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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 3回）議事概要  
日  時  令和元年 7月 10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 （代理）喜多河 恭子地域交流部会会長 

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 （代理）笹田 光治副会長（会長代行） 

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 二井 久和会長 

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 

職員課 石田副課長 他 

青少年センター 三木所長 

産業文化部 政処室長 

観光企画課 大西係長 他 

社会福祉協議会 福本理事長 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 10人 

 

議事概要（要旨）  

 

１ 宝塚市まちづくり協議会代表者交流会（令和元年度・第 2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（令和元年度・

第 2回）議事概要の確認が行われ、ホームページへの公開が承認された。 

 

２ 令和元年度まちづくり協議会代表者交流会の活動について 

  座長から、前回、検討事項となった宝塚コミュニティ・スクールを議事の重点項目とし

て取り上げることについて、地域により進捗状況は様々であっても、情報交換を行うこと

は十分意義のあることと考えられるため、再度の提案が行われた。宝塚コミュニティ・ス

クールの議事を含め、令和元年度まちづくり協議会代表者交流会の活動について承認され

た。 
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３ 地域ごとのまちづくり計画の見直しについて 

  (1)各まちづくり協議会代表者から、地域ごとのまちづくり計画の見直しに関する取組状

況・今後の予定、良かったこと、困っていることなどについて、ご報告いただいた。 

概要については、以下のとおり。 

【ゆずり葉】 

① まちづくり計画のさらなる充実を図るため、地域の関係者等へ向けて再度アンケー

トを実施した。その結果をまちづくり計画に反映していこうとする段階である。 

【安倉】 

① 計画見直しについては、部会に対しての意見・要望をまとめている状況である。 

② クリーンセンターの焼却炉建て替えのことなど、周辺環境も含めて、まちづくり計

画を考えていかなければならない。 

【末広】 

① 若い人たちの価値観を取り入れようと PTAやおやじの会、子ども会などの方々とワ

ークショップを行った。その中で出た意見は、新たな着目点の意見もあり、参考に

なった。 

② 民間企業（68社）にもアンケートを送付した。民間企業の意見も汲み取っていきた

い。 

【西谷】 

① 現在、3つの分科会で計画見直しを練っている。7月中には、3つの分科会で計画が

まとまり、7月末から 8月上旬までの間に、最終すり合せを行う予定。 

【高司】 

① ここ数年の地域の現状をすべて出していき、それを見つめながら今後の取り組み方

を考えていこうとしている。 

② 毎年夏休みに実施していた恒例の「夏休み宿題やろう会」について、昨年度に引き

続き、今年度も取りやめの通達が教育委員会からあった。まちづくり協議会として

大きな取組であるので、もう一度教育委員会にも考えてほしい。今後、学校が使用

できないのであれば、まちづくり協議会として違う方向性で考えていかなければな

らない。 

【仁川】 

① 7、8月は、5つの夏祭り事業を中心に活動をしている。夏祭りが終わったら、全体

的に計画見直しに取りかかる予定である。 

【ひばり】 

① 4つの分科会で計画の見直しを行っている。7/27の全体会までには、各分科会でま

とまったものができる予定。PTA の保護者等、若い人の意見もたくさん取り入れよ

うと考えている。 

【宝小】 

① 各自治会、コミュニティの各専門部の代表者をメンバーとして、ワークショップ形

式で進めている。現在までに 13回のワークショップを行った。 

② 今後のテーマは、「いかに広く意見を求められるか」である。各自治会、各専門部

で持ち帰ってもらい、広く意見を求める。また、拡大ワークショップとして企業に

も意見を求めてみようと考えている。さらに、住民の意見も何らかの方法で聞き取

りたいと思っている。 

【一小】 

① できるだけ多くの住民の声を汲み取るため、すべての自治会、管理組合、宝塚第一

小学校 5年生、光ガ丘中学校の生徒（生徒会が中心）にアンケートを行った。 

② 現在、校区内を 5～6 ブロックに分け、ブロックごとに福祉、防災について話し合

っている。各ブロックの課題を集めて、計画見直し策定につなげていきたい。 

③ 課題として、「マンションコミュニティづくり」がある。マンションの方への福祉、

防災についても考えていきたい。 

【長尾】 
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① 計画全体を 5項目に分け、現在、月 2回のペースで話し合いを行っている。 

② 8月を目途に完成させ、9月に提出予定である。 

【すみれ】 

① 9 月のまちづくり協議会代表者交流会で行われるまちづくり計画の情報共有を意識

して取り組んでいる。 

② アンケート結果、その他意見をリスト化し、それらを項目分けし、まとめる段階に

入っている。 

【売布】 

① 全体の将来像と基本目標はほぼ決まった。あとは、部会での調整を行い、整理して

落とし込む段階である。 

② まちづくり協議会の「拠点づくり」については、重点項目として挙げていきたいと

考えている。 

【光明】 

① 6 月に検討委員会を行った。7/14 光明まつりが落ち着いたら、検討委員会を行い、

8月末までにまとめようと考えている。 

【すえなり】 

① 現在、具体的な取り組みについて、一生懸命取り組んでいる。例えば、ハード面の

取り組みとして、まち歩きをして、危険個所の現地確認をしている。また、その危

険個所を解決するための協議会の設置や予算等について、計画に盛り込めたらと考

えている。 

【西山】 

① 6/23第 8回検討委員会にて、具体的な取り組みについて、ワークショップ形式で加

筆修正を行った。 

② 西山小学校の 6年生（97名）にアンケートをとり、子どもたちの率直な意見を聞く

ことができた。 

【中山台】 

① 7月末から 5つの分科会に分かれて、詳細項目の検討を行っていく予定。スケジュ

ール通りに進んでいる。 

【美座】 

① 7 月中にワークショップ形式で防災等について話し合い、意見が反映されたものを

9月にまとめたい。 

 

(2)意見交換 

・自治会等に入っていない住民の声をどのように集約するか。 

自治会等に入っていなくても市民活動を行っている人がいる。例えば、そのような

方々に対して、ネットワーク会議のようなものを開催するなどして意見を聞くことも

検討できればよい。 

 

      ・まちづくり協議会同士の連携も今後図っていく必要がある。 

 

・現在、まちづくり計画の見直しのため、多くの住民の意見を集約している。計画の見

直し後、地域住民から意見が来た場合、まちづくり協議会を通して、その意見は、受

け入れてもらえるのか。 

→市：計画づくりのため、一旦はまとめる必要はあるが、見直し後のご意見が置き去

りになることはない。次の計画見直しの段階での修正や、どう実現していくかを市と

まちづくり協議会が一緒になって、考えていく必要がある。その流れは、現在も一定

できていると認識しており、今後はさらにその流れは強化していかなければならない

と考えている。 

時代によって住民のニーズは変わっていく。時代に合わせていかないと「良いまちづ

くり」はできないと考えている。 
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(3)地域ごとのまちづくり計画見直し情報共有会議について 

    座長から、統一フォーマットで作成した地域ごとのまちづくり計画（令和元年 8月時

点）の提出について、まちづくり協議会代表者へお願いした。 

     提出期限：令和元年（2019年）9月 4日（水） 

     提出方法：コンサルタント（関西総合研究所・OM環境計画研究所）からデータで市

民協働推進課へ提出 

 

４ J:COM「デイリーニュース」へのご出演について 

  市民協働推進課から、配布資料に基づき、J:COM「デイリーニュース」の説明が行われ、

ご出演を希望される場合は、市民協働推進課へ連絡をいただく旨、ご案内を行った。 

 

５ 夜間・休日の学校への電話について 

  職員課から、配布資料に基づき、夜間・休日の学校への電話について、説明を行った。 

自動アナウンスの内容として、緊急時等は、教育委員会へ電話をかけていただく旨のアナ

ウンスがあれば良いといった意見があった。 

 

６ アトム１１０番連絡所の取組について 

  青少年センターから、配布資料に基づき、「アトム 110番連絡所」開設に関するお願いを

行った。 

 

７ 宝塚サマーフェスタ２０１９花火打上演出について 

  観光企画課から、配布資料に基づき、宝塚サマーフェスタ 2019花火打上演出について、

詳細のご案内を行った。また、観光協会事業に対する協賛のお願いを行った。 

 

８ 社会福祉協議会会員募集のご協力等について 

  社会福祉協議会新理事長から各まちづくり協議会代表者へご挨拶を行った後、社会福祉協

議会職員から、配布資料に基づき、社会福祉協議会会員募集についてご協力のお願い及び「い

っしょに食べよう！いっしょに遊ぼう！たからづかみんなの食堂」についてご案内を行った。 

 

９ 市民協働推進課からのお知らせ 

  下記(1)～(8)について、資料を用いるなどして周知した。 

(1)  まちづくり協議会会計担当者会について 
市民協働推進課からお礼のご挨拶及び結果について別途周知を行う旨、連絡を行った。 

(2) 新年度まちづくり協議会推薦委員について 

 宝塚市パブリック・コメント審議会委員 逆瀬台小学校区まちづくり協議会 

(3)ＦＭ宝塚出演予定 

令和元年 8月 9日（金） 宝塚市西山まちづくり協議会 

令和元年 8月 26日（月） 逆瀬台小学校区まちづくり協議会 
 (4) 市民と市長のテーブルトークについて 

(5) 市民活動促進支援事業について 

(6) ふれあいトーク（出前講座）について 

(7) 兵庫県「2019年度県民まちなみ緑化事業」について 

 

１０ その他 

 

１１ 今後の日程 

  次回日時：令和元年（2019年）9月 11日（水）14：00～16：00 

  場  所：未定 


