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第１回西宮市都市計画マスタープラン策定委員会 

 

日時：平成 22 年７月 10 日（土） 

場所：西宮市大学交流センター 

   セミナー室 2 アクタ西宮

東館６Ｆ 

時間：14：00～16：45 

 

○事務局   それでは、定刻になりましたので、ただいまより第１回西宮市都市計

画マスタープラン策定委員会を開催させていただきます。本日は御多忙のところ御出

席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず初めに森田都市局長よりごあいさつ申し上げます。 

○森田都市局長   皆さん、こんにちは。都市局長の森田でございます。 

 開会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 御存じのように、西宮市は５月に河野昌弘新市長を迎えてございます。市長選での

各候補者の違いといいましたら、大きな変革を望むのか、それとも現在までの行政の

手腕を継承するのかというような論点があったというふうに感じております。６月市

議会の中でも新市長の所信表明を受けまして、たくさんの質問が出ました。その大き

な話題といたしまして、文教住宅都市はどこへ行ってしまったのかということを尋ね

られた議員もございました。文教住宅都市はたしか昭和３０年代中ごろに西宮の御前

浜沖合を石油コンビナートのために、大きな埋め立てをしまして、何万トンというタ

ンカーが着くと、そういうふうな石油コンビナートを誘致するのか、それとも文教住

宅都市にするのかというような市長選挙が３０数年前にあったということでございま

す。 

 その中で今現在の、例えば、学校につきましても小学校のほとんどが仮設校舎にな
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ってきてございます。また、保育所の待機児童もどんどん、全国的な兆候でもあるわ

けなんですが、西宮についても待機児童がなかなか解消できない。多子高齢化といい

ますか、子供が非常に多いまちになったと思います。このアクタにはアカチャンホン

ポというお店がございまして、バギーカーを連れられた若い御夫婦等のお姿も多くお

見受けします。 

 そういう中で、本当に開発規制をすべきなのかどうか。人口も４８万２，０００人

を超えて、少しカーブがとまってきたのかなという気はしますが、本当にこの第４次

総合計画で言っております50万人を超えるような都市になっていいのかどうか、そう

いうふうなところも踏まえまして、今までの８回のまちづくり塾、それから８回のワ

ークショップをやっていただきまして、この間の５月２９日に市の局長級がほとんど

出席しまして、皆様方のワークショップの御提案を聞かせていただきました。次の局

長会議の中でもまだ皆様方の発表の余韻が残っていたというふうなことで、副市長か

らも市民参画とはこういう姿ではないかというようなお褒めもいただいてございます。 

 いずれにしましても、西宮の今後１０年間のまちづくりの方向を決める大事な策定

委員会でございます。活発なご議論をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○事務局   ありがとうございました。 

 本日の委員会につきましては、最初の委員会でございますので、現時点で委員長並

びに副委員長は不在でございます。最初の議事といたしまして、委員長、副委員長の

御選出をしていただくことになりますが、それまでの議事進行につきましては、事務

局であります私のほうでさせていただきますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局   ありがとうございます。 

では、委員長が選出されるまで進行させていただきます。申しおくれましたが、景

観まちづくりグループの青山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、まず最初に委員の皆さんの御紹介をさせていただきたいと思っておりま

す。資料でお配りしておりますとおり、委員名簿ということで、順番に御紹介させて

いただきます。 

 まず、近畿大学総合社会学部の久委員です。 

○久委員   久でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   次に、京都市立芸術大学美術学部 藤本委員です。 

○藤本委員   藤本英子です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   次に、武庫川女子大学生活環境学部の三宅委員です。 

○三宅委員   よろしくお願いします。 

○事務局   続きまして、大阪大学工学研究科 松村委員です。 

○松村委員   こんにちは。松村です。よろしくお願いします。 

○事務局   続きまして、関西学院大学都市創造研究センターの松本委員です。 

○松本(清)委員   松本でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   続きまして、兵庫県立福祉のまちづくり研究所の室﨑委員です。 

○室﨑委員   室﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局   続きまして、市民委員の皆様を御紹介させていただきます。まず、ワ

ークショップ１班の水越委員です。 

○水越委員   水越です。よろしくお願いします。 

○事務局   ２班、森下委員です。 

○森下委員   森下です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   ３班、田中委員です。 

○田中委員   田中です。よろしくお願いします。 

○事務局   ４班、大内委員です。 

○大内委員   大内でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   ５班、松本委員です。 
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○松本(康)委員  松本でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   ６班、瀬川委員です。 

○瀬川委員   瀬川です。よろしくお願いします。 

○事務局   以上の皆様でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の議事につきまして、非公開とする議事はないということで、委

員の皆さんよろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局   本日、傍聴希望者はございませんので、このまま進めさせていただき

たいと思います。 

 それでは、本日の議事に入ります。 

 まず最初に、委員長及び副委員長の選出をさせていただきたいと思っております。

お手元の資料に、西宮市都市計画マスタープラン策定委員会設置運営要綱の第４条第

２項に、「委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める」という規定が

ございます。事務局といたしましては、委員長に学識経験者の委員の方からお一人、

副委員長に市民委員の方からお一人と、学識経験者の方からお一人、以上お二人を推

薦していただきたいと思っておりますので、そういう方向で進めたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局   それでは、まず最初に委員長のほうの御選出でございます。学識経験

者の中から立候補、または御推薦ということで、どなたかいらっしゃいますでしょう

か。 

○松村委員   推薦なんですけれども、これまでの経過をよく御存じの久先生がよ

ろしいのではと思います。 

○事務局   ありがとうございます。 

では、今御推薦いただきました久先生に委員長をお願いするということで、皆様、
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いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局   そうしましたら、久先生、委員長をよろしくお願いします。 

 続きまして、副委員長でございます。同じく学識経験者の中からお一人、お願いし

たいと思っておりますので、立候補、または御推薦ございますでしょうか。 

○久委員長   お返しではないんですけれども、松村先生にお願いできたらと思い

ます。 

○事務局   お返しということで、松村先生、副委員長のほうよろしくお願いいた

します。 

○松村副委員長   喜んで。 

○事務局   では、市民委員の副委員長の御推薦ということで、立候補または御推

薦ございますでしょうか。 

○水越委員   森下委員を推薦します。 

○事務局   ありがとうございます。 

では、森下委員にということで御推薦をいただきましたので、森下委員の副委員長

ということで、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局   ありがとうございます。 

 では、委員長に久先生、副委員長に松村先生と２班の森下さんでよろしくお願いい

たします。 

 それでは、委員長、副委員長になられた皆様、一言だけよろしくお願いいたします。 

○久委員長   御推薦でございますので、皆様方の力をいただきながら進めてまい

りたいと思います。ずっと市民の皆さんとはワークショップのお手伝いをさせていた

だきました。きょうもそこからスタートということになりますけれども、できるだけ

皆様方の思いをマスタープランのほうに反映させていきたいと思っていますので、よ
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ろしくお願いします。 

○松村副委員長   副委員長を拝命しました。ほとんど何もできないというふうに

思いますけれども、西宮市の都市計画マスタープランは、非常に有名でしたので、よ

り一層いいものをつくっていきたいというふうに思っています。皆さんと一緒に勉強

しながら、進んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○森下副委員長   副委員長に推薦いただきました森下でございます。実は私は生

まれも育ちも西宮の鳴尾です。地元西宮を愛する一市民といたしまして、尽力したい

と思います。また、実は２００６年の市民参画条例の策定委員もしておりましたので、

ある意味、思い出のある都ですので。皆さん、御協力よろしくお願いいたします。 

○事務局   ありがとうございました。 

それでは、御就任のごあいさつをいただきましたので、これ以降は委員長の久先生

のほうで議事進行のほうをよろしくお願いいたします。 

○久委員長   それでは、きょうはお手元の次第に沿いまして進めるということで

よろしゅうございますね。 

 きょうは、１回目でございますので、さまざまなものを共有しておきたいと思って

おります。 

 まず一番最初ですけれども、この策定委員会のスケジュールについてということで、

御説明のほうよろしくお願いします。 

○事務局   景観まちづくりグループの松浦です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３に沿って説明させていただきます。 

 表側に都市計画マスタープラン全体のスケジュール、裏側にこの策定委員会の詳細

なスケジュールをつけさせていただいております。まず表側の全体スケジュールです

けれども、左側に大きな予定の時期を書かせていただいております。真ん中のところ

に大きな流れを書いているんですけれども、この都市計画マスタープランの見直しに

つきましては、案の策定段階から市民の皆様とつくり上げていくということで、市民
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参画プログラムというのを実施してございます。まずこの市民参画プログラムとしま

しては、２１年９月から１２月にかけまして、まちづくりを学ぶための講演会としま

して、「まちづくり塾」を８回、それから引き続きまして、その塾に参加していただ

いた方から希望者５３名の市民の方と、市の若手職員６名、計５９名の方が６班に分

かれまして、西宮まちづくりワークショップというのを２月から５月にかけて８回に

わたり、実施しております。この中で、市民提言としまして、私たちが目指す暮らし

とまちのビジョンというものをまとめていただきました。 

 このワークショップのビジョンを受けまして、本策定委員会の第１回目を本日迎え

てございます。具体的に都市計画マスタープランの詳細は後で説明させていただきま

すが、このマスタープランで御検討いただいた素案を、２月にパブリックコメントと

いう形で市民の皆様から、幅広く御意見をもらう手続を経まして、３月に都市計画審

議会にお諮りして、マスタープランを決定するというスケジュールを考えてございま

す。 

 裏面に行きます。この策定委員会の予定でございます。委員会の位置づけと都市計

画マスタープラン策定の進め方と都市マスタープランの見直しの考え方、構成の確認、

暮らしとまちのビジョンの報告というふうに分けてございます。大きくは本日の１回

目を含めまして、１回、２回、３回で暮らしとまちのビジョンの検討を行います。そ

の後第４回と５回の前半にかけまして、都市づくりの基本方針、全体構想と呼ばれて

いる部分の検討を行いたいと思っております。その後５回から６回にかけて地域別構

想、７回で推進方策の検討ということで、大枠ここまでで素案をまとめたいと思って

おります。第８回、第９回の日程はまだ決まっておりませんが、１月と３月に予定し

ております。１月は２月のパブリックコメントにかける素案を取りまとめる。そして、

３月はパブリックコメントを受けました後で、委員会としての案をまとめていただき

たいという大枠の流れを考えてございます。 

 以上でございます。 
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○久委員長   ありがとうございます。 

何か御質問等ございますでしょうか。日程の件ですけれども、きのう急遽大学の総

務部から電話があって、１６日の午後に公開講座の担当をしてと言われてしまいまし

た。委員長が欠けたら副委員長ということで、松村先生にお願いしてもいいんですが、

いかがさせていただこうかなと思います。１０月の１６日です。松村先生にお願いし

てもいいですか。それか、日程をずらすか。 

○松村副委員長   私のほうはいいです。 

○久委員長   日程変更なら２３日か、あるいは１６日の午前中でしたら結構です。

いかがさせていただきましょうか。１６日の午前中は御都合の悪い方おられますか。

事務局は１６日でもよろしいですか。 

○事務局   はい。 

○久委員長   私の勝手な都合で申しわけございませんが、１０月１６日は１０時

から１２時ということで、よろしくお願いします。 

○久委員長   それでは、ほかに、何か御質問等ございますか。 

○水越委員   ８回と９回のスケジュールはいつごろ。 

○事務局   本来ここでお決めいただけたら一番助かります。なかなか会場をとる

のが難しくて、早ければ早いほどいいかなと考えております。３回目か４回目ぐらい

にお聞きしようかなと思っておりました。もしここで日程が詰まるようであれば、ち

ょっとお時間いただいて、決めていただけたらなと思います。 

○事務局   ８回の後にパブリックコメント、９回の後に都市計画審議会を控えて

おりますので、できれば各回とも月の前半ぐらいがありがたいと思っております。 

○大内委員   第２週目と決めてしまったらどうですか。 

○瀬川委員   ２週目ぐらいがいいですね。１月８日、２月１２日ぐらいですか。 

○大内委員   ちょっと差し戻して、異議を挟む形ですけれども、今、久先生のお

っしゃった１６日の件は、会場の都合で２時間になりました。本来的には２時間半の
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議論でこの会を進めようという計画を３０分縮めるということはどうでしょうか。常

に大体どんな場合でも議論が始まると時間が足りないというのが、圧倒的ですよね。

だから、論議を充実させるためにも、やっぱり時間を確保することを優先していただ

きたいというふうに思いますけれども。 

○久委員長   ２３日の午後でもいいですが。 

○大内委員   それはお任せします。市民側としては、いつも言い足りないという

印象がありますので。 

○瀬川委員   市役所でもいいんじゃないですかね。 

○事務局   ほかの場所も検討してみます。 

○大内委員   だから、事務局からね。 

○事務局   事務局で調整させていただきます。１０月１６日の件ですね。 

○大内委員   では、事務局から改めて連絡があるというふうに理解してよろしい

ですか。 

○事務局   はい、そうさせていただきます。 

○久委員長   とりあえず１月の８日、３月１２日で行きましょうか。 

○事務局   では、１月８日と３月１２日ですね、よろしくお願いいたします。 

○久委員長   ほかはスケジュールはいかがでしょう。スケジュールだけではなく

て、全体の流れもチェックをしていただいて、よろしゅうございますか。 

○松本（康）委員   すみません。このマスタープランの素案をパブリックコメン

トにかけるところです。現在のマスタープランも結構なボリュームだと思うんですが、

最初は書類の作成が単に進んでいくのかなと思っていました。ちょっとイメージを共

有させていただきたいと思います。 

○久委員長   どうしましょう。次の話題とかなり関係しますね。次、全体像のお

話をしますので。それからまた重ねて議論させていただきましょうか。 

○松本（康）委員   あともう一つ質問なんですけれども、パブリックコメントっ
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て、実際素案を出してから、御意見いただいて、結果をまとめるとは、どういったス

ケジュールなのか、その２カ月の間はどんな感じで進むものなんでしょうか。 

○事務局   パブリックコメントを受け付ける期間が１カ月、その前後の準備など

がございますので、２カ月がぐらい必要にになるのではないかなと感じでおります。 

○久委員長   まだパブリックコメント条例はなかったですかね、西宮は。 

○事務局   参画と協働の推進条例の中にうたっております。 

○久委員長   期間はうたわれていますか。そういう縛りがあるのであれば、それ

を守っていかないといけないので、自動的にそれで期間が決まってきますよね。 

○事務局   ちょっとまたお調べしてお知らせさせていただきます。 

○久委員長   ほかに。よろしゅうございますか。それでは、また全体を通して見

ていただいて、また振り返っていただいても結構かと思いますので。次の話題に移ら

せていただきたいと思います。 

 続きまして、その見直しの考え方と構成についてということでございます。それじ

ゃあ、これまず事務局のほうから説明お願いします。 

○事務局   景観まちづくりの松浦です。 

 次のこの話題につきましては、資料４と資料５というＡ３の２枚で御説明をしたい

と思います。まず資料の４、西宮市都市計画マスタープラン見直しの考え方という資

料でございます。 

 まず、マスタープラン見直しの背景を左側の半分のページに書いてございまして、

右側に状況と考え方という形になってございます。背景なんですけれども、大きく四

つの四角がございます。一番左側の社会潮流と、上の二つが大きなまちづくりに関す

る制度や方針が変わってきたというところです。そして、下のまちづくりの現状とい

うことで、実際のまちづくりは進展してきたというところでございます。それぞれ社

会潮流でいいますと、大きな流れ、人口減少社会の到来であるとか、グローバル化、

情報通信技術の発達などによりまして、まちづくりを取り巻く社会の大きな流れが変
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わってきております。ここには挙げておりませんけれども、経済環境も大きく変わっ

てきてございます。それと、まちづくりに関する制度なども変わってきておりまして、

まず４次総合計画が平成２１年度からスタートしております。それと参画と協働の推

進に関する条例が平成２１年度から全面的に施行をされております。こういう流れが

ございます。 

 また、まちづくりの進展としましては、震災復興事業がほぼ終了したということ。

それと市街地内で個別に発生してきているような問題であるとか課題に対しては、個

別に対応をせざるを得ないような状況になってきているということ。また、地元住民

が中心になり、地区計画やまちづくりのルールづくりなどがどんどん進んできている

という、こういう現状を挙げております。 

 このような背景を受けまして、現行の都市計画マスタープランを見てみると、まず

計画の期間が平成１４年からスタートして１０年間ということで、改定の時期を迎え

てきているということ。それと総合計画など上位計画が変わってきており、これを反

映する必要が出てきていることがございます。 

 それと２番目に、将来像が共有されていないということ。参画と協働のまちづくり

の推進の点から見ると、現行の都市計画マスタープランにつきましては、市民と行政

の共有度が低いのではないか。もっと進めていかなければならないのではないかとい

うようなことも問題であるというふうに考えております。 

 ３番目に都市計画の総合的な指針として、限界があるのではないか。マスタープラ

ンを策定しました平成１４年には、予期していなかったような事象が起こってきてお

りまして、その都度個別に対処せざるを得ないような形になっておるため、対処でき

るマスタープランにする必要があるのではないか。また、事業進捗管理等の仕組みが、

今のマスタープランにはないのではないかなというところで限界があるのではないか

とか。それと４番目に個別のまちづくりとの関係性が希薄ということで、個別地区で

ルールづくりなどがかなり進んできておりますけれども、マスタープラン、住民さん
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にとってもなじみが薄いために、関係性が希薄ではないかというようなことを考えて

おります。 

 このような二つの背景と現行の都市計画マスタープランの状況から考えますと、右

の下の大きな四角、今回のマスタープラン見直しにつきましては、１番目に新たな社

会潮流に対応できる都市づくりの指針となるものにしたいと考えています。 

 ２番目に、市民、行政が共有できる都市づくりの将来像として、都市空間という物

理的なものを、事前確定的、決まったものとして示すのでなくて、こだわりやスタン

スを相互に共有できるようなものにしたいと考えております。 

 ３番目に、取り組みの進行管理、評価ができるものにしたい。 

 ４番目には、地区のまちづくりのガイドラインとなるものにしたいと考えておりま

す。 

 以上が都市計画マスタープラン見直しの考え方です。続きまして、資料５に移りま

す。 

 資料５が、具体的に見直しする新しい都市計画マスタープランの構成を示しており

ます。資料５の裏面です。都市計画マスタープランというものがどういうものになっ

ているかということで、簡単に説明させていただきたいと思います。都市計画マスタ

ープランは、都市計画法１８条２第１項に、「市町村は議会の議決を経て定められた

当該市町村の建設に関する基本構想」、これが総合計画と言われる部分なんですけれ

ども、「並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、これが県がつくっており

ます阪神間の区域マスタープランと言われるものなんですけれども、両方に即して決

めていきなさいということが書かれております。   それと、その４番目、第４項

に「市町村が定める都市計画は、この基本方針に則したものでなければならない」と、

書かれてあります。 

 概略で右側のこの十字の絵が書いてございますが、横に並んでいるのが西宮市の施

策で、総合計画を受けて福祉や教育、環境と並んで、その中に都市計画というものが
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ございます。縦軸に関しては、県がつくる阪神間の区域マスタープラン、これに川西

市や三田や伊丹と合わせて一緒に西宮市もこれに沿って考えていかなければならない。

西宮市の都市計画マスタープランはこの二つには沿っていく必要がございます。それ

を受けまして、前に戻りますと、この二つに則しながら、西宮市の新しいマスタープ

ランはどういう構成にしていくかということで、真ん中のハッチがかかった四角に記

載されています。 

 一番上に暮らしとまちのビジョンと太字で書いています。このビジョンにつきまし

ては、市民参加プログラムで共有していただいた市民のイメージと、右側の行政の上

位関連計画を合わせまして、皆で共有できるようなビジョンとします。これは現行の

都市計画マスタープランにはない部分です。 

 このビジョンを受けまして、都市計画としてどういうふうなまちをつくっていくの

かというのが、基本方針という部分になります。この中では全体構想という部分と地

域別構想という部分に分けて構成されると考えております。全体構想は西宮市全域に

ついての方針、地域別構想というのは西宮市を幾つかの地区に分けて、その地域別の

ガイドラインになるような方針を策定していくというふうに考えております。この基

本方針は、具体的な事業とか内容を記述するということではなくて、これからのまち

づくりの方向を示す羅針盤的なものと考えています。 

 このまちづくりの基本方針を受けて、ハッチの一番下、まちづくりの推進方策とし

て、行政だけでなく、地域住民、ＮＰＯ、事業者など、いろんな立場の人が自主的に

動けるような仕組みも含めて考えていきたい。行政の推進体制であるとか、ＰＤＣＡ、

評価の仕方、取り組み方などもここで書いていきたいと思っております。ここまでが

マスタープランに含まれる部分で、これを受けて、一番下、矢印の下なんですけれど

も、市民主体の取り組みが行われる。また、行政主体の取り組みが行われる。それと

市民と行政が協働して取り組むが行なわれ、まちづくりとして実現されていくという

ふうに思っております。 
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 以上です。 

○久委員長   ありがとうございます。 

ただいま全体像、まずは骨格ですが、お示しをいただきましたけれども、共有する

ために御質問等でも結構ですし、御意見でも結構ですが、何かございますでしょうか。 

○室﨑委員   質問ですが、資料４のところの現行都市計画マスタープランをめぐ

る状況の③のところで、御説明をいただいていました、予期しなかった事象というの

は、例えば、どんなことが起こっているのか、教えていただけませんか。 

○事務局   景観まちづくりの松浦です。 

 まちづくりの現状ということで、左側の下のところの四角で、市街地内で発生した

問題事象への個別対応というふうな書き方をさせていただいておりますが、大規模な

商業施設の建設や高層マンション急激な増加、児童の急激な増加という現象が起こっ

ており、こういうことは、想定できておりませんでした。 

○久委員長   よろしゅうございますか。西宮に限らず、経済動向が変わってくる

と、工場が抜けたり、その跡がマンション開発になり、さらにそこに若年層が入って

くると、学校施設が足らなくなり、こういうようなことが、どんどん派生的に問題が

広がっていきますね。しかし、その経済がどうなるかという予測はなかなか専門家で

も難しいというところがあって、今後もこういうような大きな波がどこでどういう形

をつくるかというのは、ちょっと予測できないところがある。そういうところを今回

は違う形で対応できたらなと思いますが。 

 ほかいかがでしょうか。 

○大内委員   議事進行の件で、これ４時半までの予定ですから、この三つのテー

マが、議題にあるんですが、これ行きつ戻りつでよろしいんでしょうか。 

○久委員長   結構です。 

○大内委員   そうですか。じゃあまた後で出ると思います。 

○久委員長   いかがでしょうか。きょうはさらっと書いていただいていますけれ
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ども、恐らく今までの都市計画マスタープランのつくり方とか内容とは違ったやり方

が出てくるのかなというように思っておりまして、一つは、ちょっと私から補足的な

話をさせていただくと、先ほどからビジョンの共有とか、そういう話がいろいろ出て

きますよね。見直しの考え方の、資料の４の右側の下の②ですね、共有できる都市づ

くりの将来像を示すマスタープランなどがございます。これどういうことかというと、

新しい公共という概念もこの前の鳩山前首相の所信表明演説でもありましたけれども、

行政だけが公、公共を進めていくんじゃなくて、市民とか民間事業所も含めた多様な

主体が動いていくという時代にますます入ってきております。そのときに、従来の都

市計画マスタープランの考え方というのは、行政が都市計画を進めていくときの方向

性を指し示すという部分が多かったのですけれども、新しい公共になってくると、さ

まざまな主体の方々が町を動かしていくということになりますので、その多様な主体

の方々が方向性を共有しておかないとできないということになるわけですね。だから、

余り細かなことを書く以前に、まずその大きなところを共有しておかないといけない

というところがございまして、ですので、きめ細かく書くよりも大きな方向性をしっ

かりと共有しておくというところが、②のところだと思います。 

 実は、先ほどのスケジュールのところで、次回と次々回になりますけれども、第２

回で暮らしとまちのビジョンの検討、それから第３回で暮らしとまちのビジョンの取

りまとめ、都度５時間かけて、この一番骨格の部分をしっかりと押させておきたいな

というのがあります。また、後ほど市民のワークショップの御発表の内容を私たち学

識委員に教えていただくということになるんですけれども、それも踏まえながら、次

回と次々回で、今後１０年間の西宮市の都市計画の方向性、ビジョンを２回かけて議

論をし、しっかりと共有をしておきたい。さらにそこから細かな話が派生をするとい

う手続を今回はとっていきたいなというように思っておりまして、その進め方も、そ

れからその非常に大きなところをしっかりと押さえておきたいという書きぶりも、か

なり前回までとは違うやり方、書きぶり、内容になっていくのかなと、私は思ってお
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りまして、どういう内容になるかというのは、これは事務局も委員長としての私も勝

手にやるべき話ではなくて、皆さんの御意見を聞きながら、内容の詰めも共有しなが

ら進めていきたいというように思っております。というのが、恐らく前回とはかなり

進め方、内容が違ってくるように、なかば期待をしているという言い方をさせていた

だきたいと思います。 

 あと全体のイメージ、いかがでしょうか。 

○瀬川委員   質問ですけれども、この資料４の中に新たな公というんですか、今、

久先生言っていただきましたけれども、ちょっとこの概念がわかりにくいんですけれ

ども、もう少しわかりやすく理解しておきたいというのが一つ。 

 それからもう一つは、このマスタープラン、新しいマスタープランをつくっていく

ということですけれども、私どもの目的は、マスタープランをつくることが目的なの

か、あるいはそのマスタープランに基づいて、新しいまちづくりをいつぐらいにやる

のが、いつぐらいというのが、非常に難しいですけれども、やっぱり自分が生きてい

るときにその第一歩が進んでいるとか、そういうことを見ておきたいんですけれども、

その西宮の１００年後のまちづくりに向けてのマスタープランを今からつくるという

のではないように思うんです。 

 ですから、二つ目の質問は、このマスタープランをつくるのが目的じゃなくて、そ

れに基づいた具体的なまちづくりの動きが、いつぐらいからそのスタートするのかな

というイメージをつかみたいなと思うんですけれども、これはどなたに聞いたらいい

のか、ちょっとわかりませんけれども。 

○久委員長   私のほうから解説させていただきましょうか。後半部分は、先ほど

も私ちらっと申し上げましたけれども、おおむねこのマスタープランというのは、

10 年を想定して動かしていくわけですね。ただ、１０年間だけを考えているわけじ

ゃなくて、やっぱりその３０年後、４０年後を見据えながら、そちらの方向に持って

いくためのこの１０年間を何をすべきかということを書いていくというのがマスター
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プランだと思います。 

 ですので、先ほど申し上げましたビジョンというのを共有をしたいというのが、そ

の進むべき道筋ですね、どちらの方向に行ったらいいのかというところの大筋をまず

共有をしておきたい。これは１０年、１５年でころころ変わるものではなくて、やは

りこの何十年という、その西宮の大きな方向性を指し示すものを共有したい。ついて

は、この１０年間の間に、まず第一歩を示すためには、何をすべきかということをし

っかりと書き込んでおきたい。さらにですけれども、先ほど松浦さんの御説明の中に

もありましたけれども、マスタープランというのはあくまでもマスタープランですの

で、個別のその施策はこれに基づいて進んでいきますので、ここの中で書き込むのじ

ゃなくて、ここに書いてあるその方向性、内容に基づいて１年、１年、その実施計画

の中で具体的な施策が決まっていくということです。 

 ただ、今回のポイントは、その施策の決め方が今まではもうこのマスタープランが

つくられれば、そのつくった我々、あるいは、市民側がその口出しするのがなかなか

難しかったと。行政が粛々とこのマスタープランに基づいて進んでいくということに

なってしまうんですけれども、そうではない仕掛け、仕組みを組み込んでおきたいと

いうのが、先ほどの説明の中にもちらっと出てきた話だと思いますが、その時代に応

じてというか、予測しなかったことに対して対応するということとともに、その一つ

一つの施策を進めていくときに、どういう形でその評価、チェックをしながら進めて

いくかというようなその評価システムですね、進捗管理システムなんかも今回はしっ

かりと皆さんと議論をしてつくり込んでおきたいと。それさえしっかりと回っていけ

ば、いわゆるＰＤＣＡサイクルが回っていけば、一々、一々じゃ怒られますが、ここ

に細かいことを書き込まなくても、しっかりとそのチェックをしながら進んでいける

のではないかというように思っております。 

 だから、そういう意味では、細かいことまで書くのではなくて、大きなところでし

っかりと仕組みを押さえ、ビジョンを押さえていくことによって、細かいところまで



 

－18－ 

 

も影響力を及ぼすような書きぶりにしたいというのが今回のマスタープランの内容で

す。 

 あと新しい公共ですけれども、それは、実は説明を飛ばしてしまったこの資料４の

裏側ですね。これは国の社会資本整備審議会の小委員会が出してきた、今後の都市政

策の方向性です。これは国レベルでも共有していくということですので、これは我が

国の都市政策の方向性を指し示しているものですが、実はここの２ページの右上にも

「課題対応・問題抑制型」ではなくて、これからは「ビジョン実現型」に変えていこ

うというのが、これはもう国土交通省の方針の中にも書き込まれているわけです。先

ほどからビジョン、ビジョンと言っているのは、こういうことなんですね。少しその

ビジョンの内容をこの小委員会の説明を借りて読ませていただきますと、「都市の個

性や実情を踏まえ、シミュレーションや費用便益分析等の手法を活用しながら、実現

手段・プロセスとその後の管理・経営まで視野に入れて策定された都市空間の開発・

管理に関する戦略」、大きな方向性をそのどういう手段を使うか、あるいは、どうい

うそのＰＤＣＡサイクルを回すかということも含めて考えていくのが、ここではビジ

ョンであるというように指し示されています。 

 それの左下ですが、政策転換の視点というところに、「都市の整備・改良に加え、

多様な主体の参加を促し、まちづくりの方針のもと、各主体が質の高い活動を実践で

きるよう、さまざまな取り組みをコーディネートするなど、都市の演出が必要」であ

るというような方向性が書いてあります。 

 ここの中で、多様な主体の参加を促すということがありますけれども、従来は行政

がみずから都市計画を推進していった。都市政策を推進してきたわけですね。それで

町を変えていったわけですけれども、そうではなくて、市民もそして民間事業者も含

めて、多様な主体がかかわり合いながら、生活の質、あるいは都市の質を向上させて

いくという考え方をとろうじゃないかというのが、新しい公共ですね。公共部分とい

うのを、今までは専ら行政が担ってきた。これは従来型の公共に対して、公共的な部
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分を市民も、それから民間事業者もともに担っていこうじゃないかというのが、新し

い公共の考え方です。 

 そうしますと、それぞれの主体が当然その思惑、考え方が違う部分は当然主体が違

いますから出てきますので、そこをどう調整するかというようなところが、今後問わ

れてきますし、その調整をしながら、大きな方向性、ビジョンを共有していくことに

よって、それに従って、それぞれの主体が活動を展開していけば、それが重なって、

ビジョンが実現していくというような展開を想定している。こういうように時代が変

わってきているというようなことでございます。 

○瀬川委員   わかりました。ありがとうございます。 

○大内委員   ちょっと今、瀬川委員の発言を受けて、質問のもう一つの片面のと

ころは、恐らくこのマスタープランの策定された後、公聴会を経て確立するんだと思

いますが、おっしゃっていることを、私も共通に思うことがありますが、私たちの目

の黒いうちに１０年単位でもし何かが起こるとするとしたら、何か実効ある姿が、あ

るいは進行状況が見えるようなことにつながるんだろうかというふうな質問だったよ

うな。というのは、ワークショップでも議論が出て、私のところのグループでもあっ

たと思うんですが、今、乱開発と思えるような状況があるのにもかかわらず、１００

年待てないんじゃないのと、こういう意見がございました。ですから、１０年なら１

０年の中で、何かそう、例えば議会の動きもあるでしょう、それから進捗の管理とい

うことも言われていると思うけれども、そういう仕組みの中で、私どもが生きている

間に、策定したマスタープランがやっぱり実際に動いているんだなという実感が持て

る、何かそういう期待を込めていいのかどうかということかなと思うんです。言いか

えると、そういうことだと思うんですが。 

○久委員長   そのためには、まず課題とかビジョンを共有して、だれがどういう

形で動くことによって効果的、効率的にその課題がよりよい方向に向かうのかという

ようなことを考えていかないといけないと思うんですね。そこは必ずしも、その行政
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だけが動いたら問題が解決するというものでもないわけですから、今回の場合は、後

半部分の話になると思いますけれども、それぞれの主体の役割みたいなものをしっか

り議論をして書き込んでいく必要があるのではないかなというように思います。 

 乱開発の問題なんかも、さまざまなところで出てきておりますけれども、それ法的

限界というか、規制の限界がありますので、そこをどれだけその法で縛ることができ

るのか、法的権限を強くしていくのがいいのかどうかということも、また議論をしな

いといけないと思いますし、さらには、違う方法がとれるのかとれないのかというと

ころも議論をしておかないといけないと思います。 

 具体的に言いますと、きょうたまたま阪急沿線で会議していますけれども、摂津市

にこの３月１５日に摂津市駅という新しい駅ができました。その前にダイヘンの大阪

工場が、あそこが移転をして、工場跡地で開発が起こったんですけれども、５年間ほ

どかけて私も入り込ませていただいて、いわゆるワークショップで、すべての計画の

方向性を決めてまいりました。ＪＳＢという会社が開発したんですけれども、かなり

社会貢献をしてくださる会社で、一つは、典型的なのは、コミュニティプラザという

市民プラザを無償で提供してくださいました。さらには、緑化面積が、緑化率が各敷

地すべて２５％ということで、都市計画に関係している方はわかると思いますけれど

も、４分の１が緑地というのは、相当緑豊かな開発になっていくわけですね。さらに

駐車場は一切地上につくらず、全部地下に回すというような、お金はかかりますけれ

ども、かなり良好な町ができていっているんです。それは、規制をやったわけではな

く、そのＪＳＢという会社の開発方針、姿勢の問題ですね。そこに市民もいろいろ意

見を言わせてもらいながら進めたという企業の方針と、プラス市民参加というその仕

組みが動いたというところで、良好なまちが形成されています。当然そこの仕組みを

バックアップしたのは当然市役所ですけれども、こういう形でうまく、いわゆる三者

が連携をすれば、工場跡地でもいい町ができ上がってくる一つの典型的な事例でござ

いますので、では、この西宮ではどういうやり方がふさわしいのかということをまた
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時間をかけて議論をさせていただければと思っております。 

○大内委員   すると、この委員会でそういう実行プランをチェックできるような

仕組みもつくっていこうという、単に議会の施策に対する、政策に対する議会のチェ

ックだけじゃなくて、私どもの審議に、このグループがいいかどうかは別問題として、

組織委員をつくっていきますと、こういうことになるのか。 

○久委員長   いきますじゃなくて、それはどういう仕組みがいいのかということ

を皆さんと議論をさせていただきたいんですよ。だから、議会にゆだねようというお

答えもあるでしょうし、いや、また別の仕組みをつくろうという御意見もございます

でしょうし。 

○大内委員   仕組みづくりをしましょうという提案もしていくと、こういうこと

ですね。プランとしては。 

○久委員長   そうですね。 

○大内委員   わかりました。 

○久委員長   しましょうということじゃなくて、マスタープランですから、しま

すと書かないといけないので、当然、無理なことは行政は無理ですと言ってくるわけ

です。書いた限りは実効性を担保しないといけませんので、後半部分は多分その行政

とこの委員会のやりとりも頻繁に起こってくるかもしれません。 

○大内委員   だから、これまで地区別にいろいろ歴史的に発展の仕方も違うので、

チェックのかけ方も違っていたと思うんですけれども、それをもう少し全体的な仕組

みにしていくように議論する、こういうことでしょうか。 

○久委員長   だから、それを全体にしたほうがいいのか、個別にやっていくのか

というのを皆さんと一緒に議論して、決めていきたいと。 

○大内委員   核心の部分ですね、一つの。わかりました。 

○久委員長   あといかがでしょうか。きょうはこれ骨格ですので、これが共有で

きてませんと、次に進んだときにまたほころびになってきますので。 
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○藤本委員   一つ確認ですけれども、資料５の下にありますように、最終的には

協働の取り組みということで、市民主体と行政主体という書き方があるんですが、事

業者は市民に入っているというとらえ方でよろしいんでしょうか。 

○事務局   事務局の松浦です。 

ここの書き方では、藤本先生のおっしゃるとおり、市民のところに事業者を含んだ

イメージで事務局としては書いてございます。 

○瀬川委員   その事業者の意見を聞くというか、どんな考え方を持っているかと

いうのを聞くような場面というのはあるわけですか。 

○事務局   事務局の松浦です。 

今のところまだスケジュールは立ててないんですが、事業者の意見を聞く必要があ

るというところでとまっております。 

○瀬川委員   当然住宅づくりとかまちづくりでいきますと、実際やるのはその事

業者が中心ですよね。もちろん行政が認可するというのはありますけれども、だけど、

事業者がどう考えているのかということ、当然事業者は利益が一番大事になってきま

すから、その辺が公共とかなりぶつかる部分がありますよね。私ども市民の代表、私

どもがこういうまちづくりの考え方で言ったとしても、事業者がそれになじまないと

いう場面は多々あると思うんですよね。そういった場面をどんなふうにして、その制

限をかけていくか、制限というか、どういうふうな折り合いをつけていくのか、その

具体的な仕組みというのはどんなふうに考えたらいいんでしょうか。 

○事務局   事務局の青山です。 

先ほど久委員長のほうからありました例ですね、摂津の例。まさによき例だという

ことで、そういった展開が今後任されていくように、やはりこういうマスタープラン

がですね、それに役立つような、いわゆるプロセスを吹き込んだ、こうやって今後は

市の施策も展開するし、事業者にもこういうお願いもするし、市民の方にもこういう

協力をいただくという様な見解を示しておいて、それをいかに役所のセクションで活
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用するかというのが求められてくるかと思っております。具体的にはどういうイメー

ジで今お話しできるというのはないんですけれども、イメージとしてはそういう活動

の仕方を目指していきたいなというふうに考えています。 

○瀬川委員   今のをもう少し具体的にお聞きしますけれども、このマスタープラ

ンができたら、その事業者はこのマスタープランに基づいて事業を執行しなさいと。

事業というか、そのいろんなプランニングを進めなさいと。もし、それに外れた場合

は何か法的な処置になっていくという、こういうことですか。 

○久委員長   そこまで細かなことは書きませんので、そのあたりは次のプロセス

として、どういう法規制をかけていくのかとか、どういう条例をつくっていくのかと

いう話になりますので、ただ大きな方向性として、この西宮は、西宮というか、今回

の６人の皆様のお役目はその市民として事業者にどういうことを求め、どういうよう

な方向性に持っていくのに協力してほしいかということを、ここでしっかりと書き込

んでいただければ、それに基づいて、行政がそれを実現するためのさまざまな方策と

か、仕掛け、仕組みというのを用意していくという順番だと思います。 

○大内委員   ちょっとそれに関して、少し具体的な例で申し上げますと、戸建て

の住宅建設において、建築基準法があって、建ぺい率をいろいろ守らなければならな

い場合がありますよね。そうすると、西宮市の場合、まちづくりの理念の中で、緑地

を保全するような趣旨がうたわれていると思うんですが、それを計画が業者から上が

ってきて、審査というかチェックする場合に、ちょっとそういうことを言うと、それ

は条例に書いてないじゃないですか。何でそこまで我々は守らなければならないんで

すかと、逆襲、トラブルことがある。そうすると、もうそこで黙らざるを得ないと。

そうすると、私たち市民側から見ると、そこでもうちょっと役所としてもっと突っ張

ってほしいなと。しかも外部から来る資本に対して、そんな弱腰で町はどんどん乱開

発になるんじゃないかと、そういうこともありますので、この今の議論の成果が、市

の職員にとっても我が町だということで、支えになるようなものになってほしいなと
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いうふうに思います。 

○久委員長   今は恐らく手だてがないんですね。ですから、事業者はいわゆる後

出しじゃんけんが大嫌いですので、それはちゃんと書いといてくれと。書いてあるも

のに関しては守りますということなので、その書いておくというのが非常に重要です

ね。書けないのは、書けない理由が今あるはずですので、そのあたりを本当に本音を

出し合って、どうすれば実効性の高いものにしていけるかいう議論をまた、そういう

話題が出てきたときにはさせていただくかなというふうに思います。 

○大内委員   公法が後からついてくるというのは、世の常でしょうがないところ

はあると思うんですね。そこを逆手にとって、やっぱりやってくるような業者につい

ては、やっぱり行政として強い姿勢で臨んでほしいというのが、常々の思いなんです

よね。 

○久委員長   逆に考えますと、行政が余り強権を発動するということは、開発に

限らずほかのところにも影響を及ぼしてくるということですよね。 

○大内委員   バランスの問題はあると思いますけれども。 

○久委員長   ですので、そのあたりはやはり行政職員とすれば、やっぱり法に基

づいてやらないと、法を逸脱してまでも権力を振りかざしてくるというのは、やっぱ

りその社会上まずいと思いますので、だから、この場合は強権発動をする、この場合

は強権発動しないというのがなかなか恣意的になって、非常に難しくなりますので、

ですので、先ほどから申し上げますように、きちんとした手続、あるいは条例が一番

法律ですのでいいんですが、そこまできちんと固められるような形で私たちもいろい

ろ意見とか知恵を出していければなと思うんですけれども。 

○事務局   都市計画部長の長岡でございますけれども、今の大内委員さんの御意

見というのは、割と具体的な事例に踏み込んだ御意見だと思います。開発行政をめぐ

っていろんなトラブルというか、調停めいたものは、マンション開発に伴って多く事

例があるんですけれども、都市計画マスタープランの範疇では、いわゆるまちづくり
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の方向性を見出していくというのが大きな目的だと思うんです。それで、表現の方法

は個別具体のところまでなかなか言及しにくいと。だから、こういうまちづくりの方

向性に対して、定性的な表現という範疇がなかなか脱し得ないと思いますので、個別

具体のそういう開発行政に係る、いわゆる一戸建て住宅の面積の問題とか、マンショ

ンの階層、高さの問題とかですね、いろいろな問題に対してどういうふうに対処する

かということに関しては、個別計画とかまちづくり条例とか要綱、こういった部類で

新しいその条例を制定する際には、いわゆる関係する業者さん等の御意見も十分お聞

きしながら、歩み寄れる範囲内で決定していきますし、なかなか双方の意見がござい

ますので、その辺の数値的な基準の盛り込み方は、その辺の段階で、どのくらい踏み

込みができるかということになっていると思いますので、都市計画マスタープラン、

もうちょっとその全体のまちづくりの方向性を記入していくと。 

○大内委員   ですから、各論を論じているときの支えになるということを、私期

待していると、こういう意見を具体例として申しあげたんですね。 

○久委員長   抽象的に議論をするよりも、個別具体の事象を手がかりに議論をし

て、最終的な書き上げを、大きな方向性を書いておくというようなことになると思い

ます。 

 数年前に松村先生とも一緒に茨木の都市計画マスタープランをつくらせてもらいま

したけれども、茨木は今回の都市計画審議会で市街化区域内のすべての地区に、いわ

ゆる絶対高さ制限をかけました。高度地区というのを使いまして。それはマスタープ

ランの中で都心部の住環境を保全するという１項目を入れたことによって、具体的な

方策としてそれを実現するために高度地区指定で、高さ制限をかけたというようにな

っていきましたので、そういう手続、順番でいけるような形の方向性を示す。つまり、

これ非常に難しい、我々の手腕が問われるんですけれども、大きな方向性を示す言葉

なんだけれども、次のステップが着実にわかるような、そういうその言葉づかいを見

つけて書き込んでいくというのが、非常に重要なことではないかと。 
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○大内委員   一種のリフォームみたいですね。 

○久委員長   ただ、都市計画審議会は大もめでした。高さを抑えるなという立場

の方々と、高さを抑えろという、罵声の浴びせ合いまでいきましたので、その審議会

の中でですね。そう簡単には抑えるということは難しいかと。 

○田中委員   ちなみに、済みません。京都なんかは非常に厳しいじゃないですか。

そういうことはできるということなんですか。 

○久委員長   茨木も厳しくやりましょうと、箕面も厳しくやりました。実は市民

側からも反対意見出ますね。市民がすべて高さが低いほうがいいとは考えてらっしゃ

いませんので。２年間かかりました。箕面も茨木も徹底的に議論をしてもらって。そ

れでもまだ手続上は都市計画審議会の意見書はたくさん出てまいりましたので。 

○森下副委員長   最初ですので、情報を共有したいんですけれども、資料５に書

いております、えんじ色のところにございます、上位関連の総計がございますね。き

ょう実は僕は総計しか持ってきてないんですけれども、この総合計画の中にも当然、

住宅から、いろいろあるんですが、今その住宅マスタープランであるとか、あるいは

緑のマスタープランであるとか、各マスタープランもいろいろ動いているんですけれ

ども、それとこの都市計画マスタープランとの位置関係とですね、それと実はきょう

この後５時から我が２班では報告会を計画していまして、この資料５に書いています

左のところにおけるまちづくりワークショップの、わざわざ２班のコメントまで書い

ている、この辺の意図ですね。つまり逆に言えば、その２班の方々の、私たちの下に

おる、選ばれた僕はたまたま２班の代表ですが、その辺のところをうまくＰＤＣＡが

回っていけるようなことも、ある意味施策的な考えでやってらっしゃるのか、その二

つを確認したいんですけれども。 

○久委員長   ワークショップの内容に対するＰＤＣＡですか。 

○森下副委員長   はい。 

○事務局   そこまでは。ワークショップのＰＤＣＡまで書き込むというのは。 
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○森下副委員長   いやいや、私、とりあえず２班の代表ですので、２班の方々に

対しての。 

○久委員長   私が説明させてもらったほうがいいのかなと思います。ここ破線に

なっていますね。ほか全部実線ですね。ここがみそなんです。この破線がみそなんで

すね。つまり市民参加プログラムは動きました。この西宮まちづくり塾が矢印が出て

いるようになって、これワークショップも含めたところが矢印が出ているんですね。

ここで６班で議論していただいた六つの今キーワードがありますね。それを一つにす

る形でこの暮らしとまちのビジョンに置きかえていきたいというのが、まず一つの目

的ですね。ですので、このワークショップの意見も踏まえ、また行政なりに、我々学

識の意見も踏まえて、この暮らしとまちのビジョンというのに仕立てていくと。ここ

で方向性が、ワークショップからの方向性が入るということになります。それに基づ

いて、マスタープランがあと基本方針とか推進方針に書かれていきます。これはどち

らかというと、行政側がビジョンに基づいて何をするかというのが下側にあるわけで

すね。 

一方で、それじゃあ市民が何をしますかというところがこの破線なんですね。本来

は市民側もマスタープラン的なものをつくり、それに基づいて基本方針、推進方策を

決めていただいて、動いていくというのが対等な関係になりますよね。ところが、そ

こまでやっぱり市民側にお求めするのは難しいだろうということで、これはワークシ

ョップの内容を行政側で受けないといけない部分はこれ右に受けていきますけれども、

市民として動いていただきたい部分はこの破線で、やっていただけませんかという形

での破線だと思うんですね。やりなさい、この右はやりなさい、やりますという実線

ですけれども、下の破線はやっていただけませんか、それじゃあ一緒に重なったら、

さらにこのビジョンが実現していきますよねという矢印なんです。だから、ＰＤＣＡ

回すとすれば、市民側もＰＤＣＡ回していただくというところもあると思います。 

○森下副委員長   実はその根源となったのは、冒頭申し上げたその２００６年の
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市民参画条例策定委員も１００名近くいたんですね。その方々、最終的には１年半ほ

どかけて実は五、六人になった。今回この後も班のメンバーへの説明をするんですけ

れども、そういう方々の意見をうまく取り入れていけるような、僕は代表として進め

ていければなと思いますので。 

○久委員長   私、実は自治基本条例の策定にもいろんなところでお手伝いします

けれども、例えば、今一番その頻度を上げてこういう進捗管理をやっているのは吹田

市なんですけれども、吹田市は月に１回必ずその市民自治推進委員会というのをやっ

ていまして、その自治基本条例が動いているかどうかというのを月一で議論している

んですよ。それをちゃんと保証させたというところがありますね。申しわけないけれ

ども、そこがうまく回っていないがための問題点が出てきていると。ですので、ワー

クショップの内容をＰＤＣＡをするというよりも、先ほど御説明したように、ワーク

ショップの内容で行政がなすべきことというのは右側に移っていきますので、その中

でのＰＤＣＡが回るとですね、ちゃんとチェックができますし、そこに、さっき大内

委員がおっしゃったように、我々が参画をするのか、しないのかというところで、参

画をするようなシステムにしてしまえばいいわけですね。そこを議論して、その知恵

をいただきたいと思うんです。 

○瀬川委員   済みません。森下副委員長おっしゃった言葉の中で、少しちょっと

ひっかかったことがあったんですけれども、確認ですけれども、これ私も市民のグル

ープ代表の一人としておきたいんですけれども、森下さんおっしゃったね、２班の代

表として来ました。２班で決めたことを今後ちゃんと動いていくのが、ＰＤＣＡがち

ゃんと回っていくのかを各グループの皆さんに報告していかないかんとおっしゃった

んですけれども、私どものきょうのこの役割というのは、もちろん今までは六つの班

でいきましたけれども、六つの班を今度は一つだと思うんですよね。私の個人的な感

想で言いますと、発表会でのその各班の発表というのは、それぞれに非常によかった

と思うんです。 



－29－ 

 だから、それをこれから次回、次々回の中でそれぞれグループでやったものを市民

全体のビジョンとしてまとめていくステップがあるかと思うんですよね。だから、そ

れとそのＰＤＣＡを回すというような話だったらわかるんですけれども、ちょっと森

下委員の発言はわかりにくかったんですけれども。 

○田中委員   済みません。今のお話ですとね、このまちづくりワークショップの

この点線で囲んだ、この中を結局今からみんなで話しますよね。それを最終的に一つ

にまとめようというのがこの会じゃないんですか。 

○瀬川委員   そうですね。 

○田中委員   そうですよね。だから、それはそれでいいんじゃないでしょうか。

各自この済んだ後、各班のみんなにメールすることになっていますよね。だから、そ

れはいろんなことで各班の代表で出て来ていますから、その班に連絡することは必要

だと思うんですけれども、それがすべてじゃなしに、この中で一つにまとめるという

ことが基本だと思いましたので。 

○瀬川委員   そこの認識をきちんとしておきたいと。 

○田中委員   それでいいと思いますけれども。 

○瀬川委員   そういうことでいいですね。 

○森下副委員長   と思うんですけれども、はい。 

○水越委員   今の話にちょっと関係するんですけれども、私たち策定委員会の中

で、マスタープランのビジョン、内容とあと進むための方策ですか、その方策そのも

のも考えていきましょうということでいいと思うんですけれども、その場合、特に市

民が取り組むことに振り分けられたものをどうやってやっていくのかというのが、一

番難しいと思うんですね。それもちろん私たちが知恵を出さなきゃいけない部分だと

思うんですけれども、例えば、市民の委員が来ました。話しました。じゃあワークシ

ョップのメンバーに報告しますまではできますけれども、本当にじゃあまちづくりの

このマスタープランを実行しようということになれば、そんなレベルじゃないじゃな
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いですか。じゃあ今、市民って一番組織されてなくて、あるとしたら自治会ですよね。

自治会ってそんなに動いているんですかって。ワークショップやって一番出てきたの

は、自治会って機能してませんよねという話なんです。はっきり言うとですよ。もっ

と言えば、一部の受益者がもう既得権みたいに持っていて、その人たちだけが市民館

とか具体的に言うとですね、使っているとか、そういう話がいっぱいあるわけなので、

じゃあそうじゃなくて、みんなで使えるようにしようよというのが、皆さんの意見だ

ったわけですけれども、そのために行政に支援していただくことというのは、私たち

意見出せるわけなんですけれども、実は本当に市民がどうやっていくのかという、そ

のやり方そのものもこの中で議論をぜひしたいなと思っていて。 

○大内委員   よろしいですか、大内ですけれども、それは私も関心のあるところ

ですけれども、地区別構想というところで論議されていって、やがては実施の段階で

は地区の何かそうしたまた委員会みたいなものを組織して、やっていくという方向性

がそこにあるのかなというふうに思うんですが。 

○水越委員   具体的にはそうかもしれないんですけれども、そもそもどういう、

よく大内委員がおっしゃるシステムです。どういう市民側のシステムをつくるんです

かというのがすごく難しいと。 

○大内委員   だから、また今回の立ち上がりと同じように公募というか、そうい

う形で地区別に、どういう地区を設定するかも大きな問題だと思いますね。学校区で

やるのかとか、いろいろあると思うんですが、それは一応地区別構想の段階で議論さ

れていくのかなというふうには期待はしているんですけれども。 

○久委員長   実はちょっとまた脱線話的になりますけれども、きょう午前中、河

内長野でフォーラムやってきたんですけれども、それは新しい地域自治のシステムを

つくろうということの最初のとっかかりのフォーラムだったんですけれども、枚方か

ら鶴原東のコミュニティ協議会の会長の宮原さんという女性の方に来ていただいて、

枚方はもう 45 の小学校区にすべてコミュニティ協議会ができているんですね。本当
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に大変な思いをされて、旧態依然とした自治会活動の方を乗り越えて、新しい協議会

をつくり、さらにその中からＮＰＯまで、地域のＮＰＯまでつくられた方なんですね。

相当いじめにも遭いましたし、旧組織との長とのぶつかり合いもやってきて、それを

乗り越えてこられた話を聞いたばっかりなんですね。 

 つまり本来は自治会は機能してないんじゃないかというよりも、自治会は地域の問

題ですから、それは地域の方々同士で絶えず正常化をしていただくということをやっ

ていただかないといけないと思うんですが、それを地域の方々同士ということで、あ

るいは大変だということであれば、さまざまな支援を行政側がやっていく必要がある

と思うんですね。そのための仕掛けというのは、当然このまちづくりの推進方策の中

に出てきてしかるべきだと思います。だから、市民主体、市民主体と言うけれども、

私も市民主体のまちづくりをずっと２０年近くお手伝いしましたが、そう簡単に動く

とは、水越委員がおっしゃるように思いません。しかし、我々専門家というか第三者

と言ったほうがいいと思いますが、第三者とか、行政の職員がその地域を変えよう、

地域を正しくしようとされている方にどう応援をしてあげればいいのかというような

システムは、当然必要だと思っていますし、それをやってきていますので、それは当

然ここで書き込むべき話だろうと思いますが、ですよ、都市計画マスタープランでご

ざいますので、地域自治のマスタープランではございませんので、やはり限界があり

ますが、今回の事務局はちょっと逸脱しても、都市計画以外のところに影響を与える

ような、そういう新システムは書き込んでもいいだろうという姿勢を私は持っている

と認識をしておりますので、余りにも逸脱はできませんけれども、ちょっとは風を吹

かせるような形での支援体制というか、支援システムを書き込めたらいいなというの

は思っておりますけれども。 

○大内委員   私も先ほど都市計画の部長さんから少しお小言だったかなと思うん

ですが、こう議論するときに少し具体的な例を出していかないと、抽象的になり過ぎ

てね、結局その総合計画なんかも皆そうだと思いますけれども、だから、市民がわか
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りにくいのであって、こういう形で論議されていけば、一方逸脱して引っ込めと言わ

れるぐらいのほうが、いいんじゃないかなという気はしますので、期待していきたい

と思っています。 

○瀬川委員   今、久委員長おっしゃった都市計画マスタープランの中で、規定と

いうか、その表現できない、それを逸脱するものというのは結構あるかと思うんです

ね。これを補完するためには。それで、むしろそういった周辺のシステムと言います

か、そういったものがあってこそ初めてマスタープランが生きていくかと思うんです。

きょうの森田局長の一番最初の話にもありましたけれども、前回２９日の発表会には

役所の全局長にお越しいただいた。その中でこういった市民参加条例の大変いい事例

の一つだと言っていただいたということは、やっぱりほかの局も含めてといいますか、

西宮市のそれぞれ部局に関連するものがあっても、それを受け入れていただくという

のはおかしいですけれども、そういったところにつながるものも遠慮なく、ここでは

議論したらいいんじゃないかなと。もちろん私どもの議論の中心はその都市計画マス

タープランですけれども、これを補完するためには、そういう例えば、自治のあり方

なんかについても、積極的に提言するというスタンスはいいんじゃないかなと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○久委員長   実は資料の５、松浦さん、時間の関係でさらっと御説明いただいた

んですけれども、資料５の右下に庁内検討委員会いうのがございます。ここは関連す

る課部局の方も入っておられますので、我々の議論はここにいつも返されます。です

ので、例えば、自治振興の方々とか教育委員会の方々とか、こういう方にこういう話

を受けとめてほしいということは、ここできちんとお返しをし、また、向こう側の言

い分もあるでしょうから、こちらにフィードバックするということも含めながら、検

討させていただく体制はとれていると思います。 

○瀬川委員   そうするとこの庁内検討委員会の構成メンバーというか、局はどん

な局なのかというのと、この庁内検討委員会で論議いただいたことをここに、私ども



－33－ 

のこの場にフィードバックもされるというふうに理解していいんでしょうか。今の御

説明は。 

○久委員長   ですね。 

○事務局   事務局です。 

庁内検討委員会、まだ設立しておりません。この会を受けまして、できるだけ早い

時期に設置したいと思っておりますので、できるだけ広い範囲では、声かけをして、

参加していただく予定にしております。 

○瀬川委員   フィードバックしていただくということですね。 

○事務局   そこで、受けましたここの議論であるとかも、久先生おっしゃってい

ただいたような形で議論していって、またお返しすることになると思います。 

○瀬川委員   わかりました。 

○大内委員   こういった取り組みというのは、いろんな日本全国の都市行政の中

で初めてのことだというふうになるんでしょうか。 

○久委員長   松村先生も大変頑張っていただいて、今のところつくっていますし、

私も少なくとも、この学識のメンバーでは頑張っているところではかなりおもしろい

ことをたくさんやっております。 

○瀬川委員   ほかの自治体では既に取り組んでいるということで、その同じよう

なことを。 

○久委員長   はい。もっとすごいことをやっているところもいっぱい最近はござ

いますので。 

○瀬川委員   西宮にとってはこういうふうな取り組みは初めてということになる

わけですかね。 

○事務局   そうですね。西宮には余り今まではなかった。 

○瀬川委員   うまくいくようにしましょう。ぜひ市民と行政が一体になって進む

ようにやっていきましょう。 
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○久委員長   私はどうかわかりませんけれども、今の学識経験者のメンバーがね、

これ多分西宮市の人もほかの市に見せると、これだけの先生よう集まりましたねとい

う先生方です。ですから、それだけ、西宮市も本腰を入れようということのあらわれ

ではないかなと。 

○大内委員   いや、先生方ずっと黙ってらっしゃるので、非常に勘ぐり始めて、

ちょっと冗談ですが。 

○久委員長   最後に一言ずつ聞かせてもらって。 

○藤本委員   皆さん熱心なので、すばらしいなと思って聞いてるんです。 

○瀬川委員   今久委員長がおっしゃったあれで言いますと、やっぱりこうして先

生方集まっていただいた、これから来年３月までの、私ども市民にとったらいいチャ

ンスだと思うんですね。だから、このチャンスを最大限に生かしていきたいなという

思いですよね。よろしくお願いします。終わりじゃないですけれども。 

○久委員長   ほかこの資料４、５で何かございませんか。 

○室﨑委員   済みません。先ほど森下委員の御質問で、私は住宅マスタープラン

の委員にかかわらせていただいておりまして、その関係があるかということなんです

けれども、この住宅マスタープランの委員会は昨年度から動いているんですが、都市

計画のマスタープランも動くということで、その作業部会の議論の中では都市計画マ

スタープランのほうではどういうふうに変わりそうですかという話はしておりますし、

この住宅マスタープランとしても、住宅の建物の中だけではなくて、やっぱりその建

物から一歩出た近隣というところを意識してつくってまして、この都市計画マスター

プランっていうもっと大きなものとその住宅としても、どういう範疇で書いていくか

とか、それがやっぱりつながっていかないといけないなという認識は非常に持ってお

りますので、ここで議論されたことがあそこの中の小さいつぼに落ちていくように、

また今年度の委員会がありますので、そういうところにもまた一つのというか、ばら

ばらのものではなくて、一つの西宮になるようになればいいなと思っておりますので、
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その辺もまたできるだけ関係をちゃんと強くしたいと思います。 

○田中委員   今の話なんですけれども、私も最初はこのマスタープランという意

味を非常にいろいろ考えてみたんですけれども、これは一応なんですけれども、西宮

市の将来のことに対しての本当のマスター、メーンになるプランとして考えてよろし

いでしょうか。 

○久委員長   そうです。 

○田中委員   それと、まだその上に上層機関が幾つかもあるということなんです

か。 

○久委員長   ですから、先ほどの資料の５で御説明しましたように、西宮市全体

の最上位の計画は総合計画、その次にあるのが都市計画マスタープランです。都市計

画分野の一番大きなマスタープラン。その下にまた住宅マスタープランであったり、

緑の基本計画であったりというような、さらに詳細な分野ごとのマスタープランがあ

るということです。 

○田中委員   わかりました。 

○松本（康）委員   例えば、教育とか福祉とか、ちょっと都市計画という部分か

ら離れる部分というのは、都市計画に少々カバーできる、例えば設備面とかいったよ

うな議論は今回のマスタープランにかけて、当然その教育分野、純粋に教育分野の話

については、また別の計画なりプランでカバーしているという、こういう理解でいい

んですか。 

○久委員長   はい、そうですね。生涯学習部分は生涯学習推進計画というマスタ

ープランがありますし。 

○大内委員   あとは各論的になっていくわけですね。 

○久委員長   そうですね。 

○松本（康）委員   今後そういう計画とかプランとバッティングするようなこと

が起こった場合というのは、その辺は市役所側に頼めば調整していただくとか。 
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○久委員長  いや、バッティングしないように総合計画が調整しているはずなんで

す。だから、我々がこの総合計画を逸脱することはできないわけです。 

○事務局   松本委員の補足なんですが、総合計画、これが一番上位の計画になる

んですが、その下にどのような計画がぶら下がっているかというのは、お手元の方で

したら４３ページ以降に、ずらっと並んでおりまして、こんなにあるのかというぐら

いございます。 

 それと室﨑委員の発言の補足なんですが、住宅マスタープランの策定に当たりまし

ては、こちらのまちづくりワークショップで行われた議論のうち、住宅に関する部分

の御意見というのは、住宅マスタープランの担当のほうにもすべて送っておりまして、

こちらのほうで検討はしていただけるという話になってございまして、連携をとって

おるという形になっています。  

○久委員長   あと資料４、よろしいですか。 

○松本（康）委員   今回市民ということで参加させていただいて、非常にありが

たいなと思っているんですけれども、我々市民の団体というか、議員さんというか、

政治という存在もあると思うんですが、このあたり今回マスタープランは、市民参画

で決めていくという中でどんな感じで会議していただけるのかなと、ちょっと教えて

いただきたいです。 

○事務局   事務局の青山です。 

議員さんとの関係といいますか、二つほど流れがあるかなと思うんですが、まず通

常定期的に開かれています市議会のほうに、委員会がございます。建設常任委員会と

いうところで、この取り組みにつきましても報告をさせていただこうと思っています。

既に前回の市議会でも報告をさせていただいています。この７月１０日から策定委員

会が始まるということも含めて、報告させていただいています。 

 それは、この進みぐあいによって適宜報告すべきときに報告する。それともう一つ

は、都市計画審議会というところに最後このマスタープランの諮問と答申をさせてい
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ただくつもりでございますが、そのメンバーさんにも市議会の議員さんが６名入って

おられます。そういうことで、市議会議員さんのほうにも情報提供というふうに考え

ております。 

 以上です。 

○久委員長   ついでにお話をすると、今、御説明いただいたように、審議会も議

会の建設委員会も報告なんですね、手続上は。基本構想は議決事項ですけれども、で

すので、報告させていただいて、御意見をいただいて、またそのフィードバックする

というような手続になるんですが、実は、議会基本条例をつくり始めたところもたく

さん出てきておりますけれども、こういう都市計画マスタープランも議決事項にして

しまおうという動きもあります。つまり自分たちが決めていくんだというようなです

ね、そういう動きもありますけれども、これは条例でさまざま決定できることですの

で、いいんですけれども、とりあえず今のところは報告という形で意見交換はさせて

いただく場面が、先ほど御説明いただいたように２カ所あるということでございます。 

○瀬川委員   その都市計画審議会というのは、構成メンバーはどういうメンバー

になるわけですか。 

○事務局   今、申し上げました市議会議員の方、それと学識経験者の方、それと

公募市民の方で構成しております。 

○瀬川委員   学識経験者の方というのは、きょう。 

○事務局   今現在１９名いらっしゃいます。 

○瀬川委員   きょう出ていらっしゃる学識経験者の方と別なんですか。 

○事務局   別です。 

○瀬川委員   もう既に決まっているわけですね。別の方が決まっているというこ

とですね。 

○事務局   この６月、７月で改選期を迎えまして、７月から新たなメンバーでス

タートを切ろうということで、今来ていただいている学識の委員の方とは別の方で構
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成されています。 

○瀬川委員   市民の公募もこれからあるわけですか。 

○事務局   もう終わりました。 

○瀬川委員   あったわけですか。わかりました。 

○久委員長   あといかがでしょうか。いろいろちょっと時間をかけさせていただ

きましたが、これ共有しておきませんと、先ほども何度も言っておりますように進め

ませんので。大体イメージ等はいただけましたでしょうか。ありがとうございます。 

 それじゃあちょっと時間もいい時間になっておりますので、休憩をとらせていただ

いたほうがいいですかね。ちょうど後ろの時計で３時半ですので、１０分間休憩をさ

せていただいて、１５時４０分から再開をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

（休  憩） 

○久委員長   それでは、再開させていただきたいと思います。 

○事務局   先ほど御質問ございましたパブリックコメントの期間の件でございま

すが、少し先ほど触れて御報告できなかった点でございます。西宮の参画と協働の推

進に関する条例の中で、第６条の中にこういったパブリックコメントの期間として、

公表の日から３０日以上とりなさいということがございますので、先ほど御説明した

日程とおりになるかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○久委員長   ありがとうございます。二つとも１カ月以上は間をあけないといけ

ない。それに事務局の整理が生まれるとどうしても２カ月ぐらいとっておかないとい

けないので。 

 先ほど瀬川委員さんのほうから、都市計画審議会のメンバーはというお話もござい

ましたように、私たちふだん平々凡々と生きていると、法律っていうのはあんまり無

視して生きていますけれども、ちゃんと都市計画審議会のメンバーがだれかというの

も法律に書いておりますし、だけれども、パブリックコメントの日数も恐らく条例に
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書いているはずだと思いましたので、確認をさせていただきました。 

 それでは、再開をさせていただきたいと思います。 

 きょうのもう一つのポイントは、我々学識経験委員がワークショップの皆さんがま

とめていただいた内容を理解し、共有をしておきませんと、次のステップに行けませ

んので、そういう意味で後半部分は、しっかりと聞かせていただいて、共有をさせて

いただきたいなと思っております。 

 それじゃあ、１班からお願いできませんか。よろしくお願いします。 

○水越委員   １班、グリーンの資料になります。よろしくお願いいたします。質

問がありましたら、途中で言っていただいて構いませんので、お願いいたします。 

 １班、まずこちらの最初の表紙なんですけれども、これはくすのきということで、

１班のビジョンを示すものとして設定しております。なぜくすのきかというと、市の

木であるということが一つあるわけですが、ビジョンとしては、我々特に伸びやかで

あるとか、あるいは、くつろぎ、それから自然に囲まれた暮らしというのをまちづく

りのビジョンとしたいということですので、そういうことでこの木を設定しておりま

す。 

 次のページですが、次のスライドですね。私たちはこんな暮らしがしたいというこ

とで、まずしたい暮らしのイメージをまちづくりの前提として、ピックアップしまし

た。これがアトランダムに各メンバーから出たものをキーワードベースで積み上げた

ものです。大きく五つ、安心をベースにして便利で、人と人とがつながり、そしてく

つろぎ、遊ぶ。これは子供、お年寄りが交わりながら、そして近所で気軽に遊べる。

そして自然に囲まれた暮らし。こういう暮らしを我々イメージしております。 

 次、めくっていただいて、「わたしたちは、こんなまちに住みたい！」、これは先ほ

どイメージした暮らしを実現するまちは、じゃあどんなものなのかというと、これは

本当にキーワードだけを触れておりますが、便利・安心・教育が充実した、そして集

い・つながり・くつろぎ・育むことのできる、さらに自然に囲まれたまちということ
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になっております。 

 次のスライドでは、「わたしたちのめざすまちのすがた」を、もう少し具体的にと

いいますか、書いております。まず自然に囲まれた暮らしというところでは、自然公

園や農地、市民農園などの農地などが豊富で、そして今ある海や山、川や森、これを

きれいに保全といいますか、今再生しなければならないということですね。それから、

市民が高い環境意識を持っている。そして、その下「つながる」、そういうところで

は、交流の場が近くにあって、さらに北部と南部、これは特に北部の方から多く出た

意見でしたけれども、北部と南部が分断されて違う市のようになってしまっているの

ではないかということで、もっと北部の資源と南部の資源をつなげていきたい。意識

もつなげていきたいという意味です。次の右側の「安全・安心」といいますのは、こ

れはもちろんベーシックな防犯ということ、防犯や、あるいは道路の安全といったこ

とに加えまして、保育ですとか、学力、さらにいろんな人が住めると。いろんな人と

いうのは、ぼかしておりますけれども、例えば障害のある方であるとか、あとは外国

の方であるとかという、いろんな価値観を持った多様な人が安心して住めるようなま

ちとして、最後に「いきいき」というところでは、例えば、活気ある地域商店街であ

ったり、これは地域商店街に限りませんけれども、活気あるまち、そして地域産業の

育成というのもやはり必要だろうというふうに思いました。この最後の産業の育成と

いうところについては、実は余り具体的にこれだというのが出ませんで、産業の育成

は必要ですよねというところでとまっております。 

 次のページに行きまして、じゃあ我々がイメージするこんな暮らし、こんなまちを

実現するための、私たちが考えた具体的なアイデアということで、幾つかピックアッ

プしております。まず、人が集う・つながる・くつろぐ・はぐくむという部分では、

例えば、お年寄りが見守り、子供が遊べるような公園、そして民間人による学校サポ

ート、さらにビジネスベースでの地産地消、これはビジネスベースというところがみ

そでありまして、なぜかというと、地産地消をしましょうよとかいうのは、どこも言
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っているわけですが、やはりビジネスに乗せていかないと、うまく回らないのではな

いかという、先ほどの自治会ではないですが、システムづくり的な発想であります。

また、山なみ回廊、川なみ回廊というのは、これは先ほどの北部、南部の話で、北部

と南部を自然でつなぐ、そういった発想です。 

 次に、サロン的カフェバー、居酒屋とありますが、これは例えば、イギリスのパブ

のようなところで、例えば、まちづくりの話なども気軽にできるような、そんなとこ

ろがあったらいいなと。また、家庭菜園などの情報を、これは今であればウエブでも

うちょっと共有できないかですね。あるいは、いまいち使われ方がしっくりこない公

民館、市民館については、コーディネーターをきちんと置きましょう。また、シニア

向けのマイクロバスなどもいいのではないかと、こういった意見が出ております。公

民館のコーディネーターについては、一部いるのかもしれませんが、組織的なものと

してやっていきたいということです。 

 次のスライドですが、これは、自然に包まれて暮らすというところを具体的にイメ

ージすると、こういうことですということで、まずは子供が川や海で安心して遊べる

ということ。また、休日にふらっと遊びに行けるような公園や海や山や川や森、これ

は今あるものの保全物して、汚いところは再生する。三つ目に釣った魚を安心して食

べられるというのと、四つ目の森にはムササビ、川には蛍とありますが、この三つ目、

四つ目は自然に包まれてというのを具体的にイメージすると、こういうレベルですよ

ねという話なんです。例えば、ムササビがいる森といったら、私も余り知らなかった

んですけれども、詳しい方に言わせますと、相当深い森だと。大きな木があるところ

だということですし、また、三つ目の釣った魚を安心して食べられるというのは、こ

れは今、浜で釣りしていらっしゃる方が食べないと、あげるよという話から来ていま

す。 

 最後のページで、「けれども、現実は」ということで、若干トーンダウンしていま

すが、今まで我々のビジョンというのを語ってきましたけれども、現実には課題があ
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りますよねと。例えば、自然に関しては、広い森やきれいな川や海というのが十分で

はないと思いますし、集いや交流の場も確保されてはいないもの。特に、世代間のつ

ながりが希薄であるという意見が多かったです。また、安全・安心に関しても歩車分

離であるとか、交通弱者、道路により分断といった問題が出てきていて、これはかな

り先ほどの地域計画にかかわるのかなと思っています。なぜかというと、地域による

差が非常に大きくて、御出身の地域によって言っている話が正反対というような。四

つ目に、「誇らしいまちに」というところでは、住みかえや世代交代がうまくでき、

いきいきとしたまち、さらに南北の隔たりがありますけれども、それは特に北部の方

がおっしゃっていたのは、北部も西宮なんだけれども、余り西宮というふうに南部の

人から思われていないような気がしますと、そういったことではなくて、私たちも西

宮市民という誇りを持ちたいんだということです。最後に教育については、公教育、

これが地域との連携を書いていますけれども、実はこれ非常に課題ではないかと思っ

ていて、冒頭のごあいさつにもございましたけれども、教育が本当に充実しているの

かというと、そうでもないんですね。じゃあどうするんですかということで、その内

容について、これも班では非常に議論が噴出はしましたけれども、解決策は難しいと

いうようなテーマです。 

 最後、「わたしたちは、こんなまちを目指します」ということで、キーワードで、

キャッチフレーズですね。キャッチフレーズですが、これは「ひと・まち・自然がの

びやかにつながる西宮」ということで、地域力を持った人が便利で安全で快適で、さ

らに活気あふれるまちで、豊かな緑と水に囲まれ、自然と親しめ、のびやかにつなが

り、くつろぎ、育む、このくすのきのようなそんな生活ができる西宮というのが、１

班のイメージであります。以上です。 

○久委員長   はい、ありがとうございます。それでは、学識の先生方、何か御質

問ございますか。 

○松本（清）委員   松本でございます。今、私は関学のほうで学生さんと一緒に
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フィールドワークというのをさせていただいておりますけれども、今回の御提案は自

然というのがね、非常にいいんじゃないかなと思って、学生と一緒に川がきクラブと

いうのがありまして、甲子園浜に一緒に行って、貝なんかを掘ってきたんですけれど

も、３０種類ぐらいいろんな生き物がですね、それを地域の専門家の方が子供たち、

それから学生にちゃんと説明してくれると。西宮市というのは、市街地も非常に多い

んですけれども、豊かな自然が、海も山もありますので、川もありますけれども、そ

れを具体的にどう取り込んでいくかと、そういう意味では自然をテーマにしたという

のはいい取り組みじゃないかなと思うんですけれども、その中で、特に自然の中でも

こういうところをとかいう思いとかいうのはあるんでしょうか。 

○水越委員   具体的な場所というか。 

○松本（清）委員   何でもいいですけれども。シンボルとして今くすのきを出さ

れていますけれども。 

○水越委員   特に出てきましたのは、一つはやっぱり海ですね。子供を海で遊ば

せたいんだけれども、今は近くの違う市の海を船に乗って出ますという方がいらっし

ゃったんですね。それが一つは具体的にところですね。あとは北部を利用するんだと

いうときに、じゃあ自然ですかという話は出てきたんですけれども、そこのところは

そんなにどこそこということではなかったですね。班で出たのはまず西宮のその海で

す。今おっしゃったいろんな活動もあるとは思うんですけれども、もうちょっとレベ

ルをアップさせたらいいんじゃないかっていうことです。 

○松本（清）委員   甲山とか。 

○水越委員   そうですね、甲山と六甲山ですよねという話は出たんですけれども、

甲山も六甲山もどちらかというと、何か与えられた物で、私たちが積極的に何もして

ないんじゃないですかという意見があって。だから、もうちょっと保全するようなこ

とをしなきゃいけないんじゃないかというような議論ですね。 

○松本（清）委員   あと２ページの上のほうの図で、自然の中に山・川・海・森
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と、その森がこの木３本の森と、もう一つ杜とあって、印象的に思ったんですが、や

はり神社とか仏閣とか、これも結構、西宮神社とかありますから、そういう何か心の

安らぎにつながるような、そういう何か自然も大切にするというのを打ち出したらお

もしろいかなと、私は十分に思います。 

○久委員長   あの学識の先生方、また後全体で何か一言ずつコメントをいただき

ますので、そういうことも含めて、ちょっと御質問の時間を活用していただきたいと

思います。よろしくお願いします。あとよろしいですか。 

 それじゃあ、ありがとうございました。２班、続いてよろしくお願いします。 

○森下副委員長   それでは２班、森下です。 

 お手元の２班の資料をごらんになっていただく前に、それじゃあちょっとメンバー

の御報告をさせてもらいたいんですが、メンバーの方々、各自地元で非常に活動され

ている方が多く、特に、宮水学園で活動されている方が３名ほどいらっしゃっていて、

役員の方でいらっしゃいました。また、目神山のまちづくりの協議会の会長であった

りとか、あるいは、生涯体育大学に通われているスポーツマンであったりとか、非常

にシルバーの方の中でも非常に地域で活動される方や学生と、西宮市役所の関係の方

も若い方で、非常に年齢層的には僕はちょうど中間管理職で、真ん中に挟まれながら、

いつも会議で、それこの前話ししたのに、また言うのというような話が多々ありなが

ら、何度も何度も振り返りながら、固まった経緯だけ御説明させてもらいたいです。 

 といいますのも、お手元の下に出ています、悩んで悩んで決まったキャッチコピー、

そのキャッチコピー自体も最終回まで決まらずに、持ち越して次の週に、プレラ西宮

の会議室を借りまして、そこにまた寄っていただいて決まったんですが、中にはその

五七五でいけとか、違う話になっていく中で、今もうええやろうと言いながら、やっ

と決まったのが、「世代を超えて学び育み“恵みあふれる”暮らしたいまち みやっ

こタウン」、これは世代を超えて学び、育みというのは、非常にやっぱり西宮を愛す

る方々が多く、三世代住まわれているような、住み続けたい、あるいは住みたい町と
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いうイメージをですね、そして、恵みあふれる、ここの恵みは、実は会議でも非常に

出たんですけれども、自然の恵みであったりとか、あるいは、教育ですね、そういっ

た恵みあふれる。そういった意味を含めたキャッチになっています。そして、西宮ら

しさを出すために、みやっこタウン。ここでまたみやっこタウンをですね、タウンを

片仮名にするか、結果的には片仮名との造語に。 

 その中で、ずっと今まで私たちが話をしていた三つのキーワードといいますか、子

供環境と高齢者環境と生活環境、非常にどこでも紋切り型に出てくる言葉なんですが、

特に、子供を取り巻く環境といたしましては、次の写真が出ているんですが、これは

三宅先生は御存じだと思うんですが、我が鳴尾です。鳴尾というのは、非常に下町風

情がありながら、こういった長屋であったりとか、非常に路地があるんですね。また、

ちょっと私のことも言うんですが、実は鳴尾の公設市場で鳴尾市場っていうのがあり

まして、そこの魚屋のぼんでした。ずっと鳴尾で親しんできた中で、やはり路地で生

活しながら、世代があって、隣のお兄ちゃんにいろんなことを教えてもらったり、あ

るいは、隣の食事のにおいやというような風情あるような、そういった鳴尾の町がで

すね、実はこの写真の右下のところにちょっと小さな開発が出て、こういった住宅も

建て売りで大きな敷地が、こういう形で変わってきて、ずっと悲しいなという話があ

りました。 

 そして、下の写真。これ実は公園です。ちょうど選挙があった休みの日なんですが、

子供がだれも遊びません。これが現状であるんじゃないかと。実際問題、子供が公園

で遊ばなくなった理由、少子化の問題もあるんだけれども、何かあるんじゃないかと、

その中で一つ挙げられるのは、次の５ページの上の禁止事項が多いよねと。あれした

らいけない、これしたらいけないということもありながら、なおかつ高齢者と一緒に

遊べるような公園も少ないねと。そうはいうものの、下のところにあります写真の左

上は、これは浜甲子園の球場です。少年野球がやっているような球場でして、こうい

ったところでは、お父さんもお母さんも子供と一緒に野球をしながら遊んでいると。
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そして、左下のところ、これは浜甲子園の大きな施設があって、あるいは、ららぽー

と甲子園であるとか、ちょうど喫茶店が写っていますけれども、こういった商業施設

の中に遊びにいっているのかなと。つまり公園の中じゃ、なかなか外で遊べる子供が

最近少なくなったねと。 

そして、次のページ、６ページですが、これ実は私も参画させていただいています

西宮の町並み発見隊、これちょうど鳴尾の子供町並み発見隊というグループで、こう

いったメンバーの中で住民と子供と一般市民と参画しながら町探検をする。下の図が、

先ほどあった鳴尾のところですけれども、こういった長屋とかが子供の目から見たら、

非常に不思議がっていたというか、まだこんなところ残っているんだなと。あるいは、

小さい長屋がありながら、こういうところどういう生活をしているのかなとか、マン

ション暮らしの子供が多かったんですよって、発見しました。 

そして７ページの上に書いていますように、今お話ししたような言葉が出ています。

そしてもう一つのキーワード、高齢者の暮らしの環境。これが先ほど申し上げました

ように、８ページの上にございますように、子供と一緒に公園へ行っても、ちょっと

年齢の高い方は何をするか、遊べるようなところは少ないねと。そうなるとやっぱり

子供と一緒に買い物に行くとか、あるいは、最近、買い物の傾向も市場があったとき

の対面販売ではなく、セルフのスーパーがあって、人とのかかわりが、触れ合いがな

くなっていったねと。そうはいうものの、プレラ西宮がありますように、こういった

形で皆さん、おのおの公民館であったりとか、男女共同参画センターで勉強市ながら、

おのおのは非常に活動的な勉強もされています。 

そして９ページにございますように、こちらのアクタでございます中央公民館であ

ったり、右下のところではギャラリーでこういった教室もあったと。その辺のところ

が９ページの下のところにつらつらと言葉で入れております。宮水学園というのも非

常に地域的には遊んで、子供らと一緒に宮水ジュニアですか、そういった子供と一緒

に遊んでいる。 
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そして、生活環境・暮らしの環境、これは先ほど１班でございました自然というと

ころもございまして、これちょうど先ほど松本先生がおっしゃった浜甲子園の、ちょ

うどこのとき気候もよく、潮干狩りされていたんですかね。犬と戯れた写真がありま

した。そして、野鳥、鳥獣保護区になっている野鳥もあります。そして、右上のとこ

ろは、これは武庫川女子大学のところの中等部の浜甲子園のところです。こういった

メタセコイヤですか、並木があったりとか、あるいは右下のところは、これ公民館の

中で、こういったお助け広場、パソコン教室ですね、開いていたり、あるいは、右下

のところでは、見守り隊として、大人が子供の通学路に立って、交通誘導をしている

と。そういった形で子供と大人と老人が接していると。 

そして、私たちにできることを還元しようということで、先ほどの公民館であった

り、自主企画であったりとか、あるいは見守り隊、そういったところをキャッチコピ

ーにしたときには、こういった世代を超えて、学び・育み、恵みあふれる暮らしたい

まち みやっこタウンということで、キャッチコピーは実は、直前にまとまりました。

そして、一人一言ずつということで、これ当日、パソコンを持ち込みまして、その場

で一言ずつ言っていただいた言葉が、つらつらとつづられております。  

以上です。 

○久委員長   ありがとうございます。ちょっと時間が心配なこともありましたの

で、全体まずお聞きしてから、先生方に一言ずつお願いできますか。 

 それじゃあ３班、よろしくお願いします。 

○田中委員   ３班はですね、今、１班、２班とおっしゃったこととずっと内容が

変わりまして、非常に大ざっぱな話になりまして、西宮市、大体人口どのくらいにな

るんだろうなという話から、いろいろ出発しまして、やはり西宮市はどうしたらいい

かということをいろいろ考えたときに、阪急沿線とか、阪神沿線とか、それから国道

２号線、山手幹線、４３号線って、東西の交通は非常に便利がいいと。ところが、南

北については非常に交通の便利がよくないと。交通の便利がよくないということは、
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人の動きが悪いというのと同じことですので、その人の動きをよくするため、南北の

人の動きをよくするためにどうすればいいかということは、そこで山と海を人と緑で

つなごうというふうな話が出まして、現実にその人のつながりはその道路なんですけ

れども、緑のつながりをどうするかと、この緑がつながることによって、人も動くん

じゃないかという話になりまして、現実問題として、その緑をふやすということは、

非常に難しい。 

私、実を言うと、皆さんにはちょっとこの前も言うたんですけれども、昨年発売し

ました西宮の今昔という本、分厚い本がありますけれども、あそこの現代版の写真を

ほとんど私、撮ったんですけれども、その中で、やっぱり西宮の３５０カ所か、実際

には４００カ所ぐらいですね、うろうろ写真を撮って、古い写真と新しい写真と比較

しながら撮っていって、非常に問題やなと思って、この会に参画させていただきまし

たので、実際にですね、今の現在の町を見ますと、その緑が非常に少ないと。なぜ少

ないかといいますと、木というのは、何十年もかかるんですけれども、現実、何々幹

線と言われるところの、西宮市内の道路を見ますと、車道と歩道との境目に電柱がざ

っと並んでいます。その電柱の真下に街路樹を植えているんですね。そうすると街路

樹そのものが、大きくなれないんですよね。ですから、その何かの形で、例えば電線

をずらすとか、それから歩道の真ん中に電柱を立てるわけにはいきませんので、その

辺の位置関係を変えるとかなんかして、町の中からもっともっと緑をふやそうと。そ

うすると何十年かかかるので、今見ますと、５メートルとか７メートルという小さい

木が申しわけ程度にしか埋まっていない。ですから、非常に緑が少なく感じます。こ

れを、メーン道路の街路樹を、木の高さを１０メートル、２０メートルというふうに、

大木になるような形で進めていくことによって、緑の道ができるんじゃないかと。そ

こを自転車で行ったり、歩いたりすることが、もう少し楽しくなるんじゃないかとい

う話が出ました。 

 その具体的な例として、今の２班の方がおっしゃっていました、その甲子園のあた
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りにですね、上に電線のないところは非常に木がでかいですね。ですから、そういう

ふうな形で、もっとその南北をつなぐために、東西に今すぐにどうすることはできま

せんけれども、南北にそういうふうな緑の道をつくっていこうと。そして、山と海と

を結ぼうということを提案しようということになりましたので、非常にその皆さんが

おっしゃったことと違って、私たちは本当に具体的な例なんですけれども、そういう

ことで、細かいことはちょっと書いていただいたら、ケーキがどうのこうのというこ

とは、それは別問題として、そういう話になっておりますので、その辺を実現したい

というふうな、マスターとしてですね、思っております。 

 以上です。 

○久委員長   ありがとうございます。それでは４班、お願いします。 

○大内委員   大内でございます。 

多分資料が一番分厚いかと思いますけれども、これは一番最初のタイトルにありま

すように、「みんなの一歩で百年をつなぐ緑と人の回廊」ということでキャッチコピ

ーをつくってございますけれども、これを議論するときに、背景として西宮って、一

体どういう町だろうと、皆さんと最初に議論しました。まずは、今一部田中委員がお

っしゃられたことと少し矛盾するところがあるかもしれませんけれども、西宮という

ところは、生活の上で交通とか買い物とか、その利便性の高いところであると。じゃ

あその上で何を望むんだと言ったときに、まず歴史的には西宮というところは、街道

の町といいますか、人の通う町であると。歴史的に街道の町だという認識があると。

そうしたら、今これだけ町が新しい人が入ってきて、どうも人のつながりが足りない

なと。そしたら、その人がつなげる、お互いに若きも老いも、子供たちもその親しく

話し、まちづくりに参加できるような文章にするためにはどうしたらいいかというこ

とで、一般的な老人問題とか、教育問題とか、それは各班で共通に恐らく抽出される

と思いますけれども、そういう問題をまちづくりに取り組むときに、一切合切、何が

大切かというと、やっぱり恐らくそれは久先生の策にはまったかと思うんですが、自
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分たちで一体何ができるんだと、その行動の各論を一人一人が何をやったかというこ

とで、一人一人がこうつくった資料が、これだけの厚さになっているということです。 

 結論的に申し上げますと、このみんなの一歩で百年をつなぐ緑と人の回廊というコ

ンセプト自体は、今申し上げましたその歴史性ですね、歴史と文化が息づいている町

なので、その風格あるまちというのをきちっと保ちたいということ。それから２番目

としては、今までも出ていたと思いますけれども、海と山とその自然と暮らす、そし

て、言葉として出ましたのは、樹海に、木の海ですね、樹海に埋まる。ですから、そ

れは街路樹の剪定の仕方とか、街路樹の木の種類ですね、いわゆる木が持っている独

自の姿の美しさもありますでしょうし、そういう部分を生かせるような町にしたいと

いう。それから、集まりたいときに集まれる、つながりたいときにつながる町にした

いと。これは３番目になりますけれども、これは、例えば、実際に貸し農園で農業活

動をして、緑と風景と一体になったような具体的な行動をしていらっしゃる人がおり

まして、そのねらいは、実はマンションでお年寄りの問題があって、実はその園芸テ

ラピー、園芸治療法みたいなものがあったら、そのマンションのお年寄りの、ちょっ

と具体的にはわかりませんが、事故がなくてよかったなと。なかったのではないだろ

うかという思いもあるので、その町なかにそういう気軽に人が集まって、農業体験が

できるような、そして、自然に親しむようなまちづくりにできれば、そういう思いが

出ています。その思いは、恐らく５ページの、名前が出ていますが、これは甲山のと

ころにある民間が経営するマイファームとかいうところで、実際参加してやっていら

っしゃるようなんですが、そういうこと。 

 それから、歴史性を生かすということは、歴史そのものを景観上もそうですが、楽

しむということで、サイクリングをしながら、実際に町の中をいろいろ探検されてい

る、御自身でね、体験されている方があると。そこで気づくことは、せっかくサイク

リングロードがあるんだけれども、途中でぶった切れているとか、それは例えば、武

庫川のサイクリングロードもございますが、例えば、阪神電車から北上していくと、
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仁川を越えて、途中まではあるんだけれども、宝塚へ行くと途端に途切れているとか、

あるいは反対側、伊丹、尼崎まで通じてないなとか、そういう問題を指摘された方も

おりますし、やはりそれから、町の歴史というのをもうちょっと認識が、新しい住民

が少な過ぎるから、それを認識したような形でまちづくりに参加してほしい。そうい

うところ、何が西宮で自慢できるという、自分として自慢できることは何かというこ

とを上げた方が、それが８ページから、文学に関係するところとか、有名人に関係す

る、酒造りに関係するところ、そういったようなことを上げております。 

 それから１２ページは、今の自転車の話ですね。それから、その人々のその触れ合

いということでは、また別の手法でその緑というキーワードがございますが、ここは

多少議論のあるところと思いますけれども、実際に自分がつくった挿穂といいますか、

挿し木といいますか、そういうものを媒体にして、近隣の方々との交流を深めている。

それから、既に先ほど出ましたまちづくり協議会で、建ぺい率を３０％にするという

ことの規制をかけることの力持ちの御仁もございまして、長い間そのまちづくりをす

るためには、時間的に１０年とかかかるので、その一朝一夕にはできないんだけれど

も、そういう過程で地域住民と自分のおうちを提供したり、庭を提供したり、それか

ら、地形もあると思うんですが、そうめん流しとかいうのを御自身でやったりして、

実際的にそういう交流を深めていると。だから、そんなようなことができるような

人々が集えるようなまちづくりをしたいと。それには、その教育環境を利用する。つ

まり学校の施設ですね、例えば、校庭とか建物そのものありますね。そういう空間を

利用させていただくような、お年寄りも集まって、そこで交流できるような。 

それから、緑が深ければ、緑の覆いがあれば、ヒートアイランド対策にもなるだろ

うし、そこにおのずとやはり木が茂っているところには、人が集まりますよね。だか

ら、商店街も木がうるさい、落ち葉がうるさいって刈り込むんじゃなくて、その緑が

あれば、客が少ないんじゃなくて、やっぱりそこへ客が集まってくるでしょうし、と

いうようないろんな身近な具体的な議論も出ました。 
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そういうことで、この資料をまとめ上げて、表題のようなキャッチコピーをつくっ

たという次第でございます。 

以上です。 

○久委員長   ありがとうございます。 

それじゃ、５班。よろしくお願いします。 

○松本（康）委員   ５班ですけれども、黒っぽい背景の資料になっています。１

ページ目に、西宮に住んでいるとほっとするよねという話がまず最初にありまして、

もう一つ目のぽちは多分西宮にお住まいの方なら一回は、毎日感じている方もいらっ

しゃると思うんですけれども、電車で、やっぱり電車が西宮市内入ると、何となくほ

っとした気分になるだろうと。局長の方がその後のコメントでおっしゃってくださっ

たんですけれども、確かに家族も待っているし、いい家も待っているなということで、

そういう意味でほっとする部分もあるんでしょうけれども、やっぱり西宮に帰ってき

たというほっというのもありますよね。そのほっとって、どこから出てきているんで

しょうねということで、いろいろと議論を進めまして、大きなページ番号でいう３ペ

ージ目、２枚目ですね、上のスライドにありますけれども、整理の枠として自宅、そ

れから移動、それから町なかに出て公共の場、市民活動といったようなところで、整

理をいたしまして、ちょっと久先生の御助言もありまして、「えん」という西宮の七

園という、邸宅街にちなみまして、えんという言葉遊びにひっかけて、整理をしたよ

うな次第です。 

 まず自宅に関していいますと、やはり無縁というところが非常に気になるねと。お

年を召した方も多くいらっしゃって、ひとりぼっちにさせない仕組みづくりというの

はぜひやっていくべきだろうと。例えば、市民主体の防災ボランティアなんてことに

興味を持っている方もいらっしゃいました。それから次の移動の話で、大きなページ

番号でいう４ページ目の上なんですけれども、市民の移動に沿った交通手段というこ

となんですが、結構お年を召してから、マイカーを手放して、西宮はこんなに不便な
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町とは思わなかったという御意見が何人もの方からいただきまして、じゃあ、今まで

それって気づかなかったんですかというと、やっぱりそういう環境になかったんです

かね。マイカーも乗れたし、バスも定期で乗れたしというような感じだったんですけ

れども、やっぱりお年を召されてから不便さがわかったということで、そういうこと

であれば、今のうちからその不便なところを認識して、市民の側からも声を上げてい

く。逆に事業者のほうからもお手伝いしていただいて、便利な交通環境っていうのを

整えていく必要があるでしょうというのが一つ結論としてあります。 

 その後は、市民活動とか、市民の交流というところでざっとまとめております。４

ページの下、「艶」というところですけれども、人間性というんですかね、余り最近

の世の中も便利、快適になって、プライバシーとか、いろいろ言う中で、人と当たる

機会が少なくなっているんじゃないかということに対しての対策を考えられないかと

いうようなことで、商店街の活用であるとか、そういう教育施設との連携による交流

の強化といったようなことが上げられています。 

 それから、大きなページ番号でいう５ページの下ですけれども、生活形態が違う人

同士、どんなことで困っているのかというのがわからないねということで、そんな市

民活動とかいう大それたことではなくて、近隣のマンションであるとか、御近所づき

合いということをもう少し活発にしていきたいですよねと。 

 それから、次の６ページ目ですけれども、やはり今までもたくさん御指摘あったよ

うに、緑であるとか、「園」という字を当てているんですけれども、自然と触れ合う

というのは一つできる要素の大きなものであると思いますけれども、最近やっぱりお

年を召した方にしてみると、公園といっても、何か子供が集まる場所みたいなイメー

ジもするし、トイレもベンチも少ないし、街路樹も、さっき大内委員からもありまし

たけれども、何となく物足りないなという印象があって、そういったところに対して、

一つ一つ行政の方と市民のほうも汗を流して、場所をつくっていくというのがやりた

いことですねという意見がありました。 
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 それからあと７ページ目ですけれども、応援ということで、子育て・介護といった

ところについて具体的な御意見ですね、子育て層の交流促進であるとか、育児ボラン

ティア、シルバーセンターの利用時間延長とかいうことで、その身近な環境の中で、

無理せずに子供を育て、介護というんですかね、シルバーライフを楽しんでいけるよ

うな環境をつくりたいということです。 

 それから最後、７ページの下ですけれども、市民活動という中で、これもほかの班

からありましたけれども、公民館の活用であるとか、そういう有志がですね、町のた

めに活動しやすくするような仕組みづくりですね、こういったことをぜひ行政の側か

らも応援していただきたいなということで、最後まとめていますけれども、「宮っ子

の“えん”で育むほっとシティ西宮」というキーワードで後半はまとめさせていただ

きました。 

 以上でございます。 

○久委員長   ありがとうございます。 

それでは６班、よろしくお願いします。 

○瀬川委員   ６班ですけれども、６班でみんなでつくり上げたスローガン、その

下にあります、「みやミズムに西宮まちづくり みんなで開け・拡げるやさしいまち

づくり」ということで、つくってみました。その中身をちょっと御紹介します。 

 次のページ、ちょっと開いていただきまして、２ページですけれども、上の宮水と

はっていうのは、これは省略しまして、２ページ下ですけれども、私たちは「みやミ

ズムとは」と書いていますけれども、みんなで論議しましたのは、その西宮の心意気

といいますか、この町を一言で言うとしたら、どういうことかなということで、宮水

とか、宮っ子とか、いろんな話がありまして、やっぱり宮っていうその言葉は外せな

いなということから、「みやミズム」という言葉をキーワードとして選んできたとい

うことです。 

 それから次のページ、３ページに行きますと、２枚画面がありますけれども、２枚
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セットで御説明しますと、具体的にこのみやミズムで、何をするのかなということで、

まずは、「宮水のような澄み切った心」では、無私の心を持つ地域リーダーを育てる。

それから、「地下水脈のように南北をつなげる心」ではということで、南北のネット

ワークづくり、それから「環境資源を大切にする心」というものは、かけがえのない

ものを守り・育てる市民活動をつくっていきましょう。最後、「市民・産業・行政が

地場を育てる心」ということで、いろんな仕組みづくりが必要かなというふうに考え

ています。 

 ４ページということで、どんなまちにするのかということで、そんなことですけれ

ども、４ページ下に、みんなでという定義それぞれ書いていますけれども、みんなと

いうのは、行政だけに頼るんじゃなくて、自発的にできる提案型にしていきましょう

と。それから、市民から学校など含めて、一緒に汗をかきましょうということ、それ

から、異世代で共感し、協働するということ、これがみんなということで考えていま

す。 

 それから５ページ、開けるということにつきましては、みんなが心を開きまして、

気づき合い、認め合う心を育てるということ。それから、情報公開・共有する。これ

は議会との情報の共有ということも大事かなというふうに話をしています。それから

市民も参加した行政改革、これはまさに今やっていることかと思います。 

それから５ページ下に行きまして、拡げるということはどういうことかということ

ですけれども、いろんなネットワークがありますけれども、具体的にはそこにありま

すような子育てでありますとか、安全・安心、異世代交流、地域の居場所づくり、ボ

ランティアネットワーク等々、いろんなネットワークを結んでいくということが大事

かなというふうに考えています。 

そんなことから、最後６ページになりますけれども、やさしいということはという

ことで、目線は細やかに、気配り、心配りのあるまちにしていきましょうと。動線、

バリアフリーということでやっていきましょうということで、こんなまちにつくりた
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いという思いでまとめました。 

以上でございます。 

○久委員長   ありがとうございます。非常にコンパクトに御協力いただきまして、

ありがとうございました。 

 それでは、先ほど大内委員のほうからも、先生方が黙っていて、ちょっと不気味だ

という話がありましたので、今の感想とか、あるいは今後の期待とか、あるいは最近

ちょっとそれぞれの分野でこんなことがあるよとか、いろいろあると思いますので、

きょうは口火ということで、二、三分しか時間があっておりませんけれども、藤本先

生のほうから、ちょっと一言よければ。 

○藤本委員   皆さん御熱心な議論があったんだろうなということを受けとめさせ

ていただきました。ちょっとキーワードを上げてみましたところ、６班のうち４班ま

でが「つなぐ」という言葉が入っていました。つなぐということをキーワードにいろ

んなものを考えれるかなというふうに思いました。幸いに都市計画は道路でつながっ

たり、鉄道でつながったり、川でつながったり、山でつながったりしますので、そう

いうことを思いました。特に、５班さんは「えん」でつないでおられまして、何かこ

ういうふうに、チームでわかりやすい何か全体がわかりやすいマスタープランになれ

ばいいなということを思った次第です。今後ともよろしくお願いいたします。 

○久委員長   三宅先生、どうぞ。 

○三宅委員   私、きょうのこの場おもしろいなと思ったのが、森下委員とか、松

本委員も、本当にネイティブな鳴尾弁をしゃべってはって、年配の方は結構全国区の

いろんな言葉が本当にこの場というのが、非常にコスモポリタンな、さすが西宮を象

徴しているいろんな地域の言葉が飛び交っているというのが、意外と若い方がネイテ

ィブだというのが、意外と驚いたんですけれども、非常に西宮を本当に象徴している

ような場で、今後が楽しみで、やっぱりキーワードが地域の市民から出る言葉なので、

総合化されている言葉がたくさんあって、ムササビが住むとか、環境だけじゃなしに、
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物だけじゃなしに、常に場とか縁とか、それから人が集まってくるコミュニティとか、

総合的にとらえているということで、それが本当に一番市民の言葉でできるマスター

プランというのに、大いに期待できます。 

 本当に街路樹とか、花が多いって、私、今困っているのが、イチゴの後、最近、ハ

チを飼っているんですね。養蜂をちょっと始めたんですけれども、まあ街路樹と花が

多くあるので、もうみつを集めて、たまってしょうがないんですね。西宮っていうの

は、本当にほっていても、幾らでも財源がぼろぼろ、都市鉱脈って今言われています

けれども、本当にこの緑が多いという市民がつくっている園芸とか、そういうものが

多いという、それも一つの特徴で、遊びながら、本当に環境づくりが楽しめるという

のを、本当に今の言葉の節々にそういうことが出て、緑をふやそうというんじゃなく

て、楽しもうということが、すごくあらわれて、本当に今後楽しみなので、いろいろ

御指導、御意見、楽しみにしております。どうもありがとうございました。 

○久委員長   ありがとうございました。それじゃ、松村先生。 

○松村副委員長   私も非常に楽しく聞かせてもらったんですけれども、あの点線

が実線になるような話が透けて見えてきて、非常に頼もしいなというふうに。ただ、

少しだけほかの市の苦言を申し上げると、今、箕面市のところとちょっとレベルが違

うんですけれども、地域公共交通活性化協議会というのがあって、去年までで、コミ

ュニティバスを走らせるという計画をつくって、システムをつくりました。そのシス

テムもみんながバスに乗ったら便利になる。乗らへんかったら不便になるというよう

なシステムをつくったんですね。それまではええんですが、そこまで市民さんが一生

懸命つくられたんですけれども、さてことしの９月からバスが走るんですけれども、

皆さん乗るつもりなんてさらさらない。その市民部会に参加された方も、いろいろ話

をしてみると、「いや、私は車は乗れますから。」と答えが返ってくる。で、申し上げ

たいのは、このマスタープランというのは、つくっておしまいではないので、つくっ

た後に市民の方々であったり、行政の方々、民間の方々のいろんな活動を活性化する
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ための職場みたいなものですから、そこをやはり肝に銘じておかないと、箕面市のバ

スになるのかなと。あしたですね、箕面市の自治会とかに行って、一生懸命ワークシ

ョップしにいっているんですけれども、そこでももうそんなん知らんかったという話

がほとんどなので、皆さんもぜひ地域だったり、自宅のほうに帰られたら、西宮はこ

ういうことを今始まっているということで、ぜひ宣伝していただけると、だんだんだ

んだん変わっていくんじゃないかなというふうに思います。ぜひ期待しておりますの

で、よろしくお願いします。 

○久委員長   ありがとうございます。 

それじゃ、松本先生。 

○松本（清）委員   先ほど質問をちょっと時間をとらせて、済みませんでした。

私、３０年間西宮に住んでいるということで、学識経験者というか、住民的な目も持

っているような気がしますので、そちら側からの発言があるかもしれませんが、御容

赦いただけたらと思いますが、こういう活発な議論が今後なされて、いいマスタープ

ランがぜひ全国に誇れるですね、マスタープランになっていただいたらと思います。 

○久委員長   ありがとうございます、それじゃ、室﨑先生。 

○室﨑委員   一応皆さんの発表を聞かせていただいて、本当にそのさっきもだれ

か御意見をされていましたが、何かその生活をしている人から出た言葉で、こうなっ

たらいいなというすごい思いが伝わってくるのが、よかったなと思いました。こうい

うことが実際の暮らしでこういうふうに変わるということが、リアリティがあるんだ

ろうなと思うので、そのやっぱりマスタープランにするときに、直接もう少し大きな

思いにまとまっていくのかもしれないですけれども、その中でこの皆さんの一つ一つ

の小さなリアリティみたいなのが残り続けるような形で、何かその一歩一歩がそこに

つながっていくんだなというのが感じられるようなものに、何かつくっていけるよう

に、一緒にさせていただけたらいいなというふうに思いました。ありがとうございま

した。 
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○久委員長   ありがとうございます。それじゃあ、私のほうからも簡単に話をさ

せていただきたいと思いますけれども、先ほどもちらっと言いましたけれども、きょ

うは河内長野で、枚方の菅原東コミュニティ協議会の会長の宮原さんという女性の方

と一緒に話をしてたんですけれども、宮原さん、幾つもいろんなおもしろいことをさ

れているんですけれども、きょうの発表の一つは、自分が会長になったときに、みん

なが嫌々地域の行事をやっていることが多かって、１年たって、役がおりたら、もう

ほっとしていると。どうしてそのみんなそんな感じで嫌々やるんだろうなというのが

残念で、私が会長になってからは、どうせやるんだったら楽しくやろうよということ

で、呼びかけをやって、雰囲気を切りかえてこられた方なんですが、そのときに、こ

こもニュータウンで、３０年、４０年たってくると、だんだん高齢化が進んできて、

やっぱり高齢者に対するお世話をいろんな形でしないといけないというところで動き

出したんですけれども、今一番おもしろいのは、空き店舗を活用して、毎日あけてい

らっしゃって、だれでもふらっと来れるような、ぶらっとホームという名前をつけて

いるんですけれども、そういうところをつくってらっしゃいます。 

 この宮原さんが、もう一つおっしゃったのは、こうやってぶらっとホームをつくり

たいという思いを持って、目的を持って動き出すと、いろんなものが勝手に回り出し

てきたとおっしゃるんですね。例えば、その集まる場所をつくりたいと思ったときに、

場所がない。そうしたところ、今までは広報を見てても、ごみ出しとか、自分に利益

のあることしか見てなかったものが、ある日、広報を見ていると、空き店舗対策事業

というのが目に入ってきた。恐らく地域の拠点をつくろうと思ってないときは、広報

のそういう情報を見落としてたんだろうと。つまり自分がこんなことをやりたいと思

ったからこそ、広報が光って見えたということなんですよね。だから、やりたいとい

う思いがあって、動き始めると、情報も勝手に入ってくるというようなことをおっし

ゃってまして、お金に困っていたら、こんな補助金があるとか、あるいは、地域の人

でもお金をカンパしましょうかという人があらわれるというような形で、何かその思
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いがあって、思いだけではだめで、動き始めると、何かどんどんどんどん情報が集ま

ってくる、支援者が集まってくるという形で回り始めたとおっしゃっていました。 

 ついては、先ほどの松村先生の逆なんですが、ここもコミバスを走らせてくれって

言って、三、四人言ってきたんですけれども、いや、そんなん採算取れませんと、ず

っと言われてきて、枚方市は動かなかったんですね。松村先生も入っていらっしゃる

と思うけれども、それでどうしたかというと、もうこんなんらち明かんということに

なって、去年からここＮＰＯをつくってらっしゃいますので、ＮＰＯで自分たち移送

サービスをしちゃおうということで、ＮＰＯ事業としてやられています。地域の方々

はそれぞれ例えば、福祉委員会とか、小さなところでは個別に見守り活動とかいろい

ろ、移送のお手伝いとかやってらっしゃったんですけれども、それを一元化をして、

ＮＰＯの事業として動き出そうというようなことで、去年から実際に動いてらっしゃ

います。 

 きょう河内長野のフォーラムでそれを発表したら、さすがやっぱり男性と女性は違

うかなと思ったのは、河内長野で動かそうとされている方ですけれども、私らも同じ

ことを考えているんやと、でも、事故が起こったらどうするかとか、こういう課題が

出てきたらどうするかと思ったら、なかなか一歩が出ないんです。どうされたんです

かという話をされたところ、宮原さんは、「いや、つべこべ言っていても動けないで

しょう。まずは動いてみてから、考えたほうが早いんじゃないんですか」っていうお

答えが返ってきましたので、そういう意味では、非常に動いていらっしゃって、非常

におもしろい試みをやっておられますので、また、ここの派生のところから何かいろ

いろ小さな試みでもいいから、動き出すというところが非常に重要だなと思います。 

 私いつも自分の心の中でも考えていることがあるのは、こういうものをするときに、

大きな夢と小さな成功体験と両方要るのかなと、いつも思っているんですね。その小

さなことばかりやっていると、なかなか本当にそれが積み重なって、大きなものにな

るかという保証がないので、大きな夢とか大きな方向性は共有しておかないといけな
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いけれども、でも、その大きなものを動かすというのは大変なので、これ５年、１０

年たってくると、やっているほうも大変になってくるので、その大きな夢を小さな何

かから動かし始めていくというのが要るのかなと思いますので、そんなところで、大

きな夢はこっちで書かせていただきますので、また小さな成功体験もワークショップ

のメンバーさんを中心に、何か一つ一つ、何か確実に出てきたら、ここの中にまた位

置づけをしっかりと入れていくのが重要じゃないかなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 ということで、１回目、何とか共有というところまで来たのではないかなと思って

おりますけれども、何か言い忘れたことございますでしょうか。よろしゅうございま

すか。 

○瀬川委員   済みません。松村先生のほうで最後に言っていただいた、こういっ

た活動の地域に持って帰って、宣伝してほしいとおっしゃいましたけれども、地域と

いうのは、自分とこのワークショップのグループには当然話しますけれども、本当は

その地元地域、地元へ宣伝できるというのは非常に大事だと思うんですけれども、な

かなか難しいですよね。だから、それが例えば、自治会のもちろん役員も入っていま

せんけれども、役員に入ったとしても、役員だけの活動もありますし、市民全体にそ

のいろんなこういった活動を徹底する場というのが、市の広報とか、あるいは宮っ子

という本がありますけれども、なかなかそれを読む人、読まない人ってありますので、

市民全体を巻き込むというのは非常に難しいですけれども、それは何かこれからの課

題ですよね。何かいい事例があったら、また教えていただけると思うんですけれども。 

○松村副委員長   とりあえず周りの人に言ってみる。そっからやと思うんですが、

やっぱり意識のある人だと、広報とか、本当に読んでほしい人は読まないので、まず

はそういうところから、まず家族からという。 

○瀬川委員   そういうことですね。 

○松村副委員長   そういうところから始めてみる。 
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○瀬川委員   ありがとうございました。 

○藤本委員   余り深く考えられないように。お友達で一生懸命しゃべってられる

だけで、周りに伝わったりしますし、ちょっと一つ気になったのが、先ほど自治会の

話をされていましたけれども、この西宮市でどういう市民活動の形態がいいかという

のは、同時に考えていかれてもいいのかなというふうに思いました。やっぱり地域に

よって自治会がいい場合と、そうじゃなくて協議会がいい場合もいろいろありますの

で。 

○瀬川委員   そうですね。 

○大内委員   ちょっと言い足りなかったのを、今思い出したのですが、何が言い

たいのか、話をしているうちに忘れちゃった。グループの中に、戸建て住宅で高級住

宅街で、私、具体的に場所知りませんが、１５軒あった家がだんだんお年寄りが亡く

なってきて、５軒ぐらい空き家になっていると。寂しくてしょうがないんだと。今ま

で集まっていろいろ町なかでベンチに座ってて遊んでいた人が一人抜けてしまって、

御自身の問題もあるけれども、地域が幽霊化まではいかないにしても、ちょっと一部

話題共通するところがありますが、その空き店舗じゃなくて、空き家を使ったその地

域のコミュニティの場所みたいな、何かそういう制度みたいなものをつくってくれた

らいいんじゃないかなという意見がかなり、何度かそういう発言ございました。添え

ます。ありがとうございました。 

○久委員長   ありがとうございます。 

○事務局   手短に日程の件で発言をさせていただきます。次回が７月３１日、月

末土曜日、同じく時間が２時から４時半を予定しております。ただし、場所が市役所

の東館８０１、８０２会議室ですので、御注意よろしくお願いします。それと先ほど

日程変更になりました１０月１６日の土曜日、午前中の日程になりましたが、この部

屋で手配できましたので、場所はここで、時間帯を１０時から１２時半、昼からもと

れていますので、１２時半ぐらいまでは確保できると思います。それと、新たにきょ
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う日程をお決めいただきました第８回目の１月８日、及び３月１２日、ともにこの部

屋が昼から手配できましたので、決まりました日程につきましては、改めて御通知さ

せていただきます。情報だけ本日伝えておきます。よろしくお願いします。 

○久委員長   ありがとうございます。あと言い忘れたこと。これ言わないと寝れ

ないという話しはございませんでしょうか。 

○瀬川委員   あります。済みません。いや、久先生が最後におっしゃっていただ

いた、このマスタープランづくりの中で、大きな夢とその小さな成功体験、これが必

要ですねとおっしゃっていただいた、この言葉が非常に気に入ったというか、感動し

ているんですけれども、この進め方自身も、やっぱりほかの自治体の経過、先生方お

持ちですので、そういったこともいろいろ勉強させてもらいながら、やっぱり西宮独

自の新たな全国に自慢できると、まだいかないにしても、一つでも二つでも、成功事

例の積み上げになるように、ぜひリードしていただければと思います。私も多分、皆

さんはそんな気持ちでいらっしゃると思います。済みません。 

○久委員長   ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。それじゃあ１

５分回ってしまいましたけれども、以上でさせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。                                                                       

 

（終  了） 


