
みなさん、たくさんのご意見をありがとうございました。

いただいたご提案や思いをまちづくりに生かせるよう、市職員が話し合いを重

ね、市からのお返事をとりまとめました。ご提案いただいた内容の実現には、時

間のかかるものや色々な課題を解決しなければならないものもありますが、みな

さんの思いをしっかりと受け止めて今後のまちづくりに生かしていきます。

市では『宝塚市子ども条例』を策定し、「市は子どもが思いを言える機会をつ

くりこたえられるよう努力すること」、「まちづくりに子どもの意見を反映させ

る努力をすること」を定めています。

これからも、子どものみなさんの意見を聴き、市政に取り入れていきますの

で、ぜひ宝塚市のまちづくりに参加してくださいね。

宝塚市 子ども政策課より



募集テーマ

「子ども向けの市ホームページ「たからづかキッズ」

テーマ１

に載せてほしい情報を教えて！」

「選挙について、もっとみんなに興味を持ってもらうに

テーマ２

にはどうしたらいいと思う？」

「市に伝えたいこと、意見があれば自由に書いてね！

テーマ３

届いた意見は市の担当者に伝えるよ。」



【子どもの意見】 【市からのお返事】

僕はモータースポーツをしています。

将来プロのレーシングドライバーになる為に、今、レーシングカートを頑

張っていて、レースにも参戦しています。1年を通して成績ランキングポイ

ントで闘い、年間シリーズチャンピオンを決めます。僕は過去にチャンピ

オンになった事もあります。

でも、認知度が低く、業界以外では成績を発表する機会がほとんどありま

せん。僕はもっとレーシングカートを知ってもらいたいし、沢山の人に応

援してもらいたいと思っています。今年は日本一になって世界大会に行く

のを目標に頑張っています。

学校以外でやっている習い事や頑張っている事を、もっともっとみんなに

知ってもらう機会があればいいなと強く思います。県や市で頑張っている

子供たちにスポットをあてる機会が増えればと凄く願っています。

学校以外でも頑張っていることがあるのはすばらしいですね。いただ

いたご意見を受けて、たからづかキッズ内に、宝塚市内の頑張ってい

る子どもを紹介するページを作成することにしました。紹介する子ど

もの募集方法について、市ホームぺージ（ID：3000406）に掲載して

います。広報たからづか3月号にも募集記事を掲載しますので、

チェックしてぜひ応募してくださいね。

テーマ１

に載せてほしい情報を教えて！」

「子ども向けの市ホームページ「たからづかキッズ」



「たからづかキッズ」の漢字の上にふりがなを書いてほ

しいです！

いただいたご意見を受けて、たからづかキッズ内の読

みにくい漢字にふりがなを追加しました。漢字の勉強

にもなると思うので、ぜひ見てみてくださいね。

人気なお店を、順位表で表してほしい。（理由…最近は

外での食事ができなくなっているから、人気なお店がわ

からないから。）

今、子どもにもうつるコロナが流行しているので、小さい子にも

対策の意識を高めるために、コロナとはどういうものか、その対

策をいえばいいと思う。

それをいうのがアンパンマンとかがいうともっと説得力が増して

より意識が高まると思います。

市は公平な立場を保つ必要があるため、順位表にす

るのは難しいですが、たからづかキッズ内の、たか

らづかってどんなとこ？の4つ目、「宝塚の観光」を

クリックすると、宝塚市国際観光協会のホームペー

ジにつながります。その中に、飲食店の紹介のペー

ジがありますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

宝塚市公式ホームページ上に公開しているコロナに関す

る情報を、たからづかキッズでも見られるようにしまし

た（ID：3000405）。ページ内では、すみれちゃんに呼び

かけをしてもらっています。コロナに関する正しい情報

を知って、健康にすごしてくださいね。



すてきな意見をたくさん

ありがとう☆

【参考】たからづかKIDS（キッズ）

https://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/kids/



「選挙について、もっとみんなに興味を持ってもらうに

テーマ２

にはどうしたらいいと思う？」

【子どもの意見】 【市からのお返事】

漫画がいいと思う！

・有名な人や自分が好きな人とかが『テーマ2』についての大切さをテ

レビなどで言ったらよいと思う。好きな人が言ったら、少しは「とう

ひょうしないと」という気持ちができるかもしれないからです。

・自分に関係ないことは興味がないかもしれないけど、「いつかは自分

にも関係してくるのかもしれない」と思い、とうひょうしてほしいです。

好きな人や有名な人が選挙のことを伝えてくれるのはいい考えですね。

最近では、色々な選挙で有名な人が「選挙に行こう」と言ってくれているの

で、たくさんの人が選挙のことを考えるきっかけになっていると思います。

本市ではまだ有名な人に話してもらったことはないですが、有名な人に協力

してもらえないか考えてみますね。国や県や市の政治をになう人を決める選

挙はみんなに関係があることなので、ぜひ投票してほしいです。

選挙の漫画があれば、色々な世代の人にわかりやすく選挙を知

ってもらうことができますね。市内の高校生には、池上彰さん

が選挙のことを解説している漫画入りの冊子を配布しています。

（http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-

content/uploads/2012/07/ShinseijinPamphlet.pdf）

これからももっと選挙を知ってもらえる方法について考えていきますね。

池上彰のマンガでわかる選挙と政治の話2022

＜明るい選挙推進協会のページへ＞



【問題点】○○党とか、何が違うのか学校で少し習っても、小・中学生に

は難しい。

【改善したらよいと思う点】①選挙ポスターを細かくして分かりやすい

バージョンを作る。②授業でゆっくり説明する。

投票の仕方も分からなくて不安で行かない人もいると思うので、総合の授

業などで模擬選挙などもやってみたらいいと思います。

今は、10人に4人ぐらいしか選挙をしていない状況で本当

にみんなに認められた人にした方がみんながナットクする

と思うから、そうするには選挙に参加してくれた人に図書

カードをプレゼントする・・・としたらイイかなと思いま

す。

投票に行く人が少ないことについては、選挙管理委員会でも悩ん

でいます。

確かに投票に来てくれた人に図書カードなどを渡せば、投票に行

く人は増えるかもしれません。しかし、投票は自分がどのような

社会にしたいのかを決めるために行うもので、プレゼント目当て

に行うものではないことから、市が投票した人にプレゼントをあ

げることは難しいです。でも、投票に来てくれる人が増えるよう

にこれからも方法を考えます。

選挙のポスターは、立候補する人が、やりたいことを知ってもらう

ために作っていますが、確かに難しいところもあるかもしれません。

しかし、市が独自に候補者のポスターの解説を作ることは、公平性

の観点から難しいため、より詳しい内容の選挙公報等を配ることに

よって各候補者の考えをお知らせしています。

本市では市役所の職員が学校に行って授業を行い、高校生に選挙の

大切さを知ってもらう出前授業という取組を行っています。他にも

希望があった中学校には、生徒会選挙のときに実際に選挙で使って

いる投票箱や投票用紙の記載台を学校で使ってもらって、選挙をよ

り身近に感じてもらえるような取組をしているので、自分の学校で

もできるかどうか学校の先生に聞いてみてください。



選挙って大事なことだけどよくわからないと思います。誰に投票したら

いいのかとか調べたり投票しに行くのがめんどくさいと思うかもしれま

せん。前にお出かけ帰りに時間ギリギリにお母さんが投票に行ったけど、

ハガキを持ってませんでした。でも、持ってなくても投票できました。

持ってなくても投票できることをお知らせしたら少しは気軽に選挙に来

てもらえるのではないでしょうか。ハガキの代わりになるものをスマホ

に送るのはどうでしょう。登録した人には、バーコードがついたメール

とかが届いて受付ができれば、スマホはいつも持ち歩いているので簡単

に受付できるので行こうかなと思ってもらえるのではないでしょうか。

そして、投票に行った回数で市内のお店の割引券とかクーポンをスマホ

に送る特典をつけたらめんどくさいと思った人も行くかもしれません。

一番大事なのは、選挙ってなんでやってるか知ることだと思います。私

に関係あることだとわかって、選挙の結果で世の中がどうなるかわかっ

たら自分の意見を言いに行くかも。

ハガキを忘れても投票できることは、広報たからづかや市のホームページなど

でもお知らせしていますが、知らない方もいるので、もっとよく知ってもらえ

るように考えます。

スマホは多くの人が持ち歩いているから、スマホにハガキの代わりになるもの

が表示できるようになったら便利ですね。すぐには難しいと思うけど、外国に

いる日本人の投票については、インターネットを活用した投票が今検討されて

いるから、将来的にはスマホで投票ができるようになるかもしれません。

確かに投票に来た人にクーポンなどをあげたら、投票に来る人は増えるかもし

れません。しかし、投票は自分がどのような社会にしたいのかを決めるために

行うもので、プレゼント目当てに行うものではないことから、市が投票した人

にプレゼントをあげることは難しいです。でも、選挙に行った人に対して、商

店街が割引サービスなどを行っているところもあるので、そういった取組が盛

り上がってくれば、投票に行ったうえに、さらに楽しい気分になれるかもしれ

ないですね。



スマホで家でも投票できたら、投票しやすくなりますね。でも、周りの人の目が

無いから、誰かに無理やり投票させられたりして、自分の意思で投票する権利を

完全に守ることができないから実施できていない部分があるんです。

今の制度では難しいですが、外国にいる日本人の投票については、インターネッ

トを活用した投票が今検討されているから、将来的にはスマホで投票ができるよ

うになるかもしれないですね。

最近では法律が改正されて、フェイスブックやツイッターなどインターネットを

活用しての選挙運動ができるようになったから、今度の選挙で気になる立候補者

がいたら、インターネットから見てみてくださいね。

選挙に興味がないわけではない。スマホで家から投票できるなら投

票すると思う。投票のハードルを下げないといけない。投票所まで

行って、投票する労力と自分の１票の価値が釣り合わない。

ネットで候補者の顔があって公約が簡潔に書かれたものがあって、

そこを押すだけで投票できたらいい。

投票率を上げようと思ったら、人の関心をひくことが大事。新聞や

紙は見ない。街頭演説も必要ない。ネットで情報の出し方はシンプ

ルにして、もっと調べたかったらそこから先に行けるようになって

いたらいい。

投票所に映えスポットを用意する→インスタやツイッ

ターで専用ハッシュタグをつくる→拡散される・友達

と行きやすくなる・若年層の数が増える→選挙にとっ

つきやすさを感じてもらえる。

若い人たちはよくインスタグラムやツイッターを使っているから、映

えスポットを作って興味を持ってもらうのはいい考えですね。投票所

内での撮影は遠慮してもらっているけど、投票所の出口などに映えス

ポットなどがあって、投票に行った人が拡散してくれたら、他の人も

たくさん来てくれて、若い人の投票率もあがるかもしれないですね。

投票所は普段は別の施設として使っているので、映えスポットを作る

のはすぐには難しいかもしれないですが、何かできないか考えてみま

すね。



選挙の投票所を公民館や市役所などで行うことに

よって、忙しい人は面倒だと感じる人が多くなって

いると思う。対策を行って、身近にあるコンビニや

大学（通っている）で投票が行えるようになれば、

少しでも投票しない人が減ると思う。

選挙カーで名前を言うのは、選挙に行く人に名前を知ってもらうためで、法

律で選挙カーの運転中は短い言葉しか言ってはいけないと決められているか

ら、名前をたくさん言っています。

立候補している人が、当選したらやりたいと思っている国民や市民のための

対さくについては、駅前など人が多く集まるところで話しているので、今度

見かけたら聞いてみてくださいね。

コンビニや大学など、身近な施設で投票ができるようになったら、投票に行

く人が増えるかもしれないですね。

コンビニなど物が多いところで選挙を行うことは、今の制度では難しいけど、

最近では大学やショッピングセンターなどの広いスペースに投票所を作って

いる市も増えてきています。本市でもソリオ宝塚の中に作ったり、駅のすぐ

近くに作ったりして投票に来てくれる人を増やそうとしています。今後もみ

んなが行きやすいところに投票所を作るよう考えていきますね。

選挙カーでずっとうるさいくらい名前をいうんじゃなくて、もっと市や国

のために対さくしたり、考えたりした方が良いと思う。きっと、みんなも

選挙カーのことをめいわくと思っている。

＃



税金をどう使えば効果的なのか、真剣に考えてくれてありがとうございま

す。投票に行く人が少ないことについては選挙管理委員会でも悩んでいま

す。

確かに投票に来てくれた人にマイナポイントをプレゼントすれば、投票に

行く人は増えるかもしれません。しかし、投票は自分がどのような社会に

したいのかを決めるために行うもので、プレゼント目当てに行うものでは

ないことから、市が投票した人にプレゼントをあげることは難しいです。

選挙があるってことを忘れちゃう人も多いから、選挙があることをポス

ターやCMでお知らせするのも大事なことなんです。

マイナンバーカードを使用して選挙ができるようになったら、便利でさら

にお金をかけずに選挙ができるかもしれないですね。すぐには難しいと思

いますが、将来的にマイナンバーカードを使って選挙ができるようになっ

たらいいですね。

みんなが選挙に来てもらうために来てもらった人にマイナポイントを

プレゼントすることがぼくの意見です。そのために今までポスターや

CMに使っていたお金をポイントにまわすことで経費を抑えることがで

きます。さらに、マイナンバーカードが普及し、いずれマイナンバー

カードで選挙することが可能になれば選挙にかかる費用が抑えること

ができて浮いた税金をもっとよりよいことに使えると思います。



今は若い人の投票率が低く、高齢者を中心とした政治が行われていることが

問題だと思います。そのため若い人の投票率を上げることが必要であり、若

い人が行きたいと思える普段入れない場所（USJやディズニーランド、芸能

人の楽屋やスポーツ選手の控室など）で選挙を行うことができれば投票率を

上げることができると思います。そうなれば、選挙について興味をもつ人も

増えると思います。

私のまわりでは選挙に関心をもっている人は1人もいません。話題にあがる

ことも全くありません。そのような人たちに興味を持ってもらうためには、

投票したらおトクなことがあるようにすることがいいと思います。図書カー

ドや抽選でプレゼントなど、何かしらのインセンティブがあった方がまだマ

シかと思います。

若い人の投票率が低い場合、若い人の意見が政治に反映されにくくなるため、

若い人の投票率を上げることは本当に大切なことです。

行きたい場所や普段行けない場所が投票所になれば、話題にもなって、投票

に行く人が増えるかもしれないですね。ショッピングセンター・大学・高校、

駅などに投票所を作って、若い人の投票率を上げようとしている市もありま

す。

本市でもソリオ宝塚の中に作っていたり、駅のすぐ近くに作ったりして投票

に来てくれる人を増やそうとしています。

すぐにはできないと思いますが、若い人たちがもっと投票に来やすい環境を

作るよう考えていきます。

投票に行く人が少ないことについては選挙管理委員会でも悩んでいます。

確かに来てくれた人だけにプレゼントなどのインセンティブ（見返り）が

あれば、投票に来る人は増えるかもしれません。しかし、投票は、自分が

どのような社会にしたいのかを決めるために行うもので、プレゼント目当

てに行うものではないことから、投票した人にプレゼントをあげることは

難しいです。

でも、選挙に行った人に対して、商店街が割引サービスなどを行っている

ところもあるので、そういった取組が盛り上がってくれば、投票に行った

うえに、さらに楽しい気分になれるかもしれないですね。



すてきな意見をたくさん

ありがとう☆



9月3日から予約開始のコロナワクチン接種対象年齢ですが、高

校受験を控えた15才を加えて貰えないでしょうか？

宝塚市内の中3生の多くが私の様にコロナ感染の不安を抱えな

がら受験勉強を頑張っています。また明日から二学期が始まり

ますが、学級閉鎖や学校閉鎖があると学習の進度が他の学校よ

り遅れてしまうのではと思うととても心配です。受験生が安心

して勉強に集中できるよう、市長様始め担当者の皆様どうぞよ

ろしくお願いいたします。

「市に伝えたいこと、意見があれば自由に書いてね！

テーマ３

届いた意見は市の担当者に伝えるよ。」

【子どもの意見】 【市からのお返事】

本市では9月8日から12歳以上の皆さんの新型コロナウイルスワクチン接種の

予約受付を始めました。いただきましたご意見を読ませていただき、日々の

勉強に励んでおられることと思い、心から応援したいと存じます。

春には、誰もが新しい生活を自由に楽しむことができるよう、みんな願って

います。どうか、くれぐれもお体には気を付けて、学校生活を送ってくださ

い。

※日にちが限定的だったため、ご本人には担当課からおたよりしました。

中学校のネット環境をもっとよくしてください。

学校で使うインターネット環境がスムーズに接続しにくい状況にあること

は課題としてわかっています。今後、学校のインターネット環境が今より

良くなるよう、現在対策を考えているところです。みなさんが、インター

ネットを利用した授業でも集中して取り組めるようにしていきます。



末成小学校の5年2組の教室が雨もりしているので直してほしい。

先生が学校で使っているパソコンが、生徒のパソコンよりも使いにくい

ので、生徒と同じパソコンにしてほしい。

先生のパソコンのことまで心配してくれてありがとうございます。先生が

使っているパソコンは、みなさんが使っているパソコンと同じ機能の他にも、

児童生徒やおうちの方の個人情報、成績などを取り扱えるようにしているの

で、みなさんが使っているパソコンとは別のものになっています。

末成小学校5年2組の教室の雨漏りについては、学校からも連絡をもらって、

修繕しました。今後も、不具合や故障箇所をみつけた場合は、まず、先生

に相談してください。学校で修理ができない場合は、学校から教育委員会

に連絡をもらって修理します。



バスケットコート、バスケットゴールの整備を望む声が多数ある事は認

識しています。

現在、宝塚市内で本市が管理している公園においては、安倉の上の池公

園と下の池公園、中山中央公園、すみれガ丘南公園、中山みどり公園、

米谷高架下子ども遊園の計6箇所にバスケットゴールが整備されています。

このうち米谷高架下子ども遊園においては、現在1基のゴールが設置して

ありますが、今年度中を目処に1基を新設して対面にする予定をしていま

す。

コートの新設はなかなか難しいですが、本市としてもみなさんの要望を

叶えるために今後もゴールの増設については検討をしていきます。

ただ、バスケットゴールの設置に当たっては、騒音問題等もあることか

ら地域の方のご理解が必要となります。実際、昨年もこれまでゴールの

無かった公園に新設を検討しましたが、地域の方のご理解を得られずに

断念したということもありました。

バスケットゴールを設置したい具体的な場所があれば、広聴カードをお

出しいただくか、もしくは公園河川課にご連絡ください。市から自治会

に伝え、設置にむけて検討していきます。

バスケットコート（難しい場合はゴールだけでも）を増やして欲しい。

バスケットコートがあるところまで行くと、遠くて時間がかかり、子供

達が交通事故にあいやすくなったり、親が心配すると思うからです。八

村選手の影響もあり、バスケットの競技人口は増えてきているのにバス

ケットコートが圧倒的に少なく、コートは飽和状態になっていることも

あります。どうかよろしくお願いします。高架下に作れば場所を有効活

用できるのかなと思います。



新型コロナウイルス感染症の検査や医療が受けられる仕組みづくりや感

染された方への対応などは、法律により県が対応するものとなっていま

す。本市は兵庫県が公表する情報を、市民のみなさんに伝えるようにし

ています。

本市で新型コロナウイルス感染症に感染した人が1週間で何人いるか、

どんな感染症対策をしているかは、兵庫県が発表する情報を元に、市の

ホームページでお知らせしているのでぜひ見てみてください。

また、市民のみなさんに広く知ってもらえるように、宝塚市長のほぼ1

分動画チャンネル「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための

年代別の注意事項」を作成し、youtubeで公開しているのでチェックし

てみてくださいね。

最近、新型コロナウイルスの感染が、大人だけでなく子供にも感染し

やすくなってきているのが今の状況。子供にも大人にも分かりやすく

伝えるためにだれでも理解できる言葉を使って宝塚市民に伝えるのが

問題。宝塚市が今現在、どんな感染対さくをしているのか、宝塚市で

感染した人は何人なのか、これから子供たちにも関わらずに大人、だ

れでもできる感染対さくを動画にしたり、マンガにしたり、とりあえ

ず、市民に“興味を持ってもらって”から“だれでも分かる”ような言葉

を使い、今どうなっているのかなど宝塚市が今みんなに伝えたいこと

を伝えれば私は良いと思います。（コロナについて興味を持ってもら

える）



■提案する事

捨て猫や捨て犬、野良猫や野良犬をさっしょぶんしないで、保護活動を

してください

■理由

猫や犬は「大きくなって可愛くなくなった」など自分勝手な人間に捨て

られてしまってさらに殺されてしまいます。被害者なのに殺されてしま

うなんて可哀想ですよね？

でも世の中には捨て猫や捨て犬、野良猫や野良犬の保護活動をしている

人も居ます。でもお母さんの母乳を飲んでいる子猫や子犬はお母さんと

一緒に保護する必要があります。なので素人には難しいのです。だから

市の助けが必要なんです。

私のお母さんも野良猫を4匹保護してそのうちの2匹を今飼っています。

その保護をした時に知り合った保護活動をしている人は10匹以上に避

妊手術をしてそのお金を全部自分で払ったそうです。

そういうことを市がやる必要があると思います。

でも何からしたら良いかわからないかたもいると思います。まず私は避

妊手術をしたら良いと思います。そこで大切なのが避妊手術をしたらさ

くら猫にすると言うことです。さくら猫というのは避妊手術をした後に

「避妊手術をしましたよ」と言う目印が必要なので耳を少しカットして

桜のような耳にした猫のことを言います。

学校では命を大切にすることを教えてもらっていますが、それは人間だ

けではないはずです。大人が命を大切にしているところを見せてくださ

い。



まず、犬についてですが、飼い主さんが犬の情報を本市へ登録しなければな

らない制度になっています。そのためほとんどの犬は飼い主が分かることに

なりますが、たまに首輪をしていない迷子犬がいることがあります。こうい

う場合は、県の動物愛護センターが保護しています。

また、本市と県では仕事の内容を分けており、本市は啓発の仕事を、県は動

物の管理（飼育）と保護の仕事を行っています。本市には動物を保護する権

限がないため、本市が保護活動をすることは出来ませんが、本市で出来る啓

発活動を引き続き行っていきます。

次に、猫についてですが、現在も市内で多くの野良猫が確認されています

が、先ほどお話ししたとおり、本市が保護活動を行うことはできません。本

市では、地域猫活動を行っていただく市民の方を対象に、飼い主のいない猫

の不妊・去勢手術にかかる費用の一部を負担しています。地域猫活動とは、

地域の方で、お住いになっている地域内にいる飼い主のいない猫を捕まえ、

不妊・去勢手術と耳にカットを入れてさくら猫にした後、その猫が一生涯を

全うするまでその地域でエサやりなどの面倒を見ていただく活動で、飼い主

のいない猫を減らすことを目的としています。

本市では、不幸な動物たちが増えないよう、今後も啓発活動を行っていきま

すので、ご理解、ご協力よろしくお願いします。



宝塚の自然を生かせるアスレチックのような施設を作って、遊ん

でもらい、その後に宝塚の温泉に入ってもらうというような観光

施設を作ってほしい。

市北部にある「宝塚自然の家」では、自然豊かな環境で、つり橋や丸

太渡り、でこぼこタイヤなどのアスレチック遊具を楽しむことができ

ます。利用時間は2021年11月現在、日曜・祝日の10時から15時30分

までで、全長約180m・全15分ほどのコースを無料で利用できます。

冬季期間の12～2月は利用できません。

2022年4月からは、丸太階段や丸太平均台などの遊具が増え、既存の

コースとあわせると、全長約420m・全30～40分ほどのコースに生ま

れ変わり、新たに木・金・土曜にも施設を利用できるようになる予定

です。

宝塚自然の家は、JR武田尾駅からバスで20分ほどのところにあります

ので、保護者の方と一緒に自然の中で思い切り体を動かしてみてくだ

さい。

また、武田尾駅周辺には、美しい渓谷美のほか、枕木や鉄橋、トンネ

ルが残る「旧国鉄福知山線の廃線敷」もあります。トンネル内は真っ

暗なため懐中電灯が必須ですが、年配の方から子どもまで歩けるフ

ラットなコースで、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と季節ごとの変化も

楽しめます。あわせて行ってみるのも良いかもしれません。

体を動かした後には、武田尾駅からほど近い「武田尾温泉」で疲れを

癒したり、電車で宝塚駅まで戻って「宝塚温泉」の日帰り入浴を楽し

むこともできます。阪急宝塚駅前の「宝塚ワシントンホテル」（予約

が必要）のほか、宝来橋を渡ったところにある温浴施設「ナチュール

スパ宝塚」や「ホテル若水」では日帰り入浴も楽しめますので、ぜひ

利用してみてください。



市役所からの手紙は、伝えたい内容が多くてどうしても文字が多くなりが

ちですが、これからも市民のみなさんにとってわかりやすい手紙となるよ

うに、必要な情報を整理したり文章を短くしたりするなど工夫をしていき

ます。

また、提案してくれたゆるキャラについてですが、宝塚市にはゆるキャラ

がいません。しかし、本市の魅力を伝える時には宝塚市観光大使リボンの

騎士「サファイア」が活躍してくれています。見かけた際は、声をかけて

くださいね。

子どもの遊びがへっているから、手塚治虫さんと人

気なアニメのコラボをしてほしい。

全ての学校で制服をスカートとズボンで選べるようにして欲しい。ジェ

ンダー的な問題だけでなく、体温調整機能の観点からも必要であること

を知って欲しい。冬にスカートをはくと足が冷えて体調を崩す。

手塚治虫記念館では、手塚治虫氏に関する著作権を保有している（株）手

塚プロダクションと協力し、「よつばと！」などの人気作品とコラボレー

ションする企画展を実施したことがあります。今後も、人気のあるアニメ

等とのコラボレーションを通じて、手塚作品をはじめとするマンガ文化を

多くの方に楽しんでいただけるよう努めます。

市内各中学校（12校）において、すべての学校で制服は選択制になってい

ます。冬場にスカートを着用することで体調管理が難しいというご意見も

よく理解できますので、必要に応じてズボンを着用することも可能です。

制服ズボンの購入については、通学している学校に購入したい旨を伝えて

ください。

市役所の手紙は字ばっかりなのでもうちょっと簡単にして、み

んなから募集したりした宝塚市のゆるキャラみたいなのをのせ

たらいいと思います。



本市の学校は、建物の大きさや子どもの数が学校ごとに違っているため、

全ての学校に更衣室が設置されているわけではなく、更衣室のない学校で

は、教室を更衣室として活用しています。

今、本市では子どもの数が減ってきており、新しい学校建物を作り、教室

を増やすことが難しい状況にあるため、教室を更衣室として活用すること

に、ご理解とご協力をお願いします。もし、具体的に困っていることがあ

れば、先生や周りの大人に相談してくださいね。

まずは放置自転車に関心をもち、啓発効果を高めるためのご提案をいた

だきありがとうございます。

放置自転車については減少傾向にありますが、歩行者などの安全確保や

きれいなまちづくりのため、継続して対策を進める必要があると考えて

います。

今回いただいたご提案にあるようなすみれなどの花のデザインを啓発に

使用するなど、より効果的な注意喚起の表示のあり方などを検討し、放

置自転車ゼロを目指して取り組んでまいりますので、今後ともご協力を

お願いいたします。

これは私の学校の話なのですが更衣室が教室なのでとても困っています。

どうにかしてください、そのせいでみんなからのヘイトが集まっていま

すどうにかしてください。

見慣れ過ぎて効果があまりみられない注意喚起の標示の一部を緑や花に置き

かえて、やさしい気持ち思いやりの心を育ててみてはどうでしょうか。緑や

花は人を癒し、相手をおもんぱかる心を育てると思うので、試してほしいで

す。

「芍薬、牡丹、百合の花」または「すみれ」や「ダリア」の花を「安全安

心」・「マナー」啓発に育てたり植えてみてはどうでしょうか。地域の人の

ご協力も必要ですが、ご思案ください。



宝塚大橋が前のように素敵な橋に戻ってほしいです。私は宝塚大橋から

阪急電車が見えて宝塚大劇場が見える景色がとても好きです。夏休みの

宿題でふるさとの風景という題で絵を描いたとき宝塚大橋からの景色を

かきました。

でも、いま、宝塚大橋が工事されて彫刻もないし、お花もないし、地面

も普通のアスファルトになってるし、手塚治虫の絵もなくなってるし、

がっかりしています。修理の工事が終わったら前のように戻ると思って

たのに、お母さんに聞いたらそうじゃないみたいとききました。あんな

に宝塚っぽいところを普通の橋にしてしまうのは残念です。花のみちか

らレンガみたいな道を歩いてて橋のところまで来たら突然アスファルト

になってるのはがっかりします。お金がなくてレンガとか石畳にできな

いなら、寄付を集めたらどうでしょう。石畳とかタイル1枚いくらと決め

て。タイルとか割れるから何度も修理しないといけないかもしれないの

で、最初だけじゃなくてずっと寄付を集めてはどうでしょう。宝塚歌劇

が好きな人もたくさんあのあたりにこられると思うので、観光スポット

として大事な場所と思います。あの景色が好きな観光客もいると思うの

で、タイルのすみっこに寄付してくれた人の名前を書いてもらうとかど

こかで私がこの橋の一部を造ってるみたいな気持ちになれるよう、ずっ

と応援してもらえるような仕組みにしたらお金がなくてもきれいな橋を

続けることができるのではないでしょうか。

ご意見いただきました「宝塚大橋」は県道の明石神戸宝塚線という道路であ

り、兵庫県が管理しています。市内にある道路は道路法という法律の中で、

高速自動車国道、国道、県道、市道の4種類に分けられます。県道は2つ以上

の市町村を通る主要な道路などのことを言い、兵庫県が管理しています。道

路を維持管理する「お金」に関しては、国、県、市それぞれに支払われる税

金や利用料によってそれぞれが管理していくことになります。

宝塚大橋は本市を象徴する景観を形成していることなどから、本市にとって

も重要な橋であると認識していますが、県道に関するご意見を正しく伝える

ためには、管理している兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の担当である道

路第2課にご意見をお寄せいただければと思います。



生理用ナプキンの学校トイレへの配置は、忘れた人や急に生理になっ

てしまった人のためにも必要だという考えはよくわかります。現在は

保健室に常備していますが、なかなか取りに行けない現状があること

もよくわかります。

今後、ナプキンのトイレへの配置について、管理面や衛生面での課題

を整理し、できることから進めていきます。

学校のトイレに生理用ナプキンを置いてほしいです。お金がなくて困って

いる人のためだけでなくて、忘れた人、急に生理になってしまいトイレで

気づいた人とかのために置いてほしいです。保健室に取りに行けばもらえ

るけど、少ない休み時間に行くのは難しいです。特に移動教室の時とかそ

んな時間はないです。それで授業に遅れても理由があれば怒られないかも

知れませんが、理由を言うのはいやです。それにもし、ナプキンを買うお

金がない人がいたら何度ももらいに行くのはつらいと思います。何度もも

らいにくるからお家で問題があるとわかるように保健室で渡してると言う

のならそれは違うと思います。お家で問題がある人の中にはそんなこと学

校で気づかれたくないから保健室に取りに行かない人もいると思います。

トイレにトイレットペーパーがあるように、生理用ナプキンがあれば、み

んな安心です。小学校にも中学校にも置いてほしいです。置き方をどうし

たらちゃんと置けるかは生徒同士で話し合って決めたら守れると思います。

すてきな意見をたくさん

ありがとう☆


