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(1)議題
・意見交換会とアンケート調査について
・前回の委員会の質問について
・総論について
・基本理念（キャッチフレーズ）及び指針について
(2)審議結果の概要
・意見交換会とアンケート調査について事務局より説明を行った。
・前回委員から質問のあった「健康寿命について」「高齢者に実施している
アンケート調査について」について回答を行った。
・行動計画の総論について、前回指摘のあった項目について事務局にて修正
し、検討を行った。
・基本理念（キャッチフレーズ）及び指針について、検討を行った。
８

議題及び結果の概要
(3)審議における主な意見
・意見交換会とアンケート調査及び前回の委員会の質問について
（委員）

健康寿命は、市町村単位で算定することや全国の数値と比較す
ることが難しいことは理解できたが、その健康寿命のデータを総
論の中になぜ記載しているのか。健康寿命を算定する際の根拠も、
対象者の主観的なデータと介護や病気などの客観的データを基に
しており定義が曖昧なのではないか。仮にがんなどの病気を抱え
ている人でも健康であると言えるのか。
平均寿命は 0 歳児の平均余命を表したものだと思うが、健康寿
命は高齢者が健康かどうかを基にした指標だと思う。そう考えた
場合に、平均寿命と健康寿命の差を出すことに違和感がある。

（委員長）健康寿命は、厚生労働省も日常生活が自立して行える人が健康
であるとしており、がんなどの病気を抱えている人でも自分で日
常生活を送れる人は健康であるといえる。
今回指摘を受けて、平均寿命ではなく 65 歳の方の平均余命から
算出した方が、違和感なく捉えることが出来ると思った。65 歳の
平均余命についても、厚生労働省が年齢別にデータも算出してい
るので、それを利用できると思う。

（委員）

前回健康寿命について質問をしたのは、ＷＨＯが健康寿命を出
すことによって、何を示したいのか分からないところがあった。
エイジフレンドリーシティの取組によって健康寿命が延びること
を示しているのか、それとも単純に平均寿命との差を出したいだ
けなのかが分からず、定義の曖昧さを感じた。

（委員長）ＷＨＯも健康な期間を延ばし、介護の期間を短縮することを狙
いにしていると思う。健康寿命の定義を基に健康な期間と介護が
必要な期間を算出している。この健康な期間には、先にお伝えし
たように何らかの病気を抱えている人も含まれている。これは厚
生労働省も同様の算出をしている。
指摘のとおり、平均余命と健康寿命との差を算定することの方
がいいのかもしれない。新たなデータを宝塚から提案することも
いいと思う。
（委員）

アンケートの結果について、満足度だけで表しているが、プレ
高齢者にあたる方は「不満足」ではなく、
「分からない」と回答し
た人が多くいたのではないのか。市役所職員は制度のことを知っ
ているかもしれないが、市民の方は自分に関わりがなければ、当
事者意識が低くなり、知らないことも多いのではないか。
アンケート結果についても「満足」と「不満足」を表記し、関
心度が低いことも読取れるものにする必要があると感じる。

（委員長）今回提示しているデータには、「満足」「やや満足」以外のデー
タが含まれていないので、指摘いただいたように読取れないもの
になっている。
（委員）今回アンケート調査を実施した一般高齢者とは、どのような方の
ことなのか。
（事務局）調査を実施したのは、老人クラブや民生委員、市内で活動され
ているＮＰＯ法人、シルバー人材センターの方々です。
（委員）

元気で地域活動をされている方と一般の高齢者の方を比べるの
は、無理があると思う。アンケートを実施した方がどういう方な
のかを記載しておく必要があり、一般高齢者という表記の改めた
方がよいと感じる。

（委員長）本来アンケート調査は、広くサンプリングして実施する必要が
ある。今回実施したアンケートは、特定の人が対象となっている
ため、実際の一般的な市民の方の意見との乖離があると思う。今
後検討していく上では、特定の人が対象となったデータとして見
ないといけない。
（委員）

今後改めてアンケートを実施する予定はあるのか。回収率も高
くないのであれば、市民の意見が反映されているとは言えないの
ではないか。

（委員長）回収率は 50％程度だと思うが、今回の行動計画策定に関しては

改めてアンケート調査を実施しないことになっている。しかし、
ＷＨＯのコメントの中にも高齢者の意識調査も重要視されてい
る。今後行動計画策定をした後に、計画の評価をする際には、介
護を受けている人も含めて広くアンケートを実施する必要がある
と思う。そういった意味もこめて、行動指針の中にアンケート調
査を実施することも記載しておいた方がいいのではないか。
（委員）

「宝塚市の状況についての評価表」において、庁内検討会と担
当課の評価が記載されているが、担当課が市役所の管轄外で「事
業者がやるべきこと」との意見が見られる。エイジフレンドリー
シティは、その趣旨を考えたときに、管轄外という判断ではなく、
市役所や事業者といった立場を越えて考えていく取組だと思う。
今後庁内における意識の向上をしていただければいいと思う。

（委員長）高齢者の取組なので、自分の課には関係ないと思っている庁内
検討会の委員もいると思う。せっかくの機会なので庁内での横の
繋がりをもって超高齢社会に対する取組を考えることで、エイジ
フレンドリーシティに対する意識を高めて行けたらいいと思う。
例えば、横断幕のようなものを作ることで、それに対する市民
からの問い合わせに対応するため、職員一人一人がエイジフレン
ドリーシティについて考えることで意識を高めることができると
思う。
（委員）

アンケート調査の結果は庁内検討会でも共有されているのか。
また庁内検討会では、調査結果について何か意見はあったのか。

（事務局）庁内検討会でもアンケート結果の開示を行っている。結果につ
いて地域性を感じているという意見はあった。
（委員長）庁内検討会に私も参加したことがある。その際に、アンケート
結果を基に、今回提示している「評価表」のＡ～Ｃの評定の作業
を行った。アンケート結果を見た率直な意見については聞くこと
は出来なかったが、Ａ～Ｃの評価はアンケート結果に対する意見
が反映されていると思う。
（委員）

「評価表」において、庁内検討会ではＡ評価であるのに、担当

課ではＣ評価となっている項目がある。担当課の意識が低いので
はないか。ベンチの設置などについても、市の予算を割いて設置
していないだけで、市としてはその必要性は認めていると思う。
過去の例を見ても、市長の政策で設置を進めていたことがあった。
また平和のベンチのように市民からの寄付をもって設置を進めて
いる例もある。予算の措置は別にしても、庁内においてベンチの
設置についての必要性の議論が噛み合っていないのではないか。
ベンチだけでなく、他の項目についても言えるのではないか。
（委員長）ベンチについては、設置しないより設置した方がいい。ただし
予算の問題が出てくる。例えば市で予算化するのではなく、民間

企業にスポンサーになってもらい設置に関する費用を用意すると
いう方法もある。
（委員）過去にまちの美観上、スポンサー広告が入っているベンチは、あ
まり良くないという意見があったことも事実です。
（委員長）まちの美観を損ねないような広告の記載方法を考えることも必
要になる。
（事務局）委員の方々の意見は、今後の議論を進める上での大きな問題点
となるところだと思う。市内の月見山では地域の方々が中心とな
りバスを開通させる取組を行っている。この取組は庁内検討会の
中でも、これからの時代を象徴するようなものであるという意見
が出た。宝塚市は他市と比べると公共交通が整備されていない地
域があり、特に山手の地域において買い物弱者の問題がある。月
見山の地域については、そういった問題について道路部局と３年
間議論を重ね、社会的な取組としてバスを開通させることが出来
た。事業者の採算性を持たせないと事業がなりたたないという問
題があり、地域の方々も出来る限り利用しようという意識がある。
この取組には役所からの予算は、ほとんど支出していない事業
である。健康福祉部としても、この区間のバスについて助成券を
利用できるよう動いている。限られた予算の中で、宝塚の地域性
に応じて地元の方々と行政が一緒になって何ができるのかが問わ
れていると思う。
委員の方から指摘いただいたように、評価表における担当課の
Ｃ評価についても、役所が設置するのか民間事業者が設置するの
かをしっかり議論した上で判断する必要がある。そういったプロ
セスを踏んだ上で民間事業者が設置するという結論に至れば、市
民の方の理解も得られるのではないかと思う。
（委員長）今回の行動計画の指針を策定する上で、誰の行動計画なのかを
考えなければならない。役所のことだけ記載しても宝塚市として
の行動計画にはならない。協働の考え方が必要であり、前回意見
がでた「自助・互助・共助・公助」を踏まえ、分野ごとの指針を
示すことが出来ればいいと考える。
自分で出来ることもあれば、自治会であれば出来ることもある。
自分達で出来ないことであれば、行政の力を借りなければならな
いこともある。エイジフレンドリーシティにおける 8 つのトピッ
クスにおいて、
「自助・互助・共助・公助」の 4 つがどのように展
開するか考える必要がある。協働の考えを基にした行動指針にし
ていかなければ、行政が主導するだけでは問題の解決にはならな
い。それでは何のための行動指針なのかも分からなくなり、市民
が宝塚市で生活する中で、お互いにやさしいと感じられる広がり
が出てこなくなるのではないかと思う。
今後基本的理念を考える上で、協働の指針を大事にする必要が
ある。役所としての行動計画ではなく、市全体としての行動計画

にしていかなければならない。
（事務局）エイジフレンドリーシティの取組については、超高齢社会に向
けて、中長期的で全庁的な取組にしていく必要がある。役所の事
業全体を点検し、時代に合わせたものに変えていかなければなら
ない。先程の委員長の意見の中にもあった協働の考え方をもって、
事業の見直しの方向性を指し示すことができれば、今後の時代の
中でも意義のある計画になると思う。
（委員長）そういった意識が役所だけでなく、市民や企業などに広がれば
良いと考えている。宝塚ＮＰＯが、きずなの家を花のみちに作っ
たときに、その場に居合わせた人が「これもエイジフレンンドリ
ーだよね」という意見がでた。こういった考え方が規範のような
かたちで市全体に広がれば、今後それぞれが行動するときにエイ
ジフレンドリーシティを意識するようになる。やさしさは、気持
ちからしか起こらないのではないか。そういった気持ちを共有す
ることで、新しい物事が生まれると思う。
（委員）

健康寿命の中でも出てきたが、当事者が健康な高齢者となって
いる。実際には、健康でない方を支えている方が多くいる。健康
な高齢者のためのエイジフレンドリーではなく、健康でない方を
支えている方たちにも作用するエイジフレンドリーに取組の幅を
広げてはどうか。

（委員長）確かに健康である人は素晴らしいが、健康でない方が素晴らし
くないというわけではない。今後施策を展開させる上で、そうい
った誤解を生まないように注意しないといけない。
・総論について
（委員長）前回の委員会で「自助・共助・公助」に「互助」を加える意見
がでた。厚生労働省も、今後の指針をしてこの４つを示している。
エイジフレンドリーシティ行動計画策定の協働の指針として、こ
の４つを基本にしていくことは、厚生労働省の指針とも合致して
おり、問題ないと思う。
また、宝塚市の動向について記載内容が薄く、かつ、データに
ついても年度に揃っていなかった。今回宝塚市の人口の推移や他
の事業で実施したアンケート結果を提示し、ある程度年度を揃え
ることと最新のデータにしてもらった。
（委員）

宝塚市では介護保険制度を含めて７つのブロックで施策を進め
ている。一方で、国は中学校単位で施策を進めることを推奨して
いる。宝塚市は山間部と平地部があり、それぞれで市民のニーズ
も異なっているはずである。行動計画策定後に評価するにあたり、
より調査単位を中学校区くらいに細分化し調査しないと実態がみ
えてこないと思う。

（委員長）市の施策を考えたときの問題点として、地域によって状況が異

なることが挙げられる。市全体に合わせた施策では地域に適合し
ないことも多く、また地域ごとに施策を考えようとしても地域の
データがないため出来ないこともある。
（委員）

先程月見山のバスの話があったが、過去に地域住民からの要望

で仁川と売布にミニバスを開通させたことがあった。しかし、開
通してみると利用者数は伸びなかった。仁川と売布のミニバスは、
市が補助して阪急バスのＯＢに運営してもらったが、やはりある
程度収益を上げないとバスの更新は出来ない。採算が取れず赤字
が続けば事業は継続できない。そのことを想定して事前に、事業
継続などの取り決めをしておく必要がある。地域住民の要望で実
現した施策について、ある程度市民にも責任を考えてもらわなけ
ればならない。
（委員長）市民も行政に対して要望を上げて終わりではない。バスについ
ても、他の代替案を考える必要がある。
（委員）

バスの例でいうと、代替案を実行する場合も輸送事業者に協議
を行わなければならない。無償のボランティアであれば問題ない
が、少額でも料金をもらうとなると許可が下りない可能性が高い。

（委員）

市ではバス・タクシーの助成券の制度があるが、この制度は利

用者が増えると財政的な問題が出てくると思う。
（事務局）先程の仁川のミニバスの話にもあったが、地域住民の要望でバ
スを開通させても採算がとれない状況があるのも事実である。
しかし、宝塚市の地域特性を考えると山間部に関しては、高齢
化が進んでいる。都市計画上、山間部には商業施設が建てられず、
近隣に商業施設を誘致しようとしても出来ない状況であり、高齢
者が車の運転が出来なくなると買い物弱者の問題が出てくる。行
商などの方法を考えなければ、住替えなどが容易でないことを踏
まえると、高齢者が住めない地域になってしまう。今後の宝塚の
状況を考えると、仁川のミニバスの前例を考えつつ、ミニバスな
どの移動手段の支援を考えなければならない。
（委員長）具体的な移動手段については、各論のなかで議論する必要があ
る。
・基本理念（キャッチフレーズ）及び基本指針について
（委員）

秋田市の例をみると良く出来ているという印象を受ける。宝塚

市の原案では、「参加する」という表現に違和感がある。「参加す
る」という表現は、行政などが用意した場所へ参加するというイ
メージがある。高齢者が参加する仕組みを高齢者自らが作ってい
くことを考えると、
「行動する」というフレーズの方が合っている
と思う。そういった考え方が大事ではないか。
「元気と勇気とやる気」がなくなったらダメだと私自身考えて
いる。定年の迎えた後に高齢者になってからでも起業する人が増
える社会になればいいと思う。次回アンケート調査をするときに、
働きたいと思える人が増加すればいいなと感じている。そういっ

たことを理念に反映できればいい。
指針についても、行政が今後進めていく指針と捉えればいいの
か。それとも市民が行動していく指針なのか。原案は、両者が混
同している印象に映る。
（委員長）行政の指針なのか、市全体としての指針なのかを明確にしてお
かなければならない。
（委員）

ＷＨＯが進めようとしているのは、行政の指針というよりも市

全体として市民がエイジフレンドリーシティを進めていく上での
行動指針を示すことだと思う。その中で行政や市民といった分け
方は必要ないのではないか。
（委員長）私もその意見に賛成です。今の基本理念には個別施策の展開と
記載されており、その表現を見ると行政の施策という印象を受け
る。行動計画は市全体として協働の考え方で展開するものであり、
それを色濃く表すことが出来れば良いと思う。
（事務局）行政施策の展開は難しい時代に入っていると認識している。以
前の計画は、行政計画と呼ばれ行政自身を拘束するものであった
が、今後の計画については行政だけで問題解決できることは少な
くなり、市民と協働で進めなければならなくなった。市の最上位
計画である総合計画においても、協働のまちづくりが最重要理念
になっている。今回のエイジフレンドリーシティ行動計画につい
ても、行政だけでなく市全体の計画にしていかなければならない。
（委員長）秋田の行動計画は、行政の計画と民間の計画を別々に表記して
いる。宝塚市として行政の計画と民間の計画を一本化して記載す
るのであれば、
「自助、互助、共助、公助」の 4 つの協働の指針の
中で、それぞれの役割について行動策定していけば、市全体を巻
き込める計画になると考えている。
（委員）

基本理念について、市民の気運を高めるためにも、市民を巻き

込んで決定してはどうか。6 月に記念講演会もしているが、それ以
降市民への啓発も行っていない。委員会の中だけで決めてしまう
のではなく、啓発も含めて市民の意見を聞く機会を設けてはどう
か。
（委員長）意見交換会の際に、
「高齢者にやさしいまちのイメージはどのよ
うなものですか」という内容で市民の方に意見を聞く機会を設け
た。しかし、事務局の説明不足もあったかもしれないが、各トピ
ックについての意見になってしまった。
ただし、意見交換会を通じて、新たに気づかされることもあっ
たと思う。
「高齢者にやさしいまち」という表現も当事者の立場か
らすると、弱者として扱われている印象を持つという意見があっ
た。そういったことも注意しなければならない。
（委員）

エイジフレンドリーシティというのは、高齢者だけではないと
思う。高齢者も障がい者も若い世代も含めて、全ての世代に考え
てもらうようにならなければならない。そういった意味では、高

齢者という表現は、出来る限り控えたほうがいいのではないか。
（委員）

例えば、一般公募することは出来ないのか。エイジフレンドリ

ーシティという言葉自体も、まだ市民に浸透していないのが現状
だと思う。市民の機運を高めるためにも、市民を巻き込むような
ことが必要なのではないか。
（委員長）市民への啓発を含めて横断幕の作成もいいと思う。
（委員）

横断幕の作成に合わせて、エイジフレンドリーシティのバッチ

を作成してみはどうか。市職員がつけることによって、エイジフ
レンドリーシティの取組の啓発に繋がると思う。
（事務局）現時点で基本理念の一般公募は難しいと思う。しかし、横断幕
については来年度の実施計画に計上している。また啓発の一つと
して、公用車にエイジフレンドリーシティの広告を掲示すること
も検討している。
（委員）

前回と今回の資料を見ていると、全体的に総花的になっている

と感じる。先程の議論の中にもあったが、秋田市のように行政が
行うことと市民が行うことが分けて記載することも必要なのでは
ないか。全体的に纏まりがつかなくなってしまっているような印
象を受ける。委員会も第 1 章、第 2 章と議論を絞って行ってもい
いのではないか。
（委員）

しっかりと基本理念や指針を議論した上でないと、キャッチフ

レーズもただの言葉遊びになってしまう。
（委員）

指針 4 の「高齢者の居場所づくり」という表現はやめた方がい

いと思う。高齢者だけが集まるというのではなく、みんなが集ま
れる場所に高齢者も一緒にいることを想定しなければならない。
私自身「機嫌よく」という言葉が好きで、
「機嫌よく暮らす」と
いうことを自分のキャッチフレーズにしている。なので「機嫌よ
く暮らせるまち」というキャッチフレーズもいいと思う。
（委員）

高齢者だけを取り上げてしまうのは良くないと思う。交通のこ

とを取り上げても、高齢者だけが注意しても仕方ない。全ての世
代の人が注意を払わなければならない。
「みんな」という言葉が大
切ではないか。みんなが考えて、みんなが活躍出来て、みんなが
幸せになる社会にならないといけない。キャッチフレーズも「安
心安全に住めるまち」なんかがいいのではないか。市民にとって
馴染みやすい言葉を使うといいと思う。
（委員）

指針 3 の「人とお金の流れを変える」という表現が上から目線

に感じる。行政が社会保障制度の維持を目的に市民の力を借りよ
うという意味で使っているのは分かるが、少し露骨な表現に思う。
（委員）

お金という表現が良くないのではないか。

（委員） もっと分かりやすい表現にするべきではないか。
「ネットワーク
を作って、お互いに支え手になる」のようにすればどうか。
（委員）

「自助・互助・共助・公助」の考えを基に、いかに合意をとり

つつメリハリを持って取り組んでいけるかが重要である。
（委員）

宝塚市の現状については整理出来ていると思う。そこから課題

解決に向けて、今後どう取組んでいくのか重要になると思うが、
その上でも表現には工夫が必要ではないか。
（委員長）指針 4 の「高齢者の可能性を信じ」という表現は変えた方がい
いと思う。高齢者の可能性を信じられないような印象を受ける。
高齢者の今までの経験を活かすことを表現したいのだと思うが、
より工夫が必要である。
指針 2 についても重要であると思う。
指針 1 については、
「自助・互助・共助・公助」というのは協働
の指針として大切なことであるのでこのまま記載すれば良いと思
うが、
「高齢者にやさしい都市を」という表現は必要ないのではな
いか。
（委員）

指針 3 について、表現が分かりにくいと思う。社会保障制度の

危機であり人とお金の流れを変えることが重要なのは理解できる
が、もっと言い回しを工夫してほしい。
（委員）

指針 4 について、多世代ネットワークのような話を記載すれば

良いのではないか。全ての世代の人が関わり合いを持もつことが、
エイジフレンドリーだと思う。居場所づくりにしても同じような
ことが言える。
学生が研究室の活動で団地の中に入って「だんだんテラス」と
いうのをやっている。高齢者の方も学生と話をすると元気なって
いるような印象を受ける。学生も高齢者の方から学ぶことも多く、
有意義な交流であると言える。そういった交流を通じて、若い世
代が高齢者のいいところを引き出せるような場を作れれば良いと
思う。
（委員長）きづなの家を含め全ての世代が交流できるような場づくりは、
非常に重要なことだと思う。
（委員）

最近では 3 世代が同居する家庭も少なくなってきている。若い

世代と高齢者がお互いに講師となって教え合う場を作ることは良
いことである。
（委員長）フレンドリーという言葉をどのように日本語に訳すかが考える
必要がある。フレンドというのは友達である。友達は対等な関係
を意味する言葉だと思う。以前神戸の防災の関係でフレンドとい
う言葉を「お互い様」と訳しており、良い表現だと感じた。
（委員）

私もお互い様という表現は良いと思う。

（委員長）
「自助・互助・共助・公助」も、基本的にはお互い様の考えがあ
ると思う。自分で出来ないことを互助、共助、公助でカバーして
いくことになる。
（委員）

指針 1 に「自助・互助・共助・公助」の総論的な要素がきてい

るので、指針 2、指針 3、指針 4 が開けてしまっている。個人的な
意見としては、指針 1 に「自助」、指針 2 に「互助」、指針 3 に「共
助」、指針 4 に「公助」について記載した方が明確に伝わりやすい
のではないか。
（委員長）私は指針 1～4 の大きな概念として、
「自助・互助・共助・公助」
を示し、その中でネットワークづくりなどの項目が挙がってくれ
ば良いと考えている。
（委員）

「自助・互助・共助・公助」を題目するということであれば分

かりやすいと思う。
（委員長）指針 1 と指針 2～4 の間でレベルが違うことを言っている印象が
あったので、全体の題目として指針 1 に記載していることを示し
た上で、
「高齢者のニーズをとらえる」といったようなそれぞれに
やるべきことを記載した方がいいのではないか。
閉会

