
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３部 前期基本計画 

第１節 これからの都市経営…… 

第２節 安全・都市基盤………… 

第３節 健康・福祉……………… 

第４節 教育・子ども・人権…… 

第５節 環境……………………… 

第６節 観光・文化・産業……… 

P67 

P81 

P99 

P113 

P129 

P141 

第２章 各論 



 

 

67 

 
 

第１節 これからの都市経営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～ 

１．市民自治 

２．市民と行政との協働 

３．開かれた市政 

４．情報化 

５．危機管理 －どんな危機にも的確・迅速に対応する都市をめざします－ 

－地域自治を確立し、市民主体のまちづくりを推進します－ 

 －協働の積み重ねで「新しい公共」を拡充します－ 

－情報公開と対話により、市政をより身近にします－ 

 －ＩＣＴの積極的な活用で豊かな交流を実現します－ 

６．行財政運営 －財政の健全化と効果的な組織運営により総合計画を推進します－ 
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１ 市民自治 

－地域自治を確立し、市民主体のまちづくりを推進します－ 

 
現状と課題 

 

本市の地域自治システムの特徴は、自治会を中核に、小学校区を基本とした 20 のまちづくり協議

会※16 が全市に設立され、補完性の原理※47 に基づいて、地域課題の解決に取り組んでいることです。 

地縁型コミュニティの基盤である自治会は、地域共同体としての機能を果たし、地域内の環境整備

や生活安全、見守り活動などを担っていますが、加入率が低下傾向にあります。各まちづくり協議会

では「地域ごとのまちづくり計画」を策定しましたが、その浸透を含め、どう実現するかが課題とな

っています。 

市内には多くのＮＰＯやボランティア団体、コミュニティビジネス（ＣＢ）※48 などが育っています

が、地縁団体との連携が求められています。また、教育機関について、一部の大学とは連携協力に関

する協定を結んでいるものの、事業者も含めた連携はあまり進んでいません。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標  

指標名 単位 
現状値 

（H22）
目標値 

（H27） 

指標 

方向 

自治会などによる議決機関のあるまちづく
り協議会数 

協議会 8 20 ↗ 

自治会加入率 ％ 68.6 － ↗ 

市内のＮＰＯ法人の数 団体 78 100 ↗ 

地域ごとのまちづくり計画の達成率 ％ 38 60 ↗ 

 

 
 

 

※16 まちづくり協議会 P29 参照 

※47 補完性の原理 
決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、で
きないことのみをより大きな単位の団体で補完していくとい
う概念。 

第 1 節 これからの都市経営 

※48 コミュニティビジネス 
地域の人々が、地域に眠っている資源（労働力、原材料、
技術力など）を活用して行う小規模ビジネスで、利益の追
求に加え地域課題の解決をめざすものである。住民が主
体となり、地域の資源（人・モノ）を活用しながら、地域にあ
る様々な課題を解決する地域密着型ビジネス。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 
 

１ 市民自治の基盤となる地域自治の確立をめざします 
◎ 地域自治に関わる地縁団体、市民活動団体、事業者、学校など、様々な主体がまちづく

りについて協議する場の設定とネットワークの構築 
◎ 地域内自治会とまちづくり協議会※16 との連携の推進 
○ 自治会の結成、自治会連合会への加入促進 
◎ 地域ごとのまちづくり計画の促進、見直しなどの支援 

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 

○ 市民活動団体などと行政がまちづくりに関して協議する場の設定 
◎ 宝塚ＮＰＯセンター、社会福祉協議会などの中間支援組織と連携した、市民活動やコミ

ュニティビジネス※48 の育成・支援 

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 

○ まちづくりフォーラムなど、市民自治※19 に関する啓発事業の実施、情報発信 
○ まちづくりを担う人材育成事業の実施 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 地域の様々な主体の連携に努め、まちづくりのためのネットワークを構築します 

 自治会に加入し、活動の活性化に努めます 

 まちづくり協議会の活動の活性化に努めます 

 一人ひとりがまちづくりの主役であることを意識し、地域ごとのまちづくり計画を進めます 

 市民同士の学び合いを進めます 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※19 市民自治  P32 参照 
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２ 市民と行政との協働 

－協働の積み重ねで「新しい公共」を拡充します－  

 
現状と課題 

 
本市は、平成 14 年度（2002 年度）から「まちづくり基本条例※1」と「市民参加条例※2」を施行

しています。しかし、その後に国と地方との関係や、官と民との関係が大きく変化したことを鑑みる

と、より具体的に協働のまちづくりを推し進める仕組みが必要です。 

また、地方分権下では、政策の企画・形成から実施、さらに評価に至るあらゆる段階で、市民の参

画や合意、協力、監視が不可欠です。これまでも市民の市政への参加を保障するため、公募委員※49 や

パブリックコメント※50 を行ってきましたが、市民からの反応はあまり多くありません。車座集会※51

や地域創造会議※52 の開催など、地域に出向くことを通じて、市政への関心を持ってもらう取り組みが

さらに必要です。 

 
 
 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

（H22）
目標値 

（H27） 

指標 

方向 

地域やＮＰＯとの協働事業数 件 13 20 ↗ 

協働のまちづくり公募型補助金行政提案件
数 

件 ３ － ↗ 

協働のまちづくり公募型補助金市民提案件
数 

件 17 － ↗ 

 
 

※1  まちづくり基本条例 P3 参照 

※2  市民参加条例    P3 参照 

※49 公募委員 
設置された審議機関・諮問機関において一般から公募さ
れ、委嘱された委員をいう。近年では市民の行政参加や
パブリック・コメントの進展により、広く一般市民から委員が
公募される例が多くなっている。 

※50 パブリックコメント 
基本的な事項を定める計画や条例などを制定する前に、
市民に計画案や条例案を示し、意見などを募集する制
度。 

※51 車座集会 
市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、市民の
「生の声」を聴き、これからの施策に生かすための集会。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 協働の基本原則や形態などを定めた、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 

◎ 様々な市民団体や知識経験者などの参加による、宝塚市版の「協働の指針」の早期策定 
◎ 「協働の指針」に基づく取り組みの実践 

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 

◎ 施策評価や事務事業評価などに基づく、協働型の事業展開の推進 
○ コミュニティ活動推進事業などによるまちづくり協議会※16 との協働の取り組みの促進 
○ 自治会との多様な協働の取り組みの検討と促進 
○ 協働のまちづくり公募補助金による公益的活動の支援 
○ 指定管理者制度※53 によるコミュニティ施設の市民主体の管理・運営 

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  

○ 協働の推進に向けた、自治会やまちづくり協議会、ＮＰＯやボランティアなどの基盤強
化の支援 

○ 市民、職員を対象とする協働についての研修の実施 
 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 地域課題に関心を持ち、地域の課題やニーズを発掘し、効率的な方法を構築しながら、解決
を図ります 

 地域課題の解決方法の一つとして、市民活動やコミュニティビジネス※48 との連携を推進しま
す 

 市民と行政が情報を共有し、互いの理解を深める機会に積極的に参加し、交流します 

 

※52 地域創造会議 
地域の課題や行政施策について、情報共有を図り、解決
に向けて市民と行政が対話を行う会議。 

※16 まちづくり協議会 P29 参照 

 

※53 指定管理者制度 
住民サービスの向上、経費の削減を図りながら多様化す
る住民ニーズにより効果的・効率的に対応していくことを
目的として、広く民間事業者や市民団体などに公の施設
の管理業務を委託する制度。 

※48 コミュニティビジネス P68 参照 



 
 

72 

３ 開かれた市政 

－情報公開と対話により、市政をより身近にします－ 

 
現状と課題 

 
広報や情報公開については、ホームページなどＩＣＴ※12 による情報発信を充実させ、情報公開制度

を運用することなどにより、一定の成果をあげています。一方、市民の市政への関心や参画について

は、市民アンケート調査の結果で「市の行政施策への関心が低い人」が半数近くとなっており、また、

各種審議会の傍聴人数や市民公募委員※49 への応募が少なく、パブリックコメント※50 で寄せられる意見

も少ないなど、十分な状況とはいえません。 

開かれた市政が基本方針として機能するためには、行政側の視点での情報公開を進めるだけでなく、

市民の関心を引き、興味を抱いてもらえる工夫も必要です。たとえば、広報誌にイラストや漫画を入

れたり、分かりやすい文章表現を心がけたり、エフエム宝塚による地域に密着した情報の発信やメー

ルマガジンの種類を増やして活用するなどの取り組みを充実させていくことが重要です。 

特に、市政への参画については、施策の立案から決定するまでの意思形成過程や実施、評価の段階

に至るまで、幅広い市民の様々な参加を促し、市民と協働する必要があります。また、各種審議会の

市民公募委員やパブリックコメント制度、車座集会※51 などの各制度をさらにＰＲし、定着させる必要

があります。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

（H22）
目標値 

（H27） 

指標 

方向 

市民アンケートの「市役所が行う行政施策に
関心がある」市民の割合 

％ 52.3 － ↗ 

市民アンケートの「広報たからづかを読む」
市民の割合 

％ 55.5 － ↗ 

市民アンケートの「市ホームページを見る」
市民の割合 

％ 19.8 － ↗ 

車座集会の開催回数 回 4 6 ↗ 

車座集会の参加者数 人 120 180 ↗ 

 
 

第 1 節 これからの都市経営 

※12 ＩＣＴ   P10 参照 

※49 公募委員  P70 参照 

※50 パブリックコメント P70 参照 

※51 車座集会 P70 参照 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 積極的に情報を発信し、市民との情報共有を推進します 

◎ 広報誌、ホームページ、メールマガジン、エフエム宝塚など各種広報媒体を活用した情
報発信の充実 

○ 情報公開制度の積極的な運用 

２ 市民や市内に在学・在勤する人などから、様々な方法で市政に対する意見を聴き、よ

り良い市政づくりに生かしていきます 

○ パブリックコメント※50 や広聴カード(提言はがきや電話などによる市への意見提出)な
ど、広聴の仕組みの充実・ＰＲ 

○ 広聴の仕組みを活用した幅広い市民意見の聴取や市政への反映 
○ 各種審議会への市民参加の促進 
◎ 市民アンケート調査の定期的な実施による市民意識の把握 

３ 市民との対話によって、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 

◎ 市民と市長が語り合う「車座集会※51」の定期的な開催 
○ ふれあいトーク※54（出前講座）などによる市民と職員の対話の推進 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 行政が発信する情報が、より分かりやすいものとなるよう意見を伝え、改善するよう求めま
す 

 情報弱者※55 に配慮した発信方法について提言するとともに、自らも点訳や朗読、多言語や平
易な日本語への翻訳などを通じて、情報の橋渡しを行います 

 車座集会やふれあいトーク（出前講座）を活用し、行政との対話に努めます 

 パブリックコメント、広聴カード、まちづくりフォーラムなどにより、市民の意見を行政に
伝えます 

 
 

※54 ふれあいトーク 
市民に対する積極的な情報提供と市政へのニーズ把握
を目的として、市職員が市民の希望する日時、場所に出
向き、市民が知りたいテーマについて出前講座をする制
度。 

※55 情報弱者 
パソコンやインターネットをはじめとする情報・通信技術の
利用に困難を抱える人。 
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４ 情報化 

－ICT の積極的な活用で豊かな交流を実現します－ 

 
現状と課題 

 
国民のインターネット普及率はすでに７５％を超えており、民間企業が提供するインターネットサ

ービスの活用が一般的となっているのに比べ、行政サービスは未だ対面による提供が主流であり、市

民はＩＣＴ※12 の恩恵を十分に受けられていないと言えます。また、市民アンケート調査の結果では、

市ホームページを見る人の割合は２割程度と低い状況にあるほか、社会でインターネットが普及する

中、高齢者の利用はあまり進んでいません。 

厳しい財政状況が続き、職員数も減少する中、市民の多様なニーズに対応した行政サービスを提供

していくためには、ＩＣＴのさらなる活用が求められています。医療、福祉、教育、防災など、多く

の市民生活に関わる分野で、ＩＣＴを高度に活用し、より豊かな市民生活を実現していく必要があり

ます。また、市民が地域ごとのまちづくり計画を検討するうえで、基本的なまちの情報を容易に得る

ことができる仕組みがないことも課題です。 

このほか、ＩＣＴの活用が進む中、官民を問わず大量の個人情報が漏えいする事件が後を絶たず、

個人情報を保護するための技術面、運用面での対策を強化する必要があります。コンピュータウィル

ス※56 対策など情報セキュリティ※21 への対応も急務となっています。 

 

 

 

 

成果を示す指標 

 
 
 
 

 
 

指標名 単位 
現状値 

（H22）
目標値 

（H27） 

指標 

方向 

諸証明などの申請に占めるオンライン率 ％ 69 80 ↗ 

市民アンケートの「市ホームページを見る」
市民の割合 

％ 19.8 － ↗ 

第 1 節 これからの都市経営 

※12 ＩＣＴ P10 参照 

※56 コンピュータウィルス 
コンピュータに被害をもたらす不正なプログラムの一種。
何らかのメッセージや画像を表示するだけのものもある
が、危険度が高いものには、データを消去、改ざん、流出
させるものや、コンピュータが起動できないようにするタイ
プのものがある。 

※21  情報セキュリティ P33 参照 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 利便性、サービス向上を実感できる電子市役所※57 の実現をめざします 

◎ 申請手続きの電子化の推進、コンビニエンスストアでの諸証明発行の検討 
○ 高齢者や障がいのある人など情報弱者※55 を対象とした情報化推進への支援 

２ ＩＣＴによる効果的な情報発信・情報交流を推進します 

○ インターネットなどを活用した情報発信・情報交流の仕組みの充実 
○ 地域ごとの人口構成や高齢化率などの地域情報データベースの構築 
○ 「まちづくり情報ポータルサイト※58」など市民活動団体による情報化の促進 

３ 情報セキュリティを強化するとともに、ＩＣＴのさらなる利活用など高度利用を推進

します 

◎ 健康、福祉、教育、環境など様々な分野におけるＩＣＴ※12 の高度利用の推進 
○ 個人情報保護、情報セキュリティ※21 対策の強化 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 高齢者など情報弱者へのインターネット利用研修などを企画・実施し、地域での情報化を進
めます 

 市民活動の活性化のために「まちづくり情報ポータルサイト」などを通じ積極的に情報を発
信します 

 

※57 電子市役所 
市役所の実際の窓口とは別に、インターネット上にオンラ
イン窓口を設置し、各種申請・届出を受け付ける体制を築
くもの。電子市役所が確立することにより、市民・事業者な
どは 24 時間、場所を選ばず各種行政サービスを受けるこ
とができるようになる。 

※55 情報弱者 P73 参照 

※58 まちづくり情報ポータルサイト 
宝塚のまちづくり活動に関わっている各種市民活動団体
などの情報を紹介するインターネットサイト。 
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５ 危機管理 

－どんな危機にも的確・迅速に対応する都市をめざします－ 

 

現状と課題 

 
地震、風水害などの災害、他国からの武力攻撃や大規模テロ、感染症や食品などによる健康被害、

情報漏えいや法令違反などの不祥事、その他の重大な事件や事故など、本市においても様々な危機が

発生する可能性があります。これに対し、個別具体的な危機対策である消防計画や水防計画、より総

合的な地域防災計画や国民保護計画は策定されていますが、それらを網羅し、危機に対する一般的な

方針を定める危機管理指針は定められていません。 

また、危機が発生した場合に、市民の安全を守り、業務を継続するのに十分な設備などが整えられ

ていません。さらに、市民や事業者、行政との間で、危機に関する情報が十分に共有されていないた

め、危機の発生時に、冷静に行動をすることができない可能性があります。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

指標名 単位 
現状値 

（H22）
目標値 

（H27） 

指標 

方向 

市民と行政の講習会実施回数 回 13 24 ↗ 

職員に対する研修実施回数 回 2 3 ↗ 

他の自治体、事業者、関係機関との危機に関
する協力の取り決め数 

件 3 5 ↗ 

第 1 節 これからの都市経営 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 多様な危機や複合的な危機に対応するための、総合的な危機管理指針の策定 
○ 危機の類型ごとに想定される被害に応じて、業務を復旧・継続させるための業務継続計

画の策定 

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 

○ 施設、設備、人的対応などの面についてのバックアップ態勢の整備 

○ 初動マニュアル研修など、職員の意識と対応能力を高める取り組みの実施 
◎ 危機事態に関する講習会の実施など、市民と行政がともに課題や知識を共有し、協働に

よる解決をめざす取り組みの実施 
○ 事業者、研究機関などとの連携や、近隣自治体などとの相互協力に関する仕組みの構築 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 地域の実績をふまえ、日ごろから感じている様々な危機に関する情報を行政に伝えます 

 危機管理に関する資源やノウハウを持つ事業者、研究機関、ＮＰＯなどは、市民や行政との
情報交換や相互協力に努めます 
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６ 行財政運営 

－財政の健全化と効果的な組織運営により総合計画を推進します－ 

 
現状と課題 

 
健全な財政運営をめざし、財政構造改革に取り組んでいますが、依然厳しい財政状況にあります。

また、平成 18 年、平成 21 年と続いた市長の不祥事などにより、行政に対する市民の不信感が募っ

ており、市民の信頼獲得は焦眉の課題です。 

このため、行政として適切な意思決定を図るため、行政評価、人事評価、組織と権限の見直しなど

を継続的に行っています。同時に、簡素で効率的な組織をめざして、適宜、組織の改正を行うととも

に、職員定数の適正化について、継続的に取り組んでいます。 

職員の能力向上に向けては、人材育成基本方針に基づき、計画的な人材育成を進めています。さら

に、人事評価制度を導入し、評価結果を手当などの処遇に反映する仕組みの構築を進めています。 

今後、さらに地方分権が進展し、基礎自治体である市が自らの責任と判断で地域の課題解決や市民

ニーズに対応する必要があることから、市民参画を推進し、市民自治※19 に根ざした自主的・自律的な

行財政運営を行っていくことが要請されています。 

また、時代の大きな変革期を迎え、重大な変化や課題を把握・分析し、効果的な施策を立案してい

く必要があるほか、時代の変化に的確に対応していくためには、適切な意思決定が迅速に行える体制

の構築が求められています。 

 
 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値
(H27) 

指標 

方向 

市民１人あたりの地方債残高 千円 355 － ↘ 

地域やＮＰＯとの協働事業数 件 13 20 ↗ 

諸証明などの申請に占めるオンライン率 ％ 69 80 ↗ 

 
 
 

 

 

 

第 1 節 これからの都市経営 

※19  市民自治   P32 参照 

※12  ＩＣＴ       P10 参照 

 

※59 公益通報者保護制度 
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇
などの不利益な取扱を受けることのないよう通報者保護の
制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民
の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわ
る法令遵守を確保することを目的として創設された制度。
公益通報者保護法は平成 18 年（2006 年）4 月 1 日から施
行された。 
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 施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 行政評価（施策評価、事務事業評価）を核とした、実施計画策定や予算編成、行財政改
革、組織体制などの有機的連携による政策・施策の推進 

◎ 施策や事業の優先度の決定、事業の取捨選択、サービス提供や実施手法の検討、財源や
人材の適正な配分など、戦略的な取り組みの実施 

◎ 健全な財政基盤の確立を目的として平成 22 年度（2010 年度）に策定する「行財政運
営に関する指針」に基づく、行財政改革や投資的経費の緊縮継続などの取り組みの推進 

○ 財源、人材、情報、土地・建物など、市が保有する様々な資源の、最適かつ効果的な配
分・運用による、市民サービスの適正な水準の維持 

○ 本市の歳入の根幹である市税収入の確保と税負担の公平性を担保するための、課税対象
の適正把握や滞納整理の強化など、収納対策の推進 

○ 県や近隣自治体などとの連携による広域的な行政課題への対応 

２ 市民参画を推進し、協働型の行財政運営をめざします 

◎ 財政状況をはじめとする情報を市民と共有するなど、行財政運営を透明化する取り組み
の推進 

◎ 市の意思形成過程における市民参画、施策実施における協働の推進 
○ 市民との協働の取り組みに柔軟に対応するための、部署間の連携の強化 

３ 「地域主権の時代」に対応する機能的な執行体制の整備を推進します 

○ 簡素で効率的、かつ弾力的で各部署間の連携がとれた組織の実現、定員管理の適正化の
推進 

○ 権限と責任の明確化、適切かつ迅速な意思決定が可能な仕組みづくり 
○ ＩＣＴ※12 のさらなる利活用による効率化の推進 

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 

◎ 政策法務能力、コミュニケーション能力、コーディネート能力など、職員の能力向上 
○ 人事評価制度の拡充など、成果を重視する仕事の進め方への職員の意識改革の推進 

５ 行政に対する市民の信頼獲得に努めます 

○ 法令遵守、公務員倫理の確立に向けた職員の意識改革と規範意識の喚起 
○ 公益通報者保護制度※59 についての周知と、適切な運用 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 市役所の各部署の連携など、行財政運営が適正かつ効率的に行われるよう市民の目で検証し
ます 

 主権者として、積極的に市政に参画します 

 市民と行政の担うべき役割を常に見直し、協働の領域の拡充に努めます 
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 第２節 安全・都市基盤 
 

 
 
 
 

 

～災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり～ 

１．防災・消防 

２．防犯・交通安全 

３．土地利用 

４．市街地・北部整備 

５．住宅・住環境 －住んでみたい、住み続けたい、良好な住宅・住環境をつくります－ 

－市民の力を結集し都市の防災・消防機能を強化します－ 

－まちぐるみ・市民ぐるみで安全・安心を高めます－ 

－持続可能なコンパクトなまちづくりを推進します－ 

－良好な市街地形成と北部地域の資源活用を推進します－ 

６．道路・交通 
－安全で快適なまちをめざし、道路の着実な整備と 

交通ネットワークの充実を図ります－ 

７．河川・水辺空間 

８．上下水道 

－河川の安全を確保し、うるおいや安らぎのある 

水辺空間をつくります－

－豊かな生活を支える施設整備を推進します－ 

P82 

P84 

P86 

P88 

P90 

P92 

P94 

P96 
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１ 防災・消防 

－市民の力を結集し都市の防災・消防機能を強化します－ 

 
現状と課題 

 
阪神・淡路大震災では、自らの身は自分で守ること、隣近所が助け合うことの重要性が教訓となり

ました。また、今後、発生が予想される東南海・南海地震発生時には、広域的な被害が予測される一

方で、消防、警察など行政の力には限界があります。 

このため、市民自らが災害へ備えた取り組みを行うとともに、共助（隣近所が助け合うこと）の仕

組みをつくり醸成することによって、まちの防災力を高める必要があります。特に、高齢者、障がい

のある人、妊婦、子ども、傷病者など、災害時要援護者に対しては、災害発生時の避難などの支援を、

地域で担えるようにしておくことが重要です。 

防災の面だけでなく、救急救命や防火などを含め、協働により防災・消防体制を充実強化していく

ことが求められています。 

このほか、災害の大規模化・複雑化など、消防を取り巻く環境の変化に対応するため、広域的な消

防体制の充実を図る必要があります。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標  

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値
(H27) 

指標 

方向 

安心メール※60 登録者数 件 10,029 13,200 ↗ 

自主防災組織活動率 ％ 81.5 100 ↗ 

１１９番受信から現場到着までの平均所要時
間 

分秒 7:38 7:00 ↘ 

公共建築物の耐震化率 ％ 68.2 96 ↗ 

市民アンケートの「日ごろから災害に対する備
えをしている」市民の割合 

％ 25.7 － ↗ 

 
 

第２節 安全・都市基盤 

※60 安心メール 
市内の災害、犯罪（不審者情報など）に関する緊急情報
や、防災防犯に関するお知らせ情報を登録者にメールで
通知するもの。市・警察署・県などからの緊急情報をメー
ル受信、さらに HP 上で確認ができる。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

○ 安心メール※60 など災害・防災情報伝達手段の整備 
◎ 市民による防災のまちづくりに対する支援 
○ 災害時要援護者の支援の推進 

２ 市内全域での救急救命体制、防火体制の充実を図ります 

○ 救急救命士の資格取得・高度資器材の整備など救急救命体制の高度化 
○ まちかど救急ステーション※61 を基点とする市民救護体制の充実や適正な応急手当の普

及啓発活動 

○ 予防査察や住宅用火災警報器に関する設置調査など火災予防運動の推進 

３ 広域的な連携による消防体制の充実を図ります 

◎ 宝塚市、川西市、猪名川町の２市１町における消防広域体制の推進 

４ 災害発生時に市民の防災・避難拠点となる公共建築物などの耐震化を推進します 

◎ 「宝塚市耐震改修促進計画」に基づく耐震化整備 
 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 地域の多様な団体が連携・協力し、防災体制を構築していきます 

 適切な応急手当を身につけ、地域における救護体制を充実します 

 行政などが開催する講習会などに積極的に参画し、救急や火災などの災害に対する正しい知
識と理解を深め災害に備えます 

 いざという時のために非常用食料や飲料水を備え、避難所を確認するなど一人ひとりが自主
的に防災対策をします 

 

※61 まちかど救急ステーション 
通行人などがまちなかで不慮の事故や急病により、呼吸・
脈が停止する重篤な状態になった場合、近くにある救急ス
テーションに設置したＡＥＤ(自動体外式除細動器）により
救命できる体制を推進するもの。 
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２ 防犯・交通安全 

－まちぐるみ・市民ぐるみで安全・安心を高めます－  

 
現状と課題 

 
防犯・交通安全の取り組みには、市民一人ひとりの力が不可欠です。そのため、市民の防犯・交通

安全意識の高揚を図るとともに、地域での防犯・交通安全活動の支援を行うなど、市民力をうまく引

き出せる仕組みづくりが求められます。しかし、アトム防犯グループ※62 などの地域活動の担い手が十

分に足りているとは言えず、啓発や支援などを充実させる必要があります。 

また、駅周辺では放置自転車解消の取り組みを強化していますが、依然として放置自転車はなくな

っていません。今後も、自転車駐輪マナー推進委員と協力した、啓発・撤去の強化が求められていま

す。 

このほか、地域の安全対策として、ガードレールやミラー、街路灯の整備などを行っていますが、

今後も継続的かつ効率的な取り組みが求められています。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

アトム防犯グループ数 グループ 115 150 ↗ 

安心メール※60 登録者数 件 10,029 13,200 ↗ 

１日あたりの犯罪発生件数 件 7.3 6.0 ↘ 

１日あたりの交通事故発生件数 件 13.3 12.5 ↘ 

 
 

 

 

 

 

第２節 安全・都市基盤 

※62 アトム防犯グループ 
地域で自主的に防犯パトロール活動を行っている市登録
グループの名称。防犯パトロールを行う際に、不審者や地
域住民からも防犯活動していることが認識できるよう「アトム
防犯パトロール」と書かれたたすきを市から配布している。 

※60 安心メール  P82 参照 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ アトム防犯グループ※62 の結成促進と活動支援 

○ 通学時の安全確保のためのパトロール実施やアトム 110 番連絡車※63、アトム 110 番
連絡所※64 の周知 

○ 安心メール※60 の登録促進や防犯講習会、交通安全教室などの開催 

２ 地域の安全を高めるための施設の整備などを図ります 

○ ガードレールやミラーなど交通安全施設の整備 
○ 街路灯の整備や適正な維持管理 
○ 駅周辺における放置自転車の解消に向けた取り組みの推進 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 家庭や地域で防犯・交通安全についての情報を共有し、積極的に防犯・交通安全活動を行い、
安全な地域づくりを進めます 

 交通ルールとマナーを遵守するとともに、地域での啓発を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※63 アトム 110 番連絡車 
子どもの生命や安全を見守る地域ぐるみでの取り組みとし
て、平成 15 年（2003 年）に制度開始。公用車にステッカー
を貼り付け、市内運行時に、子どもの安全を見守るとともに
子どもが危険を感じて助けを求めてきた場合は一時保護や
警察などへの連絡を行う。市の公用車、阪神北県民局、宝
塚市社会福祉協議会、宝塚商工会議所、甲子園大学、宝
塚郵便局など約 500 台の車両にステッカーを貼り付けてい
る。 

※64 アトム 110 番連絡所 
子どもの生命や安全を守る地域ぐるみでの取り組みとして、
平成 9 年（1997 年）に制度開始。市内の事業所、個人住宅
など約 2,300 軒にプレートを設置し、子どもが危険を感じて
助けを求めてきた場合、一時保護や警察への連絡を行う。
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３ 土地利用 

－持続可能なコンパクトなまちづくりを推進します－ 

 
現状と課題 

 
南部市街地では、近年、大規模工場の転出、企業グラウンドの転用、宝塚ファミリーランドの閉園

などがあり、その跡地において、従来とは異なる土地利用が見られます。また、住宅と工業、住宅と

商業など用途が混在する地域だけでなく、住居専用地域やその縁端部において、土地利用の違いや新

たな開発が原因で生活環境が変化し、問題になっているケースも見られます。さらには、駅前を中心

とした商業機能の低下が一部の地域で見られる一方、幹線道路沿いでの商業施設の立地が進み、商業

環境における変化も見られます。 

都市基盤施設については、市全体としては、一定の整備が行われているものの、地域によっては未

だ防災面や安全面での課題を抱えているところもあります。 

北部地域では、今後、高齢化や人口減少などの問題が進行することから、集落を維持存続させてい

くための施策の検討などが必要となっています。 

これからは、行政が主体となった規制・誘導施策を推進していくだけでなく、住民自らが地域の特

性に応じた自らのまちづくりを考えていく取り組みが、ますます重要となっています。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

地区計画の決定地区数 地区 33 46 ↗ 

地区計画の決定地区面積 ha 517.4 600 ↗ 

地区まちづくりルールの決定地区数 地区 2 9 ↗ 

地区まちづくりルールの決定地区面積 ha 66.5 180 ↗ 

 
 
 

第２節 安全・都市基盤 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 今後の市全体や地域ごとのまちづくりの方針を定めます 

○ 現行の都市計画マスタープラン※65 の見直しによる次期計画の策定 

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 

○ 各地域における歩いて暮らせる生活圏の形成、それを補完する地域間ネットワークの形
成 

○ 市街地周辺の自然緑地に関する保全・育成、身近にふれあうことのできる緑地としての
利活用の推進 

○ 良好な都市環境の創出に向けた、市街化区域内の緑化の推進や生産緑地制度※66 の積極的
な活用などによる市街地農地の保全 

◎ 地域住民が主体となった地区計画や地区まちづくりルールの導入に向けた支援 
○ 産業施策との連携による、商業系・工業系地域での市内商工業の振興に配慮した周辺環

境との調和の推進、大規模集客施設の適切な規模での立地規制や誘導についての検討 
○ 安全・安心なまちづくりに向けた、防災面や安全面に資する道路や公園、河川など、社

会基盤整備の継続的な推進 

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 

○ 市街化調整区域としての位置付けを堅持することによる農村集落の環境の保全 
○ 地域の実情に応じた都市計画制度や開発許可制度の有効な活用についての検討による、

地域全体の活力の維持や南部市街地など都市部との交流促進 
 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 良好な住環境やまちなみが形成されるよう地域のまちづくりに関心を持ち、地区計画の策定
などを通して、将来の地域のあり方を考えます 

 
 
 
 
 

※65 都市計画マスタープラン 
都市計画法の規定に基づき、都市計画の担う役割や意義
をより明確にするとともに、市民と行政との協働のもとに市
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。現在の都市計画マスタープランは、平成
14 年(2002 年)5 月に改定。 

※66 生産緑地制度 
市街化区域内の農地などで、災害の防止や農業と調和し
た良好な都市環境の形成に役立ち、将来公共施設などの
敷地として適している農地などを都市緑地として保全する
都市計画制度。 
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４ 市街地・北部整備 

－良好な市街地形成と北部地域の資源活用を推進します－ 

 
現状と課題 

 
南部市街地では、農住混在地域で、農地の宅地転用が進展しており、計画的な街路が形成されずに

無秩序な宅地化が進行する「市街地のスプロール化現象※67」が顕在化しつつあります。このため、公

共施設などの総合的な整備に向けて土地区画整理事業など面的整備手法の活用が望まれています。 

また、市街地再開発事業施行区域では、消費の低迷や近隣への大型店舗の進出などによって店舗数

が減少し、商業機能が低下しており、活性化や再生に向けた新たな対応が求められています。 

このほか、老朽化した木造住宅が密集する地区では、狭あいな道路の整備や防災機能の向上など、

住環境改善に向けた整備手法を検討する必要があります。 

北部地域では、西谷ふれあい夢プラザ、宝塚自然の家、宝塚西谷の森公園など、地域の資源となる

多くの施設があるほか、新名神高速道路のスマートインターチェンジ※25 やサービスエリアの整備が計

画されており、地域の活性化を図っていくためには、これら施設の活用や連携を図り、南部市街地な

ど他の地域との交流を促進する必要があります。一方で、交通量の増加など安全面や住環境の課題に

対応することも重要です。 

農地に関しては、ほ場整備※68 などによる基盤整備により、生産性の高い優良な農地を確保して

いくことが求められています。 

なお、県が中心となって進めてきた宝塚新都市計画は、見直しが行われ大きな進展はない状況です

が、その動きには注視していく必要があります。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

中筋ＪＲ北土地区画整理事業の進捗率 ％ 8５ 100 ↗ 

玉瀬地区ほ場整備事業の進捗率 ％ 1.6 54.7 ↗ 

 

第２節 安全・都市基盤 

※67 スプロール化現象 
都市が発展拡大する際、無秩序な開発が行われる状態。
計画的な街路が形成されず、虫食い状態に宅地化が進む
様子を指す。本市でも南部市街地において散見される。 

※25 スマートインターチェンジ  P36 参照 

※68 ほ場整備 
不規則に存在する農地を整形し、農業用道路、農業用排
水施設など、農用地を改良することで効率的な農作業と
生産性の向上を図り、農村の環境条件を整備すること。農
林水産省や都道府県の公共事業として行われる。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 市街地における都市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 

○ 中筋ＪＲ北地区における土地区画整理事業の推進 
○ 農住混在地域における、農地と良好な住宅地が調和した整備に向けた計画づくり、地元

の機運醸成 
◎ 駅前市街地再開発事業の施行区域や密集市街地における課題整理、整備手法の研究 

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 

○ 生産性の高い農地の確保に向けたほ場整備※68 などの基盤整備 
○ 地域の交通量の増加に対応した通学路を含めた道路整備の推進 
◎ 新名神高速道路スマートインターチェンジ※25 の整備推進と、サービスエリアを含む活用

方策の検討 
○ 西谷ふれあい夢プラザ、宝塚西谷の森公園、宝塚自然の家、長谷牡丹園、宝塚自然休養

村など、既存施設のさらなる活用と他の地域との交流・連携の推進 
 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 市民がまちづくりの主役であるとの意識を持って、周囲のまちなみなどに関心を持ち、地域
の特性に合った良好な市街地形成について考えます 

 北部地域の地域資源がより一層活用されるよう地域での活動に積極的に参加します 
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５ 住宅・住環境 

－住んでみたい、住み続けたい、良好な住宅・住環境をつくります－ 

 
現状と課題 

 
住宅・住環境事情を取り巻く情勢は、住宅の量の確保から住環境を含めた質の向上へと抜本的に転

換されようとしています。 

本市では、住宅の戸数が世帯数を上回り、量的には充足している状況にありますが、土地利用の動

向としては、企業グラウンドや宝塚ファミリーランドなどの跡地に大規模マンションや戸建住宅が建

設されるなど、従来とは異なる土地利用が見受けられます。既存の住宅地においても、敷地の分割、

小規模開発、商業系用途地域での大規模マンションの建設など、土地利用の転換や新たな開発が原因

で、生活環境が変化しているところが見受けられます。 

既存住宅においては、老朽化が進み、耐震化や高齢化対策ができていないことなど、生活環境の変

化に伴う改修が必要な住宅が存在しています。 

このほか、家族構成や環境の変化にともない、住む場所の変更を余儀なくされる世帯の増加や、そ

こが空き家となり地域の安全安心が脅かされることが懸念されます。 

このような状況をふまえ、まちづくりに対する市民意識を高め、市民と協働して、地域の良好な住

環境や都市景観を形成していくことが必要です。また、開発、建築物の維持管理、住み替えや建て替

えなどにおいて、個々の施策を検討・実施するとともに、総合的な施策の検討や、防災・防犯・福祉・

環境など各分野との連携を充実させることが重要です。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

住宅の耐震化率 ％ 77.4 97 ↗ 

市民アンケートの「宝塚市内に住み続けた
い」市民の割合 

％ 80.3 － ↗ 

市民アンケートの宝塚市内に住み続けたい
理由が「住環境が良いから」の市民の割合 

％ 40.0 － ↗ 

地区計画の決定地区数 地区 33 46 ↗ 

地区計画の決定地区面積 ha 517.4 600 ↗ 

地区まちづくりルールの決定地区数 地区 2 9 ↗ 

地区まちづくりルールの決定地区面積 ha 66.5 180 ↗ 

第２節 安全・都市基盤 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 安心して快適に住み続けられる住まいづくりを進めます 

○ 住宅の耐震に関する啓発、簡易耐震診断の実施、耐震改修の相談や支援 
○ バリアフリー※69 化の支援、リフォーム相談の実施 

２ 良質な住宅ストックを活用したまちづくりを推進します 

◎ 空き家の利活用に関する、総合的な観点からの検討 
○ 分譲マンションの管理運営手法、大規模改修や建て替えなどに関するセミナーや相談会

の実施 
○ 市営住宅の適正な維持管理 

３ 地域特性を生かした個性ある住環境の形成に努めます 

◎ 地区計画や地区まちづくりルールの策定による良好な住環境の形成に向けた規制・誘導 
○ 開発まちづくり条例に基づく、開発事業に対する適切な指導 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 耐震化、バリアフリー化、リフォームなどを行い、ライフスタイルに応じて、快適に住み続
けられるよう、住宅を健全な状態に維持管理し、次世代へ継承できるよう努めます 

 使用しなくなった建築物は放置せず、適切に維持し、管理することに努めます 

 地域の住民が中心となって、より安全で快適な、住み続けたいまちづくりの形成に努めます 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※69 バリアフリー 
高齢者や障がい者などが社会生活に参加する上で生活の
支障となる物理的、精神的な障壁（バリア）を取り除くための
施策、障壁を取り除いた状態をいう。 
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６ 道路・交通 

－安全で快適なまちをめざし、道路の着実な整備と交通ネットワークの充実を図ります－ 

 
現状と課題 

 
防災機能の拡充、都市環境の向上、地域の活性化などのため、総合的な道路交通網の形成が必要で

す。たとえば、地域間の連絡道路、災害時の避難路や輸送路の適正配置などです。 

公共交通に関しては、モータリゼーション※70 の進展や少子高齢化の進行による利用者の減少のため、

サービス水準の低下が懸念されます。公共交通の利用促進を図るため、本市の公共交通のあり方を検

証するとともに、市や公共交通事業者などの役割と責務を明確にし、サービス水準の維持・充実に向

けた取り組みを実践する必要があります。 

また、公共交通の利用促進にあわせて、高齢者や障がいのある人を含む、すべての人にやさしい安

全で快適な道路環境や公共交通施設などの整備が求められています。 

道路整備について、一般市道は、渋滞する交差点や駅周辺などの効果的な整備、住宅建設や開発な

どにあわせた狭あい道路の整備などが必要です。都市計画道路は、整備にあたって多くの時間と費用

がかかることから、計画的かつ効率的な整備が求められています。また、道路の維持補修や老朽化し

ている橋梁の長寿命化も課題となっています。 

新名神高速道路に関しては、早期開通をめざして整備が進められていますが、周辺道路の整備とと

もにサービスエリアの新設計画にあわせたスマートインターチェンジ※25 の整備促進を含め、関係機関

と調整する必要があります。 

 
 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値
(H27) 

指標方向

歩道段差改良箇所整備率 ％ 72 100 ↗ 

ノンステップバス※71 の導入率 ％ 56.9 65.5 ↗ 

道路改良率（幅員 4ｍ以上の道路の改良率） ％ 56.0 59.0 ↗ 

都市計画道路整備率 ％ 70.71 79.18 ↗ 

 

第２節 安全・都市基盤 

※70 モータリゼーション 
自動車が大衆に広く普及し、生活必需品化する現象。 

※25 スマートインターチェンジ  P36 参照 

※71 ノンステップバス 
出入口の段差を無くし、乗降を容易にしたバス。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

○ 都市計画道路、主要な一般市道などの道路網に関する総合的な検証などの実施 

２ 人と環境にやさしい公共交通網の充実を図ります 

◎ 公共交通総合連携計画に基づく、市民、バス事業者、市など、それぞれの取り組みの具
体化と実践 

○ 小林駅周辺の交通対策をはじめ、各駅前での交通結節点※26 機能の検証と、機能拡充に向
けた計画の策定と事業の推進 

○ 自動車交通から公共交通への移行を促す啓発活動の推進 

３ 道路や駅前などにおける安全で快適な環境づくりに努めます 

◎ 道路のバリアフリー※69 化、コミュニティ道路※72 の整備、交通規制などによる歩行空間
の確保 

○ ノンステップバス※71 の導入や駅前などでのエレベータ、エスカレータの整備促進、情
報・案内装置などの設置 

○ 透水性舗装など、環境にやさしい道路づくりや景観に配慮した無電柱化の推進 

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 

○ 一般市道の効果的な整備、狭あい道路の拡幅、都市計画道路整備プログラムに基づく計
画的な整備の推進 

◎ 新名神高速道路のスマートインターチェンジ※25 の整備推進やそれを見据えた北部地域
における県道整備の要望と市道の整備 

５ 道路や橋梁の管理を適切に行い長寿命化を図ります 

○ 道路の維持補修や橋梁の耐震化などによる施設の長寿命化、それによる管理費用の抑
制・平準化 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 公共交通の利用に努めるとともに、利用促進に向けて地域で啓発活動を行います 

 高齢化の進行にともない、地域の移動手段を確保するために、地域によるバス運行などの検
討を進めます 

 コミュニティ道路など、安全で快適な歩行者空間の整備に参画します 

 地域の道路の清掃活動に参加します 

 
 
 

※26 交通結節点  P37 参照 

※69 バリアフリー  P91 参照 
※72 コミュニティ道路 

自動車の通行を主たる目的とはしない道路のこと。住宅地
の道路整備手法の 1 つで、歩行者の安全性や快適性を考
慮した道づくりが目的であり、道路上の空間は歩行者、自
転車、低速の自動車などの交通のほか、近隣住民の交流
や子どもの遊びなどに用いられる。 
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７ 河川・水辺空間 

－河川の安全を確保し、うるおいや安らぎのある水辺空間をつくります－ 

 
現状と課題 

 
都市化の進展による雨水浸透域の減少や気候変動による局地的な集中豪雨などにより、近年、都市

部における浸水被害リスクは増大しています。 

市内の河川や雨水排水施設には、未改修や未整備の箇所があり、浸水被害は解消されておらず、効

果的・効率的な雨水排水計画による整備や県と市の連携による総合治水対策が求められています。 

また、市域の河川・水辺空間は親水性や自然環境が乏しいことから、水辺空間の利活用の推進や、

環境に配慮した河川整備などが求められています。 

このほか、協働による環境保全や美化活動など、ソフト対策の充実も重要であり、市民が積極的に

活動できる仕組みづくりがより一層必要となっています。 

 
 

 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

荒神川都市基盤河川改修事業整備率 ％ 38.9 86.9 ↗ 

下水道（雨水）施設整備延長比率 ％ 78.6 82.0 ↗ 

河川・水辺空間アドプト※73 活動数 団体 6 12 ↗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２節 安全・都市基盤 

※73 アドプト 
行政と市民が協力し合って進める清掃美化活動。市民団
体などが一定区画の公共空間を自らの「養子」とみなし、
「里親」となって美化活動を行う。現在、六甲山系グリーン
ベルト整備、河川美化活動、公園の運営管理に取り組んで
いる。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 浸水被害の解消と、うるおいのある河川空間の創出を目的とする荒神川都市基盤河川改
修事業の推進 

○ 効果的・効率的な雨水排水施設の整備 
○ 市が管理する河川の適正な維持・補修 

○ 洪水や土砂災害に備えた情報提供、啓発活動の展開 

２ 河川・水辺空間の利活用や美化活動などを推進します 

◎ 武庫川一帯の回遊性を意識した取り組みなど河川・水辺空間の利活用の推進 
○ 市民による河川・水辺空間の美化活動などの促進 

○ 河川・水辺空間の自然環境や親水性に配慮した整備 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 河川、水辺空間の利活用や美化活動に参画します 

 地域の水路や側溝の清掃活動に参画します 

 不法投棄や不法占用などのパトロールに協力します 

 荒神川の改修工事などを教材にした環境学習を行います 

 河川・水辺空間における生物調査など、自然環境に親しむ取り組みをします 



 
 

96 

８ 上下水道 

－豊かな生活を支える施設整備を推進します－ 

 
現状と課題 

 
下水道整備が進んだ一方で、汚水管路約 500km の老朽化対策と維持管理に関するコストの増大が

課題となっています。また、全国的にも管路施設の老朽化などに起因する道路陥没の発生が増加傾向

にあるほか、防災の観点から下水道施設の耐震化が求められています。 

水道の水源について、川下川ダムでは近年の異常気象により貯水量が低下することが少なくなく、

渇水対策本部の設置を余儀なくされることもあり、ダム水の保全対策が必要となっています。地下水

についても帯水層の劣化などにより取水量が漸減しています。水質については、川下川ダム水を水源

とする区域において、浄水処理の強化が求められています。 

また、災害時における水の安定給水を図るため、水道施設の耐震化や、老朽化した施設の事故を未

然に防止するため水道施設の更新が必要となっています。さらに、水道事業は、比較的電気を多く使

用するため、クリーンエネルギー※74 や省エネルギーの導入も課題となっています。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値
(H22) 

目標値
(H27) 

指標方向

水道の基幹管路の耐震化率 ％ 8.2 13.2 ↗ 

水道事業の経常収支比率※13 ％ 99.4 101.5 ↗ 

重要な汚水管路の耐震化率 ％ 11.5 23.0 ↗ 

下水道（汚水）人口普及率 ％ 98.5 98.7 ↗ 

 
 
 

 

 

 
 

第２節 安全・都市基盤 

※74 クリーンエネルギー 
電気や熱に変えても、二酸化炭素（ＣＯ2）や窒素酸化物
（ＮＯx）などの有害物質を排出しない、または排出が相対
的に少ないエネルギー源のこと。いわゆる自然エネルギー
である太陽光、水力、風力、地熱などを指す。 

※13 経常収支比率  P12 参照 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

○ 県営水道の増量や、他の用水供給事業からの受水、それを受け入れる施設の整備 
◎ 水道の基幹管路の耐震化、老朽化した管路の更新 
○ 太陽光発電や小水力発電、省エネルギー機器の設置など、環境に配慮した機器の水道施

設への導入 

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 

◎ 下水道管路施設の機能向上、長寿命化、耐震化の推進 
○ 私道への下水道管路施設の設置推進 

○ 水洗化工事費助成制度などのＰＲ、水洗化の啓発活動の実施 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 

 日頃から節水に取り組みます 

 水源の重要性を理解し、武庫川や川下川ダム周辺の美化に努めます 

 環境に配慮し、下水道（汚水）への適切な排水に努めます 
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第３節 健康・福祉 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

～すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり～ 

１．地域福祉 

２．健康 

３．保健・医療 

４．高齢者福祉 

５．障がい者福祉 －すべての市民にとっての「心と環境と制度のバリアフリー」を 
進めます－

－認め合い、支え合う、福祉コミュニティの形成を推進します－ 

 －安心・健やかな社会をめざし、健康意識の向上と健康づくりを推進します－ 

－保健・医療・福祉の連携による総合的なサービス提供に努めます－ 

 －いくつになってもいきいきと、安心して暮らせる社会をめざします－ 

６．社会保障 －必要な生活支援と医療などが安心して受けられる社会をめざします－

P106 

P100 

P102 

P104 

P108 

P110 
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1 地域福祉 

－認め合い、支え合う、福祉コミュニティの形成を推進します－ 

 
現状と課題 

 
現在、地域の問題として、制度の挟間にある人（地域の要援護者）や複雑な問題をかかえる世帯へ

の対応など、すべての市民が地域で安心して生活し続けるために解決すべき課題について、既存の枠

組みや公的なサービスのみでは対応が困難な状況があります。中でも、認知症の人や障がいのある人、

さらには在住外国人など、地域で孤立しがちな人、自分から助けを求めることが困難な人、社会的に

弱く不利な立場に立たされている人などを、地域の身近な人が気づき、早期の支援につなげるセーフ

ティーネット※33 を築くことも課題です。 

このため、市民の地域福祉に関する意識の向上を図るとともに、既存の制度ではカバーできない課

題に対応する仕組みとして、高齢者、障がいのある人、子どもなどの当事者、地域住民、市民活動団

体、行政、社会福祉協議会などの関係機関、サービス事業者など、みんなが連携・協力し、地域福祉

の基盤となる福祉コミュニティ（ネットワーク）を構築することが求められています。 

また、地域社会の福祉活動を担う人材の確保と育成が課題であり、特に、経験や知識の豊かな

団塊の世代の人材発掘と参加しやすい環境づくりが必要です。 

社会福祉協議会では、７つのブロックごとに設置した地区センターを中心として、地域で支え合う

体制づくりを進めていますが、この取り組みを推進していく上では、世代を超えた市民が気軽に集ま

りふれあう、交流の場所や機会を増やして、さらにきめ細かく対応していく仕組みが必要です。 

このほか、福祉のまちづくり要綱などに基づき、すべての人が安全で安心して生活できるよう、ノ

ーマライゼーション※27 の理念に立った、人にやさしい福祉のまちづくりを引き続き推進していく必要

があります。  

 
 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

市民アンケートの「福祉に関する地域のボラ
ンティア活動に参加している」市民の割合 

％ 10.4 － ↗ 

週１回以上開催する「ふれあいいきいきサロ
ン※75」の箇所数 

箇所 42 50 ↗ 

 

※33 セーフティーネット    P40 参照 

※27 ノーマライゼーション  P38 参照 

※75 ふれあいいきいきサロン 
平成 6 年（1994 年）に全国社会福祉協議会が提唱した、
高齢者の閉じこもり予防を目的としたつどいの場づくりの
住民活動プログラム。現在、市内では 100 を超えるサロン
が、住民の手で自治会館や集会所、民家などを拠点に行
われており、高齢者だけでなく、子育て家庭や障がい者な
ども含めた「地域住民によるつながりづくりのきっかけの
場」となっている。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 地域福祉計画に基づく事業の実施 
○ 支援が必要な人の主体性や自己決定に基づく当事者自立支援の推進 
○ 「シンシアのまち宝塚※32」にふさわしい、すべての市民が安心して暮らせ、外出しやす

い、心のバリアフリー※69 を含めた福祉のまちづくりの推進 

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 

○ 地域ブロック、まちづくり協議会※16、自治会など、それぞれの範域における活動の有機
的な連携と地域における市民活動団体、ボランティア、保健・医療・福祉・教育・行政
関係者などの協働によるネットワークの形成 

◎ 支援が必要な人の見守りネットワークづくりなど、地域のセーフティーネット※33 の仕組
みづくりの支援 

○ 総合的でかつ戦略的な取り組みが可能となるような関連部署間の連携の促進と対応窓口
のあり方の検討 

３ 地域福祉を支える人や団体の育成・支援に努めます 

◎ 社会福祉協議会との連携による、地域福祉の担い手やコーディネーターの育成 
○ 地域での福祉活動を活性化させるための拠点など基盤強化の支援 
○ 公的な福祉サービスだけでは対応が困難な、地域の生活課題に取り組む住民組織の立ち

上げや育成の支援 

○ 地域福祉や児童の健全育成に向けた民生児童委員の活動支援 

○ 地域における福祉活動への参加の促進 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 地域の福祉は地域で支えるという意識を持って、福祉活動に参加します 

 地域での人のつながりを大切にして、声をかけ合い支え合う関係をつくります 
 
 
 
 

 

※32 シンシアのまち宝塚   P40 参照 

※69 バリアフリー     P91 参照 

※16 まちづくり協議会      P29 参照 
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２ 健康 

－安心・健やかな社会をめざし、健康意識の向上と健康づくりを推進します－ 

 
現状と課題 

 
近年、健全な食生活が失われつつあり、肥満や生活習慣病※76 の増加につながっているため、健康づ

くりのための生活習慣について、正しい知識の普及啓発が必要であり、食育※30 の推進も重要な課題で

す。また、たばこが、心臓病や脳卒中など肺がん以外の疾病にも影響を及ぼすことについて知ってい

る人が比較的少なく、この点についても啓発が必要です。 

疾病の予防、早期発見、早期治療に向けては、健康診査やがん検診などについて、引き続き受診の

促進に努めるとともに、ストレスなどから心の健康を害しないようメンタルヘルス※77 を含めた健康教

室や健康相談の充実を図る必要があります。このほか、高齢化が進行する中、高齢者の介護予防のた

めの取り組みも重要です。 

一方、母子保健については、健康センターを中心に事業を実施していますが、居住地に近い場所で

も事業を展開する必要があります。 

 
 
 
 

成果を示す指標  

指標名 単位 
現状 

（H22)

目標
(H27) 

指標 

方向 

市民アンケートの「意識的に健康づくりに取
り組んでいる」市民の割合 

％ 61.2 － ↗ 

三大死因(悪性新生物)における死亡率（千人
あたり） 

－ 2.46 2.23 ↘ 

三大死因(心疾患)における死亡率（千人あた
り） 

－ 1.24 １.00 ↘ 

三大死因(脳血管障害)における死亡率（千人
あたり） 

－ 0.58 0.49 ↘ 

乳幼児健康診査受診率（４か月児） ％ 96.3 100 ↗ 

乳幼児健康診査受診率（１歳６か月児） ％ 95.7 100 ↗ 

乳幼児健康診査受診率（３歳児） ％ 93.7 100 ↗ 

 
 

 

※76 生活習慣病 
食生活や喫煙、飲酒、運動不足など生活習慣との関係が
大きい病気のことで、従来は「成人病」とよばれていた。糖
尿病、高血圧、日本人の三大死因であるがん、脳卒中、
心臓病など。 

※30 食育  P39 参照 

※77 メンタルヘルス 
心の健康のこと。近年ではストレス社会が進み、学校、家
庭、地域、社会或いは時代からのストレスなど多様にあり、
精神が疲労し精神疾患なども増えている。そのため国や
企業など社会全体において、このメンタルヘルスが十分な
されるよう求められている。 
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103 

 
施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 市民の健康意識の向上と健康づくりを推進します 

○ 健康講座の開催や啓発パンフレットの配布などによる健康意識の向上 
○ がん検診の受診促進など、がん予防対策の推進 

○ 生活習慣病※76 の発症や重症化の予防に向けた、健康診査の受診促進、保健指導などによ
る個人に応じた適切な指導の実施 

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 

◎ 健康担当部門と高齢者担当部門の連携による、高齢者の介護予防活動の支援 
○ メンタルヘルス※77 を含めた地域での健康教育・健康相談の充実や健康づくり活動の支援 

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  

◎ 妊産婦に対する事業、乳幼児健康診査と受診後の相談指導事業・訪問指導事業などの充
実 

○ 健康担当部門と子育て担当部門の連携による、地域で子育てを支援する事業の促進 

４ 市北部地域の豊かな自然など、市の特色を生かした食育を推進します 

◎ 健全な食生活の実践に向けた「食育※30 推進計画」の策定と、計画に基づく取り組みの推
進 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 講習会などに積極的に参加し、健康に関する正しい知識の習得に努めます 

 定期的に健康診査やがん検診などを受診します 

 子育ての不安や悩みなどを抱え込まないよう、相談事業などを活用します 

 子育てに関する正しい知識の習得に努めます 

 健全な食生活に努め、次世代に継承します 
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3 保健・医療 

－保健・医療・福祉の連携による総合的なサービス提供に努めます－  

 
現状と課題 

 
感染症予防については、引き続き、知識の普及啓発に努めるとともに、感染しても重度化を防ぐた

め、予防接種を促進することが重要です。 

全国的に小児科の医師が不足する中、阪神北広域こども急病センターを運営しており、継続して医

師と二次病院※78 を確保し、救急医療体制の充実を図る必要があります。 

市立病院の経営状況は、医師不足の影響などから、厳しい状況にあります。地域の中核病院として、

市民に安定的かつ継続的な医療が提供できるように、市立病院改革プランを着実に実行し、経営の効

率化を図る必要があります。また、現在、全国的な勤務医不足の影響を受け、産婦人科が外来のみの

診察となっているなど、複数の診療科に休診などの影響が出ており、市民に安心した医療を提供する

ためにも、早急に専門の医師を確保し、診療を再開することが求められています。 

これら保健・医療の分野の充実のためには、地域において総合的、安定的に対応できる体制を整え

ることが必要です。 

 
 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

予防接種（麻しん・風しん）接種率 ％ 94.2 100 ↗ 

市立病院における地域医療機関からの紹介
患者率 

％ 39 50 ↗ 

市立病院の病床利用率（稼働病床数に対す
る） 

％ 74.3 95.1 ↗ 

市立病院の経常収支比率※13 ％ 92.3 100.8 ↗ 
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※78 二次病院 
初期、二次、三次がある。二次病院は、入院治療を必要と
する重症患者の医療を担当し、相当の知識・経験を有す
る医師や救急医療を行うために必要な施設・設備などを
常時提供できる医療機関のこと。 

※13 経常収支比率  P12 参照 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 予防接種の促進や感染症に関する知識の普及啓発など疾病予防対策の推進 
○ 介護予防のための啓発など介護予防対策の推進 

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 

○ 市立病院における高度・先進医療を提供できる医療体制の充実 
◎ 「かかりつけ医」を持つことの促進など、病病連携※79、病診連携※80 の充実 

○ 看護専門学校の安定的運営の推進 

３ 市民が安心できる救急医療体制の充実を図ります 

○ 市立病院における災害、救急体制の充実 
○ 小児救急医療など救急医療体制の充実 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 感染症に関する知識を習得するなど、疾病予防に努めます 

 「かかりつけ医」を持つなど、適切な医療機関の受診を心がけます 

 

 

 

 

 

※79 病病連携 
患者の治療に関して、地域の病院どうしで行う連携のこ
と。異なる専門機能をもつ病院が連携し、高度かつ効率
的な治療体制を組むもの。 

 

※80 病診連携 
地域医療などにおいて、核となる病院と地域内の診療所
が行う連携のこと。必要に応じ、患者を診療所から専門医
や医療設備の充実した核となる病院に紹介し、高度な検
査・手術や治療を提供する。快方に向かった患者は元の
診療所で診療を継続する仕組み。 



 
 

106 

4 高齢者福祉 

－いくつになってもいきいきと、安心して暮らせる社会をめざします－  

 
現状と課題 

 
今後、高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定者、さらには認知症高齢者の増加が予測されます。

また、介護サービスの利用が進む中で、高齢者虐待や高齢者を狙った詐欺などの問題が多発していま

す。 

このような状況において、要介護状態や認知症になっても当事者とその家族が、安心して住みなれ

た地域で暮らし続けるためには、認知症に関する理解を促進し、近隣のつながり、ボランティア、認

知症サポーターなどのインフォーマルサポート※81 が活用しやすい地域づくりを進めていくとともに、

介護サービスなどの整備を進めていく必要があります。 

また、高齢者が社会とのつながりを持ちながら生活することは、高齢者の健康や生きがいにつなが

り、閉じこもりの予防になり、それにより介護予防につながります。 

高齢者がいきいきと暮らしていくためには、地域社会の一員として、高齢者一人ひとりの価値観が

尊重され、役割を持ち、存在が実感できる仕組みづくり、さらには高齢者が生涯を通して、能力を発

揮し、生きがいを実感できる環境づくりが必要です。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

介護支援を必要としない高齢者の割合 ％ 83.5 82.5 ↘ 

平均介護度 ― 1.83 1.83 → 

介護予防に関する健康教育実施回数 回 657 1,000 ↗ 

市民アンケートの「余暇活動が充実している
と感じている」高齢者の割合 

％ 60.3 － ↗ 
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※81 インフォーマルサポート 
生活に支援が必要な人を、地域社会で支援していくため
に必要とされる、家族や近隣、ボランティアなどによる様々
な支援を指す。法に定められた制度や福祉ｻｰﾋﾞｽ（formal 
support）の対語として使われる。 

 

※82 地域包括支援センター 
介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療
の向上、虐待防止、介護予防などに総合的に対応する、
各市町村に設置される機関。本市では 7 つの地区ごとに
開設されており、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健
師が配置され、地域の高齢者の総合相談窓口としての機
能を果たしている。 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

１ 住みなれた地域で暮らし続けられる生活支援体制を構築します 

○ 介護保険事業計画に基づく、地域密着型などの介護サービスの提供と、そのための基盤
整備の促進 

◎ 高齢者が身近な場所で個人にあった介護予防ができるための介護予防事業の充実や、生
活機能低下のおそれがある高齢者の把握、支援 

○ 高齢者の生活を支える生活支援サービスの継続的な提供 

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 

◎ 地域の支え合いが必要な高齢者の見守りネットワークづくりの推進や認知症サポーター
の養成 

○ 市民、保健・福祉・医療機関が連携し、地域包括支援センター※82 を拠点として、様々な
支援サービスが継続的・包括的に提供される体制の構築 

○ 成年後見制度※83 に関する周知と、関係機関の連携などによる高齢者の権利擁護※31 の推
進 

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 

◎ 高齢者の社会参加、社会貢献、世代間交流の促進 
○ 老人福祉センターでの講座の充実、老人クラブ活動の支援 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 介護予防の活動などに積極的に参加し、知識を高め、実践します 

 生きがいづくりと健康づくりに積極的に取り組みます 

 認知症や権利擁護などについての知識の習得に努め、高齢者が住み慣れた地域で生活するこ
とを支えます 

 高齢者を支える地域ネットワークづくりに参加します 

 高齢者が持つ豊富な知識や経験を地域活動に生かせるよう、活動の場づくりに努めます 

 

 

 

 

 

 

 

※83 成年後見制度 
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力
が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などす
ることが難しい人が、自分らしく安心して暮らせるように、
本人に代わって法律行為を行ったり助けたりする者を選
任し、その人の権利を守り、支援する制度。 

 

※31 権利擁護  P39 参照 
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5 障がい者福祉 

－すべての市民にとっての「心と環境と制度のバリアフリー」を進めます－ 

 
現状と課題 

 
障がいのある人が住み慣れた地域で生活するためには、生活の拠点となる「住まい」や生活の場の

確保が課題となります。 

また、障がいのある人が働くことを通じて社会参加を実現し、地域社会で自立するためには、その

能力や適性に応じた就労支援などの充実が欠かせません。 

ノーマライゼーション※27 の理念のもと、障がいのある人が地域社会で自立し、安心して暮らしてい

くために、ニーズに即した福祉サービスなどが適切に利用できるようにするとともに、地域の関係者

などによって障がいのある人とその家族を支援するネットワークの構築が求められます。 

あわせて、災害時や緊急時に備え、障がいのある人など災害時要援護者の安全を確保しておく必要

があります。 

このほか、心のバリアフリー※69 を推進することにより、すべての市民が協力し、ともに支え合う地

域社会の実現を図るとともに、すべての人にやさしい道路などの整備を進めていくことも重要です。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

共同生活援助（グループホーム※84）、共同生
活介護（ケアホーム※85）の利用実人数 

人 65 104 ↗ 

生活介護の利用延べ人数 人日 5,643 6,300 ↗ 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度
障がい者など包括支援の延べ時間数 

時間/月 13,576 16,900 ↗ 

障がい者就業・生活支援センターの支援に
よる就職人数 

人 27 30 ↗ 
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※27 ノーマライゼーション  P38 参照 

※69 バリアフリー    P91 参照 

※84 グループホーム 
病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人達が、専門ス
タッフなどの援助を受けながら、少人数で一般の住宅で
生活する社会的介護形態を指す。障害者自立支援法で
は、地域で共同生活を行うのに支障のない障がい者を対
象に、夜間や休日、共同生活を営む住居において、食事
の提供、相談その他日常生活上の援助を提供すると規定
される。 



 

 

109 

 
施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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 

◎ 地域自立支援協議会を核とした、障がいのある人の自立支援に向けたネットワークづく
りなど地域全体による支援体制の構築 

○ タクシー料金助成事業や外出時の移動支援事業など障がいの内容に応じた、適切で細や
かな障がい福祉サービスの提供 

○ 災害や緊急時の安全確保に向けた、迅速に対応できるネットワークづくりの推進 
○ 地域で安心して暮らすための医療的ケアを可能とするサービス基盤の整備 

２ 社会参加を実現し、安心して暮らしていけるよう、就労の支援や生活の場の確保、権

利擁護に取り組みます 

◎ ケアホーム※85 やグループホーム※84 などの整備の促進 
◎ 障がい者就業・生活支援センターを核とし、ハローワーク※86 などの関係機関とも連携し

た就労支援 
○ 作業訓練などを行っている地域活動支援センターや小規模作業所の活動支援 
○ 自己決定権の行使を支援するための権利擁護※31 制度の充実 

３ 障がいのある児童の成長を支える取り組みを推進します 

○ 就学前の児童を対象とした療育の実施 
○ 認可保育所全園での障がい児保育の実施 

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※32」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 

○ 障がいのある人を含むすべての人が障がいへの理解を深めるための、啓発事業の実施 
◎ すべての人にやさしい歩道や安全で快適な道路の整備の計画的な推進 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 障がいがある人を支える地域ネットワークづくりに参加し、自立生活の確立を支援します 

 障がいのある人の持っている能力が生かせるよう、就業や社会参加を支援します 

 障がいのある人や障がいに関する正しい知識を得るための啓発事業に積極的に参加するなど、
障がいへの理解を深めます 

 
 
 
 

※85 ケアホーム 
障害者自立支援法によるサービスで、介護を必要とする
障がい者が、介護者や生活支援者による食事や入浴、排
泄、身の回りの世話などの生活介護を受けながら地域で
の共同生活を送る暮らしの場。グループホームは障がい
程度区分認定調査が不要であるのに対し、ケアホームは
障がい程度区分 2 以上となっている。 

 

※86 ハローワーク 
公共職業安定所の愛称。地域に根ざした総合的雇用サ
ービス機関であり、窓口を通じての職業相談や職業の紹
介、そして求人情報の提供などを無料で行っている。 

※31 権利擁護   P39 参照 

※32 シンシアのまち宝塚   P40 参照 
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6 社会保障 

－必要な生活支援と医療などが安心して受けられる社会をめざします－ 

 

現状と課題 

 
本市の生活保護世帯数は、平成 13 年（2001 年）から平成 21 年（2009 年）の 8 年間で約２倍

となっています。世帯別に見てみると、経済的自立の困難な高齢者世帯や傷病者世帯の割合が約７割

で、今後も増加傾向にあります。母子世帯の割合が多いのも本市の特徴です。 

このような状況の中、支援を必要とする市民には、迅速に支援を行っていく必要があり、一方で、

就労が可能な生活保護受給者や生活相談者には、経済的自立に向けた就労支援の充実と、制度の適正

な運用が求められています。また、高齢者世帯や障がい者世帯の社会的自立や生活的自立の支援も大

きな課題の一つです。 

近年の経済の低迷や雇用不安により、医療保険の加入手続きをしない人が全国的に増えています。

国民健康保険に加入し、医療を受ける機会の確保に努めるとともに、疾病予防に向けた取り組みによ

って医療費を抑え、医療保険制度の健全化を図る必要があります。 

福祉医療費助成事業に係る助成額は、全体として微増傾向にあります。今後も県制度の動向などを

ふまえながら、適切な運営を図る必要があります。 

 
 

 

 

 

成果を示す指標 

指標名 単位 
現状値 

(H22) 

目標値 

(H27) 

指標 

方向 

生活保護率 ‰ 9.4 － ↘ 

被保護世帯数 世帯 1,397 － ↘ 

国民健康保険税の収納率 ％ 87.7 90.9 ↗ 

国民健康保険被保険者１人あたり医療費 円 296,176 － ↘ 
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施策展開の方針と主な取り組み（◎は重点的な取り組み） 

 

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、「セーフティーネット」と

しての機能を高めます 

◎ 生活保護制度が有効に機能するための実施・相談体制の充実 
○ 公共職業安定所などの関係機関と連携した就労支援や、生活保護以外の社会保障制度の

活用による、生活相談者や被保護者の経済的自立の支援 
○ 多様化する生活相談業務に対応するための職員の能力向上、関係部署の連携強化 

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 

○ 国民健康保険事業の財政運営改善に向けた国・県に対する制度の抜本的改革の要請 

◎ 国民健康保険に加入し、医療を受ける機会を確保するための制度周知、保険税減免など
の相談実施 

◎ 国民健康保険税負担の公平性を担保するための滞納整理の強化など収納対策の実施 
○ 国民健康保険被保険者の健康維持と疾病予防に向けた特定健康診査や特定保健指導の実

施 
○ 福祉医療費助成制度についての県制度の動向などをふまえた適切な運営 

 
 
市民力の発揮（市民・企業・NPO など） 

 
 当事者団体やボランティア、NPO、関係団体や地域組織などが連携し、高齢者や障がいのあ
る人に対する社会的・生活的自立に向けた支援を行っていきます 

 国民健康保険制度をはじめとする公的医療保険制度についての理解を高めるとともに、医療
機関での適切な受診を心がけます 

 
 
 
 
 
 


