
 
 

 

 

  第 5 次宝塚市総合計画後期基本計画の策定にかかるパブリック・コメント（意見募集）の実施結果等は下記のとおりです。 
 記 
 １ パブリック・コメントの実施期間１ パブリック・コメントの実施期間１ パブリック・コメントの実施期間１ パブリック・コメントの実施期間 
 

 平成 27年（2015年）8月 3日（月）から 9月 1日（火）まで 
 

 ２ パブリック・コメントの実施結果２ パブリック・コメントの実施結果２ パブリック・コメントの実施結果２ パブリック・コメントの実施結果    （1） 意見提出者数 ： 77 人、2 団体 （2） 提出意見数 ： 

  （3） 計画に反映した意見と市の考え方 ： 資料 2-1 のとおり     ３ パブリック・コメントの実施経過３ パブリック・コメントの実施経過３ パブリック・コメントの実施経過３ パブリック・コメントの実施経過 ・平成 27 年 7 月 27 日     計画（案）のパブリック・コメント実施について都市経営会議へ付議 ・平成 27 年 8 月 3 日      パブリック・コメントによる意見募集  ～ 9 月 1 日 ・平成 27 年 9 月 7 日   審議会へパブリック・コメントの結果報告 

138件計画に対する修正意見 87件計画反映した意見 9件原案のとおりとした意見 78件（うち同一意見54件）51件28件23件
全意見数

取組などの提案その他意見その他（感想・質問等）

パブリック・コメント（意見募集）の実施結果等についてパブリック・コメント（意見募集）の実施結果等についてパブリック・コメント（意見募集）の実施結果等についてパブリック・コメント（意見募集）の実施結果等について    
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計画に反映したパブリック・コメント意見計画に反映したパブリック・コメント意見計画に反映したパブリック・コメント意見計画に反映したパブリック・コメント意見  Ｐ20 序論 第 2章 現状と課題 第 5節 前期基本計画の達成・進捗状況 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○前期基本計画の達成や進捗の状況について  前期基本計画の達成や進捗の状況を、成果指標の数値により示しているが、分野別の表については、附属資料の内容と重複しているので、削除した方が読みやすくなると思う。 
「３ 分野別の達成・進捗状況」について、削除します。 （１）成果を示す指標について  ３ 分野別の達成・進捗状況 １～６各表   

（１）成果を示す指標について  削除 
 Ｐ23 序論 第 2章 現状と課題 第 5節 前期基本計画の達成・進捗状況 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○地域福祉に関する記載について【地域福祉】  「第 3節 健康・福祉 1 地域福祉」において、「…引き続き、全市的・重層的なネットワークを構築するため、市民活動団体などが参加する宝塚市セーフティネット会議を開催し、取組を進めていく必要があります。」と記載しているが、重層的なネットワークを意識した記載となっていないので、追加修正をお願いします。 

ご指摘を踏まえ、右記のとおり修正します。 （２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 1 地域福祉  …引き続き、全市的・重層的なネットワークを構築するため、市民活動団体※などが参加する宝塚市セーフティネット※会議を開催し、取組を進めていく必要があります。  
（２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 1 地域福祉  …引き続き、全市的・重層的なネットワークを構築するため、身近なエリアにおける会議から全市的な宝塚市セーフティネット※会議までの各階層ごとの会議を開催し、取組を進めていく必要があります。 
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Ｐ23 序論 第 2章 現状と課題 第 5節 前期基本計画の達成・進捗状況 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○高齢者福祉に関する記載について【高齢者福祉】  「第 3節 健康・福祉 4 高齢者福祉」において、「地域包括ケアシステム」は２０２５年問題の対応としての表現を用いているなら、先に超高齢社会の進展に対応するためにエイジフレンドリーシティを記述し、それらの対応策の中に地域包括ケアシステムのことを記述したほうが、理解しやすいと思います。 ※ エイジフレンドリーシティのほうが捉え方は広く、地域包括ケアシステムは捉え方が狭いです。 

ご指摘のとおり、右記のとおり修正します。 （２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 4 高齢者福祉       地域包括ケアシステム※の構築については、市内７地区ごとに完結する仕組みづくりを検討している段階です。引き続き、認知症対策などに取り組みながら、医療と介護の関係機関・団体と協議を行う必要があります。また、超高齢社会の進展に対応するため、エイジフレンドリーシティ※（高齢者にやさしい都市）による施策を組織横断的に進める必要があります。 

（２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 4 高齢者福祉  超高齢社会の進展に対応するため、エイジフレンドリーシティ※（高齢者にやさしい都市）による施策を組織を超えて進める必要があります。また、地域包括ケアシステム※の構築については、市内７地区ごとに完結する仕組みづくりを検討している段階です。引き続き、認知症対策などに取り組みながら、医療と介護の関係機関・団体と協議を行う必要があります。 
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Ｐ23 序論 第 2章 現状と課題 第 5節 前期基本計画の達成・進捗状況 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○障がい者福祉に関する記載について【障がい者福祉】  「第 3節 健康・福祉 5 障がい者福祉」において、「地域ケア体制」と記載され、地域ケアシステムと地域ケア体制の違いが理解しにくい。 また、宝塚市としては、高齢者福祉、障がい者福祉の相談・ケア対応を別々にしていく方針があるようにみえますが、より総合的な福祉の相談・ケア体制の方向性を持っていただくように、またそのような記述をお願いします。 

「障がい者福祉」において、前期基本計画で記した「地域ケア体制」については、後期基本計画では「地域支援体制」と位置付けています。そのため、「地域ケア体制」は「地域支援体制」と改めます。 
（２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 5 障がい者福祉  障がい者が自立し、安心して生活できるよう、地域ケア体制や福祉サービスの充実、就労支援、権利擁護※などに取り組みました。 

（２）施策ごとの評価・検証 第 3節 健康・福祉 5 障がい者福祉  障がい者が自立し、安心して生活できるよう、地域支援体制や福祉サービスの充実、就労支援、権利擁護※などに取り組みました。  
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Ｐ40 各論 第 1節 これからの都市経営 （4）情報化 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○情報化に関する記載について 【情報化】  情報化の進展は、近年の大きな変化だと思う。そのため、ＳＮＳの活用が多くの分野で書かれているのは理解できる。 市民活動団体への支援も書かれていることはよいことだと思うが、P41 の市の取組にある、「市民活動団体の情報化を促進します」については、何をするのかよくわからない。市民の情報機器の利用については、講習会を開くと分かりやすく書いてあるので、もう少し、分かりやすく書いてはどうか。 全体としては、情報弱者の視点も盛り込まれているので、丁寧につくられていると思う。 

ご指摘のとおり、分かりにくいと考えましたので、右記のとおり修正します。  施策展開の方針と主な取組 2．効果的な情報発信・情報交流のために～ 市の取組 ○ ＳＮＳの活用などによる、市民活動団体の情報化を促進します 
施策展開の方針と主な取組 2．効果的な情報発信・情報交流のために～ 市の取組 ○ 市民活動団体のＳＮＳの活用などによる、情報発信・情報交流を促進します 
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Ｐ48 各論 第２節 安全・都市基盤 （2）防犯・交通安全 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○防犯カメラの設置について 【防犯・交通安全】  最近、防犯カメラの映像により、解決する事件が多くなってきています。他市では、行政が防犯カメラを設置している場合もあると聞きます。 今の書き方では、防犯カメラの設置を市が支援するとなっていますが、もっと積極的に、市民の安全を守る必要があると思います。 市が主体的に設置する書き方に修正することをお願いします。 

近年、防犯カメラの犯罪に対する抑止力への期待により、地域団体や自治体による設置が進んでいます。現在、本市においては、地域の防犯カメラの設置に対しては、補助金を交付していますが、地域の声を聞きながら、犯罪の抑止や地域の見守り力の向上をめざして、防犯カメラの設置を進めていきたいと考えています。  
施策展開の方針と主な取組 1．防犯意識の啓発、市民と行政の連携に～ 市の取組 ○ 地域による防犯カメラの設置を支援します 

施策展開の方針と主な取組 1．防犯意識の啓発、市民と行政の連携に～ 市の取組 ◎ 地域への 防犯カメラの設置を推進します 
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Ｐ62 各論 第 3節 健康・福祉 （1）地域福祉 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○地域福祉のネットワーク、地域社会づくりの推進について 【地域福祉】  「施策展開の方針と主な取組１」の市の取組「◎災害時要援護者や生活困窮者への支援など…」とあり、「災害時要援護者や生活困窮者」の２つを合体しているが、以下を提案します。 「災害時要援護者支援をすすめるベースとなる地域での見守り活動や支え合い活動を推進していきます。生活困窮者への対応についても、地域の方々との協働を進めながら、地域でのセーフティネットの構築を進めます」 また、市民の取組に以下を追加してはどうか。 「支援を必要とする人を早期に発見し、早期に対応できる地域づくりを進めていきます」 

市民の取組には、すでにご指摘の意味が含まれているため、原案のとおりとしますが、市の取組については、右記のとおり修正します。  施策展開の方針と主な取組 1．地域福祉の基盤となるネットワーク～ 市の取組 ◎ 災害時要援護者    や   生活困窮者※への支援など生活課題を解決するためのネットワークづくりなど、地域のセーフティネット※の取組を進めます 

施策展開の方針と主な取組 1．地域福祉の基盤となるネットワーク～ 市の取組 ◎ 災害時要援護者支援を進める基盤となる地域での見守りや支え合いの活動を進め、生活困窮者※への対応についても、地域でのセーフティネット※の構築を進めます 
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Ｐ68 各論 第 3節 健康・福祉 （4）高齢者福祉 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○高齢者を支えるネットワークづくりについて  「施策展開の方針と主な取組２」の市民の取組「高齢者を支える地域ネットワークづくりに参加します」について、以下を提案します。 「高齢者同士での支え合いや高齢者を地域で支えるネットワークづくりに参画します」 
高齢者が支える側に回るという視点は重要であると考えていますので、市民の取組の一つ目について、右記のとおり修正します。 施策展開の方針と主な取組 2．高齢者を支える地域ネットワークづくり～ 市民の取組 ・ 高齢者を支える地域ネットワークづくりに参加します  

施策展開の方針と主な取組 2．高齢者を支える地域ネットワークづくり～ 市民の取組 ・ 高齢者同士の支え合いを含め、地域で高齢者を支えるネットワークづくりに参加します 
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P33～110 全施策 意見の概要 意見に対する考え方 原案 修正 ○成果を示す指標について  前期計画の指標が書かれていますが、子ども支援サポーターなど同じようなものもあり、紛らわしいです。ページもまたがって、見づらいです。もっと、分かりやすくすべきではないでしょうか。 
前期基本計画の成果を示す指標のうち、後期基本計画では指標として位置付けていないものも、本案では、目標値を設定しない形で記載しています。その理由は、後期基本計画は、前期基本計画からつながるものであり、その連続性が理解しやすいようにするためです。 しかし、記載することで、後期基本計画で掲げた成果を示す指標と違いが分かりづらく、混同される可能性があること、指標が同一ページ内に収まっていない施策が多数あることなど、わかりやすさやレイアウト上の点から問題があることから、前期基本計画に掲げたが後期基本計画には位置付けていない成果を示す指標については、削除いたします。 なお、前期基本計画で掲げた成果を示す指標については、第 4部附属資料の P3～P11 に、達成・進捗状況をとりまとめています。 

P33 施策 市民自治 成果を示す指標 地域ごとのまちづくり計画の達成率  P33 施策 市民自治 成果を示す指標 地域ごとのまちづくり計画の達成率  削除   ※全施策において後期基本計画の成果指標として位置付けていないものは同様に削除 
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パブリック・コメント以外のその他修正パブリック・コメント以外のその他修正パブリック・コメント以外のその他修正パブリック・コメント以外のその他修正  ※印は、修正の理由です。  Ｐ１ 序論 第 1 章 後期計画策定にあたって 第１節 計画策定の背景と目的 原案 修正 計画策定以降、地方分権改革の推進により、基礎自治体の役割が一層高まる中、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、自然災害の激甚化、地球環境問題の深刻化、情報化の急速な進展など、本市を取り巻く社会経済情勢は一層厳しくなっています。  
計画策定以降、地方分権改革の推進により、基礎自治体の役割が一層高まる中、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、自然災害の激甚化、地球環境問題の深刻化、情報化の急速な進展など、本市を取り巻く状況は大きく変化しています。  ※情報化の急速な進展が、社会情勢の厳しさに必ずしもつながるものではないため。  Ｐ７ 序論 第２章 現状と課題 第２節 宝塚市の人口推計 原案 修正 （1）人口減少への対応 人口減少社会を迎え、都市間競争が激化する中、人口減少を抑制するためには、本市が人や企業から選ばれるよう、まちの魅力を高めることが重要です。また、その魅力を戦略的に内外に情報発信する、シティプロモーション※に取り組むことが重要になってきています。なお、シティプロモーションを推進していくことで、市民がわがまちへの愛着を持ち、地域コミュニティや地域産業の活性につながることが期待できます。 

（1）人口減少への対応 本市においては、まち・ひと・しごと創生法に基づき、平成 27 年度（2015 年度）に「人口ビジョン※」、「夢・未来 たからづか創生総合戦略※」を策定し、人口減少の抑制に向けて取り組んでいるところですが、その取組の方向性は、第５次総合計画の基本構想において記された、人口減少の抑制に向けた方針に基づくものです。基本構想では、都市の活力を維持し、さらに高めていくためには、人口減少をできるだけ抑制することが重要であるとし、子育てしやすく誰もが安心を実感できるまちづくりの推進、住宅施策の充実と雇用確保のための、農業を含めた産業活性化、文化・観光施策の充実強化などに取り組むことが記されています。 ※人口ビジョンと総合戦略は現在策定中であるが、平成 27 年度（2015 年度）が計画の始期で  あるため、平成 28 年度（2016 年度）から開始される後期基本総合計画においては、一定の 説明が必要であるため。  Ｐ９ 序論 第２章 現状と課題 第３節 財政状況 原案 修正 （1）市税収入の状況 本市の収入の中心となる市税は、平成 21 年度（2009 年度）以降減少していましたが、平成 25年度（2013年度）は 350億円となり、やや増加しました。 グラフ略 
（1）市税収入の状況 本市の収入の中心となる市税は、平成 21 年度（2009 年度）以降減少していましたが、平成 25年度（2013年度）から増加に転じ、平成 26 年度（2014年度）は 353 億円となりました。  グラフ略 ※最新の数値が確定したため。 
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Ｐ10 序論 第 2 章 現状と課題 第 3節 財政状況 原案 修正 （２）人件費、扶助費、投資的経費の推移 人件費は、平成 10 年度（1998 年度）をピークに減少傾向であり、平成 20 年度（2008 年度）の 153 億円に対し、平成 25 年度（2013年度）は 142億円となっています。 扶助費は、年々増加し、平成 20 年度（2008年度）の 106億円に対し、平成 25 年度（2013年度）は 171億円となっています。 投資的経費（道路や学校などの公共施設の整備や災害復旧の経費など）は、平成 20 年度（2008 年度）の 65億円に対し、平成 25 年度（2013年度）は 58億円となっています。経費の圧縮を行っていますが、老朽化する公共施設の耐震化や整備保全などの取組が、今後さらに必要になると考えられます。 グラフ略 

（２）人件費、扶助費、投資的経費の推移 人件費は、平成 10 年度（1998 年度）をピークに減少傾向であり、平成 21 年度（2009 年度）の 149億円に対し、平成 26 年度（2014年度）は 142億円となっています。 扶助費は、年々増加し、平成 21 年度（2009年度）の 112億円に対し、平成 26 年度（2014年度）は 184 億円となっています。 投資的経費（道路や学校などの公共施設の整備や災害復旧の経費など）は、平成 21 年度（2009 年度）の 77億円に対し、平成 26 年度（2014年度）は 64 億円となっています。経費の圧縮を行っていますが、老朽化する公共施設の耐震化や整備保全などの取組が、今後さらに必要になると考えられます。 グラフ略 ※最新の数値が確定したため。また、それに伴い、比較する年度とその数値を修正したため。  Ｐ10 序論 第 2 章 現状と課題 第 3節 財政状況 原案 修正 （３）市債残高と基金残高の推移 市債残高（市の借金に当たるもの）は、平成20 年度（2008 年度）の 826億円が、平成 25 年度（2013年度）には 758億円で減少しているものの、高止まりの状況です。一方、基金残高（市の貯金に当たるもの）は、近年緩やかな増加傾向を示し     、平成 25 年度（2013年度）は     、120億円となっています。 グラフ略 
（３）市債残高と基金残高の推移 市債残高（市の借金に当たるもの）は、平成21 年度（2009 年度）の 808億円が、平成 26 年度（2014年度）には 744 億円で減少しているものの、高止まりの状況です。一方、基金残高（市の貯金に当たるもの）は、近年緩やかな増加傾向を示していましたが、平成 26 年度（2014年度）は減少に転じ、109億円となっています。 グラフ略 ※最新の数値が確定したため。また、それに伴い、比較する年度とその数値を修正したため。  Ｐ11 序論 第 2 章 現状と課題 第 3節 財政状況 原案 修正 （４）財政力指数と経常収支比率    平成 17 年度（2005 年度）以降、横ばい状態であった財政力指数は、平成 21 年度（2009 年度）から低下傾向となっており、平成 25 年度（2013年度）には 0.86 となっています。また、経常収支比率は、平成 20 年度（2008 年度）の 99.4%をピークに減少傾向を示し、平成25 年度（2013年度）には 96.4％となっています。 グラフ略 
（４）財政力指数と経常収支比率 平成 17 年度（2005 年度）以降、横ばい状態であった財政力指数は、平成 21 年度（2009 年度）から低下傾向となっており、平成 26 年度（2014年度）には 0.86 となっています。また、経常収支比率は、平成 20 年度（2008 年度）の 99.4%をピークに減少傾向を示し、平成26 年度（2014年度）には 96.3％となっています。 グラフ略 ※数値が確定したため。 
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Ｐ20  序論 第 2 章 現状と課題 第 5 節 前期基本計画の達成・進捗状況 原案 修正 （１）成果を示す指標について 成果を示す指標について、平成 27 年度（2015 年度）の現状値を、前期基本計画に記載する平成 27 年度（2015 年度）の目標値や平成22 年度（2010 年度）の現状値と比較しました。   目標値を設定している成果を示す指標の６分野全体の達成状況は、「目標値に達した」が 29.2％、「（目標値に達していないが）改善した」が 46.0％であり、これらを合わせた割合は 75.2％となっています。一方、これからの都市経営を除く他の分野には「悪化した」となった指標があり、その割合は 23.0％となっています。 また、           目標値を設定していない指標の６分野の進捗状況は、「改善した」が 35.7％となったことに対して、「悪化した」は 64.3％となっており、厳しい結果になっています。 改善に向けて、後期基本計画を推進していく必要があります。 

（１）成果を示す指標について 成果を示す指標については、後期基本計画策定時において把握した数値を「現状値（H27）」とし、前期基本計画に記した「目標値（H27）」や「現状値（H22）」と比較しました。成果を示す指標のうち、目標値を設定している指標の６分野全体の達成状況は、「目標値に達した」が28.8％、「（目標値に達していないが）改善した」が 46.9％であり、これらを合わせた割合は75.7％となっています。一方、「これからの都市経営」を除く５分野には「悪化した」となった指標があり、その割合は 22.5％となっています。 また、成果を示す指標のうち、目標値を設定していない指標の６分野の進捗状況は、「改善した」が 34.5％となったことに対して、「悪化した」は 65.5％となっており、厳しい結果になっています。 これらの結果を踏まえ、後期基本計画を推進していく必要があります。 ※文言の統一と表現の整理のため。 ※％の修正については、評価が変更となった指標が４つあったため。  「保健・医療」の予防接種(麻しん・風しん第２期)接種率。○→× 「高齢者福祉」の介護を要しない高齢者の割合。◎ → × 「高齢者福祉」の平均介護度。×→◎ 「児童福祉」の認可保育所待機児童数。×→○  Ｐ28 総論 第 1 章 計画の実現に向けて 第 1 節 計画推進の基本的な考え方 原案 修正 （１）行財政運営  総合計画の進捗状況を管理し、その実現を図っていくためには、ＰＤＣＡサイクル※を基本とする行政マネジメントシステムの機能を強化し、効果的に運用する必要があります。そのツールとして行政評価があり、行政外部からの視点として、平成 24年度（2012 年度）に外部評価制度を取り入れ、行政マネジメントシステムの機能強化を図りました。今後さらに、行政評価を核として、     実施計画の策定や予算の編成、行財政改革、組織体制などを有機的に連動させるとともに、施策や事業の優先度の決定、事業の選択と集中、サービス提供の方法や事業の実施手法の検討、財源や人材の適正な配分など、行政マネジメントシステムの効果的運用により、戦略的な取組を展開します。 

（１）行財政運営  総合計画の進捗状況を管理し、その実現を図っていくためには、ＰＤＣＡサイクル※を基本とする行政マネジメントシステムの機能を強化し、効果的に運用する必要があります。そのツールとして行政評価があり、行政外部からの視点として、平成 24年度（2012 年度）に外部評価制度を取り入れ、行政マネジメントシステムの機能強化を図りました。今後さらに、行政評価を核として、戦略計画や実施計画の策定、予算の編成、行財政改革、組織体制などを有機的に連動させるとともに、施策や事業の優先度の決定、事業の選択と集中、サービス提供の方法や事業の実施手法の検討、財源や人材の適正な配分など、行政マネジメントシステムの効果的運用により、戦略的な取組を展開します。 ※戦略計画とは、総合計画の効果的・効率的な推進のため、重点的な取組の中で、特に優先して取り 組む事項をまとめ、実施計画の作成等に活用するもの。ＰＤＣＡの仕組みの説明のため追記。  
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Ｐ33 各論 第 1 節 これからの都市経営 （1）市民自治 原案 修正 成果を示す指標 自治会の加入率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 68.6 ― 66.3 ×  
成果を示す指標 自治会の加入率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 68.6 ― 65.8 ×  ※数値の記載誤りのため。  Ｐ34 各論 第 1 節 これからの都市経営 （1）市民自治 原案 修正 施策展開の方針と主な取組 2．市民活動団体、事業者､中間支援団体～ 市の取組 ◎ 宝塚ＮＰＯセンター、社会福祉協議会をはじめとする中間支援組織、事業者、事業者団体などと連携した、市民活動やコミュニティビジネス※の育成及び支援を行います 
施策展開の方針と主な取組 2．市民活動団体、事業者､中間支援団体～ 市の取組 ◎ 宝塚ＮＰＯセンター、社会福祉協議会をはじめとする中間支援団体、事業者、事業者団体などと連携した、市民活動やコミュニティビジネス※の育成及び支援を行います 施策展開の方針と主な取組 2．市民活動団体、事業者､中間支援団体～ 市民の取組  ◎ 中間支援組織、事業者、事業者団体などが行政と連携し、市民ニーズに応える活動やコミュニティビジネスを展開します 
施策展開の方針と主な取組 2．市民から幅広く、多くの意見を聴き～ 市民の取組  ◎ 中間支援団体、事業者、事業者団体などが行政と連携し、市民ニーズに応える活動やコミュニティビジネスを展開します ※文言の統一のため。  Ｐ38 各論 第 1 節 これからの都市経営 （3）開かれた市政 原案 修正 施策展開の方針と主な取組 2．市民から幅広く、多くの意見を聴き～ 市の取組 ◎ 各種審議会への市民参画を促進するとともに、無作為抽出による市民公募委員の選出などの市政参画の新たな仕組みを構築します 
施策展開の方針と主な取組 2．市民から幅広く、多くの意見を聴き～ 市の取組 ◎ 各種審議会への市民参画を促進するとともに、無作為抽出による公募委員の選出などの市政参画の新たな仕組みを構築します ※文言の統一のため。  Ｐ39 各論 第 1 節 これからの都市経営 （4）情報化 原案 修正 成果を示す指標 公共施設の予約などの申請に占めるオンライン率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 76.2 ＊  
成果を示す指標 公共施設の予約などの申請に占めるオンライン率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 69 80 76.2 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  
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Ｐ41 各論 第 1 節 これからの都市経営 （5）危機管理 原案 修正 成果を示す指標 災害時における施設管理者（市以外）との緊急避難場所、避難所に関する協力の取り決め数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 21 ＊  
成果を示す指標 災害時における施設管理者（市以外）との緊急避難場所、避難所に関する協力の取り決め数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 17 ＊  成果を示す指標 遠隔地にある他自治体との災害に関する協力の取り決め数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊  
成果を示す指標 遠隔地にある他自治体との災害に関する協力の取り決め数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 4 ＊  成果を示す指標 事業者、関係機関との災害に関する協力の取り決め数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 14 ＊  
成果を示す指標 事業者、関係機関との災害に関する協力の取り決め数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 15 ＊  ※数値の記載誤りのため。  Ｐ49 各論 第 2 節 安全・都市基盤 （3）土地利用 原案 修正 成果を示す指標 地区まちづくりルールの認定地区数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 8 ＊  
成果を示す指標 地区まちづくりルールの認定地区数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 2 9 8 ○  地区まちづくりルールの認定地区面積 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 134.8 ＊  地区まちづくりルールの認定地区面積 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 66.5 180.0 134.8 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。   



6 

Ｐ53 各論 第 2 節 安全・都市基盤 （5）住宅・住環境 原案 修正 成果を示す指標 地区まちづくりルールの認定地区数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 8 ＊  
成果を示す指標 地区まちづくりルールの認定地区数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 2 9 8 ○  地区まちづくりルールの認定地区面積 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 134.8 ＊  地区まちづくりルールの認定地区面積 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 66.5 180.0 134.8 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ57 各論 第 2 節 安全・都市基盤 （7）河川・水辺空間 原案 修正 成果を示す指標 荒神川都市基盤河川事業整備率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 57.2 ＊  
成果を示す指標 荒神川都市基盤河川事業整備率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 38.9 86.9 57.2 ○  河川・水辺空間アドプト活動団体数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 8 ＊  河川・水辺空間アドプト活動団体数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 6 12 8 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ57 各論 第 2 節 安全・都市基盤 （7）河川・水辺空間 原案 修正 成果を示す指標 下水道（雨水）施設整備延長比率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 78.6 82.0 79.0 ○  
成果を示す指標 下水道（雨水）施設整備延長比率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 78.6 82.0 79.1 ○  ※数値の記載誤りのため。  Ｐ59 各論 第 2 節 安全・都市基盤 （8）上下水道 原案 修正 成果を示す指標 水道事業の経常収支比率 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) 指標方向 105.4 ◎ 101.5 ―  
成果を示す指標 水道事業の経常収支比率 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) 指標方向 105.4 ◎ 101.5 →  ※指標方向を見直したため。  
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Ｐ65 各論 第 3節 健康・福祉 （3）保健・医療 原案 修正 成果を示す指標 予防接種(麻しん・風しん第１期)接種率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 94.2 100 97.8 ○  
成果を示す指標 予防接種(麻しん・風しん第２期)接種率 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 94.2 100 92.7 ×  ※指標の文言及び数値、評価の記載誤りのため。  Ｐ65 各論 第 3節 健康・福祉 （3）保健・医療 原案 修正 成果を示す指標  指標名 市立病院の病床利用率(稼動病床数に対する)  成果を示す指標  指標名 市立病院の病床稼働率(稼働病床数に対する)  ※より適正な文言に修正したため。  Ｐ67 各論 第 3節 健康・福祉 （4）高齢者福祉 原案 修正 成果を示す指標 介護を要しない高齢者の割合 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 83.5 82.5 82.0 ◎  
成果を示す指標 介護を要しない高齢者の割合 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 83.5 82.5 82.0 ×  ※評価が誤っていたため。  Ｐ67 各論 第 3節 健康・福祉 （4）高齢者福祉 原案 修正 成果を示す指標 平均介護度 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) 指標方向 1.80 × 1.79 →  
成果を示す指標 平均介護度 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) 指標方向 1.80 ◎ 1.79 ↘  ※評価が誤っていたため。また、指標方向を見直したため。  Ｐ69 各論 第 3節 健康・福祉 （5）障がい者福祉 原案 修正 成果を示す指標 共同生活援助（グループホーム）の利用実人数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 110 ＊  
成果を示す指標 共同生活援助（グループホーム）の利用実人数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 65 104 110 ◎  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  
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Ｐ71 各論 第 3節 健康・福祉 （6）社会保障 原案 修正 成果を示す指標 国民健康保険被保険者１人当たりの医療費 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 296,176 ― 334,564 ×  
成果を示す指標 国民健康保険被保険者１人当たりの医療費 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 296,176 ― 340,159 ×  ※最新の数値が確定したため。  Ｐ73 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （1）人権・同和 原案 修正 成果を示す指標 人権教育推進事業における学習会や研修会の受講者数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 4,197 ＊  
成果を示す指標 人権教育推進事業における学習会や研修会の受講者数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 3,336 3,670 4,197 ◎  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ73 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （1）人権・同和 原案 修正 成果を示す指標 人権文化創造活動支援事業の参加率  単位 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) ％ 75.5 ＊ 100  
成果を示す指標 人権文化創造活動支援事業の参加人数  単位 現状値 (H27) 評価 目標値 (H32) 人 1,487 ＊ 1,700  ※原案の数値は、登録者の参加率であったが、登録者数の増と出席率の参加率の向上により、  参加者数の増加を図ることの方が目標として相応しいと判断したため。  Ｐ76 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （2）男女共同参画 原案 修正 施策展開の方針と主な取組 3．政策・方針決定の場への女性の参画～ 市民の取組 ・ 審議会の市民公募委員に積極的に応募します 
施策展開の方針と主な取組 3．政策・方針決定の場への女性の参画～ 市民の取組 ・ 審議会の公募委員に積極的に応募します ※文言の統一のため。  Ｐ77 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （3）児童福祉 原案 修正 成果を示す指標 市民アンケートの「宝塚市は子育てがしやすい環境だと思う」市民の割合 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 52.3 ― 48.5 ―  
成果を示す指標 市民アンケートの「宝塚市は子育てがしやすい環境だと思う」市民の割合 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 52.3 ― 48.5 ×  ※評価が誤っていたため。 
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Ｐ77 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （3）児童福祉 原案 修正 成果を示す指標 認可保育所待機児童数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 48 0 103 ×  
成果を示す指標 認可保育所待機児童数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 48 0 7 ○  放課後児童クラブ（地域児童育成会など）待機児童数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 58 ＊  
放課後児童クラブ（地域児童育成会など）待機児童数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 116 ＊  ※数値の記載誤りのため。  Ｐ81 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （5）学校教育 原案 修正 成果を示す指標 指標名 不登校児童生徒率（中学校）  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 2.30 ＊  
成果を示す指標 指標名 不登校生徒率（中学校）  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 2.87 2.00 2.85 ○  ※指標名の文言の修正及び数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ81 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （5）学校教育 原案 修正 成果を示す指標 指標名 宝塚市立小・中学校でのいじめ発生件数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 16 ＊  
成果を示す指標 指標名 宝塚市立小・中学校でのいじめ認知件数  現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 32 ＊  ※適正な文言への見直し及び数値の記載誤りのため。  
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Ｐ87 各論 第 4節 教育・子ども・人権 （7）スポーツ 原案 修正 成果を示す指標 市立スポーツ施設利用者数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 787,498 ＊  
成果を示す指標 市立スポーツ施設利用者数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 764,211 1,000,000 787,498 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ89 各論 第 5 節 環境 （1）都市景観 原案 修正 成果を示す指標 景観計画特定地区指定数（都市景観形成地域を含む） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 18 ＊ 

 

成果を示す指標 景観計画特定地区指定数（都市景観形成地域を含む） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 12 20 18 ○  景観計画特定地区指定面積（都市景観形成地域を含む） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 274.5 ＊ 
 

景観計画特定地区指定面積（都市景観形成地域を含む） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 213.7 310.9 274.5 ○ 
 ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ91 各論 第 5 節 環境 （2）緑化・公園 原案 修正 成果を示す指標 公園アドプト制度により市民団体などが管理する公園数 （対象公園数 312箇所） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 43 ＊  
成果を示す指標 公園アドプト制度により市民団体などが管理する公園数 （対象公園数 312箇所） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 28 46 43 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  Ｐ93 各論 第 5 節 環境 （3）環境保全 原案 修正 成果を示す指標 太陽光発電システムの設置件数（累計） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 2,700 ＊  
成果を示す指標 太陽光発電システムの設置件数（累計） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 3,200 ＊  太陽光発電システムの設備容量（累計） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 12,000 ＊  太陽光発電システムの設備容量（累計） 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 15,000 ＊  ※平成 26 年度（2014年度）の数値が判明したため。  
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Ｐ95 各論 第 5 節 環境 （4）循環型社会 原案 修正 成果を示す指標 燃やすごみ量 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 54,672 38,134 55,050 × 
 

成果を示す指標 燃やすごみ量 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 54,672 38,134 55,052 ×  ※数値記載誤りのため。  Ｐ97 各論 第 5 節 環境 （5）都市美化・環境衛生 原案 修正 成果を示す指標 「宝塚を美しくする市民運動」参加団体数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 ＊＊＊ ＊＊＊ 483 ＊ 
 

成果を示す指標 「宝塚を美しくする市民運動」参加団体数 現状値 (H22) 目標値 (H27) 現状値 (H27) 評価 451 500 483 ○  ※数値の記載漏れのため（前期基本計画からの指標だが、指標名を修正し、新規指標と誤認）。  
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