拡大

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

農業振興施設の来場
者

人
60,438

（H26 年度）
62,243 56,226 50,302 64,000

市民農園利用者数 人
490

（H26 年度）
514 523 539 580

ダリア園入園者数 人
2,313

（H26 年度）
4,768 5,264 2,814 5,300

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

具体的施策

④身近に農業や花きの魅力に触れる機会の提供（施策２－（２）－③再掲）

◇西谷の農作物やダリア、牡丹、山本の植木など、地域資源の充実と施設間の連携や参加型・体験型農業の拡
充による地域の魅力向上を図ります。
◇特産品や加工品の開発等に向けた取組の支援による地域農産物のブランド力の向上を図るとともに、新名神
高速道路SA での販売、ＰＲによる魅力発信に取り組みます。

＊園芸関連施設や農業振興施設等の充実と各施設の連携強化、魅力向上
＊市民農園や収穫体験など参加型・体験型農業の推進
＊特産品や加工品の開発に向けた取組や販路拡大、設備投資への支援
＊新名神高速道路SA における農作物、加工品の販売及びスマートIC 利用促進
＊ダリア、牡丹などの花きの普及促進

KPI

３－（４）－④

産業文化部

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

○天候不順（干ばつ及び台風21号）による農作物不作のため、農業振興施設（西谷夢市場）の来場者数は減少し
た。名産の太ねぎや黒豆に加え、新たな品目の商品化や販売農家の開拓にも取り組み販売商品を増加させて来
場者数の増加を目指す。
○市民農園の利用者数は、概ね順調に伸びている。利用者からの要望・苦情については農園主と連絡を密にし
て対応し、農園利用者の満足度を高め、またホームページや看板設置等により利用者募集の情報提供にも取り
組み、空き区画の解消にも努めた。。
○台風21号の影響により開園途中に閉園となったことから来園者数は激減した。南部地域でダリア花飾りなどをと
おして、市民等へのダリアの関心度が高まったと言える。ダリア産業のさらなる振興のためには、多様な担い手の
発掘に引き続き取り組んでいく必要がある。
○長谷牡丹園ではバリアフリー化工事など施設改良のほか、島根県松江市から専門家を招へいし技術力向上に
も努めたものの来場者は減少した。来場者の増加に向けては、開園期間を延ばすことが課題でることから、牡丹を
紫外線から守る施設の設置や芍薬の育成にも取り組んでいる。

　今後も引き続き、農業振興計画戦略プロジェクトを中心に取り組みを推進する。また、新名神高速道路及びサー
ビスエリアの共用開始を機に、農産物販売の仕組みづくりや、北部地域の農業や本市の重要な地場産業である
花き・植木産業の活性化をより一層図る。

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

自然体験活動事業の
参加者（自然の家主催
事業参加者数）

人
1,253

（H26 年度）
1,412 343 1,946 2,500

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/31開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

⑤自然体験活動等の学習機会の提供

◇西谷の豊かな自然の中で、自然に親しむ心を育むため、野外活動、自然体験、自然環境学習などの学習機会
を提供します。

＊宝塚自然の家の整備
＊宝塚自然の家での自然体験、環境学習の推進

KPI

（４）北部地域のまちづくり

３－（４）－⑤

社会教育部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○宝塚自然の家は、平成27年度末をもって休所しているが、平成29年度は７月から１１月までの土日祝日に限り、
受付業務を地元の団体に委託し、施設を一般開放した。

○地元住民や宝塚自然の家に関わりのある市民活動団体の協力を得ながら、ギフチョウ観察会をはじめ、地域や
市民活動団体による野外炊飯や自然観察などの自然体験活動事業を開催し、延べ1,946人の参加があった。

○この他、小学校の校外学習や松尾湿原の保全活動等での利用者を含めると、総利用者数は4,125人であった。

　今後の対応としては、市の財政が大変厳しい状況にあり、老朽化した施設の建替えなど新たな施設の整備がす
ぐには困難な状況にあるが、地元住民や利用者から要望の強いアスレチックの再開に向けて、修繕に取り組む。
　また、引き続き地元と協働で、自然の家の活用方法等について検討を行うとともに、平成30年度は4月から日曜、
祝日に限り、自然の家を暫定的に一部開放するとともに、地元住民の方や自然の家に関わりのある市民活動団体
の協力を得ながら、自然体験等の事業プログラムを試行する。あわせて、施設の管理運営についても協議を重ね
ていく。

4段階評価 Ｂ
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【基本目標】

指標 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標（H31）

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

％
79.8

（Ｈ26年度）
－ 81.3 - 79.8％以上

社会増減における
転入超過数

人
-305

（H26年度）
130 569 643 プラスに転換

     総合評価

 （指標の達成状況
  を踏まえ、成果、
　進行上の課題、
  今後の対応に
　ついて記載）

外部有識者意見

　　　外部有識者の
　　　意見を受けて
　　　の対応

基本目標３

基本目標

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

＊子どもや高齢者をはじめすべての市民が、地域のなかで健康で安心して暮らせることができるよ
う、ハード、ソフト両面において環境を整備し、健康で安心して暮らせる住みやすいまちをめざしま
す。
＊また、北部地域は、里山と農地が保全されている自然豊かな地域ですが、人口減少と高齢化の進
行により生活環境への影響が懸念されていることから、交流促進と定住促進により元気なまちをめざ
します。

指標

指標「社会増減における転入超過数」については、増加であるが、自然増減は減少し、本市全体の
人口は微増である。また、今後、市民に「住み続けたい」と思っていただける魅力ある街の実現に向
けては、全市的な指標とともに、まちづくり協議会単位で地域ごとの指標を用いるなど適切に使い分
けていく必要がある。

（１）　住みやすいまちとなるための基盤整備や道路、駅舎などのバリアフリー化については、計画的
に推進する一方で、本市の少子高齢社会の進展を見据え、山の手の交通対策と住宅購入や改修
支援並びに空き家活用の促進など、地域ごとの特性に応じた既居住者向け対応と転入者の増加に
向けた取り組みを進める。また、住民からの提案に基づく公園整備など既存の地域資源の住民本位
の活用を推進するとともに、ＮＴＮ跡地やガーデンフィールズなどの大型投資案件を多くの市民の満
足度の向上に結び付ける。
（２）　地域のなかで健康で安心して暮らすためには、市民の健康づくりと災害に強いまちづくりを確
実に進めていくことが重要であり、行政も、小学校区ごとの特性に応じた地域づくりを担う主体の一員
として、また、地域づくりを支援する存在として、地域の方々とともに考え、実践していく。また、地域
課題の解決に関わる市民の裾野を広げるためにも、行政は適切な情報を提供しながら、ご近所での
居場所を増やし、世代を問わない顔の見える関係性づくりを行うことにより、住民どおしのお互いさま
のまちづくりを進めていく。
（３）　まちづくりにおいては、自らが住むまちや地域を愛し、誇れる意識が不可欠であることから、景
観や環境の保全活動や省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入促進、ごみ排出量の削
減といった市民活動を通して、持続可能なまちづくり、地域づくりに取り組む意識の醸成を進める。ま
た、ごみ処理施設の整備に向けた取り組みを確実に進める。
（４）　北部地域における世帯数は、1年間で3世帯増加したものの人口が46人減少し2,508名となっ
た。新名神高速道路が開通し、北部地域が注目される中で、農業振興を軸にした新たな農業従事
者の拡大を図りつつ、土地利用規制の弾力化など都市計画制度の活用を進める。また、住民主体
の公共交通利用促進や拠点機能の整備を図り、北部地域での利便を確保しつつ、自然の家、ダリ
ア園、牡丹園などの資源の活用や南部地域との交流により都市近郊の特性を活かした産業の推進
を図ることで、北部地域の人口を増やす。

　今後、あらゆる分野の取組を市民がまちづくりに参画するきっかけとして活用し、多くの市民がお住
まいの地域で具体的行動として展開していただけるよう行政は仕組みを整えていく必要がある。
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