
 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市のまちづくりにご意見ください 

 

 

募集期間 ３月１６日（火）まで 
 ※詳しくは募集要領又は右記二次元バーコードへ 

宝塚市のめざすまちの姿を示す 

最も大切な計画です 

 

 

第６次宝塚市総合計画（案） 

パブリック・コメント 

（2021 年度～2030 年度） 



令和３年（2021 年）２月１５日 

宝塚市 企画経営部 政策室 政策推進課  

 

 

 

 

１ 第６次宝塚市総合計画とは 

総合計画は、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するための計画であり、

市民と行政によるまちづくりの方向性を示すものです。また、本市が定める計

画の最上位に位置付けられています。 

第６次宝塚市総合計画（以下「第６次総合計画」といいます。）の計画期間は、

令和３年度（2021 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの１０年間です。 

 

２ 第６次総合計画（案）の審議の経過 

令和元年（2019 年）７月に宝塚市総合計画審議会に諮問し、令和３年（2021

年）１月までに合計１８回の審議が行われました。宝塚市総合計画審議会は知識

経験者、市長が適当と認める者、市内の公共的団体等の代表者、公募による市民

の合計２５人の委員で構成され、委員名簿は、別添のとおりです。 

 

３ 第６次総合計画（案）のポイント 

（１）背景・目的 

 本市の人口は、平成２７年（2015 年）国勢調査で減少に転じ、大きな転換 

点を迎えました。 

人口減少や少子高齢化が進行すると、税収の減少や社会保障関連費用の増 

加が見込まれ、財政状況はより一層厳しさを増していくため、これまでの市 

民サービスの維持が困難となるおそれがあります。また、世界的な動きとな 

っている SDGs（持続可能な開発目標）の取組の広がりや新型コロナウイルス 

感染症の発生など社会情勢は大きく変化しており、こうした動きに対応する 

ため、市民と行政によるまちづくりの方向性を示す計画として、第６次総合 

計画を策定します。 

（２）構成 

  第６次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」・「地域ごとのまちづくり計

画」で構成されています。 

「基本構想」では、市民と行政が共にまちづくりを進めるに当たってのス 

ローガンやまちづくりの視点、めざすまちの姿などを定めています。 

「基本計画」では、特に重点的・分野横断的に取り組む重点方針や各分野 

の施策などを定めています。 

「地域ごとのまちづくり計画」では、「地域
ま ち

の将来像」や「基本目標」を定

めています。 

 

  
第６次宝塚市総合計画（案）に対する意見募集について（募集要領） 



４ 意見募集の目的 

 第６次総合計画策定の趣旨や内容等について、広く公表し、市民の皆様から

の意見を反映するため、意見募集を行います。 

 なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

① 第６次宝塚市総合計画（案）に対する意見募集について（募集要領） 

② 第６次宝塚市総合計画 概要版（案） 

③ 第６次宝塚市総合計画（案） 

※「地域ごとのまちづくり計画」（③第６次宝塚市総合計画（案） P101～122）

は、地域（市内に 20 あるまちづくり協議会）で策定されたものであり、パ

ブリック・コメントの対象外です。 

 

５ 意見の募集期間 

 令和３年（2021 年）２月１５日（月）から３月１６日（火）まで（必着） 

 

６ 第６次総合計画（案）の公表方法について 

①市ホームページ（https://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

トップページから「第６次総合計画 パブコメ」で検索、 

またはページ検索 ID で、「1040794」を入力し検索してください。 

右の二次元バーコードからもご覧いただけます。 

 ②市の窓口 

市役所 政策推進課（３階）・市民相談課（１階）、各サービスセンター・ 

サービスステーション及び各公民館・図書館・人権文化センターで公表し 

ています。  

 

７ 意見の提出方法 

①用紙への記入による提出 

別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入の上、持参・郵送・ファクシミ 

リ・電子メールのいずれかの方法によりご提出ください。 

②電子（インターネット）による提出 

市ホームページのトップページから、「第６次総合計画 パブ 

コメ」で検索したページ、またはページ検索 ID で、「1040794」 

を入力し検索したページから意見提出フォームにアクセスいた 

だけます。右の二次元バーコードからもアクセス可能です。 

 

 【注意事項】 

・別の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用紙」に記載のある 

項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

・意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）

が分かるように記載してください。 

・電話などによる口頭での意見提出はできません。 

 



８ 提出先・問い合わせ先 

宝塚市 企画経営部 政策室 政策推進課 

〒６６５-８６６５  宝塚市東洋町１番１号 

電話番号      ０７９７－７７－２００１ 

ファクシミリ    ０７９７－７２－１４１９ 

電子メールアドレス m-takarazuka0001@city.takarazuka.lg.jp 

 

９ 意見と市の考え方の公表について 

 氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただいた

意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそれの

ある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の考え方

とともに市ホームページで公表するほか、以下の場所で配布します。  

なお、提出いただいた意見に対し、個別回答はしませんのでご了承ください。 

・市役所 政策推進課（３階）・市民相談課（１階） 

・各サービスセンター・サービスステーション 

・各公民館・図書館・人権文化センター 

 

１０ 個人情報等の取扱について 

氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切

使用、提供しません。 

 



 

宝塚市総合計画審議会委員名簿 

(50 ⾳順・敬称略) 

 氏名 所属、役職名など 部会名 

1 飯室 裕文  まちづくり活動経験者 第 2 部会 

2 井上 健太郎 市⺠公募委員 第１部会 

3 今住 悦昌  環境都市宝塚推進市⺠会議 副会⻑ 第 2 部会 

4 岡 絵理⼦  関⻄⼤学 環境都市工学部 建築学科 教授 第１部会 

5 加藤 富三  まちづくり活動経験者 第１部会 

6 喜多河 恭⼦ 宝塚第一小学校区まちづくり協議会 地域交流部会 部会⻑ 第 2 部会 

7 久保 明⼦  宝塚市国際観光協会 会員 第 2 部会 

8 粂田 憲彦  連合兵庫東部地域協議会 宝塚市教職員組合 会員 第 2 部会 

9 古泉 義太郎 宝塚市自治会連合会 理事 第１部会 

10 龍⾒ 奈津⼦ 市⺠公募委員 第 2 部会 

11 ⻄中 優⼦  市⺠公募委員 第１部会 

12 温井 甚佑  株式会社 エフエム宝塚 取締役局⻑ 第 2 部会 

13 橋之爪 鮎⼦ 市⺠公募委員 第１部会 

14 
濱田 格⼦  認定 NPO 法人 ⼦どものみらい尼崎 理事⻑ 

元 姫路⼤学 教育学部 こども未来学科 特任講師 

第１部会 

15 濱田 恵三  流通科学⼤学 人間社会学部 人間社会学科 非常勤講師 第 2 部会 

16 久 隆浩 ◎△ 近畿⼤学 総合社会学部 環境・まちづくり系専攻 教授 第 2 部会 

17 福住 美壽  宝塚市⺠⽣委員・児童委員連合会 会⻑ 第１部会 

18 藤井 達矢  武庫川⼥⼦⼤学 教育学部 教育学科 教授 第 2 部会 

19 藤井 博志 〇△ 関⻄学院⼤学 人間福祉学部 社会福祉学科 教授 第１部会 

20 
藤本 真⾥  兵庫県⽴人と自然の博物館研究員 

兵庫県⽴⼤学 自然・環境科学研究所 准教授 

第 2 部会 

21 松原 孝彦  宝塚市自治会ネットワーク会議 世話役 第１部会 

22 ⾒市 晃  宝塚・防災リーダーの会 監事 第１部会 

23 山村 剛志  株式会社 池田泉州銀⾏ 逆瀬川⽀店⻑ 第 2 部会 

24 山本 信也  宝塚市社会福祉協議会 地域⽀援部 部⻑ 第１部会 

25 矢野 浩臣  宝塚商工会議所 副会頭 第 2 部会 

◎︓会⻑、〇︓会⻑職務代理、△︓部会⻑ 

所属・役職名などは、令和３年（2021 年）１⽉現在 

 

 

別添 


