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総評
宝塚市は昨年度から行政評価に外部評価を導入した。当委員会は市が内部評価として行
った施策と事務事業の評価について、外部の視点から評価し、改善提言を行った。市が行
う内部評価は、毎年度、基本的に全ての施策と事業について行われているが、当委員会が
使える限られた期間の中で全てを外部評価するのは事実上不可能であるため、3 カ年をか
けて全体を評価することとし、2 年目にあたる今回においては、第 5 次宝塚市総合計画に
掲げる施策のうち、市民自治、市民と行政の協働、開かれた市政、情報化、行財政運営、
地域福祉、健康、保健・医療、高齢者福祉、障がい者福祉、社会保障、人権・同和、男女
共同参画の各分野を対象とした。
評価については、市が内部評価で用いた施策評価表及び事務事業評価表によって概要を
把握し、さらに担当部局の職員にヒアリングを行うことで実施し、個別の施策や事業につ
いての指摘はあるものの、総評としては全般的に概ね妥当であると判断する。
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内部評価の
内部評価 の課題と
課題と改善点
宝塚市の施策評価は 38 の施策分野の 119 の施策展開の方針ごとに評価を行うものであ
る。進行状況の把握、事務事業構成の適性性、市民との役割分担の妥当性という視点から
評価され、それらをふまえて総合評価がまとめられる。評価表の入力システムの都合上、
昨年度と大きな変更はなく、そのため昨年度に指摘した課題が引き続き課題となっている。
それらは、施策評価表を見てもその下で行われている全ての事務事業や業務について見え
にくい場合があること、事務事業の説明があっさりし過ぎていて事務事業評価表を見ても
内容や成果がつかみにくい場合があること、適切な指標が設定できていない場合があるこ
と、市民との役割分担・協働についての評価表の記述があっさりし過ぎていて実状がつか
みにくい場合があるといった課題である。
評価表の入力システムの改良を待たないといけない課題もあるが、できることについて
は引き続き改善に取り組んでいただきたい。例えば、事務事業が大くくり過ぎて内容がつ
かみにくいものがあるという問題については、昨年度の指摘を受けて改善が図られている
とのことである。前年度に実施された事務事業について事後評価するという評価の性格上、
評価表に現れるのは来年度の評価ということになるが、こうした改善は歓迎したい。
市民との役割分担については、もう少し詳しい記述があった方がよい。現状では、担当
部局の判断のみが記載されていて、その根拠が示されていない場合も多く、チェックが困
難である。市民との協働をますます進めようという時期でもあり、改善に期待したい。
指標の問題は難しい。わが国の自治体の行政評価はもともとアメリカ合衆国等の業績測
定の影響を受けた評価の手法を採用しており、施策や事務事業が企画としてどのようなも
のか、実施状況がどうなっているか、成果はどうなっているかということを複数の指標で
測定し、目指すべき目標値をクリアしているかを判定するというものだった。ところが、
設定し測定すべき指標と行政職員が実務の中で測定可能な指標の間にはギャップがあって、
なかなかよい指標が設定されないという問題がある。今年度外部評価した施策の展開方針
の中にも、その指標ではよく分からないというものが少なからずあった。指標の設定は適
切な教育研修を受けること、経験を積むことによって改善される面もあるので、そうした
取り組みも重要であろう。また、方針転換をし、指標に頼った評価ではなく、事務事業評
価表に事務事業の下で行われている業務や予算の使途を詳細に記すようにし、そこから成
果を推定するという方法にするということも考えられる。

また、指定管理者制度や委託金のように外部の団体を通じて政策実施を行っている場合、
施策評価表や事務事業評価表を見ても、実態が見えにくいという問題がある。行政評価の
目的を実現するためにも、指定管理者や委託先の事業者が施策展開方針や事務事業との関
わりでどのような事業なり業務を行っているのかが分かるような記述が必要である。
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外部評価の
外部評価 の課題と
課題と改善点
今年度の外部評価では 13 の分野で合計 42 の施策展開の方針について外部評価を行った。
1 つの施策展開の方針の評価にかけられる時間が 15 分程度と短く、十分に議論を深めら
れない場合があった。
評価の精度を高め、結果が活用されるようにするためにも、委員会の評価案について担
当部局に見てもらい、意見を聞く機会を設けた方がよいという意見が出て、委員会で合意
された。既に他市で行っているところもあり実行は可能と考えられる。他方で評価できる
施策の数が減るというデメリットもある。次年度以降の外部評価の改善点として検討の価
値があるだろう。
全ての分野について同じメンバーで外部評価を行っており、そのことに意味はあるが、
他方で分野ごとに民生委員など実務に詳しい人を評価者やオブザーバーとして加えるとい
うことも評価の精度の向上のために役立つのではないかという意見も出た。
行政評価の外部評価は適切に管理運営しないと単なる行政への意見や要望を言う会にな
りかねない。全国的に見ても数百の自治体が外部評価を行っており、外部評価を適切に管
理運営できる評価人材を育成することは緊急の課題である。国で政策評価を所掌する総務
省や他の自治体、日本評価学会などの学会、政策系の大学・大学院とも連携して評価人材
の必要性について発信していただきたい。
外部評価を行う委員の評価の力というのは、評価の経験や熟練によっても左右される。
ある年度の外部評価の業務が終わりかける頃に力は最高になるが、翌年度の最初には、感
覚を取り戻すのが大変という指摘もあった。次年度の外部評価の最初に、感覚を取り戻せ
るような工夫をすることが必要であろう。
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総合計画の
総合計画 の推進に
推進に向 けて
内部評価の課題に関して述べたこととも関わるが、昨年度と今年度、外部評価を行う中
で、政策のつくり方という点から見た宝塚市の特徴が明らかになってきた。それは施策分
野間の総合調整が行いにくいという特徴である。
宝塚市の総合計画は密度の濃い市民参画によって策定され、細かく、特色のある施策展
開の方針が多い。他市にない特色のある施策展開の方針はよいが、具体的な事務事業をつ
くりにくい、スローガンのようなものもある。また、細かいことは数の多さにつながり、
評価の作業を困難にしている面がある。
基本計画の施策展開の方針の下に充実した個別計画が策定されている場合も多い。そう
した計画の策定と進行管理が市民や学識経験者による諮問機関で行われていることも多く、
それ自体はよいことであるが、実際の政策実施基本計画というよりそうした個別計画に基
づいて行われていると考えられる場合も多かった。また、市民や学識経験者による諮問機
関でそれぞれ策定し、進行管理されている個別計画間の総合調整は必要ではあるが困難で
もあるという課題である。
宝塚市では事務事業のサイズが大きく、内容的に見ても、他市では複数の事務事業に分
かれているようなものが 1 つの事務事業になっている場合も多い。融通が効くという意味
で合理的な面もあるのだが、政策体系の全体と細部を一望するという観点からすると不都
合な面がむしろ目立つ。

総じて基本計画の施策展開の方針と個別計画と事務事業が同じようなサイズで存在し、
政策体系の全体と細部を一望して理解し、総合調整を図るということがやりにくくなって
いる。計画策定や個別の事務事業において市民参画や協働を進めることも重要であるが、
財源や人員など行政資源も限られている中、市長をはじめとする行政職員も議会も市民も
政策体系の全体と細部を一望して理解し、総合調整を図るということが求められる。地域
でつくった計画だけでなく、地域共有する計画とすることも重要である。今後の計画策定
や事務事業のつくり方の課題であると言えよう。
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「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活用していただきたい。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
施策
＜市民自治＞

施策展開の方針

まとめ

１ 市民自治 の基盤 とな 施策展 開の 方針の 中に、「 様々 な主体 がま ちづくり につい て協議 する 場の設定 と
る地域自治の確立をめざ ネッ トワー クの構築 」とある が 、市民 から見 て、分 かり 易い協議 の場 を早く 用意
します
すべ き。今後 、そう いっ た協議 の場や ネッ トワー クを構築 して いくの であれ ば、

スケ ジュー ルだけで も明確 に市民 に示 すべ きでは ない か。また 、円卓会 議は 、自
治会 とま ちづく り協議 会の連携 を推進 する ため に重要 であ り、 今後も 継続し 、内
容の 充実を 図ること が必要 であ る。

２ 市民活動団体 、事業
者、学校 などによる広域
的な活動 の充実を促進し
ます

施策展 開の 方針では 「市民 活動団 体、 事業 者、学校 など によ る広域 的な活動 の充
実を 促進」 とある が、主 な取り 組み方針 では 、事業 者と 学校 等の活動 につい て触
れら れていな い。 施策展 開の方針 と実際 の取組状 況 にず れがあ るので はない か。
市民 活動促進 支援事 業の 委託 先であ る宝塚NPOセンタ ーを 通じて 、大学 や事業 者
との 連携は 進んで いるよ うだ が、事務事 業も 1事業 だけ であ り、 施策の 推進状 況
が手薄 な感 は否めな い。

３ 市民 の間に市民自治
の機運が盛り上がり 、多
くの担い手が育つよう、
啓発や人材育成事業 を行
います

市民 活動促 進事 業で行われ てい る「井戸 端会 議」には 、 自治 会でも、 まち づく り
協議 会でもな い、 一個 人として の参加 者が多 く、とて もよ い情報交 換 、ネッ ト
ワー ク構築 の場にな ってい る。 ただ、 残念なこと に 市職 員の参加 がほ とん ど無い
状況 。より 良い協働 の促進 につ ながっ てい く会議であ り 、庁内周 知、 啓発を 行
なっ て欲しい 。また 、きず なづく り推進 事業補助 金 である が、 昨年 度申請件 数28
件は 、市の 規模に 比して 少ない のでは ない か。周知 、啓発 はも ちろ ん、補助 金の
市負担 率につ いて も検討 を加えるな ど 、裾野 を広げる 工夫 を続 けて欲 しい。 ボラ
ンティ ア登録者 数 の減少 につ いて も、 現状分 析と、 新しい ボラ ンティ アの担 い手
の発掘 が必要 では ない か。市職 員のボラ ンティ ア参加状 況 の把握 や、 参加促 進な
ど、 でき るとこ ろか ら取組 を始 めて はどう か。

＜市民と行政 の協 １ 協働 の基本原則 や形
働＞
態などを定めた、宝塚市
版の「協働の指針」を策
定し、協働をさらに 推進
します

「協働 の指針 」は 平成24年度 末に策定 済みであ り、 今後 は指針 に基いた 取組 の実
践の 段階とな る。 これま で実施 した「 協働の 指針」 研修 は座学 のみ であった が、
今後 は既存 の新人研 修と 組み合 わせ て、自治 会やま ちづく り協議 会、 NPO等に 一
定期 間派 遣するな ど、実地研 修 を取り 入れて はどう か。 また、ＮＰ Ｏ センタ ーで
は市民 と行政 をつな ぐコー ディネ ータ ー役を 務めて いる が、市役 所にも 市民 と行
政、 市民と 事業 者など を結びつけ るコー ディネ ータ ー的 な窓口 を果たす 部署 が
あっ てもい いので はない か。例 えば市民 協働推進 課 や窓口 サービ ス課 など が、そ
の役割 を担 えな いだろう か。

２ 様々な施策や事業に
ついて、事業実施主体の
あり方や市の関わり 方、
事業の実施手法を検証す
るなどして、協働型の事
業展開を推進します

施策展 開の 方針の 中に「 協働 型の事業展 開を 推進する 」 とある が、目標 として の
具体 性に欠 ける のでは ない か。 協働 型の事業展 開の 推進 のた めに は、 現在、 市が
行なっ てい る事業 を、市 に替わっ て引 き受けて くれ る事業 者や 団体を 探すこ と
と、 その活動 を支援 する ことに も注力 すべ きであ る。

３ 市民 と行政との 間で
対等な協働関係が結べる
よう、自治会やまちづく
り協議会、ＮＰＯなどの
基盤強化 を進めます

市民 と行政 の連携 が活発 であ ること が宝塚 市の強みであ り 、自治 会、 まち づく り
協議 会、NPOの基盤 を更に 強化 して いきた いの は理解 できる が、 市民の 自発 性に
任せな いとい けな いこと が多いと 考えられ る 。その 中でも 市に 何がど こまでで き
るの か、市 として の取り 組みも もっ と具体 的に示すべ きであ る 。また 、協働 に関
する 全ての 連携を 市民 協働推進 課で行 なうの は無理 があ り、各部 署単 位で、 連携
強化 を図ってい く 必要があ るので はない か。 市民 協働推進 課は 関係部 署との 橋渡
しや 協力関 係の構築支 援 に力を 入れる とよい ので はない か。こうし た 観点から も
「協働 の指針 」研修 を充実 さ せ、職員 研修事 業を 関連する 事務事 業の 中にき ち
んと 位置づけ ておくべ きであ る 。

＜開かれた市政＞ １ 積極的に情報を発信 宝塚 市のよう な都市 部の 自治 体にとっ て、情報発 信 ツー ルとして のコミ ュニテ ィ
し、市民 との情報共有を FMが 本当に 必要か 検証が 必要では ない か。確 かにケーブ ル TVや コミ ュニテ ィFMを
推進します
持ってい る 自治 体は多く 、地域 の文化的 結び 付きを 強めた り災害 時の 情報発 信

ツー ルとし て期待 され たりし てい る。 また、 市民 参加 型の番組制 作や 、市政
ニュー スを 流した り、議会中 継 を行なっ たりする ことに も 、もちろ ん 意義はあ
る。 しか し、費用 対効 果を考える と、 イン ターネッ トの 活用など 他にも 方法 はあ
るの ではない か。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
２ 市民 や市内に在学・ 関連 する事務事 業 の中に 、選挙 に関する もの が多く 見られる が 、この 細施 策は
在勤する 人などから 、 「広聴 」に 関する ものであ り、 内容 的に合って いない ので はない か。 関連する 事
様々な方法で市政に対す 務事 業につい て整理 が必要 であ る。
る意見を聴き、より 良い
市政づくりに 生かしてい
きます
３ 市民 との対話によっ ほぼ 妥当な 進行状 況と思 われ る。
て、説明責任 を果たし、
市政運営 に対する市民の
理解を高めます
＜情報化＞

１ 利便性、サービス向 市役 所に行 かな くて も、 ネッ ト上で行政手 続 きがで き、 公的サービ ス を受けら れ
上を実感 できる電子市役 るの が電子 自治 体の最大 のメリッ トであ り、 その観点 から 事業 を推進 して欲 し
所の実現 をめざします
い。

また 、パソコ ンが 苦手な 市民に 対して 、イン ターネッ ト 検索や 市ホー ムペー ジ閲
覧といっ た 内容の パソコ ン研修 を行なう こと は、一定 の 意義がある と 思われ る。
ただ 、ExcelやWordの使い 方といっ た 、民間 の事業 者でも でき る内容の 講座は 民
間に 任せるべ き。
２ ＩＣＴによる効果的 市ホー ムペー ジの 改善につい て 検討が 進んで いるよ うだ が、市民 アン ケー ト「市
な情報発信・情報交流を ホー ムペー ジを見 る」市民 の割合 が23.8％と 低く、 コン テン ツに関して 更なる 工
推進します
夫、 魅力アッ プを 図るべ き。行政情 報 や地域情 報のよ り スピ ーディ ーな発信 に関

して は、ボラ ンティ アなど 市民 と協力 して、 行政とし てやるべ き 部分 と、民間 に
任せる 部分 を切り 分けて 取り組 むべ き。また 、ICTを使った 交流 に関する 事業 が
弱いの で強化 すべ き。
３ 情報 セキュリティを 地方 自治 体に対する サイバ ー攻撃 も現実 に起 こり つつあ る。外部 から 攻撃を 受け
強化するとともに 、ＩＣ た際 の緊急 対応手 順、手法 など 、しっか り備 えを しておい て欲 しい。
Ｔのさらなる利活用など
高度利用 を推進します
＜行財政運営＞

１ 行政 マネジメントシ
ステムの機能を強化 し、
「持続可能な行財政運
営」の実現に取り組みま
す

宝塚 市に限 った ことで はない が、施策体 系が 複雑で 分かり づら く、市民 が簡単 に
理解 でき るもの になっ ていな い。市民参 画を 阻む一因 にな ってい るの ではな い
か。 事務事 業につい て、 この細施 策にそ ぐわな いもの が 多く見 られ、 整理が 必
要。 その事務事 業 の中に 、支所 、サー ビスセ ンタ ーの管理 運営事 業が 含まれて い
るが 、支所 、サー ビスセ ンタ ーが地域 の交流拠 点とし て 機能して いるな らとも か
く、 今後は 、電子 自治 体の推進 にあ わせ て、 整理、 統合 につい て検討 すべ き。先
の火災事 件 である が、事前 に予測 する こと は難しか った と思うが 、再発 防止 策を
講ずるべ き 。宝塚 市役 所は他の 市役 所に比べ 、入り 口も 分かり づら く、警備 や受
付の 目が行 き届きにく い 印象があ る。 来庁 者、職員 の安全確 保 のため に、警備 を
強化 すべ きでは ない か。 なお、 行政評 価を核 とし た行政 マネ ジメント システ ム強
化の 取組にお いて は、教育 委員 会の事務 執行評 価と 連携 を図りなが ら 取り組 むべ
き。

２ 市民参画 を推進 し、 施策展 開の 方針の 内容が 、「市民 と行政 の協働 」の 分野 の内容 と重複 してい る部
協働型の行財政運営をめ 分があ る。 次期 計画策 定の際には 整理 が必要 では ない か。市民参 画を 推進する た
ざします
めの 情報提 供の量 、情報開 示にかか る 透明 性の維持 につ いて は、一定 の努力 が認

められ る。 ただ、 市民にとっ て 分かり 易い情報 にな って いない のでは ない か。市
民にとっ て 理解しやす い 情報のまと め 方、伝 え方を 工夫 して欲 しい。

３ 「地域主権の時代」 効率 的な組織 の在 り方、 適正な 職員 定員 等につ いて は、 類似 団体比 較のみで な
に対応する機能的な執行 く、 様々な 角度から 検証 を行い 、宝塚 市の実情 に応 じて 、常に 適正に 保たれる よ
体制の整備を推進します う、 見直しと 改善 を継続 する必要 があ る。また 、電子 自治 体の 進展を 見つつ 、地

域との 窓口 を明確 にし てい く必要 があ る。
４ 自ら課題を発見 し、
企画し、協働を重視 しな
がら、行動する、意欲と
能力を持った職員を育成
します

施策展 開の 方針にい うよう な能力 を持 った職員 を育成 する ために は、 政策 形成 能
力の 向上が 不可 欠だが、 政策形 成にかか る研修 が行 なわ れていな い。 近隣大 学の
講座 を利用 するな ど、なるべ く コス トをか けな い形 で、 政策 形成能 力向 上のた め
の具体 策を 検討すべ き。 人事評 価につ いて は、運用次 第 で弊害 も出かね ない の
で、 正確で 公正な 評価にな っている か 、常に 検証が 必要 であ る。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
５ 行政 に対する市民の この 施策展 開の方針 につ いて は、予算 をかけ た事業 も大事 だが 、歴代市 長の 不祥
信頼獲得 に努めます
事もあ り、 市長以 下、職員 の取組態 度 、姿勢 が問われ る 。「公正 な職務執 行 の確

保に 関する 条例」 に基づく 制度 の運用 、「職員 倫理条 例 」に基 づく職務執 行 、共
に適正 に行 なわ れている と思われ る。 今後も 、市民 の信頼獲 得 のた め、高い 意識
を持 って職務 に当 たり、 よい政策 を作 って欲 しい。
＜地域福祉＞

１ すべての 人がその人
らしく住み慣れた地域の
中でいきいきと暮らせる
ような地域社会づくりを
めざします

社会 福祉協議 会への 補助 金である が、 その補助 金で 協議 会がど のよう な福祉活 動
を行 なっ たのか が見えて こな い。市は 当然把 握して いるの だろう が、 評価 表にも
う少 し具体 的な記述 をす るなどし て市民 にも それ が見える 形にすべ き 。
また 、関連 する事務事 業 と、設定 され てい る成果指 標の 内容が 上手く 噛み合 って
いな い。成果指 標 の数が 少なく なって も、適切 な指標 のみ を設定 してお く方 がよ
い。 関連する 事務事 業の 中で、 母子 福祉総 務事 業の 実績 である が、実際 の母子 世
帯の 数に比 して、 実績 数が少なす ぎるので はない か 。より 効果 的な事業実 施 のた
めに 、分析 と事業内 容の 見直しが 必要 であ る。

２ 地域福祉 の基盤 とな
る福祉コミュニティ
（ネットワーク）の形成
を推進します

自治 会、民生委 員 に加え 、配食業 者、 宅配業 者、地域 の 店舗など によ る見守 りを
行なうな ど 、見守 りネッ トワー クの充実 を図 った とのこ とだ が、充実 を図った 結
果どう だったの か 、結果 に関して の報告 が見 られな い。 地域福 祉の施策分 野 は、
複数 の部署 が連携 して推進 して いるた め、施策 の推進 にあ たって は、 見守り 支援
の事業 に限 らず、 定期 的な振り 返り、 見直しが 必要 では ない か。なお 、高齢 者、
障がい 者、 子ども に関する 事業 に比べ 、若者支 援の 取組 が少し 手薄であ る。

３ 地域福祉 を支える人 この 施策につい て 、総合計 画の 目標実 現にこ だわらな いとい う 姿勢が 見られ た
や団体の育成・支援 に努 が、 計画に 盛り込 んだ内容 につ いて は、実現 する ため の努力をす るの が原則 。実
めます
際の 事業推 進にあ たって は、難 しい面 もある と思うが 、 引き続 き総合計 画に 掲げ

る目標 の実現 に向 けて取 り組んで 欲しい 。なお 、成果指 標 に設定 され てい る福祉
系ＮＰ Ｏ法人 数につ いて は、定款 に掲 げる もの に該当 する だけでな く 、実質 的に
福祉事 業を 行なっ てい る法人 数とす るよ う、 再精 査が必要 であ る。
＜健康＞

１ 市民 の健康意識 の向 市民 の健康管 理に 対する 意識を 高め、 各種健 診の受診 率向 上のた め、 スポー ツ事
上と健康 づくりを推進し 業と 連携し 、声かけ をしても らうな ど 、今後 も効果 的な 健康啓 発を行 なっ て欲し
ます
い。 また、 成果指 標に健康寿 命 を取り 入れて はどう か。
２ 地域 での心と体の健
康づくり活動や高齢者の
介護予防活動 を支援 しま
す

地域 での健康 づく り活動 は、地元 の健康 サーク ルや 、ボラ ンティ アが 中心とな
り、 行政は 補助 金を出すなど の 側面 的な支援 が増える と 思うが 、そう いっ た事業
が手薄 なの ではない か。 また、 関連する 事務事 業の 中で 、通所 型介護 予防事 業、
特定 高齢者 把握事 業など は、事業 費に 比して 実施人 数が 少なく 、費用 対効 果の面
から も、実施方 法 を工夫 すべ き。

３ 安心 して安全に子ど
もを産み育てることがで
きるよう 母子保健事業を
はじめとする 支援体制の
充実に努めます

乳幼 児健 診の受診 率は、 各年 齢90％を 超えて いる が、虐待 など の防止 、発見 につ
なが る可能 性もあ るた め、少しで も100％に 近づけ ること が重要 。また 、行政 が
行なう 子育 て支援 だけ でな く、ＮＰ Ｏ など が主催する もの も含 めて、 一括で 情報
提供 する よう な方法 が考 えら れない か。
児童 館・子 ども館 では、 午前 中に多くの 未就 学児 童とそ の保護 者が来館 してい る
ため 、今後 は上手 く連携 を図ってい く 必要があ る。 幼稚 園だけ でな く、保育 所と
小学 校の間 のスムー ズな 連携につい て 検討を 進めて 欲しい 。

４ 市北部地域の豊かな 食育 基本計 画につ いて は、どこ に重点 を置いてい て 、どこま で 到達でき たの か、
自然など 、市の特色 を生 対象年 度の 実施内 容と、 計画全 体の進捗状 況 が分かる よう に施策 評価 表を作成 し
かした食育を推進します て欲 しい。 宝塚 市では市民参 加 のもと で様々 な計画 を作 ってお り、素晴 らしい と

思うが 、計画 倒れと ならな いよ う、今後 も進行管 理 を適切 に行 なっ て欲しい 。
＜保健・医療 ＞

１ 保健 ・医療・福祉が
連携し、総合的な保健・
医療サービス を提供 しま
す

保健 ・福祉 の分野 と医療分 野の 連携が 難しい こと は理解 できる が、総合計 画 に特
記して 取り 組んでい る割 には取 り組みの 具体 像が見 えにく く、 こうし た記述 を持
たな い他都 市との 違いも 見えにく い。 市立病 院を持 ってい る特性 を活 かしな が
ら、 よりよ い保健 ・医療 サービ スの提供 に努 めて欲 しい 。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
２ 市立病院 の経営基盤
の確立を図るとともに、
医療機関 の連携を推進す
るなどし 、地域での 良質
な医療サービスの提供に
努めます

かか りつ け医の啓発 は、 病院に 行かな けれ ば分から ないよ うなも のでな く、 もっ
と市民 に分 かり やす い方法 でＰＲ する 必要があ る。 また 、市が 今後も 看護 専門 学
校を 運営する 必要 性につ いて は、行財 政改革推 進委員 会 の提言 を踏まえ 、再検 討
して はどう か。市立病 院 の運営 、看護 師の養成 につ いて は、阪神 北医療 圏全 体の
中でそ の必要 性を 検討し 、医療 の質を 落とさ ないよ う注意 しなが ら、 より効率
的、 より良質 な医療 サービ スの 提供を 目指すべ き。

３ 市民 が安心できる救 ほぼ 妥当な 推進状 況である と思 われ る。
急医療体制の充実を図り
ます
＜高齢者福祉＞

１ 住みなれた地域 で暮 介護 サービ スにおけ る定期巡 回 サービ スなど 、他市 との 連携を 検討して みては ど
らし続けられる生活支援 うか 。関連 する事務事 業 につい て、生活支 援 ハウ ス運営事 業は 、対象 者は多 くい
体制を構築します
ると 思うが 、特定 の人の 利用に 留まっ てお り、もっ と事業 の周知 が必要 と思 われ

る。 地域 自立生活 支援事 業は、 対象戸 数、人数 に比 して 事業 費が多額 にな って い
るの ではない か。 サービ ス内容 など、 無駄が 無いか 再確 認するこ と。
２ 高齢者を支える 地域
ネットワーク づくり（地
域ケア体制の確立）を図
ります

地域 での見守 りに つい て、自治 会、民生委 員 、配食 サービ スや 宅配業 者など 、既
存の 仕組みや マン パワ ーが有効活 用され てお り、順調 に 施策の 推進が 図られて い
ると 思われ る。また 、高齢 者虐 待の問題 は重要 であ り、 今後も 継続 的な取組 が必
要であ る。

３ 自分 らしくいきいき
と暮らせるよう高齢者の
生きがいづくりを推進し
ます

バス 運賃助 成や市長 が訪問 して の祝福 など、 施策展 開の 方針の 主旨と 事業内 容が
少しず れてい るので はない か。 また、 高齢 者の生きが いづく り 支援という と 、同
世代 の人を 集めて の同好会 的なも のにな りがち である が 、市の 審議 会など に参加
する 人、地域 で経験 を積 む人、 趣味に 打ち込 む人など 、 生きが いづくり に対 する
考え 方も多様 であ る。そう いっ た様々 なパター ンの 生きが いづくり につい て 案内
がで きれ ば、更に 生きが いづくり が推進 でき るので はない か。

＜障がい者福祉＞ １ 障がいのある人の自
立生活を確立するため、
地域ケア 体制や障がい福
祉サービスなどの充実に
努めます

障害 者（児 ）歯科 診療事 業や地域 生活支 援事 業の中 の自動 車改造 費・ 運転 免許 取
得費助 成など は、 あま り他市では 実施 して いない ので はない か。障害 者（児 ）歯
科診 療事 業の利用 者が年間 ８０ ０人とい うの は、自治 体 の規模 から すると かな り
多い 数字であ り、 専門 的な歯科 医でない と診 るこ とがで きな い患者は 、実際 には
もっ と少ない のでは ない か。診療 所を 設けて 直接実 施する のではな く 、協力 して
もらえ る歯科 医に 委託する など の方法 も検討 して はどう か。

２ 社会参加 を実現 し、 障がい 者にと って の就労 は、単 に収入 を得る 手段ではな く 、貴重 な社会参 加 の場
安心して 暮らしていける であ り、就労自 体 が喜びで もあ る。賃金 の問題 など 、今後解 決 すべ き問題も 多い
よう、就労の支援や生活 が、 引続き 、障がい 者の 就労支 援に取 り組んで 欲しい 。
の場の確保、権利擁護に
取り組みます
３ 障がいのある児童の 制度 が頻繁 に変わるた め 、利用 者が混乱 しな いよ う、十分 な制度周 知 を図って 欲
成長を支える取り組みを しい 。
推進します

＜社会保障＞

４ ノーマライゼーショ
ンの理念 に基づき、「シ
ンシアのまち宝塚」にふ
さわしい 、人にやさしい
まちづくりの 実現を図り
ます

障害 者施 策につい て、宝塚 市は 他市と 比較して も、 先進 的な取 り組みも 多く 、そ
の点 は評価 した い。ただ 、障害 者福祉事 業など 、一 つの 事務事 業の中 で、多 くの
事業 を行なっ てお り、事業内 容 が分かり にくいた め 、独自事 業 の事業 費を分 ける
など すればよ り事業 への 理解が 進み評価 され るので はない か。

１ 生活支援 が必要 な市
民に、適切な支援が確実
に行えるよう 、「セーフ
ティネット」としての機
能を高めます

ほぼ 妥当な 進捗状 況である と思 われ る。今後 は生活支 援 だけ でな く、 就労支 援の
面から も、 施策の 充実を 図るこ と。また 、中国 残留邦 人等 支援事 業の 概要 説明 等
で「 自立支 援」との 表現 を使って いる が、実際 の事業内 容 は、 継続 的な生活支 援
なの ではない か。

２ 安心 して医療を受け
ることができるよう 、国
民健康保険事業や福祉医
療費助成事業 の適切 な運
営に努めます

見舞 金支給事 業につい て 、生活保 護など 、様 々な他 の支援制 度 と、内容 的に 重複
して いるので はない か。 他制 度との整合 や、 費用 対効 果、事業 の必要 性につい て
検討 すべ き。また 、特定健 診の 受診 率向 上のため の 取組 を、積極 的に 進めて 欲し
い。

「施策展開の方針」ごとのまとめ
＜人権・同和 ＞

１ すべての 施策につい
て人権尊重の視点に立っ
て推進し、同和問題 をは
じめとする様々な人権問
題の解決 を図り、人権が
尊重・保障される明るく
住みよい地域社会の実現
をめざします

人権文 化センタ ー が３箇所設 置 され ている が、市役 所本庁 舎に 機能集 約して も有
効に 機能する しメリッ ト もあ るので はない か。市全 体の 公共施 設の配置 の在 り方
とあわ せ、 今後の 施設の 在り方 を検討 すべ き。また 、他都 市に 比べ、 施策・ 事業
が多 いに も関わら ず、市民 アン ケー トでは評価 が低 い。 市民アン ケー トの聞 き方
の問題 かも しれない が、 人権施 策・事業 に関心 を持 つ市民 が一部 に偏 って いる の
では ない か。事業内 容を 見直し 、既成概 念にと らわれな い 柔軟 性な発想 で、 様々
な方法 を試 み、もっ と多 くの市民 に関心 を持 って もら う工夫をし て欲 しい。

２ 市民一人 ひとりが、 ほぼ 妥当な 推進状 況である と思 われ る。
平和を自分自身の問題と
認識できるよう、核兵器
の恐ろしさ、また生命の
尊さ、平和の意義や大切
さを訴えるなど、平和な
社会の構築に向けた 取り
組みを推進します
＜男女共同参画＞ １ すべての 施策につい
て男女共同参画の視点に
立って推進し、男女共同
参画社会 の実現をめざし
ます

成果指 標とし て設定 され てい る「男女 共同参 画センタ ー 利用 者総 数に 占める 男性
の割合 」とい う指標 は、 少し違和 感があ る。 男女とい う 言葉に 拘泥しす ぎてい る
と感 じる。 また、 宝塚 市の男女 共同参 画に関 する施策 は 、他都 市と比較 して も充
実して いる が、思 ったほ ど市民 から認知 され ていな い。 市民アン ケー トの聞 き方
の問題 かも しれない が、 施策や 事業内 容につい て、 幅広 い層の 市民に 知らせて い
く取組 が必要 であ る。

２ ＤＶ に関して、横断
的な視点 が必要であると
いう認識 のもと、関係部
や関係機関が連携して、
総合的な取り組みを 推進
します

この 施策展 開の方針 には 事務事 業が1つだ けし か設定 され ていな い。全 ての実施
内容 が、1つの 事務事 業の 中にま とめら れてお り、 結果とし て、 施策の 進捗や 事
業実 施の状況 が見 えづ らくな ってい る。この 施策展 開の 方針だけ ではな く、 同じ
こと が昨年 度と今年 度、 外部評 価を行 う中で 、よく 見られ た。 市民から 見た 分か
りや すさ を重視する とい う視点 から見直 して 欲しい 。様 々な関係機 関 との連携 を
図ると 同時 に、事務 事業評価 表 も各機 関ごと に整理 するな ど、 工夫が 必要であ
る。

３ 政策方針決定 の場へ 女性 の参画拡 大のた めにはき め 細かい 配慮が 必要であ る 。例えば 、子育 てに 関す
の女性の参画拡大のため る審議 会であれ ば 、子育 て世代 の女性 を委員 に選ぶと いうよう に テー マに合 った
の取り組みを進めます
人選 を行うこと も 必要である し 、審議 会開催 時には 一時保 育サービ ス を実施 する

のも 有効と 思われ る。
４ 女性 の労働環境 の整
備・充実 や雇用・就業、
起業などの支援に取り組
みます

関連 する事務事 業 が、「 男女 共同参 画センタ ー管理 運営事 業」 １本に 括られて お
り、 どん な内容に 予算をいく ら 使った かな ど、実施状 況 が分かり づら い。事務 事
業評価 表の 書き方 を改めるな ど 、外部 から見 ても事業概 要 が理解 でき るように す
べき であ る。また 、指定 管理方 式で運営 され てい る施設 では ある が、 キャリ ア
アッ プセミナ ーなど 、費用 対効 果が薄 いと思 われ る事業 があ る。そうし た事業 に
ついて は、 今後の 継続実 施につい て検討 すべ き。

