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宝塚市まちづくり協議会代表者交流会（令和元年度・第 1回）議事概要  
日  時  令和元年 5月 8日（水）14：00～16：00 

 

場  所  市役所 3階 3-3会議室 

 

出席者   仁川まちづくり協議会 綿 昭人会長 

宝塚市高司小学校区まちづくり協議会 平石 美佐子会長 

宝塚市光明地域まちづくり協議会 田村 幸雄会長 

宝塚市末成小学校地域まちづくり協議会 加藤 富三会長 

宝塚市西山まちづくり協議会 久保田 洋一会長 

まちづくり協議会コミュニティ末広 豊田 茂男代表 

宝塚第一小学校区まちづくり協議会 中谷 修会長 

逆瀬台小学校区まちづくり協議会 石谷 清明会長 

宝塚市すみれガ丘小学校区まちづくり協議会 川上 操代表 

宝塚小学校区まちづくり協議会 喜多 毅会長 

売布小学校区まちづくり協議会 上田 紘夫会長 

小浜小学校区まちづくり協議会 藤本 真砂子会長 

宝塚市美座地域まちづくり協議会 梅村 諭代表 

安倉地区まちづくり協議会 岡本 康夫会長 

宝塚市長尾地区まちづくり協議会 久保田 久男会長 

中山台コミュニティ 畑中 康治会長 

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会 松原 孝彦会長 

宝塚市西谷地区まちづくり協議会 小中 和正会長 

市民交流部 古家部長、上田室長、新城課長 

市民協働推進課 吉岡課長、山田係長 他 

      関西総合研究所 宮本 他 

      ＯＭ環境計画研究所 大森 他 

宝塚ＮＰＯセンター 馬越 

傍聴 7人 

 

議事概要（要旨）  

 

１ 人事異動に伴う職員の配置について 

  市民協働推進課より、配布資料に基づき、本年度の市民協働推進課の職員体制、地域自治

推進担当次長の職員体制などについて説明した。 

 

２ 宝塚市まちづくり協議会代表者交流会（平成 30年度・第 11回）議事概要の確認 

  各まちづくり協議会代表者により、宝塚市まちづくり協議会代表者交流会（平成 30年度・

第 11回）議事概要の確認が行われ、修正意見があり、修正後のホームページへの公開が承

認された。 

 

３ 地域ごとのまちづくり計画の見直しについて 

 (1) 計画の取組状況・予定等の報告 

 【小浜】 

① 3月及び 4月でアンケートをまとめ、5/25に検討を開始する。 

 【宝小】 

① まとめの工程に入る段階である。 

 【すえなり】 
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① 4/20に第 2分科会を開催。前回は、残すもの又は消すものという議論をしたが、今回

は、新たに付け加えるものについて議論を行った。次回は 6/22の予定。 

② 第 1分科会については 5/11に開催予定。前回の会議では各地域における危険個所を

地図上に描きいれることとなったため、これを持ち寄り皆で共有する。また、交通安

全について、スピードが出ている車を減速させる方策についてどのようなものがある

かについて各地の事例を基に検討会・研修会を行う。 

 【中山台】 

① 3月上旬にアンケートをまとめた。その結果、従来のまちづくりの方向性とあまり変

わらないと確認できた。 

② 3月と 4月は、前提の一致という意味で、現状の計画の読み合わせをした。その結果、

5月以降は 5つほどのグループに分かれ、9月までに具体的な取り組みの内容を固め

ていきたい。 

 【すみれ】 

① アンケート結果を全戸配布した。アンケート結果の中で、小学生及び中学生に特徴が

あり、半数以上がこのまちが好きで住みやすいという回答である一方、「将来住みた

いか」という問いに対しては「どちらとも言えない」が半数以上であった。子どもた

ちの偽らざる心境が出ていると感じた。 

② 計画はまとめの段階に入っている。10月末までに仮のまちづくり計画を出し、来年は

本格的にまとめていきたい。 

 【西山】 

① 4/28に第 7回の策定委員会が終了し、目次案で 12ページのものを基に話し合いを行

った。この結果を基に 5/22のコミュニティの総会で簡単な報告を行う予定。 

② 次回の第 8回の策定委員会は 6/23を予定しており、そこで目次案を進化できればと

思っている。 

 【売布】 

① 5/12の総会以降に新メンバーによる検討会を実施予定。50代、60代の方も含めたメ

ンバー構成にしたいと思っている。 

② 6月から月 1回、計 5回程度、計画づくりワークショップの実施をしていく。その結

果を踏まえて、今後、進めていく。 

 【光明】 

① 3月末でアンケートの募集を締め切った。回収率は 10％程度。まちづくり計画を見直

すということの周知はできたが、反応が少なかった。 

② 6月より、新年度 1回目の会議を実施予定。 

 【ゆずり葉】 

① 4/20の総会で、まちづくり計画の見直し後の一覧表を議案書につけ、報告を行った。

また、その内容については、市民の方に対しても「ゆずり葉だより」などで周知して

いる。 

② 偶数月の第 1日曜日に役員会が開催されており、今後もその役員会の中でまちづくり

計画の内容について話し合っていく。 

 【長尾】 

① 4/16に検討会を実施。以前に検討してきた項目に新しい項目を加えた。項目としては、

「１ 自然環境」「２ 産業歴史」「３ 福祉健康」「４ 青少年人権」「５ 防災

防犯」の 5つ。次回は 5/13に実施予定。 

② 9月までには完成させる予定。 

 【一小】 

① 3/23の役員会で、役員と評議員に対し、まちづくり計画の意向把握調査結果を説明し

た。 

② 4/13に、各部会として従来からの継続テーマと今季のまちづくり計画に基づいたテー

マの設定を行った。 

③ まちづくり計画プロジェクトチームが中心となり、今年度の活動スケジュールを決定
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した。 

 【末広】 

① まとめるためには若い人の意見が重要であるということを再認識した。また、事業者

の意向について把握できていないため、この点についても把握できるようにしていく

こととなった。 

② 現実を重視し過ぎた結果、次はどうするのかという議論が抜けていることを感じてい

る。各段階でこういうことをやっていこうという結論が今のところ出ていない。 

 【ひばり】 

① 3/23にアンケート調査のまとめを行った。その際、各部会ごとに最低 1回程度、内容

を検討することが決まった。次回は 5/25であり、その際、内容検討のまとめを行う

方向性になる予定。 

 【高司】 

① 部会と基本目標とを結び付け、基本目標ごとにまとめられた詳細な内容をもう一度見

直していく。 

 【仁川】 

① 3月の役員会にて基本目標の 1つである防災について話し合いを行ったが、地域によ

って状況が違うため、取りまとめるのに苦労している。検討結果を出し、6月以降本

格的に進めていく予定。 

 【西谷】 

① 5/25の総会にて中間報告を行い、色んな意見を聞いた上で修正をしていく。 

② 時間を要する計画内容の場合、本当にできるのか、上滑りした計画となっていないか

という点を検討していかなければならないと考えている。 

 【安倉】 

① 地域のアンケートは終了し、現在、事業所向けアンケートについて、手分けをしなが

ら事業所訪問という形で行っている。 

 【美座】 

① 3月にアンケート調査が終了し、結果もまとまった。 

② 地域住民の意見をより知るため、5月から 6月にかけて、子育て世代や高齢者を中心

とする 2つのグループに分けて、座談会のようなものを実施すべきだと考えている。 

③ 防災に関することも、ネットワーク会議を活用して話し合い、まとめていきたい。 

 (2) 意見交換 

    特になし。 

 

４ まちづくり協議会を条例で位置付ける取組について 

  市民協働推進課より、宝塚市協働のまちづくり促進委員会において審議をしている新たな

条例素案及び素案作成の経緯等について、令和元年度 6月に開催される代表者交流会にて説

明及び意見交換をしたい旨お知らせした。 

 

５ 地域活動きずな研修について 

  市民協働推進課より、配布資料に基づき、平成 30年度「地域活動きずな研修」の研修受

講者評価や感想の内容及びまちづくり協議会へのアンケート集計結果等について報告した。

また、令和元年度「地域活動きずな研修」の概要についてお知らせした。 

 

６ 「広報たからづか」への各地域でのまちづくり活動の紹介記事の掲載について 

  市民協働推進課より、配布資料に基づき、市で発行している「広報たからづか」に各地域

のまちづくり活動を紹介する記事を定期的に掲載する旨お知らせした。 

 

７ 会計担当者会の実施及び事前アンケートのお願いについて 

  市民協働推進課より、配布資料に基づき、まちづくり協議会会計事務の円滑な執行と負担

の軽減を図るため、まちづくり協議会会計担当者会を開催する旨お知らせした。また、同会
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を開催するにあたり、事前アンケートにご協力いただきたい旨お願いした。 

 【意見概要】 

① 出席する会計担当は 1名でもよいのか。 

→市：1名でもよい。 

② 候補日がどれもダメだという場合は別日に設定されることもあるのか。 

→市：会計担当者会でのご意見等は情報共有させていただく。また、再度開催する必

要があるのか、定期的な開催が必要となるのかについても、一度会計担当者会

を実施した上で、改めてご意見いただけたらと思う。 

③ 開催候補日に別々に参加してもいいのか。 

→市：開催候補日すべてで開催するのではなく、開催候補日のうち 1つの開催日時で

開催する。 

 

８ 宝塚市安全・安心カメラ（防犯カメラ）設置のご報告について 

  防犯交通安全課より、配布資料に基づき、同カメラ設置について報告した。 

 【意見概要】 

① 設置個所はどういう基準で決められたのか。 

→市：宝塚警察署と協議の上、逃走ルートや公共性の高い場所に先行して設置した。 

7～8割程度は通学路と重複していると考えている。 

② 197台設置されているということだが、行政として安心安全なまちづくりを行う中で、

極端な言い方をすると「後は補助金が出るので勝手に設置してください」という姿勢

はいかがなものか。 

→市：今年度も 33台を設置し、最終的には 230台となる。市としては最小限度の費

用で最大の効果を得られるような形で台数を精査した。また、市としては防

犯カメラだけでなく、下校時間に合わせた青色パトロールなどの取組も行っ

ている。 

③ 抑止力の観点での設置を考えてほしい。 

 

９ 市民協働推進課からのお知らせ 

  下記(1)～(7)について、資料を用いるなどして周知した。 

(1) ＦＭ宝塚出演予定 
  令和元年 6月（出演日調整中） 宝塚市良元地区まちづくり協議会 

令和元年 6月４日（火） 宝塚市光明地域まちづくり協議会 

(2) 市民と市長のテーブルトークについて 

(3) 市民活動促進支援事業について 

(4) 平成 31年度（2019年度）まちづくり協議会代表者の個人情報の提供依頼について 

(5) 部会活動への市職員の参加について 

(6) 兵庫県「県民交流広場を対象とした地域力の強化事業募集案内」について 

(7) 兵庫県「地域相互見守りモデル事業（地域となり組）のご案内」について 

 

10 その他 

 ・まちづくり協議会の代表者の方から、「県民交流広場を対象とした地域力の強化事業募集

案内」記載の補助事業について申請をぜひ検討すべきである旨、情報共有がなされた。 

 

11 今後の日程 

  次回日時：令和元年（2019年）6月 12日（水）14：00～16：00 

  場  所：市役所 3階 3-3会議室 


