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１ 総 評
宝塚市は、今回、初めて行政評価に外部評価を導入し、当委員会は、市内部で行った
施策評価を中心に事務事業評価も含めて評価を行った。評価を進めるにあたって、市の
施策及び事業の全てを限られた期間に評価することは困難であるため、3 カ年をかけて全
体を評価することとし、初年度の今回においては、第 5 次宝塚市総合計画に掲げる施策
のうち、安全・都市基盤、危機管理、環境の各分野を対象とした。
評価については、市内部で取りまとめた施策評価表及び事務事業評価表について、各
担当部局の職員のヒアリングを通して行ったところであるが、総評としては、個別の施
策や事務事業について指摘はあるものの、市の自己評価は、全般的には概ね妥当である
と判断する。
２ 内部評価における
内部評価における全般的
における全般的な
全般的 な課題と
課題と改善点
今回、施策評価表を主として評価を行う中で、まず感じたことは、「施策展開の方針」
の下にある全ての事務事業が施策評価表に記載されておらず、主要な事務事業のみが記
載されている場合が多いという点である。また、多くの事業を大括りにして、一つの事
務事業としていることにより、そもそもどんな事業を行っているのかが見えにくくなっ
ているものもあった。
「施策展開の方針」に示された目標の実現のために適切な手段（事
務事業）が取られているかを見るのが、行政評価の重要な一面であることを考えると、
改善が必要である。
施策評価表の記載内容については、限られたスペースの中で、事務事業の概要と実施
実態、そして効果を記載し、その事務事業の必要性や費用対効果の適正性を伝える必要
があるが、この点についても改善余地のあるものが少なくなかった。また、総合計画の
前期基本計画に掲げる 6 つの重点目標との関連性を意識しての評価が、不十分なものも
見受けられた。
指標の設定に関しては、施策評価表と事務事業評価表ともに工夫が必要である。単に
取組の結果を並べるのではなく、その取組が市民の暮らしにどのような成果をもたらし
たのかを意識し、指標の設定を検討いただきたい。
そして、協働の視点は、行政評価を行う上で大きなポイントであるので、特に事務事
業評価において、協働の取組がどのように行われているのか、具体的に記載するように
していただきたい。協働の実例を市民と行政が認識することは、協働のステップアップ
を図る上で大変重要である。
３ 外部評価
外部評価の
評価の進め方と今後の
今後の運用
宝塚市にとって初めての試みであるにも関わらず、評価は円滑に進めることができ、
また、ヒアリングに出席した各担当部局の職員も真摯な態度で臨んでいただいたことに
ついては、評価したい。
一方、
「施策展開の方針」ごとにヒアリングし評価を行ったが、一つの方針の審議時間
が 10 分～15 分程度しか取れず、細切れ過ぎて議論を十分に深めることができなかったも
のもあったほか、施策の内容によっては、現地視察を行うことが望ましいと感じられる
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ものもあった。この点については、次年度以降の評価に向けて改善を図りたい。
また、
「施策展開の方針」に示されている内容については、総合計画の前期基本計画で
決められていることとして、評価の対象外としたが、やはり社会経済情勢の変化に応じ
た検証が必要であり、この部分についても評価の対象とすべきと考える。
このほか、次年度以降の評価は、今回評価した施策以外が対象となるが、今回評価し
た施策のその後の状況を確認することも重要であり、何らかのかたちで再評価すること
を検討したい。
なお、2～3 年後には次の総合計画（後期基本計画）の策定が始まるので、計画の柱立
てや施策の立案等に、当委員会の評価結果が生かされるようにしたい。
４ 総合計画の
総合計画の推進に
推進に向けて
今回、外部からの視点として、施策体系とその実施（事務事業の企画と業務の実施）
が適正であるか或いは無駄がないかをチェックし、アイデアを出すという当委員会に期
待される役割は一定果たせたと考える。
今回、提案している内容を踏まえて、より一層総合計画を推進していっていただきた
い。特に、協働に関する提案をしっかりと受け止め、市民とともに効果的・効率的に施
策展開を図っていただくよう求める。
各施策において、協働の取組を拡充していく必要があることは言うまでもないが、行
政の取組と市民の思いとの間には、まだまだ溝があることは否めない。行政は、これま
で以上に市民との情報の共有を図る必要があり、そして、市民と行政の双方がまちづく
りについての意識の共有に努めることが求められる。協働の促進役として、行政の立場
も市民の立場も理解し両者の橋渡し役を担う外部コーディネーターを設置している自治
体もあるので、そのような先進自治体の取組も参考にしていただきたい。
協働が進んでいる取組においても、参加者の高齢化や活動のマンネリ化をはじめとす
る種々の課題が生じている。市民の視点に立ち市民の意向を組み入れた行事や協働に関
する研修会の開催等を通して、市民の幅広い層に協働を広げていくとともに、協働のパ
ートナーとして、市民と行政が互いに育っていくために、市民と市職員との対話（ふれ
あい）の機会を積極的に設けるなど、今後、策定される協働の指針の下、様々な取組が
展開されることに期待したい。また、市内部においては、協働の推進に向けた組織横断
的な取組が重要であり、国や県の補助金を活用した協働事業にも積極的に取り組んでい
ただきたい。
５ 「施策展開の
施策展開の方針」
方針」ごとの評価
ごとの評価
今回、当委員会で行った総合計画に掲げる「施策展開の方針」ごとの評価結果は、別
紙のとおりである。この評価結果については、市内部で作成した施策評価表及び事務事
業評価表の内容をふまえて確認し、次年度以降の市の施策展開に生かしていただくよう
求める。

２

「施策展開の方針」ごとのまとめ
施策
＜危機管理＞

＜防災・消防＞

施策展開の方針

まとめ

１ 危機管理に関する指
針などを定め、危機対応
の的確化・迅速化を図り
ます

危機管 理 に関する 指針 及び 個別の 危機事 案に係る 対策マニュ アル等 の策定 につ い
ては 、概 ね順調に 進んでい ると評価 する。 今後、 課題となる のは、 対策マニュ ア
ル 等に基 づく危機対 応の的確 化・ 迅速 化であ り、 そのた めの取り組 みを確実 に実
施 して いくこと が重要であ る。危機管 理に 係る事務事 業をし っかり と位置 付けた
上 で、具体 的な取 り組みとし て、 まず は対策 マニュ アル等 の関係職 員への 周知 徹
底 を行うとと もに 、対策マニュ アル 等を使 った危機対 応に 関する研修 や訓練 等を
進 めてい ただきた い。そし て、次年度 以降 、毎年 行う市内 部での施策評 価 にお い
て 、具体 的な取り 組みが着実 に実施 でき ている か否かを確認 するよ うお願 いす
る。

２ 危機の発生を防ぎ、
発生した場合は被害や影
響を最小限に抑えられる
よう、危機管理体制を整
えます

危機 には 様々な形態 があ る。危機管 理に関 する講演 や研修 は、画一 的になら ない
よう 留意 の上、内容 や対象 に応じて 関係部 署が効果 的な方法 を検討 ・実施 し、職
員 の意識 と対応能 力の向上 、市民 との課題 や知識 の共有に 努めてい ただきた い。
また 、高齢者 等が イン ターネッ トやメー ルで情報 を得ること は難しい 。情報弱 者
と 言われ る方へのよ り効果 的な情報 提供手 法につい て、これま での 実施手 法の検
証 や他自治 体の事例 を踏まえ 、検討 を進めてい ただきた い 。なお、 防災ラジ オや
安心 メー ルについ ては、現状調 査 を踏まえ た十分 な検証が 必要であ る。この ほ
か 、危機対 応は市単 独では 難しい 場合もあ ることか ら、今後 も他自治 体等 との連
携 を進めるよ うお 願いす る。

１ 地域における支えあ
いなど日頃から共助の仕
組みをつくり醸成するこ
とにより市民の防災力を
高めます

施策推 進 のため には、防災 士の養成 及び活動促 進 をは じめとす る地域 の防災力 向
上 の取組 が欠かせな い。地域 の実情 を把握 の上、 市民が防災 士養成講 座に 参加し
やす い状況 を整える ととも に、講座 で得た 知識を 地域で活用 でき る仕組みの 構築
等 を推進 してい ただきた い。また 、情報弱 者への 情報伝 達につい て、一層 の努力
をお 願いした い。 このほ か、市民 への情報 伝達手 段の一つであ る安心 メー ルにつ
いて 、ニー ズに応 じた情報発 信の 方法を検討課 題 とし て指摘 する。 なお、 様々な
事務事 業 がある が、施策目 的に合致 しな い事務事 業や複数 の課が重複 して 実施し
ている と 思われ る事業も見受 けられ る。施策 と事務事 業の 体系を再確 認し 、整理
するよ うお 願いした い。

２ 市内全域での救急救 地域全 体 の救急 救命体 制と 防火体 制を充実 させ るために は、「市民 力の発揮 」が
命体制、防火体制の充実 求 められ る。その 中心的 存在であ る自主 防災組 織につい ては、組織結 成や 立ち上
を図ります
げ 時の支援 だけで は不十 分であ る。市とし て、自主 防災組 織が形骸 化しない よ

う 、活動状 況の把握 に努める ととも に、地域 の自主防 災力 を高めるた めの 啓発や
活動支 援 を進めてい ただきた い。 なお、非常 備消防事 業に 係る事務 事業評価 表に
つい て、「 市の関与 の妥当 性」及 び「対象 の妥当 性」の評価 を再考 するこ とと、
非常備 消防 （消防 団）の利点 など 事業の妥当 性・ 必要 性を 丁寧に説明 するこ とを
お 願いした い。
３ 広域的な連携による 推進 に向 けた対応策 及び総合評 価 で示されて いるとお り、 指令センタ ーの 効果
消防体制の充実を図りま 的 ・効率的 運用に 努める ととも に、広域連 携によ る消防体 制の充実 に向けた 検討
す
を 進めてい ただきた い。
４ 災害発生時に市民の 推進 に向 けた対応策 及び総合評 価 で示されて いるとお り、 民間住 宅の耐震化 促進
防災・避難拠点となる公 に 向けて 、既存制 度のＰＲ 等の取 り組みを 積極 的に行ってい ただいた い。
共建築物などの耐震化を
推進します
＜防犯・交通安全 １ 地域の安全は地域が
＞
守るため、市民と行政が
連携し防犯・交通安全活
動を推進します

地域 の安全 ・安心 を確保する ために は、市民 と行政 の協働 が不可 欠であ る。協働
の 推進に 向けて様 々な地域組 織が 結成され ている が、例えば 、アト ム防犯 グル ー
プ など は、他の施策 の推進 にも寄与 できる と思われ る。一 つの事業 で複数 の施策
を 効果 的に推進する ことがで きるよう な、 施策間 及び関係部 署間の 連携を 意識し
た 取り組 みを検討 ・実施してい ただきた い 。また 、自転 車の事故につい ては 、全
国的 に見 ても対策 が急務であ る。 市民 及び 警察と 連携し、 マナ ー向上 に向 けた啓
発等 の対策強 化ととも に、 いわゆ る「自転車 条例 」の制定 を検討され てはどう か
と 提案する 。なお 、危険個 所を知 ってい る市民の 割合を指標 とし て、事業 に取り
組 むこと も大事であ る。

２ 地域の安全を高める 街路 灯の 状況、道路 の危険個 所など 、地域 の実情 は地域の 住民が一番 良く 把握し
ための施設の整備などを てい る。 地域との 連携をよ り一層 密なもの とし、 必要な情報 が地域 と市の 間で円
図ります
滑 に行き 来するよ うな仕組 み（体制 ）の構築 を進 めてい ただきた い。また 、街路

灯 の管理 につい て、地域の 事情をよ く知る 市民団 体に権限 を予算と 合わせ て委譲
し 、事業 の効果 的・効率的 推進に 取り組んでい る 自治 体があ る。今後 、宝塚 市に
おいて も 、街路 灯の管理につい て 地域の事情 をよ く知る市民団 体との 役割分 担の
あり 方を 検討するよ う提案 する。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
＜土地利用＞

１ 今後の市全体や地域 都市計 画 マス タープラ ンの 見直しは 、平成 23年度 末に完了 してい るが、審議 会で
ごとのまちづくりの方針 の 審議・ 答申、市民 への説明 会や パブリ ック・コメン トの 実施 等、 市民意 見を反
を定めます
映 させ るプロセ スを経て決定 されて おり、 その点 につい ては評価する 。今後 は、

都市計 画 マス タープラ ンに 掲げる 内容に即 したま ちづくり が着実に 進んでい る
か 、担当部 署におい て進行管 理及 び課題 確認等 行い、市民 に対して 定期 的に状況
を 公表するよ うお 願いす る。
２ 南部地域において
は、地域の特性を生か
し、多様な都市機能を備
えたよりコンパクトな都
市の形成をめざします

施策 の目標 は「コンパ クト な都市 の形成」 である が、コンパ クトシテ ィの イメ ー
ジ が市民 に十分 伝わって いないの ではない か。宝塚 市の目指 す「コンパ クト な都
市 」はど のような ものか を明確にし 、分かりや すく 市民に 周知するよ うお 願いす
る 。その 上で、地域 ごと の特性を 生かした まちづく りを、 市民主 体で進めてい っ
てい ただきた い。 また、「 コンパ クトな都市 の形成 」は、 商業施 策や公共交 通施
策 など様 々な施策 と関連する ことか ら、庁内 の連携 をとり つつ施策 に取り 組んで
いた だきた い。

３ 北部地域において
は、現在の自然豊かな農
村集落の環境を保全しつ
つ、地域の活力の維持・
増進を図ります

北部地 域 の活力の 維持・増進 のため には、 土地利 用に関する 事業のほ か、 農業を
はじ めとす る産業 面での事業展 開 など、多面 的な 取り組みが 不可 欠であ り、新名
神高速 道路 のサー ビスエリ アとスマー トインタ ーチェン ジ が平成２８ 年度 末に整
備 され ること を見据 え、より 一層 の取り組 みの推進 を多くの 市民が 期待してい る
とこ ろであ る。この 施策展 開の方針 には、 事務事 業が３つ 掲げら れている が、農
業 をは じめとす る関連する 事務事 業を加えて 施策 と事務事 業の体系 を整理 し、多
角的 な視点 での施策推 進を 図ってい ただきた い。

＜市街地・北部整 １ 市街地における都市
備＞
機能の集約や効率化、中
心市街地を核とする地域
の活性化を推進します

駅前 市街地再 開発事 業の施行区 域 におけ る課題とし て、売布 及び仁川 の公益施 設
の 活用促 進や施設 の老朽 化への対応 等があ げられ る。庁内 で検討 会を設けて 対応
策 を検討 されて おり、平成 ２４年 の秋には 方針を 示すとの ことであ るが、 市が保
有 する資産 であ る公益施 設の有効活 用を図 るた め、その方針 に沿った 取り 組み
は 、効果 的かつ着実 に実施 するよ うお願いした い 。そのた め、取り 組みを 進める
上 での課題 が大きいよ うであれ ば 、事務事 業とし て明確に 位置 付け 、取り 組みを
積極 的に 推進する ように していた だきた い。

２ 北部地域の活性化に
向けた基盤整備を進める
とともに、地域資源の活
用や他の地域との交流・
連携により地域全体の魅
力を高めます

整備予 定 のサー ビスエリ アとスマー トインタ ーチェン ジを 生かし た地域活 性化に
つい て、 検討組 織を立ち上 げ協議 を進める とのこと である が、西谷地 区が 有する
独自 の地域 性を大切 にしつ つ一方 では外部 の視点 も取り入 れるな ど、内部 と外部
の 両方の 意見を上手 く融合 させ る形で活性 化の検討 を進めるよ うお 願いす る。ま
た 、各施 設来園 者の減少につい て 、原因分 析と対策 の検討 を要するこ とは 言うま
でもな いが 、サー ビスエリ ア等が 整備され るとい う大きな 環境変 化を見据 え、各
施設 の運営 につい て、そのあ り方 も含めた 検討が 必要であ る。このほ か、 市とし
て 北部地 域と南部地 域の交流 が重要 と認識 して いるな ら、 それ を推進 する 事業を
打 ち出してい ただきた い。

＜住宅・住環境＞ １ 安心して快適に住み 住宅 の耐震 化につい て、耐震診 断 を受けて も相応 の経費を 伴う耐震改 修は 行わな
続けられる住まいづくり い ケー スが多く、 耐震化 率は伸びない との 説明があっ たが 、原因 等につ いてよ り
を進めます
仔細 な分析 を行い 、対策を 講じてい く必要 があ る。例えば 、住宅の 耐震診 断の受

診及 び耐震改 修につい て、 市の文書 を自治 会で回覧 する だけで は、 対策とし て不
十分 。県 と市の助成制 度の 内容のほ か、少 ない自己負 担で 耐震改 修が実施 でき る
場合 もあ るといっ たこと を丁寧に 説明するな ど、 耐震診 断の受診と 耐震改 修を促
すため の 効果 的な 方策を十分 に検討 し実践 してい ただきた い。また 一方で 、耐震
化率 の向上 に拘らず 、住宅 の使用状 況に応 じた部分 的な耐震改 修を 促進するこ と
も 検討するよ う提案 する。
２ 良質な住宅ストック 良質 な住宅 ストッ クを活用 したま ちづくり を進めてい く上 で、今後 は、高齢者 向
を活用したまちづくりを けの シェ アハウ スなど、従来 とは 異なる住宅 ニー ズへの対応 が必要 になる と考え
推進します
られ る。 そのた め、市の組織 が横断 的に連携 し、 住宅施 策につい ても福祉 等の他

の 視点も 加味して 取り組みを 進めてい ただきた い 。また、 市営住 宅に関して は、
単身 者や 高齢 者の 増加といっ た社会情 勢の 変化、 様々な市民 ニー ズ等を踏 まえ、
適切 な管理運 営を 行ってい ただきた い。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
３ 地域特性を生かした 地域 の特性 を生かし た個性 ある住環 境を形成 する ために は、地区計 画、景観 の地
個性ある住環境の形成に 域指 定、 地区まちづ くりルー ルの 策定が効果 的であ り、この ３つを 組み合 わせ て
努めます
取 り組みを 進める 必要があ る。策定 は、基本 的には 地域の 住民が主体 となっ て進

める ものであ ることか ら、 制度の メリッ トとデメリ ット等 につい て、十分 な説明
が 不可 欠であ る。 市民アンケ ート におい て、宝塚 市に住み 続けた い理由とし て
「 住環 境が良いか ら」をあげ た人 の割合が 減少して いること を重く 受け止 め、地
区計 画、 景観の地域指 定、 地区まちづ くり ルー ルの策定の 取り組みを 、今後 も積
極的 に推進 してい ただきた い。
＜道路・交通＞

１ 都市計画道路や主要
な一般市道などによって
構成する道路網の総合的
な検証を行います

総合 的な 道路 網の 検証につい ては 、道路の 必要 性、利便 性の向上、 渋滞解 消、災
害時 の連絡道 路の 確保といっ た防災 面の対応 など 、多角 的な視点から の検討 を、
地域 の意見 を聴きなが ら進 めて いってい ただきた い。また 、施策評 価表で 「自治
会 、まちづ くり協議会 等の 地元団 体」との 表現がある が、 全く別個 の団体 とい う
わけで はないの で 「地域の 事情をよ く知る 市民団 体」との 表現が適切 であ る。な
お 、施策評 価では 「市民ととも に 検討を進 める」 と協働の 視点に立 ってい るが、
事務 事業評 価では いずれ の事業も 「協働にな じまな い」との 判断をして いる 。こ
のよう な 矛盾がない よう、 他の施策分 野も 含め、 評価視 点につい て整合を 図るよ
うに していた だきた い。

２ 人と環境にやさしい 高齢 化への 対応や 環境への 配慮など 、地域 の公共交 通への 関心が高 まって いる
公共交通網の充実を図り 中 、コミュ ニティバ スの自主運 行 など、住民主 体 の交通手 段の確保 を検討 した い
ます
地域 は、 少なくな いと考えられ る 。他自治 体の事例 も参考 に、市が 行える 支援 策

を 検討する ととも に、地域 の公共交 通につい て市民 と一緒 に考え、 課題解 決を
図 って いくよう お願いす る。そし て、自主運 行の モデ ルケー ス（実現 例） をつ く
り 、さら に検討する 地域の 増加を 図ってい ただきた い。なお 、地域 の将来 を市民
自 らが考 える上で 、地域の 公共交 通の課題 は良いきっ かけにも なる 。モデル ケー
ス の事例 を含め、 公共交 通網の充実 を市民 ととも に進める 取組を、 効果 的に情報
発信 するこ とも重要 であ る。
３ 道路や駅前などにお コミ ュニテ ィ道路 の整備や 、一方通 行等の 交通規 制によ る安全対 策の取組 など を
ける安全で快適な環境づ 推進 する に当たって は、地域 で十分 に議論 し価値 観を共有 するこ とが重要 との説
くりに努めます
明 があっ たが、そのた めに 、市は 地域の事情 をよ く知る市民団 体との 連携 を密に

する ととも に、庁内 でも道路部 門 と協働を 担当する 部門 等、関係部 署の連携体 制
をし っかり と取ってい ただきた い 。また、 ノンス テップバ スの購入 費を毎年助 成
してい るが 、導入 はバス会社 が自 ら取り組 むべき と見るこ ともでき る。検討課 題
とし て指摘 する。 このほ か、事務 事業評 価の内容 で、指標数 値の羅列 になっ てい
る ケー スが見受けら れるの で、取組 の内容 を市民 に分かりや すく記述 するよ う改
善 をお願 いす る。
４ 道路の着実な整備
と、新名神高速道路の整
備を見据えた取り組みを
進めます

新名 神高速道 路の サー ビスエリ アとスマー トインタ ーチェン ジの整備 につい て
は 、市全 体の活性 化やブラン ド力 の向上に 繋がるよ う、地元自 治体 として の要望
を 取りまと め、西日 本高速道 路株式会 社との 協議 を進めてい ただきた い。 その要
望 の作成 に当たって は、先 に説明 のあっ た地元、 関係団 体、行政によ る検討組 織
など の場 におい て、幅広い 観点から 十分に 議論が 尽くさ れること を期待する 。ま
た 、事務事 業に関 して、都市 計画道路 維持事 業では 、道路予 定地の 除草作 業が委
託 によ り行われ ている が、 ボラ ンティ アや 地域に 協力してい ただけな いか 検討す
るよ う提案 する。

５ 道路や橋梁の管理を 道路 の維持補 修につい ては 、地域 の意見や 要望を 考慮し、 効果 的・ 効率 的に進め
適切に行い長寿命化を図 てい ただきた い。 また、手 すり を女性も握 りやす い細い形状 にする など、 住民 目
ります
線 での整備 を心掛 けてい ただきた い。一方 、地域 も何でも 要望する のではな く、

事前 に内容 を精査 する必要 があ る。なお、 環境美 化推進事 業の宝塚 を美しくす る
市民運 動 につい て、一層の 市民参 加を促すよ う広報 するこ とと、ごみ 処分 の連絡
先 が複数 の課にまた がり分 かりに くいとい った点 を改善する ことを お願いす る。
このほ か 、地域との 協働によ る道路清 掃等 の美化活 動につい て、役割分 担 の仕組
みを ＰＲ する ととも に、環境学 習等 の他事 業との 連携を図 り、活動 の広がり を促
進 するよ う提案する 。
＜河川・水辺空間 １ 浸水区域の早期解消
＞
をめざして、総合治水の
観点から、河川の改修や
雨水路の整備などを推進
します

ゲリ ラ豪雨 等に対 して は、 ハー ド・ソフ ト両面の 取組が重要 である が、現状 では
対応 が不十 分と言 わざる を得ず、 対策の強化 をお 願いす る。ソフ ト面では 、市民
の 理解が 不可 欠であ り、災害時 或 いは災害 が予想 され る場合 に取るべ き行動 につ
いて 、周知 ・啓発 を推進する 必要 があ る。 例えば 、市ホー ムペー ジに掲載 され る
雨量 計の 数値を見 て、市民 がど う行動すれ ば被害 の軽減に 繋がるか など、 入手で
きる 情報 がど こにあ り、どう 生かせ ば良いか 、市民 に分かりや すく 伝えてい くよ
う 求める 。また、 地域で作成 してい る手作 りハザ ードマッ プは、大雨 の際 など に
市民 が取 るべ き行動 を判断 する上 で有効であ る。 これま で以上に作成 を促進 ・支
援 するよ うお願いす る。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
２ 河川・水辺空間の利 美化 や管理 の取組 は、市民 との協働 によ り行われ ている が、河川・ 水辺空 間の利
活用や美化活動などを推 活用 につい ては、 朝市やフリー マーケッ ト 等の催 しが開かれて いるもの の 、それ
進します
以外 の取組 はあま り進んでい ない 。重点 的な取組 とし て「 武庫川 一帯の回遊 性を

意識 した 取組など 」を掲げて いること を踏 まえ、 河川・水辺 を生かし た魅力 ある
事業 、多 くの人が 集う事業 など を検討し、 市民との 協働によ り利活 用を積極 的に
展開 して いくよ う求める。
＜上下水道＞

＜都市景観＞

１ おいしい水の安定供
給を図るため、良好な水
源確保や施設の耐震化な
どを進めます

阪神水 道 また は県営水 道から の受水 を検討 してい るとのこ とである が、様 々な視
点 から十分 な比較検 討を行 い、市民 にと ってよ りメリッ トのあ る選択 をお 願いす
る 。また 、上下 水道事 業におい ても 、環境 に配慮 した取組 とし て、 新エネル ギー
及 び省エネル ギー の導入を 積極 的に進めてい ただきた い。

２ 下水道（汚水）施設
の機能を高めるととも
に、下水道普及率の向上
などを推進します

地域 に下水道 管が 敷設され ているの に接続 してい ない世帯 が1,200世帯 あると の
説明 があっ た。市全 体の世帯 数から 見れば わずか な割合である が、 決して 少なく
ない 数値 であ る。 引き続き 、啓発 や助成制 度の活用 等の取組 を進めて いただき た
い。

１ 市全体の景観ビジョ
ンをより明確にし、それ
を実現するための取り組
みを展開することによっ
て、都市ブランドを高め
ていきます

地区計 画 、景観形 成の地区指 定、 地区まちづ くり ルー ルの 策定が効果 的とのこ と
だが 、その ために は、住民自 身が 地域の課題 を踏 まえ、景観形 成の 地区指 定等の
意味 や価値 を十分認 識するこ とが 前提であ る。住民 の理解 と自主 性をし っかり と
サポー ト し、都市 ブラン ドを高める 景観形 成を進 めてい ただきた い。なお 、この
施策展 開 の方針１ は主に景観 のビジョ ン作 りで、 次の施策展 開の方針 ２は ビジ ョ
ン 実現とい うよう に区分され ている が、実際 の取組 とし て、景観計 画の策定 や景
観形 成の 地区指 定等は、ビジョ ン 作りとビジョ ン の実現が 一体 的に 行われて い
る 。この 施策 立て （区分） につい ては、取組 の実情 を踏まえ 、次期 の総合計 画策
定 の際に 考慮いた だきた い。

２ 魅力的な都市景観の 地区計 画 や景観形 成の地区指 定等 につい ては、住民自 身が 制度を理解 し必要 性を
維持・形成につながる環 しっか りと 認識して いない と、最後 までや り遂げるこ とができ ない 。市内 での成
境づくりに努めます
功事 例を 紹介した り、一般 論ではな く地区 ごと の特性を踏 まえ た説明 を行 うな

ど 、効果 的な広報 をお願いす る。 また、景観 フォー ラム等 の啓発行 事の開催 にあ
たって は 、内容を 専門 的にする のではな く 、市民 への分かり やすさ を第一 に内容
を 検討してい ただきた い。 なお、 都市 景観保 全・ 創出事 業（景観 管理事 業）の指
標 につい て、届出件 数とい ったもの を並べる のではな く、 例えば景観 形成地 域に
おけ る住民 の満足 度を計って 指標 に示すな ど、改善 を検討 してい ただきた い。

＜緑化・公園＞

３ 屋外広告物につい
て、地域の雰囲気と調和
するよう規制・誘導しま
す

ボラ ンティ アによ る違反広 告物の 除却は、 協働の 成果が期待 でき る取組であ り、
参加 者を 増やし活動 の充実 を図る 必要があ る。参加者 増に 向け、自治 会への 案内
や 若い世代 への呼 び掛けな ど、重点 的な広報 をお 願いす る。簡単な 講習を 受けれ
ば 少人 数のグルー プでも取 り組める 点など をＰＲ すれ ば、 参加する 市民は 増える
と 思われ る。また 、様々な 事情で 社会参 加できな い若者の 増加が社会問 題化 して
いる が、 そのよ うな若者が 活動に 参加でき る仕組 みを設けれ ば、地域 の美化 と若
者 の社会参 加に効果 的であ り、ボラ ンティ ア高齢 化の対応 策にもな る。検討 いた
だきた い 。このほ か、ボラ ンティ アの活動 を違反広 告物の 除却以 外に拡大 する こ
とも 検討 いた だきた い。

１ 地域の特性に合った
公園整備を進めるととも
に、協働による適切な管
理に努めます

市民 1人当たり の都市 公園面 積が阪神 間の平均 を下回ってお り 、新たな 公園整 備
が 課題と 認識して いるとの ことだ が、宝塚 市の市街 地は、 中央に武庫 川が 流れ、
六甲 ・長尾山 系の 豊かな緑 に囲まれて いる 。都市 公園面 積が平均以 下である こと
を 理由に 、新たな 公園整 備が本当 に必要なの か検討 いた だきた い。 一部の 公園の
管理 に関 して、地域住 民によ る草刈 りや清掃 が行 われ ている が、市 の委託業 者に
よる 作業 と重なる ケー スがあ る。 地域活 動と委託業 者によ る管理を 調整し 、効率
化 を図るよう お願 いす る。 また、 公園ボラ ンティ ア制度を 発展させ 、清掃 や草刈
り 、水やり の作業 だけで なく、花壇 等の公園整 備 まで行う 市民団 体を育成 する こ
とも 検討 いた だきた い。

２ 市街地での緑化(花) 公園 ボラ ンティ アと地域緑 化モデ ル地区 指定団 体は、別個 の位置 付けと なって い
を推進し、都市ブランド るが 、両者 の連携 や活動内 容の拡充 を図るこ とによっ て、 緑化や公園管 理 の効率
を高めていきます
化 を進めてい ただきた い。 活動してい る市民 の高齢 化も課題 であ り、例えば 阪神

シニ アカレッ ジの 園芸コー スの卒業 生に参加 を呼 び掛けるな ど、他事 業との 連携
等 によ る人材確 保を検討いた だきた い。また 、市民 から緑化 活動実 施の相談 が
あっ た場合 は、活動意 欲が 高まって いるうち の迅速 かつ適切 な対応 を求める 。生
垣 の設置 につい ては、火災 や地震 の際の被害軽 減等 、防災 面での効果 もＰＲ すべ
きであ る 。このほ か、緑化 （花） によ る都市 ブラン ドの向上 に関する 指標設 定を
検討 いた だきた い。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
３ 緑地や里山の保全・ 「 緑地や 里山の保全 ・再生 、管理 に努める 」とい う目標に 対して、 事務事 業の構
再生、管理に努めます 成 が不十 分との印象 を受ける 。新 たな事業展 開の 必要 等につい て、 検討いただ き

たい 。また 、民有 地は基本 的にはこ の施策 の対象 外とのこ とである が、北部 の里
山等 につい ては、 民有 地であっ ても 、その 活用に 関して市 で出来るこ とがある の
ではな いか 。所有 と活用は 切り分 けて、民有 地の 里山公 園的な活用 の可能 性につ
いて 、検討 いた だきた い。 なお、 緑地や里山 の保全 ・再生 活動団 体は4団体であ
るが 、補助金 等の 市の支援方 法が 統一 的でな く、 分かりに くい。市民団 体 によ る
緑地 ・里山 の管理活 動を広 げて いくため は、支援 の仕組みを 明らかに して 、適切
な 支援を 行うべ きであ る。
＜循環型社会＞

１ 環境への負荷が少な
い循環型社会の構築に向
けて、ごみの減量・資源
化を推進します

指標 が悪化 してい る状況を 重く受 け止め、 原因の 調査・分析 を行うとと もに 、他
都市 の事例 も参考 とし、ごみ の減量 ・資源 化の推進 に向けて 、事業 の重点 化やリ
サイク ル の新たな 取組 等の 検討・ 実施を求 める。 協働の取組 とし て、ごみ ゼロ推
進員制 度 と集団回 収は重要 であ る。ごみゼロ 推進 員への講習 は毎年実 施し 、より
多 くの市民 に市の 取組を理解 して いただ き、同制 度を活用 して、集団回 収 の促
進 、分別排 出の徹底 等を効果 的に 進めてい ただきた い。集団回 収につい ては 、回
収業 者リス トが市 にあ ること や、 回収方 法など を分かりや すくＰＲ し、実施団 体
の 増加に 努める ととも に、 集団回 収によ る資源ごみ について も持ち 去り行為 の抑
制 を図ってい ただきた い。

２ 安全で効率的なごみ 新 ごみ処理施 設の 整備につい ては 、市単 独で行う 場合あるい は近隣市 町と 連携し
処理をめざします
広域 で行 う場合、 また実施手 法につい ても ＰＦ Ｉ方式を導入 する のかな ど、様々

な 選択 肢が考えられ る。大 きな事業 を実施 する場合 、行政 から市民 への説明 は、
ある 程度 固まっ た段階で提示 され ること が多いが 、この整備 に関して は、 なる べ
く 早い段階 から市民 の意見 が反映 される よう適切 な対応をお 願いす る。
＜環境保全＞

１ 地球温暖化防止に向
けて、環境に対する意識
とライフスタイルの変革
などにより、温室効果ガ
スの排出量の削減を図り
ます

市 が重点 的に取り 組んでい る施策 であ り、 指標の 設定 及び 事務事 業の構成 につ い
て 改善が 必要であ る。市として の 取組の成果 が見 える指標 を設定する ととも に、
様 々な取組 が包括 され大括 りと なってい る事務事 業につい て、事業 を分化 する な
どし 、市民 にとっ て分かりや すく 整理してい ただきた い。 そし て、 事業内 容を整
理 する中 で、施策 の更なる 推進に 向け、市独 自の 事業の新設 や拡充 を検討 して い
ただき たい 。再生可 能エネル ギー の活用につい ては 、広域連 携の視点 も持 って取
組 を進めるよ うお 願いす る。このほ か、省 エネル ギーの推進 に向けて 、積極 的な
市内事 業者 を表彰 するな ど、事業 者との協働 も進 めてい ただきた い。その 事業 者
数 は指標 にもな る。

２ 豊かな自然環境の保
全など、生物多様性を意
識したまちづくりを推進
します

「 生物多 様性を意識 した まちづく り」とい う特徴 的な目標 を掲げて 取組を 進める
とい う姿勢 は先進 的である と評価 する が、 事務事 業から は具体 的な 内容が 見えて
こな い。 前の施策展 開の方針 １と 同様、事務事 業 の中身を 整理する ととも に、成
果 が見える 指標を 設定するな ど、 市の取組 が市民 に分かり やすいよ う改善 をお願
いす る。 また、特定 外来生 物（動物 、植物 ）の防除 につい て、市の 取組内 容はど
のよ うなもの か、 市民との 協働をど のよう に進めるの か、 市民への 広報を 的確に
行 ってい ただきた い。

３ 環境問題に関心を持
ち、自ら行動する市民の
増加を図るなど、環境活
動の広がりを促進します

この 施策展 開の方針 に係る 事務事 業は、環境保 全対策事 業 のみと なってい るが、
事務 事業評価 表を 見ても、 環境リーダ ーの 養成講 座や受講 者によ る啓発活 動をは
じめ 、取組内 容が 十分に示 され ていな い。 事務事 業の内容 を整理・ 分化するな ど
し 、取組内 容を的確 に表示 してい ただきた い。また 、環境 リーダ ーの活動 は、協
働 の取組 とし て評価 できる が、自治 会によ る環境活 動等との 連携は 不十 分であ
る 。環境 リーダ ーの存在や 活動状 況をＰＲ する ととも に、 地域におけ る連携 を促
進 してい ただきた い。また 、他の 施策にも 言える ことだ が、庁内におい て 、環境
を 担う部門 と市民 との協働 を担う 部門など 、常に 横の連携 を意識して 、施策展 開
を 図ってい ただきた い。

＜都市美化・環境 １ 市民と連携・協力し 宝塚 を美 しくす る市民運 動は、毎年成 果を 上げてい るが、 参加 者は 自治会 員に
衛生＞
た取り組みを展開し、都 偏 って いるほ か、 地域 毎での 清掃時 間と市 の回収 のタイミ ングが合 って いない と
市美化を推進します
いっ た課題 もあ る。また、 ごみ の不法投 棄への対応 につい て、地域 での活動 と市

との 連携 が不十 分なケー スがあ る。このよ うな事例 は、市民 との協働 が、 やや定
型的 にな ってい る表れと も考えられ ることか ら、 課題 等につい て市民 ととも に検
証 し、見直 す機会 を設けるこ とを 提案する 。このほ か、エコ バスツア ーについ て
は 、環境学 習とい う目的に 沿った 内容の充実 を、 ごみ の不法投 棄、 空き地 や空き
家 の管理 の対応につい ては 、市の 一義 的な 窓口の 明確 化と 庁内の連携強 化 を、そ
れぞ れ図 ってい ただきた い。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
２ 快適な生活環境を創 ペッ トとの 共生都 市推進事 業とし て実施してい る 地域 猫の 去勢・不妊手 術等 の費
出するため、環境衛生対 用助 成につい ては 、地域での 合意 の取り方 など課題 が多く 、制度に 関する 市のＰ
策の充実を図ります
Ｒ とサポー トが重要 であ る。平成 ２４年度 に啓発 パン フレッ トを作成 すると のこ

とであ るが 、地域 猫の問題 を含め 、ペッ トとの共生 とい う全般にわた る課題 につ
いて 、説明 と啓発 に努めてい ただきた い。 なお、 当該 事務事 業の評価 表につい て
は 、記載内 容が不十 分で分 かりに くい。他 の事務 事業評価 表にも同様 のケー スが
見受 けられ るが、 事務 事業評価 表の記載内 容につい ては、 取組内 容や課題 等を分
かりや すく 表示するよ う、 次年度 以降、改善 してい ただきた い。
３ 墓地の長期的かつ安 宝塚 すみ れ墓苑につい ては 、平成 ２４年１０ 月から 市の直営 とし、 継続 的かつ安
定的な供給などに努めま 定的 な墓地 の提供 を図ると の説明 があっ たが、なぜ 墓苑を 直営とした のか 、市民
す
への 分かりや すい 説明が求 められ る。宝塚 すみ れ墓苑事 業の経営健 全化に 向け

て 、バス 等のアクセ ス改善 に努めてい ただきた い 。また、 最近は墓地 に対 する市
民 の考え 方も変化 しつつ ある。例 えば合同墓 地や 植木のまち を生かし た樹木 葬な
ど 、墓地 及び葬送 に対する 市民ニー ズに即 した事業展 開を 図ってい ただきた い。

