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１ 総合計画を補完する分野別計画 

 

社会経済環境の変化や、多様な市民ニーズに的確に対応するため、それぞれの行政分野では、マ

スタープランや基本計画、基本方針などの各種分野別計画を策定しています。 

これらの計画は、総合計画を各分野において補完し、具体化していくものとして位置付けるとと

もに、各分野における特定の行政課題に柔軟に対応するため、総合計画との緊密な連携を図りなが

ら推進します。 

６つのまちづくりの基本目標ごとに策定されたマスタープランや基本計画、基本方針などの主な

分野別計画は以下のとおりです。 

 

 

基本目標 計画名 
計画期間

など 
計画の概要 

行財政運営に関する指針 平成 23～27 年度

幅広い行政課題に的確に対応し、公共サービスを維持するため、

市民と行政が共に知恵を出し合い、自らの責任と判断で持続可

能な行財政運営の推進に向けて、市民参画とさらなる協働の推

進、行政マネジメントシステムの機能強化、機能的な組織づく

り、財政の健全化に向けた取り組みなどの方向性を示したもの。

定員適正化計画 平成 22～27 年度

今後、団塊世代職員の定年退職者数がピークを超え、再任用職

員数も減員となる見通しの中、行政ニーズの増大や自治体への

権限移譲の進展に向けて、民間活力の導入、再任用職員などの

活用、組織の見直しなどにより、市職員の定員を適正に管理す

るための取り組みの方向性を示したもの。 

第１節  

これからの 

都市経営 

人材育成基本方針 
平成 17 年 11 月

策定 

時代の要請に応えうる職員の育成について、総合的・計画的に

人材育成を推進するため、基本的な考え方や方向性を具体的に

示したもの。 

地域防災計画 － 

災害対策基本法に基づき、市民の生命、財産を災害から守るた

め、市域において地震や風水害などの災害を予防するとともに

これらの災害が発生した場合の総合的かつ計画的な対策を定め

たもの。毎年見直しを行うこととしている。 

国民保護計画 
平成 19 年 2 月

策定 

国民保護法に基づき、指定行政機関、都道府県及び市町村が、

それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法

などを示したもの。 

水防計画 － 

水防法に基づき、市内の河川及びため池等に対する水防上必要

な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、水防のため

の消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防

に必要な水防倉庫、器具、資材等の整備と運用についての大綱

を示したものであり、毎年見直しを行うこととしている。 

交通安全計画 平成 23～27 年度

交通安全対策基本法に基づき、各関係機関、団体などとの連携

を図りながら交通安全対策を推進し、市民生活の安全を守るた

め、交通安全に関する施策を総合的・計画的に進めるための方

向性を示したもの。 

 

 

 

第２節  

安全・ 

都市基盤 

 

 

 

都市計画マスタープラン

-2002 
平成 14～23 年度

都市計画法に基づき、都市計画の担う役割や意義をより明確に

するとともに、市民と市の協働のもとに市の将来都市像を実現

するため、都市計画の総合的な理念や目標とこれを実現するた

めの具体的な都市計画の方針などを示したもの。 
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基本目標 計画名 
計画期間

など 
計画の概要 

宝塚すまい・まちづくり基

本計画 
平成 18～27 年度

住宅・住環境を取り巻く社会環境の変化や市民ニーズの多様化

などを背景に、住宅政策のあり方と効率的、効果的な施策展開

を図る指針を示したもの。 

都市計画道路整備プログ

ラム 
平成 21～30 年度

都市計画道路の計画的な整備と事業の透明性を確保するため、

優先する整備路線と整備予定時期を示したもの。 

水のマスタープラン 
平成 15 年 2 月

策定 

市域内の「水」に求められる「環境」、「親水」、「治水」の役割

をバランスよく活かした生活環境を創出するため、「水」に関す

る施策の基本方針を示したもの。 

第２節  

安全・ 

都市基盤 

水道マスタープラン 平成 21～27 年度

厚生労働省が示す「地域水道ビジョン」の方向性に基づき、水

道事業の現状と将来見通しを分析評価し、安全・快適な給水の

確保や、災害時にも安定的な供給を行うために、本市の水道事

業のあるべき将来像について、その具体的な取り組みを示した

もの。 

地域福祉計画 
平成 24～28 年度

（予定） 

地域で暮らすすべての人たちが、その人らしく住み慣れた地域

で安心して暮らしていけるような地域社会づくりをめざし、地

域住民、市民活動団体、行政機関、社会福祉事業者などの関係

機関が協力・連携して課題を解決していくための仕組みや取り

組みの方向性を示したもの。 

健康たからづか２１ 平成 15～24年度

国民の健康づくり運動の指針となる「健康日本２１」の地方版

計画として、市民一人ひとりが「自らの健康は自らで守る」こ

とを意識し、「一次予防」に重点を置いた対策を推進することを

めざし、健康づくりに関する施策を総合的・計画的に進めるた

めの方向性を示したもの。 

たからづか食育推進計画 平成 23～27 年度

食育基本法に基づき、食育を進めていくための基本的な方針を

示すとともに、具体的に推進するための施策の方向性を示した

もの。 

市立病院改革プラン 
平成 21 年 3 月

策定 

総務省が策定した「公立病院改革ガイドライン」に基づき、市

立病院が今後、地域において果たすべき役割を明確にし、具体

的に行動するための指針を示したもの。 

高齢者福祉計画・ 

第４期介護保険事業計画

「ゴールドプラン２１宝塚」 

平成 21～23 年度

市民一人ひとりが健康で、その持てる力を活用して自己実現と

社会への貢献ができ、年を重ね高齢となってもできるだけ要介

護状態とならないよう予防的な施策に努め、また、たとえ介護

を必要とする状態となっても、人としての尊厳を保ち、できる

限り住み慣れた地域社会の中で、本人の生活能力に合わせた自

立生活を送れるよう支援することなどを基本理念とする介護保

険制度を具体的な施策へ展開するための指針を示したもの。 

第３節  

健康・ 

福祉 

第４次障がい者施策長期

推進計画 
平成 23～32 年度

「すべての人が心豊かに、普通に暮らせる社会へ」を基本理念

とし、障がいのある人の生活基盤を整備し、市民協働による地

域社会を創造することにより、だれもが心豊かに暮らす共生社

会の構築をめざし、障がい者施策を総合的・計画的に進めるた

めの方向性を示したもの。 
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基本目標 計画名 
計画期間

など 
計画の概要 

第２次人権教育及び人権

啓発基本方針 

平成 14 年 12 月

策定 

同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決を図り、全ての

人々の人権が保障され、明るく住みやすい地域社会の構築をめ

ざして、施策を総合的・計画的に進めるための方向性を示した

もの。 

男女共同参画プラン 平成 18～27 年度

男女が、性にとらわれることなく、社会のあらゆる分野に参画

できる社会（男女共同参画社会）の実現をめざして、施策を総

合的・計画的に進めるための方向性を示したもの。 

ＤＶ対策基本計画 

（配偶者等からの暴力対

策基本計画） 

平成 23～27 年度

ＤＶ被害者の視点に立った対策の実施や関係機関との連携を図

り、ＤＶを許さない社会の実現をめざして、施策を総合的・計

画的に進めるための方向性を示したもの。 

次世代育成支援行動計画 

「たからっ子「育み」プラン」 
平成 17～26 年度

次世代育成支援対策推進法に基づき、すべての子どもと家庭を

対象に子ども施策を総合的・計画的に進めるための方向性を示

したもの。 

教育振興基本計画 平成 23～32 年度

教育基本法に基づき、子どもの「生きる力」の育成、生涯を通

じて学ぶことのできる環境の充実などをめざし、教育における

施策を総合的・計画的に進めるための方向性を示したもの。 

子どもの読書活動推進計画 平成 20～24 年度
子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、子どもの読書

活動の推進に関する施策の方向性と取り組みを示したもの。 

第４節 

教育・ 

子ども・ 

人権 

スポーツ振興計画 

（アクティブ宝塚） 
平成 22～31 年度

豊かな市民のスポーツライフと本市のスポーツ文化が活性化す

る「アクティブ宝塚」の実現をめざし、各種施策や関連事業を

示したもの。 

都市景観基本計画 
平成 13 年 3 月

策定 

「街並み、水、緑の独自性が織りなす庭園都市景観」をめざし、

都市景観の基本的な方向を明らかにするため、都市景観の目標、

地域別の目標と方針、広告物などの整備方針を示したもの。 

緑の基本計画「緑の循環都

市・宝塚」 
平成 13～37 年度

緑地の保全と緑化の推進に関する施策を総合的・計画的に進め

るため、都市緑地保全法に基づき、中長期的な観点で基本的な

方向性を示したもの。 

環境基本計画 平成 18～27 年度

現在と将来の世代が共に環境の恵みを受けることができるよう

に、真に環境に配慮した「健全で恵み豊かな環境を共に育むま

ち」の実現に向けた市、市民、事業者の取り組みを示したもの。

一般廃棄物処理基本計画 平成 20～29 年度

循環型社会の構築をめざして、ごみの発生抑制、減量化、資源

化などの取り組みを計画的に進めるための方向性を示したも

の。市の取り組みだけにとどまらず、市民・事業者が取り組む

べき基本方向も示している。 

第５節  

環境 

新公園墓地整備事業基本

計画 
平成 16～42 年度

市北部地域における新公園墓地の整備に向けての基本方針や整

備方針などを示したもの。 

中心市街地活性化基本計

画 
平成 20～23 年度

ＪＲ宝塚と阪急宝塚の両駅周辺～阪急宝塚南口駅周辺～阪急逆

瀬川駅前、市役所周辺にかけてのエリア約 188ha を中心市街

地として位置づけ、市街地の整備改善と商業などの活性化を一

体的に推進するための基本的な方向性を示したもの。 

農業振興計画 
平成 23～32 年度

（予定） 

市の農業振興をめざし、南部地域の花き植木産業や北部地域の

都市近郊農業のあり方など農業施策を総合的・計画的に進める

ための方向性を示したもの。 

第６節  

観光・ 

文化・ 

産業 

農業振興地域整備計画 平成 23～27 年度

北部地域の農地を保全・確保し、農業の生産性の向上を図ると

ともに、「農」の機能を発展させた新たな地域の魅力づくりのた

めの方向性を示したもの。 
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２ 計画策定の経過 

 
平成２０年 １０月 総合計画策定に向けた基礎調査、分析等 

              （都市間比較、将来人口等の推計、社会経済環境の変化、本市の現状

と課題、地区カルテ） 

１２月 市民アンケート調査 

平成２１年  １月    市内各種団体アンケート調査 

２月    市ホームページによるインターネットアンケート 

     市民活動団体アンケート調査 

４月   総合計画検討会（庁内検討会）の設置 

５月  総合計画検討市民会議の設置（～平成２１年１２月） 

平成２２年  １月１８日 総合計画検討市民会議から総合計画原案の提出 

１月１９日  総合計画原案への意見募集（～平成２２年２月１８日） 

２月２５日 総合計画審議会を設置し、諮問 

７月 ５日 パブリックコメントの実施（～８月２０日） 

７月２１日  総合計画特別委員会（第１回） 

８月３０日  総合計画特別委員会（第２回） 

 総合計画審議会からの答申 

９月１３日  最終市案の決定（都市経営会議） 

９月１６日 総合計画特別委員会（第３回） 

９月２４日 総合計画基本構想を市議会に提出（総合計画特別委員会へ付託される） 

１０月 ５日  総合計画特別委員会（第４回） 

１０月１２日  総合計画特別委員会（第５回） 

１０月１５日  総合計画特別委員会（第６回） 

１０月１８日 総合計画特別委員会（第７回） 

１１月１９日  総合計画特別委員会（第８回） 

１２月１７日  基本構想が市議会において議決 
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３ 執行機関の附属機関設置に関する条例 

 
（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、執行機関の

附属機関として、法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、次の機関を置く。 

 

 

担任事務 

組織及び構成 附属機関 

の属する 

執行機関 

 

附属機関 

  委員総数 構   成 

 

市長 

 

宝塚市総合計

画審議会 

 

総合計画後期基本計

画の策定についての

調査、審議に関する

事務 

 

56 人以内

 

議会議員      8 人 

知識経験者又は市長が適当と認

める者   25 人以内 

市内の公共的団体等の代表者

18 人以内 

公募による市民   5 人 

     

 

     

 

 

（委任） 

第２条 附属機関の運営について必要な事項は、当該執行機関が定める。 
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 ４ 宝塚市総合計画審議会規則 

  

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号。以下「条例」

という。）第２条の規定に基づき、宝塚市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画基本構想及び基本計画の策定について、調査、審議

し、答申するものとする。 

 （組織及び任期） 

第３条 審査会の委員は、条例第１条に規定する者のうちから市長が委嘱する。 

２ 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。 

３ 委員の任期は、委嘱した日から平成２２年１１月３０日までとする。 

 （会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （意見の開陳その他の協力依頼） 

第６条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の

開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。 

 （部会） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３  部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、政策推進課で行う。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

 （この規則の失効） 

２ この規則は、平成２２年１１月３０日限り、その効力を失う。 
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５ 諮問書 

 
 

 

宝塚市諮問第３号 

 

宝塚市総合計画審議会  

 

宝塚市総合計画後期基本計画の策定について（諮問） 

 

宝塚市総合計画の策定に当たり、貴審議会の意見を求めます。 

 

平成２２年２月２５日 

 

宝塚市長 中川 智子  

 

 

諮 問 趣 旨 

 

本市においては、地方自治法に基づき、中長期的な視点から、総合的かつ計画的にまちづくりを推

進する計画として、平成１３年４月に第４次宝塚市総合計画を策定しました。 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つで構成されています。 

「基本構想」は、本市が目指す将来都市像と基本目標を定め、これを実現するための基本的な施策

の方向を示します。 

「基本計画」は「基本構想」に定めるまちづくりの基本目標と基本的な施策の方向に基づいて、そ

れを実現するための計画を定めたものであり、「実施計画」は、基本計画を推進するための、具体的な

実施方法を定めるもので、３年間の計画とし、ローリング方式により策定します。 

第４次宝塚市総合計画の計画期間は、平成２２年度で計画期間の終了を迎えることから、第５次宝塚

市総合計画の策定について諮問するものです。 
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６ 答申書 

                                平成２２年８月３０日 

 

宝塚市長 中川 智子 様 

 

                           宝塚市総合計画審議会 

                             会 長  角野 幸博 

 

宝塚市総合計画の策定について（答申） 

 

平成２２年２月２５日付け、宝塚市諮問第３号で諮問のあった宝塚市総合計画について、当審議会

において慎重に審議した結果、別添のとおり答申します。 

なお、計画の推進にあたっては、下記の点に留意し、その実現に万全を期するよう要望します。 

 

記 

 

１ 第５次総合計画のキーワードは「市民の力」であり、市民と行政が互いの力を発揮しつつ、厳し

い財政状況を克服して、自主的・自律的で活力のあるまちづくりを進めていく必要がある。計画を

推進していくため、市民と行政の協働による「新しい公共」の領域の拡充を図るとともに、行政マ

ネジメントシステムの機能を強化し、効果的に運用するよう、鋭意努力すること。また、下記の点

についても十分留意すること。 

(1) 市民と行政の協働による「新しい公共」の領域の拡充に向けて、協働の基本原則や形態などを

定めた「協働の指針」を策定し、取り組みの着実な進展を図ること。この指針の策定は、様々な

市民団体や知識経験者などの参加のもとに行うこととし、前期基本計画期間内の早期に策定する

こと。 

(2) 協働を行う前提として、効果的な情報発信に努め、市民との情報共有に努めること。特に、協

働に関する情報を積極的に発信することによって、まちづくりに関する課題や目的などの共有化

を図り、異なる主体間の相互理解と、より一層の市民参画を進めること。 

(3) 行政マネジメントシステムは、その透明性や客観性を高め、計画の実行性をより確かにするた

めに、毎年度行う行政評価の結果を公表するとともに、市民や知識経験者など外部の視点に基づ

く意見・提案・評価を取り入れることとし、その仕組みを早期に構築すること。 

 

２ 将来都市像に掲げるまちづくりの理念に基づく６つの基本目標と３８の施策について、それぞれ

を横断的に連携・協力させながら、効果的かつ効率的に推進すること。 

 

３ 前期基本計画においては、重点化する取り組み分野として６つの項目を掲げていることから、こ

れを念頭に置き、施策を推進すること。この６つの項目に関しては、３８の施策の枠を越えて組織

横断的に取り組むこととし、いわゆる縦割りの弊害にも対応するよう努めること。 

また、重点的に取り組む具体的な内容については、社会経済情勢の変化や、毎年度行う行政評価

の結果などをふまえ、必要に応じて適切な見直しを行うこと。 

 



 

11 

７ 宝塚市総合計画審議会の経過 

 
 
平成２２年  ２月２５日  総合計画審議会へ諮問 

              総合計画審議会全体会（第１回） 

３月３１日  総合計画審議会全体会（第２回） 

              総合計画審議会第１部会（第１回） 

              総合計画審議会第２部会（第１回） 

              総合計画審議会第３部会（第１回）  

４月１５日  総合計画審議会第１部会（第２回） 

       総合計画審議会第３部会（第２回） 

       ４月１９日  総合計画審議会第２部会（第２回） 

       ４月２１日  総合計画審議会第４部会（第２回） 

       ５月 ６日  総合計画審議会第３部会（第３回） 

       ５月１７日  総合計画審議会第１部会（第３回） 

       ５月１９日  総合計画審議会第４部会（第３回） 

       ５月２５日  総合計画審議会第２部会（第３回） 

       ５月２７日  総合計画審議会第３部会（第４回） 

       ６月 ２日  総合計画審議会第４部会（第４回） 

       ６月１４日  総合計画審議会第１部会（第４回） 

       ６月１５日  総合計画審議会第２部会（第４回） 

６月１０日  総合計画審議会第３部会（第５回） 

       ６月２１日  総合計画審議会第１部会（第５回） 

       ６月２２日  総合計画審議会第２部会（第５回） 

       ６月２８日  総合計画審議会第４部会（第５回） 

６月２９日  総合計画審議会第２部会（第６回） 

       ７月 ２日  総合計画審議会第１部会（第６回） 

       ７月 ７日  総合計画審議会第４部会（第６回） 

       ７月２６日  総合計画審議会全体会（第３回） 

       ８月１０日  総合計画審議会全体会（第４回） 

       ８月３０日  総合計画審議会からの答申 
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８ 宝塚市総合計画審議会委員名簿 
  （５０音順・敬称略） 

 委員氏名 所 属 ・ 役 職 名 など 部会名  

1 相川 康子 神戸大学 経済経営研究所 准教授 第４部会 部会長 
2 足立  勲 環境都市宝塚推進市民会議 会長 第１部会  
3 足立 典子 市民公募委員 第４部会  
4 池田 和子 宝塚小学校区まちづくり協議会 会長 第３部会  
5 石倉 加代子 市議会議員 第３部会  
6 伊藤  篤 神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授 第２部会  
7 井上 きよし 市議会議員 第２部会  
8 井上 芳子 宝塚市民生委員・児童委員連合会 会長 第２部会  
9 有藤  浩 市民公募委員 第１部会  

10 宇根 慎吾 市民公募委員 第１部会  
11 大島 淡紅子 市議会議員 第３部会  
12 大田 衛一 宝塚市体育協会 理事長 第２部会  
13 大濱 憲司 市民公募委員 第４部会  
14 越智 昭郎 宝塚市老人クラブ連合会 会長 第２部会  
15 梶川 みさお 市議会議員 第１部会  
16 加藤 啓子 （特）宝塚市国際交流協会 理事長 第３部会  
17 加藤 恵正 兵庫県立大学 経済学部 教授 第３部会 部会長 
18 角野 幸博 関西学院大学 総合政策学部 教授 第１部会 会 長 
19 金森  康 （特）ソーシャル･デザイン･ファンド 代表理事 第４部会  
20 神尾 友治 市民公募委員 第３部会  
21 河内 厚郎 （財）宝塚市文化振興財団 理事 第３部会  
22 川上  優 市民公募委員 第１部会  
23 北浜 榮子 第６地区自治会連合会 会長 第２部会  
24 北村 美帆 市民公募委員 第３部会  
25 北山 照昭 市議会議員 第４部会  
26 木村 佳友 市民公募委員 第２部会  
27 久下 明美 市民公募委員 第２部会  
28 久保 明子 市民公募委員 第３部会  
29 久保田 洋一 宝塚市西山まちづくり協議会 副会長 第４部会  
30 小礒 ゆかり （社）宝塚青年会議所 理事 第１部会  
31 神木 良文 第２地区自治会連合会 会長 第４部会  
32 小西 しのぶ 市民公募委員 第２部会  

33 坂上 正司 
宝塚市障害者（児）団体連絡協議会 
（宝塚市身体障害者福祉団体連合会 理事） 

第２部会  

34 佐藤 寿一 （社）宝塚市社会福祉協議会 事務局長 第４部会  
35 嶋津 良一 （社）宝塚市医師会 理事 第２部会  
36 菅原 美代子 市民公募委員 第２部会  
37 杉森 裕子 市民公募委員 第４部会  
38 龍見 昭廣 第７地区自治会連合会 副会長 第１部会  
39 田中 こう 市議会議員 第２部会  
40 たぶち 静子 市議会議員 第４部会  
41 徳岡  努 市民公募委員 第１部会  
42 永橋 為介 宝塚市保育所保護者会連絡会 事務局長 第２部会  
43 西田 田鶴子 （特）消費者協会宝塚 理事長 第３部会  
44 林  宏昭 関西大学 経済学部 教授 第４部会  
45 檜垣 彰子 宝塚市ＰＴＡ協議会 会長 第２部会  
46 深尾 博和 市議会議員 第１部会  
47 藤本 真砂子 小浜小学校区まちづくり協議会 会長 第１部会  

48 藤本 真里 
兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境マネジメント研究部研究員 
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 環境計画研究部門 助教 

第１部会 部会長 

49 牧里 毎治 関西学院大学 人間福祉学部 教授 第２部会 部会長 
50 政井 小夜子 宝塚市婦人会 会長 第４部会  
51 松田 三郎 市民公募委員 第３部会  
52 松本 孝一 宝塚市国際観光協会 会長 第３部会  
53 満井 郁夫 宝塚市農会連合会 長谷農会長 第３部会  
54 宮本 博司 宝塚商工会議所 会頭 第３部会  
55 山野 千枝 （財）大阪市都市型産業振興センター 事業部長／ﾁｰﾌﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 第３部会  
56 渡部 美和子 連合兵庫北阪神地域協議会宝塚地区連絡会 事務局次長 第３部会  
  所属・役職名などは平成２２年（２０１０年）２月現在   


