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テーマ：目指すまちの姿を整理しましょう！② 

日 時：平成 31年４月 20日(土)、10:00～12:00 場 所：宝塚市立中央公民館ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回は３６人の方にご出席いただきました。 

 

◆第６回市民ワークショップの内容 

１ 本日のプログラムの概要説明、前回の振り返り  

〇 第５回の内容を簡単にふりかえりました。 

○ 第５回の参加者アンケート結果及びその対応について説明しました。 

・ 「ビジョンの種」カードをどう作成したか説明をしては  

→第１回～第４回までに出た意見をもとに作成した旨説明。 

・ 審議会委員は、各班 1名ずつで、６名程度がいいのでは  

→条例で公募委員を４人と規定しており、４人になる旨説明。 

・ ワークショップの３箇条の心得を遵守してテーブルワークを進めてほしい  

→改めて心得を説明。 

・ テーブルマネージャーが入ったおかげで、スムーズにいけたと思う。 

・ 志・考えのある方々が集まっているので、プロジェクト発足までつながれば良い。  等 

２ テーブルワーク  

〇 目指すまちの姿「○○なまち」のフレーズを完成させ、発表しました。  

◆ 次 第 ◆ 

１ 本日のプログラムの概要説明、前回の振り返り 

２ テーブルワーク 

（1）内容の説明 

（2）テーブルワーク 

（3）発表 

３ 作業班の決定、審議会委員選出方法の決定 

４ 今後の予定等 
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１班：子育て・教育系        ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

あそびがそだつ こどもがつくる 

〇アソビが育つ、面白がる 

〇教育の意識改革 

〇安全なセンをいってしまう 

〇宝塚らしい教育とは？ 

〇実際の教育現場が変われるもの 

〇×「あたりはずれ」という言葉 

〇信頼しあえる 

〇働き方、学び方 etc 

〇子どもにとって選択肢 

〇管理のし易さでは無い 

〇笑顔→笑い?? cf笑いの勉強 

〇親の興味、関心 

〇変化が見える 

〇余裕がある（精神的に） 

〇自分が幸せな状態に持っていけるような力 

〇子どもたちが自己実現について認識 

〇身の回りだけが世界ではない 

選択肢の多さ 子育て環境について 

子ども目線で考える 

子どもへの規制緩和 子どもの権利を子どもに返

す 

子どもの力が上がる 子どもが力を発揮できる 遊び心がある のびのびできる 

〇権利が守られる 

助けてくれる人がいる 市民一人一人が大事にされ

かがやく 

笑顔で暮らせる 子育て世代にやさしい 

のびのびできる    

〇住み続けるための仕事場 

〇自己実現する仕事 

〇ほどほどに都会、ほどほどに田舎 

〇開発をどんどん進めるのではない 

〇子ども心を持つ大人も参加できる 

〇”あそび”のダブルミーニング①いわゆる遊び（＝play）②余裕（＝room、space） 

〇キャッチコピーは全て“ひらがな”で（子どもに向けて） 

〇子どもも大人も参加する 

〇「ふるさと宝塚を大切に」ができていない 

〇小さくても変化が見える（世界観の形成）⇔宝塚について親からのイメージ、自己肯定感の低さ 

地産地消 豊かな自然が守られる 自然と共生する社会を考え

る 

西谷と市街地が交流する 

西谷地域も盛んになる まちに住んでいなか暮らし

ができる 

持続可能都市（サスティナ

ビリティ） 

子ども達が自然とふれあえ

る機会がある 

次世代を見据える 若い世代が帰ってこれる 働く場 きれいな風景がある 

山・川・畑がある 宝塚らしい美しい風景があ

る 

気持ちよく住める 住み続けたい 

市民にまちが愛される 

→愛する 

ふとしたときめき   
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２班：観光・働く・農業系      ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

“にぎわい”を創り続ける街 

商店、イベント、人（住民、遊び、企業市民）、お金 

〇皆のはたらくをつくる 

〇宝塚駅－花の道－南口－宝塚の回遊活性化 

〇ショッピングモールがある若い人が行くようなお店 

〇西谷の農産物を市内飲食店とのコラボ商品開発 

〇武庫川沿い観光化 

〇今あるものの発掘と発信 

〇市民（住む人、働く人）が、わが街の魅力を知って

いる 

〇周遊できる街 

〇食のまち「宝塚」プロモーション 

〇日常と非日常が共存する 

〇わざわざ（市外） 

〇普段使い市民・住民 

〇企業市民も利用してほしい 

商業活性化のため地元で買

い物・飲食する 

宝塚ブランド 歴史がある 子育て世帯の転入者が増え

転出者が減る 

転入者がなじみやすい 宝塚で楽しめる 山・川を活用した観光 イベントを企画する 

市内の文化的な活動をつなぐ 遊べる、食べる場所がある おいしい食べ物がある  

みんなのはたらく
．．．．

をつくる街 

〇働くをもっと広く捉える 

〇企業で働くだけでなく、ボランティアも働くと捉える 

工業団地がある 稼いで定住できる 

産業基盤を大事にする “わがこと”のわがまち 

人とのつながりが豊か つながり・助けあう 

地域で多世代が集える場・

機会 

やりがいのある仕事ができ

る 

田植え体験・収穫体験がで

きる 

企業が地域貢献、企業が市

に貢献する 

市民にまちが愛される おたがいさまがあふれる 

空き家を活用した居場所が

ある 

 

もうひとつの宝塚、西谷が光る街 

〇もう一つの宝塚 

IT を活用した農業が発展す

る 

西谷地域も盛んになる 

豊かな自然が守られる 地産地消 

西谷と市街地が交流する 宝塚だけで環境が循環する 

 

知る。語る。誇る。 
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3 班：自然・環境系         ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

あふれる自然が夢となるまち 

〇たからもの 

〇社会資本 

〇自然環境（バックボーン） 

〇眠っている資産 

〇市民が自然に気がついていない 

〇自然を利用した歴史「タムシバ（の花）」 

（こぶし（の花）に近い） 

宝塚だけで環境が循環する 宝塚らしい美しい風景がある 

まちなかに水生生物、魚、

昆虫が増える 

歴史がある 

山・川・畑がある  

〇里山 

〇県の湿原、県立公園 

〇市域の 7割の面積を占める西谷 

西谷と市街地が交流する 

まちに住んでいなか暮らしができる 

西谷地域も盛んになる 

〇全ての年代と自然が共生 

〇自然を楽しむ、自然を生かす 

〇まちといなかが共存するまち 

〇自然を生かしたまち 

〇農業 

〇自然あふれるまち 

〇山あそび 

〇サイクリング 

持続可能都市（サスティナビリティ） 豊かな自然が守られる 自然と共生する社会を考える 

〇働く 

〇ただ“守る”のではなく“活かす” 

〇仕事をつくる、観光、農業、例「マイ・ファーム」 

地産地消 おいしい食べ物がある 宝塚ブランド 働く場 

やりがいのある仕事ができ

る 

食の安心を得られる 商業活性化のため地元で買

い物・飲食する 

 

〇こども 

〇豊かな体験、人づくり 

〇自然と長い目で付き合う 

田植え経験収穫経験ができる 子育て世代にやさしい 次世代を見据える 地域の見守りがある 

市民一人一人大事にされか

がやく 

子ども達が自然とふれあえ

る機会がある 

子どもたちがきらめいて遊

んでいる 

 

〇つながり 〇ミニ Uターン 

〇みんなで創る・守る・宝塚 〇住み続けたい 

市民活動が活発 自由に遊べる場所がある つながり・助けあう いろんな人と交流できる 

行政と市民のつながりが深

い 

自分たちでまちを創る 人とのつながりが豊か 市民にまちが愛される 

市民レベルで街の良さを対

外的に発信する 

人への思いやりがある人が

増える 

あいさつ＋会話を通して地域の問

題や共感することを見つける 

災害時に助けあい支えあう 

防災に強い    

〇宝塚のみらい 〇幸せスマイル 

〇大好き宝塚 〇全体がつながるともっと楽しくなる 

趣味を楽しめる 宝塚で楽しめる 花、緑で笑顔になれる 気持ちよく住める 

遊び心がある 住み続けたい   
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4 班：文化・歴史系         ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

歴史を通じて人が交流できるまち 

〇駅から少し歩くと所々に歴史や自然の豊かさを感じられる 

〇街の中に緑やお花がたくさんあるまち 

〇自然・環境と調和した都市（多機能） 

〇美しい風景と豊かな農作物のある自然に恵まれたまち 

自然と共生する社会

を考える 

宝塚らしい美しい風

景がある 

田植え体験、収穫体験

ができる 

まちに住んでいなか暮

らしができる 

まちなかに水生生物、

魚、昆虫が増える 

持続可能都市（サステ

ィナビリティ） 

IT を活用した農業が

発展する 

ゴミがない 空き家を活用した居場

所がある 

山・川・畑がある 

宝塚だけで環境が循

環する 

豊かな自然が守られ

る 

地球環境の視点でも

のを見る 

食の安心を得られる 多機能都市 

安心安全な 子ども達が自然とふ

れあえる機会がある 

空気が美味しい 住み続けたい きれいな風景があ

る 

植木・花のある町 花、緑で笑顔になれる 山・川を活用した観光 西谷地域も盛んになる  

〇旅行会社とタイアップして歴史を伝えていく 

〇人が集まりたくなる宝塚ブランド・歴史を発信する 

〇歴史・文化・史跡・温泉・寺社、保存 

〇清荒神、売布神社、中山寺のある町 

〇古い歴史と新しいものが共存可能なまち 

〇小浜宿 

〇街道のまち（人々の交流） 

〇住む人と訪れる人の交流 

〇街道・宿場街→人の交流→寺社仏閣が栄えた→後世に伝えていく 

〇個人主義の時代だが、人とのつながりが大切→歴史を通じて人とのつながりの大切さを伝える 

〇人が昔からいきかうまち→様々な対比が受け入れられてきた 

〇街歩きの開催 

〇温泉街の風情が失われた 

〇伝える、発信する（知られていない歴史を） 

〇まちあるきイベント（小浜を中心に） 

〇昔ながらの良さを伝える 

〇売布神社が市内最古 

〇まちの魅力を伝えていく 

〇市全体の歴史を伝える場をアクセスの良い場所に 

〇市内の子どもたちに、まちの歴史を伝える課外授業を 

歴史を伝えていく 歴史がある イベントを企画する 寺社仏閣が多い 

市内の文化的な活動をつな

ぐ 

昔ながらの所が心地よい 温泉の町 市民レベルで街の良さを対

外的に発信する 

〇宝塚歌劇と花の道、宝塚 

〇宝塚ブランドの継承 

〇みんなが文化に触れることができて楽しめるまち 

〇歌劇が人を呼び、来た人によって宝塚ブランドは育てられる 

〇華やかな宝塚のイメージを駅前の街並みから感じられるまち 

宝塚歌劇がシンボル おもしろい 笑顔で暮らせる スポーツを楽しめる 趣味を楽しめる 

いろんな人と交流で

きる 

老若男女が集い支え

合う 

子どもでにぎわう 遊べる、食べる場所が

ある 

遊び心がある 

健康でいられる 新しい魅力がある ときめき 楽しい 選択肢の多さ 

おいしい食べ物があ

る 

みんなが集まりたく

なる 

宝塚で楽しめる 学生と大人の交流 イベント中心に人が

集まる環境がある 

華やかな雰囲気 仲間が多い    

 

宝塚ブランド 
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５班：防災・安全・住環境・交通系 ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

若返る街 Let’s 生き活き宝ヅカ 

標題 〇これからも住み続けたい街宝塚 

 〇宝塚に住んでみたい街づくり 

 

〇住環境が優れたまち 

～ハードの充実～ 

・災害時でも安全に避難できる街 

・産科のリスクを市が負える街 

・道路、道路網が整備され、医療機関、買物施設に便利に

アクセスできるまち 

～次世代の育成～ 

・次世代への対応を考えるまち 

～高齢者の生きがい～ 

・高齢者が持つ知識、経験を次世代に伝え、生きがいを感

じるまち 

 

 

 

市民にまちが愛され

る 

住み続けたい 自分たちでまちを創

る 

持続可能都市（サステ

ィナビリティ） 

道路がきちんと整備

されている 

買い物・交通が便利 医療機関の充実 コミュニティバスが

便利 

電線埋設、無電柱化 災害時の複数の避難

道路 

安全のための立ち退

きの促進 

出産しやすい ０才～高齢者までの

居場所がある 

子育ち環境について

子ども目線で考える 

次世代を見据える 

子育て世帯の転入者

が増え転出者が減る 

地域で多世代が集え

る場・機会 

子育てがしやすい 若さ甦る安全都市 住みたい街～☆生き

活き宝ヅカ☆ 

老人が裏方で輝くま

ちたからづか 

若返る 生き活き宝塚 安心安全な街 子どもが安心して歩

け遊べる街 

人とのつながりが育

む防災 

大好き宝塚 Let’s生き活き宝ヅカ 道路周囲の樹木・枝の

整理 

交差点の安全・視界

の確保 

やわらかく安全な舗

装（ウッドチップ、ウレタン etc） 

自転車の通りやすい

道 

街路樹、ガードレールな

ど不要なものの整理 

  

〇災害につよいまち 

～育んできた地域のつながりが災害につよいまちをつくる～ 

健康でいられる 安心安全な 防災に強い つながり・助けあう 

災害時に助けあい支え合う 行きたくなる避難所がある   

〇お互いさまがあふれる 

～「ありがとう」という感謝の言葉が聞こえる街～ 

気持ちよく住める 地域の人とのあいさつ あいさつが返ってくる 花、緑で笑顔になれる 

顔の見える関係がある 市民活動が活発   

〇産業 

～産業の発展が住民の暮らしや防災の下支えになる～ 

産業基盤を大事にする 西谷地域も盛んになる 地産地消 ITを活用した農業が発展する 

商業活性化のため地元で買

い物飲食する 

企業が地域貢献、企業が市

に貢献する 
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６班：健康・福祉系         ※黄色枠内は「ビジョンの種」カードを示しています。  

つながりの中で『すこやか』があふれるまち 

〇人のつながりですこやか 

・つながり、助け合いですこやか 

・人のぬくもりを感じれるまち 

子育て世帯の転入者が増え

転出者が減る 

災害時に助けあい支え合う 

地域の人とのあいさつ あいさつが返ってくる 

助けてくれる人がいる つながり・助けあう 

顔の見える関係がある 老若男女が集い支え合う 

あいさつ＋会話を通して地域の問

題や共感することを見つける 

望んでないのに孤立する人

が減る 

仲間が多い 人とのつながりが豊か 

おたがいさまがあふれる 学生と大人の交流 

自治会の活動に参加しやすい 地域の見守りがある 

大学(学生)と市民のつなが

り 

どんな人でも役割がある 

心のケアが大切 自分を知らない人がいない 

〇外出ですこやか 

・外に出たくなるまち 

・宝塚の街、再発見!!散策できる街 

・気軽に外出できる健康なまち 

買い物・交通が便利 遊べる・食べる場所がある 自由に遊べる場所がある 公園が活用される 

いろんな人と交流できる 行きたくなる避難所がある 商業活性化のため地元で買

い物・飲食する 

０才～高齢者までの居場所

がある 

スポーツを楽しめる コミュニティバスが便利 外に出るきっかけ 道路がきちんと整備されて

いる 

市内の文化的な活動をつな

ぐ 

宝塚で楽しめる 働く場 空き家を活用した居場所が

ある 

趣味を楽しめる 大学イベントの情報発信 温泉を利用する  

〇食ですこやか 

・食に関心が強いまち 

・食を通じて健康づくりをするまち 

・食に安心があるまち 

・健康寿命を延ばせる街 

・味覚調査、五味の体験実験→亜鉛欠乏症対策、食育活動!! 

・子どもだけでなく多世代への食育って大切 

・仕事を作れないか？ 

大学と行政の連携 甲子園大学 IT を活用した農業が発展す

る 

田植え体験・収穫体験がで

きる 

宝塚ブランド 教育 食育 食の安心を得られる 

健康でいられる おいしい食べ物がある 地産地消 農福連携 

 

☆食のイベントを高齢者向け等に行うと 

→外出する 

→食の学びの機会 

→人のつながりになる 

→健康になる 

プライベートを充実できる イベントを企画する 
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【久先生からのアドバイス】 

● 計画のキャッチフレーズは多くの人にそらんじられる

ものが良く、マジックナンバー7±2 が覚えやすい。7

不思議、七福神、俳句（５、７、５）が典型で、宝塚

の 5音は有効に使える。 

● 尼崎市のキャッチフレーズである「ひと咲き、まち咲

き、あまがさき」のように韻を踏むのも有効である。 

● 宝塚市は WHO のエイジフレンドリーシティに承認さ

れており、行動計画のキャッチフレーズ『「お互いさま」

があふれるまち 宝塚』はとても良くできている。 

● 徳島県上勝町の「なにもない。けど、なにかある上勝」はインパクトがあり、人の気を引く

のに有効である。 

● 6 つの班が考えたキャッチフレーズを貫くような 1 つのキャッチフレーズを作業班で検討し

てはどうか。尼崎市の市民懇話会の提言書は「だからあまがすき」で括っている。分かりや

すく素敵なキャッチフレーズを参加者の皆さんで磨いていただきたい。 

 

３ 作業班の決定、審議会委員選出方法の決定  

（１） 作業班 

 ● 提言書作成作業班を決定しました。 

１班 橋之爪さん ４班 井上さん、西中さん 

２班 龍見さん ５班 佐久間さん、柴田さん 

３班 飯室さん、山岡さん ６班 中山さん 

（２）審議会委員選出方法 

● 希望者を募り、市で選考する、または抽選する、という意見をいただきました。 

 

４ 今後の予定等  

○次回（第 7回）日時：５月 18日（土）10:00～12:00、場所：宝塚市立中央公民館ホール 

 テーマ：目指すまちの姿が実現したことを確認する方法も含めて考えましょう！ 

 

 


