「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

平成２５年８月１４日から平成２５年９月１３日までの期間で実施しました意見提出手続（パブリックコメント手続）に基づく意見募集について、お寄せ
いただいた意見の概要とそれに対する市の考え方を取りまとめました。

意見提出者：

意見件数

：

２５名
（内訳）男性１８名 女性：５名 団体：２件
２０歳代：１名 ４０歳代：４名 ５０歳代：２名

６０歳代：５名

７０歳代：６名

８０歳代：４名

不明：３名

８９件
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Ａ 財政フレームについて
番号
ご意見の概要
政府の公表した「慎重シナリオ」を採用したことは評価します。政府・日銀
の思惑通りの成長シナリオをベースにすることは、民間系シンクタンクの想
定を見る限り、不確定要素があまりにも多すぎ、そのまま採用することには
疑念を持っております。
なお、参考資料で付記されている平成30年度までの収支フレームに関
しては、24年度決算見込み及び25年度の見込みの収支額がマイナスであ
1
るにも関わらず、26年度以降には大幅なプラスを見込まれている論理的
根拠はどこに示されているのでしょうか?たとえば、兵庫県の新行革プラン
でも、楽観的なシナリオは描かれておらず、平成30年度においても収支不
足額がでております。兵庫県なら困難で、西宮市ならなぜ可能なのか、明
確な論拠の開示を期待します。

2

添付されている資料では、市税及び地方交付税も当初計画どおりの伸
びは困難と予測されています。
今般の政府の概算要求基準及び中期財政計画においても、「地方財
政は25年度並み」といいながら、実質的に今後２〜３年、本当に25年度の
基準が確保されるか微妙です。さらに、今回特例措置として「要請」された
国並みの給与削減の今後の取扱いについても、明確には示されておりま
せん。そうした義務的経費等の変動を見越したうえでの財政フレームなの
か、明確に触れられてお りません。これらは、今後の調整過程において議
論のあることかと思いますが、明確な論拠を示されることを期待します。
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件数

1

1

市の考え方
今回、提示させていただいている財政フレームは、後期計画期間（平成
26〜30年度）における収支状況と、この中で取り組むことができる投資的
事業等の充当可能財源を確認するものです。
すなわち、26年度以降については、投資的経費（現年度分）を除いた収
支としており、この収支差で投資的事業等の計画を立てるものです。
26〜30年度の収支から生じる投資的事業等充当可能財源を、769億円
から392億円に見直し、この中で、後期事業306億円（一般財源）に取り組
む計画としています。

財政フレームの作成にあたっては、制度改正等で予測が困難なものに
ついては、現行の制度や基準が維持されるものとして試算しています。
なお、地方交付税の減額を給与削減の手段として用いる今回の手法は
適切でないとの考えを、全国市長会等を通じて主張しているところです
が、いずれにしましても今年度限りの特例措置とされていますので、今後
の財政フレームには影響がないものとして試算しています。
ただし、人件費の試算において、今後、職員数について業務量とのバラ
ンスを見極めながら見直しに努め、給与水準の適正化についても引き続
き取組みを進めることによる効果見込み額を一定反映させています。
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3

前市長の山田市長当時に作成された総合計画は、文面上のように進め
られていれば非常に良く出来ていると言い得ます。
然し、財政的な面から見れば、現実は市民病院の移転も含めて財源捻
出には相当の無理が生じているのではありませんか。

1

財政的な面については、財政フレームにおいて試算し公表しており、現
在の基金残高を活用しながらも、平成30年度末に一定の基金残高を残す
など、無理のない範囲での事業計画としています。

3
Ｂ アサヒビール跡地関係について
番号
ご意見の概要
第４ 都市空間整備の基本的な方向 見直し案 ２ 都市構造の設定
（１）都市核・地域核等
「さらに、アサヒビール西宮工場跡地周辺地域を新たな都市拠点とし、周
辺の都市核や地域核と連携する新たなゾーン（ダイヤモンドゾーン）の形
成を図り、本市の都心部における都市機能の強化に努めます。」を削除し
てください。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。
4

5

件数

1

No.9 スポーツ・レクリエーション施設の充実
「市民ニーズを把握し、公民の役割分担を踏まえ、市民が快適で安全にス
ポーツ・レクリエーションに親しめるよう、市内体育施設の整備と適切な維
持管理に努めます。新中央体育館と新陸上競技場については、市民要望
を的確に捉えて、中核市にふさわしい施設整備の検討を進めることとし、
新中央体育館については、アサヒビール西宮工場跡地での整備に向け、
取り組みます。」の二重下線部分を削除してください。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。
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1

市の考え方
南部市街地の中心部に位置し、10ｈａもの広大な工場跡地における土地
利用転換は、今後の本市のまちづくりに甚大な影響を及ぼすことから、市
としても時機を逸することなく、適切に対応することが必要であると考えて
います。
このたびの基本計画総論の見直しは、平成21年度を初年度とする第４
次総合計画策定以降に生じた、こうした新たな行政課題への対応として、
アサヒビール西宮工場跡地における大規模土地利用転換にあたっての市
の方針を都市構造の設定において位置づけることとしたものです。
具体的には、商業・業務、芸術文化、行政機能等、多様な都市機能が
集積し、本市の２大都市核を形成している阪急西宮北口駅周辺及び阪神
西宮・ＪＲ西宮駅周辺と、古くから界隈性と賑わいの拠点である今津駅周
辺の地域核、また、これらに近接し、今後、医療、スポーツ・レクリェーショ
ン、防災機能等を併せ持つ、新たな都市拠点の形成を目指すアサヒビー
ル西宮工場跡地とその周辺地域を結んだゾーンをダイアモンドゾーンとし
て位置づけ、長期的な取組みのもと、各拠点がそれぞれの特徴を活かし
ながら連携し、全体として都市機能を高めていくことを目指すとした方針の
もと見直し案を策定したものであり、原案どおり取り組んでいきたいと考え
ています。
なお、13、14の回答も参照してください。
現在の中央体育館は、昭和40年竣工から50年近くが経過し施設の老朽
化などの課題に直面しており、その整備・拡充は長年の懸案課題でありま
した。同工場跡地への移転により、それらが解決されるとともに、利用率が
高い現・体育館の使用を継続しながら建替えが可能であること、公共交通
の利便性や他の公共施設との機能連携なども考慮し、移転整備が望まし
いと考えています。
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No.20 医療サービスの充実 見直し案【主要な施策展開】
（３）市立中央病院の充実
「「西宮市新病院基本構想」に基づき、経営の健全化、経営形態の変更
（地方公営企業法の一部適用から全部適用への変更）及びアサヒビール
西宮工場跡地への移転新築について、具体的な取り組みを実施します。
移転後の新病院においては、（中略）、地域の医療機関との連携を一層強
化し、地域医療に貢献します。」の二重下線部分を削除してください。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。
現市立中央病院の経営健全化が達成できてから、新病院が本当に必要
かどうか、その財力が西宮市にあるのかどうか考えてください。どうしてもア
サヒビール跡地を購入したいのであれば、税金からではなく、市長以下西
宮市職員の皆さんの給与から約70億円を捻出して費用をまかなってくださ
い。
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1

現在の中央病院の建物は、昭和50年の竣工以来38年が経過しており、
老朽化していることや阪神・淡路大震災による影響で耐震化が必要な状
況となっていますが、現病院での診療を継続しながら新病院の整備が可
能であること、また交通アクセスなど医療環境の改善効果が大きいことや
施設整備後の他の公共施設との機能連携なども考慮してアサヒビール西
宮工場跡地へ移転することとしたものです。
移転整備に当たっては、現病院における経営の健全化は不可欠であ
り、現在、収益の向上と人件費を含めた費用の削減に取り組んでいます。
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7

8

9

No.22 災害・危機に強いまちづくり 見直し案【主要な施策展開】
（３）都市防災力の強化
「また、アサヒビール西宮工場跡地に多目的・防災公園を整備するなど、
防災力の強化に努めます。」の二重下線部分を削除して下さい。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。
また、報道によれば、「土地は県が公表した暫定津波浸水想定区域に含
まれており、市は土地のかさ上げも検討している。」そうですが、盛土は災
害に弱いと言いますし、どうしてわざわざそのような場所に市の重要な施
設や防災関連の施設を作ろうとするのか分かりません。それに、あの場所
で跡地のみかさ上げをするのは、周囲の土地や建物との調和も取れない
のではないですか？
津波の浸水地域であるアサヒビール西宮工場跡地に、防災関連の公共
施設を移転させるべきではないと考えます。
南海トラフ地震は近い将来必ず起こるとされており、この地震および津波
について国の新しい想定も公表されています。津波の場合は、病院、消
防署、避難場所としての体育館や備蓄倉庫、防災公園が浸水するだけで
なく、周辺はがれきが散乱し道路も使用できなくなることは容易に想定でき
ます。たとえ防災施設の土地をかさ上げしたとしても、周辺がこのような状
況では、病院は救急、救命活動ができなくなり、消防署も消火、救援活動
ができなくなります。体育館や備蓄倉庫、防災公園も動きが取れなくなりま
す。
多額の税金を使うのであれば、大規模災害時にも市民の救助活動が十
分にできるよう、浸水リスクのない地域に移転すべきです。第４次西宮市総
合計画は構想の段階であり、広く学識経験者や専門家の意見も聞き、議
会で十分議論をしてもらいたい。
No.23 消防・救急救助体制の充実 見直し案【主要な施策展開】
（２）消防体制の充実強化
「老朽化や手狭となった消防庁舎への対応として、瓦木消防署甲東分署
の建替えやアサヒビール西宮工場跡地での西宮消防署の建替えを行い
ます。」の二重下線部分を削除し、一重下線部分を「検討します」に修正し
て下さい。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。
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1

東日本大震災における巨大津波の発生を受け、兵庫県では従来の想
定津波高を暫定的に２倍程度と仮定し、浸水する地域を解析した浸水想
定区域を暫定的に公表しています。
一方、国（中央防災会議）からは、昨年８月末に南海トラフの巨大地震モ
デルによる津波高の想定が公表されましたが、これを受けて兵庫県では、
現在、浸水想定区域や浸水深さ、浸水面積などに関する詳細なシミュ
レーションを改めて実施していることから、その結果に基づき必要な対策
を講じます。
現時点では、有効な津波浸水対策のひとつとして、ＪＲ神戸線軌道敷の
高さまで地盤を嵩上げ（２ｍ程度盛土）する対策を予定していますが、西
宮消防署のほか、市の中心的役割を担う中央病院や中央体育館といった
防災機能を持つ公共施設は、日常的には市民の皆さんが利用される施
設であり、利便性などを考慮すると、対象地はこれら公共施設の移転先と
して高い優位性を有しています。また、鉄道駅に近接し、緊急輸送路とな
る幹線道路へのアクセス性に優れた対象地は、災害時においても、防災
活動拠点のひとつとして機能を発揮できるものと考えています。

1

1

アサヒビール西宮工場跡地は、現在の西宮消防署が抱える耐震性や老
朽化、業務拡大に対して手狭であるといった課題を解消し、消防活動拠
点としての機能充実を図るために必要な敷地規模を確保できるうえ、現在
地から近接した立地であることなど、建替えを行うにあたっては最適地で
あると考えています。
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No.33 緑の保全と創造 見直し案【主要な施策展開】
（４）公園緑地の整備
「西宮浜総合公園、御前浜公園のほか、アサヒビール西宮工場跡地での
多目的・防災公園の整備を進めるとともに、公園用地の確保に努めま
す。」の二重下線部分を削除してください。
《理由》
アサヒビール西宮工場跡地購入に反対です。

1

アサヒビール西宮工場跡地で計画している多目的・防災公園は、平常時
には市街地における貴重な緑の空間として、市民の休息や運動・レクリ
エーション活動の場、鳥や昆虫など生物多様性の向上、ヒートアイランド
現象の緩和などの役割を果たします。また、災害時には一次避難地として
の役割を果たすとともに、西宮消防署、中央病院、中央体育館など周辺
施設と連携して防災活動拠点の一つとして機能を発揮できるものと考えて
います。
なお、既成市街地の中心部において、まとまった公共空間（１ｈａ規模の
公園用地）を新たに確保することは非常に困難なため、今回のような大規
模工場跡地の土地利用転換を機に、国の交付金制度を有効に活用しな
がら公園整備の実現に取り組んでまいります。

1

南部市街地の中心部に位置し、10ｈａもの広大な工場跡地における土地
利用転換は、今後の本市のまちづくりに甚大な影響を及ぼすことから、市
としても時機を逸することなく、適切に対応することが必要であると考えて
います。
このため、基本計画の各論（良好な市街地の形成）において対象地を新
たな都市拠点と位置づけ、公園や道路といった基盤施設の新設をはじ
め、更新時期を迎えている市の中心的役割を担う公共施設の移転整備を
進め、施設整備後は各公共施設間の機能連携を図るなど、対象地におけ
る都市機能の更新と計画的なまちづくりの推進に取り組む市の方針を示
したものです。
なお、事業の実施に向けては、交付金等の財源を確保するとともに、地
方債の発行や事業の実施時期の調整による財政負担の平準化など、後
期・財政フレームとの整合を図り、市全体の安定した財政運営に努めま
す。

No.37 良好な市街地の形成 見直し案【主要な施策展開】
「（２）新たな都市拠点の形成
平成24年８月末を持って操業を停止したアサヒビール西宮工場跡地につ
いては、医療、スポーツ・レクリエーション、防災機能等を併せ持つ本市の
新たな都市拠点と位置づけ、対象地にふさわしい公共施設の整備と併せ
た計画的なまちづくりを進めます。」を削除してください。
11
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１．現在の跡地利用の問題点
現在の検討案では、新中央体育館の建設、市民病院の移転、公園などの
設置などが計画されておりますが、原案の計画では税収を生むものでは
ありません。また、現在までのアサヒビールからの税収はなくなり、上記公
共施設の建設を進めても税収不足の改善にはつながらないと思われま
す。

12

２．そこで、
市の中心部に適度な緑地を確保しつつ、税収にもつながる総合アグリビ
ジネスの１大拠点としての開発を目指すことを提案致します。
具体的には、
1) 野菜や果樹を中心とした大規模な農地・農園としての使用（従来の畑
のイメージではなく植物公園としての、市民が自由に散策できるような畑）
2) 太陽光発電により使用電力の一部を利用した大規模な植物プラント
（例えば水耕野菜工場）の誘致とレストラン等の併設
3) それらに沿ったプランを幅広く民間企業から募集し、コンペを行う

アサヒビール西宮工場の跡地活用については、先般、土地所有者のア
サヒビール㈱をはじめ関係者間で大筋の合意に達したところです。現在の
計画では、予算に関する議会承認を得たうえで、市が敷地約10ｈａのうち
3.8ｈａを公共施設用地として購入し、新設道路部分を除く約５ｈａにおいて
民間事業者による開発事業が進められることとなりました。
ご提案にあるようなアグリビジネスの一大拠点としての開発は予定されて
いませんが、土地利用の具体化にあたっては、環境に配慮した取組みや
付加価値のある施設整備による賑わいの創出、良好な都市景観の形成な
ど、市が示した跡地活用提案書の趣旨を踏まえた取組みが実現されるよ
う、関係者間で協議を進めます。
1

３．提案理由
1) ビール工場は大量の水を使用し、それらの汚水浄化設備も備えてい
たため、下水道などの基盤整備もできているものと思料します。
2) 古くから酒造りを行ってきた酒造会社も多くあり、発酵技術や水処理に
ついてのノウハウも持っています。

13

将来、西宮市も人口減に転じるということを確認し、箱モノは原則増やさな
いという方針を確立すべきです。河野市長はアサヒビール工場跡地計画
を何があっても進めようとしていますが、どこまでそうする必要があるのか
疑問です。土地取得も含めて当初費用だけではなく、維持経費が将来の
市民の負担になることも考えなければなりません。
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1

アサヒビール西宮工場跡地へ移転整備を計画している公共施設は、単
に改築時期等を迎えている施設を対象としたものではなく、個別施設の性
能や機能、有効活用度など、公共施設マネジメントの観点においても「建
替えや複合化を検討する施設」として分類されるもののうち、立地条件や
他の施設との連携なども考慮し、対象地において整備することがふさわし
いと考えられる公共施設を選定しました。なお、各施設の整備にあたって
は、ライフサイクルコストの大半を占めることとなる維持管理費を極力抑え
るため、民間事業者の有する技術やノウハウを活用した、より効率の良い
設計・運営方法について検討を進めます。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

14

アサヒビール工場跡地の購入は、西宮市の実情にそぐわないと考えます。
「誰もが住みたい、住み続けたいまち」の充実・実現を推進することが最
優先です。高齢化がさらに進む折待ったなしの状況です。つまり高齢者・
障害者の支援・介護施設の充実、見守り体制の策定・充実、育児施設、教
育施設、つどいの場の普及と充実を急がねばならない状態ですが、予算
不足等で難渋しているような状況にあるにも拘わらず、アサヒビール工場
跡地の購入を優先する政策は全くの誤りです。市民は全く理解できませ
ん。

1

11
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福祉や教育分野の重要性はご指摘のとおりです。本市の平成25年度当
初予算では、民生費と教育費を合わせて約886億円計上し、一般会計の
55％を占めています。また、特別会計（約810億円）においても、介護保険
などの福祉医療関係で計784億円の予算を計上していますが、一方で、
老朽化している公共施設の安全・安心の確保も避けて通れない喫緊の行
政課題となっています。
アサヒビール西宮工場跡地における公共施設整備については、老朽化
や耐震性能等に課題を抱えている公共施設のうち、市の中心的役割を担
う施設を移転集約し、各公共施設間の機能連携を図りながら、本市の新
たな都市拠点の形成を目指すこととしたものであり、「目指すまちの姿」を
示した基本構想の理念に沿ったものと考えています。
事業の実施に向けては、交付金等の財源を確保するとともに、地方債の
発行や事業の実施時期の調整による財政負担の平準化など、後期・財政
フレームとの整合を図り、市全体の安定した財政運営に努めます。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｃ 生涯学習、コミュニティについて
番号
ご意見の概要
No.7 公民館・図書館機能の充実
今回の見直しで公民館事業の充実の項目に「各館ごとに地域の意見を
取り入れる」が加えられたことについて具体策の一つをコメントさせて頂き
ます。現在24公民館に600以上の多種多様なグループが存在し、そこに１
万人近くの市民が加入し、年間の公民館利用者数の半分以上がグルー
プ協議会の会員です。しかし、その数が年々減る傾向にあります。最も大
きい理由は協議会に入会してもメリットが実感できないからです。減免制
度が廃止されて以降、魅力の乏しい協議会となり「単なる趣味のお集まり」
と称されることがありますが、決してそうではありません。多くのグループの
文化的、歴史的な背景や現実の活動内容は充実しています。そして地域
社会との連携を深めつつありますが、その活動への行政の理解が得られ
ていないと思います。
高齢社会の進む中で、又隣人としてふれあいの希薄な若い市民が増え
ていく西宮市の将来を見据えての具体策として、公民館のグループの出
前活動や条件が許せば公民館に招くことも含めた活動をポイント制にし
15
て、それに応じて部屋代使用料減免の廃止に替わるものとして使用料の
割引制度はどうでしょうか。たとえば、コーラスのグループが懐かしい民謡
を高齢者の施設で唱うボランティアを１回１ポイントとして公民館の使用料
を１回無料にするなどです。
財政的な観点でも公民館の事業費の中での部屋使用料収入はあまりに
小さく、又減免制度で等しくグループの恩恵を与えるよりも公民館活動の
発展により強く結びつくと思います。公民館の適正配置が叫ばれています
が、これは「動的平衡」を際限なく拡張して考えるとハコモノを作り過ぎたこ
とにより、求めていた文化が薄まっている現状を見極めていただき、現実
のグループ活動を起爆剤の一つに考えて市民の声を織り込んで政策を進
めて下さい。

件数

市の考え方
公民館では従来より定期使用グループに対し、活動要綱の中で「学習
活動を通じて仲間づくりと地域連帯意識を高める」ことを求めており、ボラ
ンティア活動など地域貢献の活動を行うことを推奨しています。
しかし、現実には地域貢献に対する意欲の有無、活動内容の向き不向
きや会員のほとんどが高齢者であるなど各グループの事情は様々です。
また、１年に１回提出する活動報告書の中の地域貢献報告で最も多いの
が「文化祭参加」でありボランティア活動はわずかであるなど、各グループ
の目的や形態は多様化しております。
このことから、今後グループ活動支援のあり方を検討する中で、ご意見
の趣旨を参考にさせていただきますが、ボランティア活動の実績をポイント
化して使用料減免に結びつけることは困難と考えます。

1

その他
「宮っ子」は、市民のニーズと言うより編集者のニーズで構成されている
様に思います。実際ほとんどの市民は、ぱら読み或いは読むことなしに、
ゴミ箱行きだと聞いています。是非、市民のニーズに沿った宮っ子を作っ
て頂きたい。考えをお聞かせ下さい。
16

1

2
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『宮っ子』は、企画、編集、配布の全てを市民ボランティアで行っている、
市民の手作りの情報誌で西宮コミュニティ協会により発行されています。
市は、同協会に対し、『宮っ子』発行に要する経費を補助しています。同
協会は、定期的に編集会議を開催し、読者から寄せられた意見の共有を
図っています。平成24年度の市民意識調査では75％の市民の方が『宮っ
子』を読んでいるという結果でした。今後も地域情報を提供するという趣旨
を踏まえたうえで読者からの意見を反映した誌面を作るように市から同協
会に働きかけてまいります。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｄ 芸術・文化、大学との連携について
番号
ご意見の概要
No.8 芸術・文化の振興
（３）文化施設の活用・整備 − 文学館の整備に向けた検討
（６）郷土資料館の充実 − Ｈ25登録博物館となった郷土資料館
上記２項目について、下記のとおり提案します。
・現在の郷土資料館を名実ともに誇れる郷土文化財資料博物館とするた
め、現在の市民ギャラリーの約２／３面積を取り込んで拡大、展示も充実さ
せる。
・市立中央図書館の拡大充実と連携させて、市民ギャラリーの約１／３面
積を取り込み、新文学館として整備し、図書−文学の相互利用をはかる、
デジタル機能も付加する。
同時に、
17
・永年の駐車場問題解決も含めて、市民ギャラリーをアサヒビール跡地に
移転させる。この時、ギャラリーは芸術文化だけでなく、福祉・産業等他用
途の展示場としても使用できる形態として、大阪南港・神戸ポートアイラン
ドの中間地点として利便性が高く、生活密着度の高い拠点を創る。
・アサヒビール跡地は半地下水槽、備蓄倉庫及びギャラリーで地盤面を高
め、その上に市民病院、リハビリ及び緑量創出用森林公園、消防施設を
配置する。優れた交通アクセスと位置を生かした、西宮初のグランドデザイ
ンに基づく近未来的西宮文化の中心拠点「セントラルパーク」を形成す
る。

18

浜甲子園クラブ会館は文化財なので、長年、その維持管理費を浜甲子
園町会が負担して来ました。今、西宮市の文化財となっているので、維持
管理費の一部を市から助成していただきたいです。
理由：
①文化財の保存について 浜甲子園クラブ会館は 西宮市都市景観形成
建築物に平成22年11月に指定されました。 ②西宮まち旅博及びひょうご
ヘリテージ機構・阪神の文化財対象物件となっています。 ③平成23年12
月 都市景観形成助成金交付決定通知を受け、白蟻駆除及び予防工事
に際し、経費63万円の半額31万5千円の補助を受けていますが、経常的
補助は受けていません。
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件数

1

市の考え方
市立郷土資料館及び分館名塩和紙学習館は、平成25年２月に登録博
物館となり、今後はさらなる活動の充実が求められてまいります。そこで
「No.8 芸術・文化の振興」の「（６）郷土資料館等の充実」の項目に文化
財の展示や各種事業の充実を掲げております。これら事業を具体化する
にあたりましては、ご意見を参考にさせていただきます。
文学館の整備については、次期計画での整備に向け検討を進めてまい
ります。
市民ギャラリーは、市民のみなさまのご利用だけでなく、学校教育での
成果発表にも数多く利用されております。全学校の作品を一堂に展示す
るためには、現在のキャパシティが必要と考えております。
なお、幹線道路や鉄道等との高いアクセス性を有するアサヒビール西宮
工場跡地においては、このたびの大規模な土地利用転換を機に、公園や
道路といった基盤施設の新設をはじめ、更新時期を迎えている市の中心
的役割を担う公共施設の移転整備を進め、施設整備後は各公共施設の
機能連携を図るなど、医療、スポーツ・レクリエ−ション、防災機能等を併
せ持つ新たな都市拠点としての再生を目指します。

③のような外観維持については、西宮市都市景観形成建築物として助
成の対象となりますが、日常の維持管理費については管理者負担であ
り、市が助成することは困難であると考えております。
1

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

19

障がい者制作の美術作品展示の美術館を創設していただきたいです。
理由：
①世界的に障がいのある人の美術作品の評価は高まっています。 ②障
がいのある人の自立の１手段となることを期待しています。 ③障がいのあ
る人の作品の独自の世界観に基づく表現の特徴は発信力に富んでいま
す。（この趣旨に基づく美術館は滋賀県に存在する ボーダレス・アート
ミュージアムNO‑MA）。

No.38 大学との連携・交流
【主要な施策展開】（１）「また、・・・市民対象講座を開講します。」と（見直し
案）で追加されていますが、この事業は大学交流センター開設当初より実
施されており、今回の中間見直しとしての追記は見直しの趣旨に添わない
ものと考えます。どうしても記載が必要であれば「開講しています」とすべき
であると思います。
20
【まちづくり指標】 共通単位講座受講者延べ人数の目標値が500名から
700名に上方修正されていますが、昨年度の実績は544名でありますが、
今年度より夙川学院短期大学の移転により、提供大学が１校減り、700名
の目標値は非常に達成困難なものと考えます。

1

1

市は、市民ギャラリーのほかに北口ギャラリーを設置し、多様な市民の文
化活動を支援していますが、現計画においては、市立の美術館を建設す
る計画はありません。障害のある人の絵画や、書道など創作活動の成果
を発表する「西宮市障害者作品展」を市民ギャラリーで開催しており、出
展及び観覧について周知を図っています。

市民対象講座は既に実施している事業であり、今回の見直し事項では
ありませんが、重要な事業であるため、追記が必要と考えたものです。な
お、文言については、一部修正いたします。
また、共通単位講座受講者延べ人数の目標値については、大学の移転
等もあることから目標値の変更を検討いたします。

4
Ｅ 子育て支援について
番号
ご意見の概要
No.10 子育て支援の充実
病児の一時預かり保育所を設置していただきたいです。
理由：【基本方針】（３）に「親の身体的・精神的な負担軽減のために．．．
子育て支援事業の充実に取り組みます」と記しています。上記を考慮の
上、幾箇所か設けていただきたい。
21
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件数

1

市の考え方
本市では平成18年２月に病後児保育事業を明和病院（上鳴尾町）で、
23年４月に病児保育事業をつぼみの子保育園（林田町）ですでに実施し
ております。
次世代育成支援行動計画(後期計画)で目標としている２施設をすでに
設置しておりますが、今後、保護者ニーズの把握などに努めていくなか
で、利用しやすい制度の検討を行うとともに、利用者へのさらなる周知を
行ってまいります。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

22

23

児童館の拡充をお願いします。
理由：子育てで重要なのは、遊び場・居場所の確立です。本市には児童
館が９箇所しかありません。本来、各校区に１児童館があるべきです。児童
館は児童福祉施設として子どもや保護者が自由に利用でき、遊びの提
供、児童生徒の居場所づくり等、青少年の健全育成には大きな役割を果
たすにも拘わらず、児童館事業は国の補助金制度から外され、市町村の
単独事業となりました。市の児童館拡充を切に望みます。

子どものために野原、森等のゆったりとした空間、遊び場を与えて欲し
い。
No.33 緑の保全と創造では市民のために景観上、レクリエーションのた
めの「緑」の役割を強調しておられますが、子ども達のためにも「みどり」は
絶対必要です。西宮市において「服部緑地」のような広大な広場を創造で
きないでしょうか。阪神パークのような公園がなくなり、閉鎖的な空間がで
きたことは残念です。

1

児童館・児童センターは、地域における身近な子どもの遊びの拠点と放
課後の子どもの居場所や、就学前のすべての子育て家庭を対象とした子
育て支援、虐待や発達に課題のある子どもなど、特に支援を必要とする親
子の居場所として、地域の中で大きな役割を担っています。
今後は、このような児童館的機能の量的な拡大と質的向上を図るため
「放課後こども教室」や「放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成セ
ンター）」などとの連携強化を図るとともに、各地域の実情に合わせ、学校
園や留守家庭児童育成センターの余裕教室など既存施設の利用や空き
家・空き店舗など民間施設とそれを担う民間の人材の活用など、より多くの
親子が身近な場所で利用できるよう環境の整備を検討してまいります。
公園緑地の整備につきましては、西宮浜総合公園及び御前浜公園並
びにアサヒビール西宮工場跡地の多目的・防災公園について整備を計画
しており、子ども達にも魅力的な公園整備に努めてまいります。

1

3
Ｆ 教育について
番号
ご意見の概要
No.12 学校教育の充実
幼稚園の保護者負担金につき公私格差を実際に是正していただきた
い。
理由：20年以上にわたって私立幼稚園側として、格差是正をお願いして
24
います。該当施策において市も２箇所にその必要性を記しておられます。
就園奨励金の増額、補助金の拡充等実現していただきたいです。

25

１クラス35人以下学級を推進していただきたい。
理由：わが国の教育予算については、GDPに占める教育費の割合は、
OECD加盟国の中で極めて低い率です。１クラスの人数を欧米並みにす
ると、施設・教員数の増大のため教育費増となるのは当然です。しかし、子
どもが優れた教育環境の中で十分な教育が受けられることは必要です。
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件数

1

1

市の考え方
公私格差の是正については、「西宮市幼児期の教育・保育審議会」でも
審議され、平成23年度から段階的に公私間格差を是正するよう、就園奨
励助成金の増額に取り組んできたところです。今後、子ども・子育て支援
新制度の進捗状況を踏まえながら、取組みについて検討してまいります。
教員については、国・県の学級編制基準及び教職員定員配当方針に
基づいて配置がなされており、市で独自に配置することは、市の財政状況
等を考えると難しいのが現状です。
なお、国において少人数学級の推進が検討されているところであり、国・
県の動向を注視してまいります。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
その他
「待機児童ゼロ」などの取組みに関しては一定の評価をしていますが、
見直し内容においては、量の確保しか述べられておらず、質のよりよい改
善について一切触れられておりません。西宮市としてどのような教育を目
指されているのか、今後の議論において明確に示されることを期待しま
す。
26

27

1

世界における貧困国への理解の拡充と支援
・学校教育におけるカリキュラムの編成と活動

1

乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要
な時期であり、子どもの育ちや保護者をめぐる環境が変化する中、保育所
においては、質の高い養護と教育の機能が強く求められています。
これまで、保育所整備にあたっては、待機児童解消を目標とした量的拡
大に取り組むとともに、設備基準や保育士の配置について、国基準を上
回る設定を行うことで、保育の質を高めるよう努めてきたところです。
国では、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供に向けて、
平成27年度から、子ども・子育て支援新制度の実施が予定されており、今
後、本市においても「No.10子育て支援の充実」の「主要な施策展開、（４）
保育サービスの充実」に記載しているとおり、教育や保育の質の向上につ
いて取組みを進めてまいります。
中学校社会科の地理及び公民分野で、世界の様々な地域の貧困と国
際協力について学習しています。

4
Ｇ 福祉について
番号
ご意見の概要
No.15 地域福祉の推進
「民生委員、社会福祉協議会」について
各委員の存在意義の再認識徹底と活性化対策が必要です。形骸化して
おり、独居老人の寝たきり、孤独死に気づかないのが現況です。
日頃、近隣巡回訪問等による要支援者把握、日常挨拶交歓、声掛け等
により、支えあい、助け合いの心のかようまちづくりを意識した行動がうか
28
がえず、まったく存在感が薄い。町内近隣の声掛け、支えあい、助け合い
を活発化するよう早急に民生委員等の研修会と、町内セミナー講師派遣
など具体策を講じること。また、災害非難時に備えて、近隣相互支援・援
護のネット作り等を、市当局が積極的に自治会・民生委員を指導・支援し
て実情を確認すること。

29

「市民に優しいまちづくりの推進」について
子供会、老人会、婦人部などが安全に利用しやすい公園、「つどい場」、
小集会場を各町に設置することを企画すること。多くの町に集会場・公園
が備わっていますが、未設置の町にも普及を広げるべきです。
私が住む町内は斯様な施設が全くありません。幸いなことに私の住居の
西隣（公営企業の社宅・土地）が空いています。町内集会場・遊園地・「つ
どい場」等に活用できるよう早急に確保すること。
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件数

市の考え方
民生委員は、地域の相談窓口として地域住民からの相談を受けるととも
に、毎年、高齢者実態把握調査を行うなど、高齢者の状況把握と災害を
含めた緊急時の対応に努めています。今後も民生委員への研修会などを
引き続き行い、地域での活動が円滑に取り組めるよう支援してまいります。

1

1

「つどい場」については、個人宅の一部を開放して高齢者など地域住民
の集う場とする「住み開き」形態によるものが広がってきております。本市
のつどい場づくりの推進についても自宅開放や空き家開放など地域住民
の協力による広がりを期待しており、ご意見にある特定の物件について市
が確保するといった形でのつどい場の推進は困難であると考えておりま
す。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

30

31

「市民に優しいまちづくりの推進」について
バリアフリー法の基本思想は通行者が多数集中する特定場所だけに限
定されるものではない筈です。交通安全は、国を挙げて「車優先」から「人
の安全・安心・住みやすいまち優先」のバリアフリーを目指す方向に向い
ています。人が集中しない住宅専用区域において、多くの高齢者・障害
者・育児親子・自転車通行者が日常生活で難儀に耐えている面を看過す
べきではありません。
地域のバリアフリー化促進をお願いします。該当施策に「高齢者や障害
のある人等のため．．．鉄道駅のバリアフリー化に取り組みます」と記され
ていますが、実際に具体化を望みます。
理由：例えば、車椅子利用の障がいのある人が電車を利用しようとする場
合、エレベーターがないと駅員の人の世話にならざるを得ません。また高
齢者にとっても容易にプラットフォームへのアプローチができるようにお願
いしたい。No.29 交通安全対策にもバリアフリー化の促進を述べておられ
ますが、阪神・淡路大震災により被害を受けた道路及び歩道の凹凸が補
修されてないところが多く、車椅子利用者の方は苦労されていることを理
解され、補修を推進していただきたい。

No.16 高齢者福祉の充実
特別養護老人ホームの拡充
理由：該当施策にも「多くの要介護者が特別養護老人ホームを入所待機
している状況があることなど、サービス提供の課題が問題となっています」
さらに「後期高齢者の増加に合わせ、計画的に整備を進めます」と記され
ていますが、実際に、特養入所希望者が幾百とおられる現状を早急に解
32
決する必要があります。わが国では待機者が約40万人おられるといいま
す。施設整備と介護者人材が必要でしょうが、国及び市の積極的取り組
みが望まれます。

33

【主要な施策展開】に挙げられている「ショートステイ」制度の早急なる拡
充が必要
理由：介護者にとって同制度は有り難いのですが、同制度利用には何ヶ
月も前からの予約が必要です。同制度を容易に利用できる体制を早く実
現していただきたい。

‑ 13 ‑

1

1

1

バリアフリー化に関する国の法律では、公共交通機関、建築物、公共施
設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、
障害者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的
なバリアフリー化を推進することとしています。
本市では、すでに、旧「交通バリアフリー法」による重点整備地区におけ
るバリアフリー化はおおむね完了しておりますが、今後とも、県の「福祉の
まちづくり条例」に基づく公共施設の整備や建築物の規制・誘導などによ
り、バリアフリー化に配慮したまちづくりに努めてまいります。
鉄道駅のバリアフリー化については、１日の乗降客数が3,000人以上の
駅全てにおいて実施する予定であり、阪神・甲子園駅、久寿川駅、ＪＲ生
瀬駅について、第４次総合計画期間中に取り組んでまいります。
また、道路や歩道のバリアフリー化としては、交差点部や勾配不良が生
じている箇所の段差解消や勾配改善事業を進めていますが、整備すべき
箇所が多いことから、計画的に取り組んでまいります。

本市の調査では、在宅で介護サービスを受けている７割以上の方が、将
来においても自宅で生活することを望んでおられます。また特養入所を申
し込みされている方の中には、在宅生活が可能で入所の必要性が低い方
もおられます。これからも在宅生活が困難な方のための特養整備は必要
であり、積極的に取り組んでまいりますが、施設の開所時には多くの介護
人材が必要であることや介護保険財政の負担も大きくなることから計画的
に施設整備を進める必要があります。今後も介護を取り巻く状況の把握に
努め、「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険計画」に基づき、計画
的に施策展開してまいりたいと考えています。
緊急の利用等に対応できるようショートステイの充実は必要であり、体制整
備に取り組んでまいります。

1

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
No.17 障害のある人の福祉の充実
「障害者権利条約」批准への取り組みを早急にしていただきたい。
理由：該当施策に「平成19年度に、国連における「障害者権利条約」に署
名し、障害者の権利擁護等が課題になっています」と記されていますが、
署名のみでは実効（法律として施行）せず、国会での批准が必要です。同
条約は「人間の尊厳」の重視を根底に据えています。この批准に入るため
34
には国内法の整合性が必要なわけで、わが国は未だ批准に至っていませ
ん。
この「障害者権利条約」は障がいのある方または児童の福祉にとって必
要なので、批准に向けての早急な取り組みを西宮市は発信していただき
たい。

35

36

37

障害者雇用を促進していただきたい。そのための法定雇用率のアップ及
び未達成企業に対する厳しい協力要請。
理由：わが国の障害者法定雇用率は、民間企業2.0％、国・地方公共団体
2.3％であり、法定雇用率に達しない企業は５万円の納付金を支払わなけ
ればなりません。諸外国の法定雇用率は大体５％から７％であり、未達成
企業には過料が課されます。障がいのある人の自立、自己実現のための
就労を促進するために法定雇用率のアップ等は必要です。
特例子会社の開拓の必要性
理由：西宮市には 特例子会社は１社のみです。中核都市の本市では４
〜５社あるべきです。それには行政の企業に対する障害者雇用について
の理解を求める、積極的な働きかけと、企業との連携が必要と考えます。

障がいのある人の地域移行を促進していただきたい。
市のある福祉法人がグループ・ホーム（ケア・ホーム）の設立に力を入れ
て年々増やしておられることは大いに評価するところですが、そのような努
力にも拘らず、現実には障がいのある人の保護者は地域移行（グループ・
ホーム等）の早急な実現を望みながらも、それが実らず、親の高齢化に従
い、将来不安に悩んでおられる方が多いです。
平成21年に設置された「障がい者制度改革推進本部」は次のように述べ
ています。「すべての障害者が家族への依存から脱却し、自ら選択した地
域において自立した生活を営む権利を有することを確認するとともに、そ
の実現のための支援制度の構築を目指す」 この見解は正しく実行に移さ
れるべきものと考えます。
該当施策には「高齢者や障害のある方等を支援する目的から市営住宅
への優先入居を継続し」と記されていますが、これも実際に実現することが
重要です。
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現在、わが国では「障害者権利条約」の批准に向け、政府が中心となっ
て国内関係法令の整備を進めているところです。これに伴い、今後も様々
な法改正等が予想されますが、本市では、法令に基づき、引き続き適正
な事務の執行に努めてまいります。
1

1

1

1

本市では、市役所として引き続き法定雇用率の達成に努めると共に、平
成24年度より知的・精神障害者臨時雇用事業を実施し、障害のある人の
雇用の場の拡大に向けた取り組みを進めています。また、西宮市地域自
立支援協議会しごと部会では、セミナー等の開催を通じて、市内企業等
に対し、障害のある人の雇用の促進に向けた情報提供や啓発に取り組ん
でいます。今後も、国等の動向をみながら、障害のある人の就労支援施策
の充実に努めてまいります。
特例子会社を含め、障害のある人の雇用の場の拡充には、企業の理解
が不可欠であります。本市では、西宮市地域自立支援協議会しごと部会
セミナー等を通じて、障害者雇用の分野において先駆的な企業の実践例
を紹介するなど、企業の障害理解と雇用を促す取り組みを実施していま
す。今後も、企業ニーズを的確に把握し、関係機関と連携の上、障害のあ
る人の雇用の場の拡充に向けた広報・啓発に努めてまいります。
本市では、平成23年度より地域移行コーディネーターを設置し、入所施
設と地域のつながりをつくるとともに、施設入所者及び施設職員に対する
地域移行に関する啓発や情報発信に取り組んでまいりました。また、平成
24年度からは、入所中に地域を体験できるよう、施設入所者の地域移行
に向けたガイドヘルプ利用を可能といたしました。今後は、これらの取組
みの成果を踏まえ、相談支援の更なる充実など、関係機関と連携しなが
ら、障害のある人が地域で暮らすために必要な支援体制づくりに努めてま
いります。
なお、市営住宅の入居に関する高齢者や障害のある人等の支援を目的
とした取組みについては、引き続き実施してまいります。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
その他
超高齢化社会への対応
① 社会保障の充実
② 校区老人会への助成及び活性化
③ 互助活動の推進

①本市では、国が示す「社会保障と税の一体改革」において、在宅医療・
在宅介護の充実を図ることを目的とした「地域包括ケアシステム」の構築を
推進しております。
今後も、社会保障の充実を図るため、国の動向を注視しつつ、本計画に
取り組んでまいります。

38

1

②老人クラブに対する補助金の助成のあり方については、市内部でも「包
括外部監査」や「補助金点検」などで議論されていますが、老人クラブの
活動は、高齢者の社会参加や健康維持、地域での高齢者相互の見守り
などに重要な事業であることから、引き続き助成対象としています。また、
本市では、西宮市シニアライフ協会の協力を得て、「西宮いきいき体操」を
実施しています。この事業は、地域の老人クラブの皆様によって運営され
ていますが、参加者は、会員に限った訳ではなく、一般の高齢者がこの体
操に参加いただくことによって、老人クラブの活動を理解し、会員として登
録を希望されるなど、老人クラブの活性化にも繋がるものと考えます。今後
も、西宮いきいき体操の全市展開に向け、引き続き取り組んでまいります。
③本市では、高齢者の社会参加や高齢者相互の支援活動の推進を図る
ため、平成22年度から軽度の生活支援を希望される65歳以上の高齢者と
生活支援を行う60歳以上の高齢者を会員として募り、「西宮市シニアサ
ポートセンター」に登録して、センターの職員が支援内容や派遣時間など
をコーディネートするシニアサポート事業をすでに実施しています。現在
では、250名余りの会員が登録され、利用時間も1,000時間を越えておりま
すことから、今後も、地域における高齢者相互の互助活動を継続的に推
進してまいります。

11
Ｈ 健康、公衆衛生について
番号
ご意見の概要
No.19 健康増進と公衆衛生の向上
健康な市民を増やす案
ラジオ体操を広め、体を動かす習慣を身につける。（薬では体は元気に
なりません）
39
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件数

1

市の考え方
本市では「西宮市健康増進計画」を策定し、市民一人ひとりの生涯にわ
たる健康づくりと実り豊かで満足のできる生活の質の向上を目指し、市民
主体の取組みをすすめています。運動は健康づくりに重要なもので、自
分の体力や健康状態に応じた運動習慣が定着するよう、現在、「西宮いき
いき体操」などの普及に努めているところですが、今後も関係機関と連携
して情報提供やイベントなどを実施してまいります。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

40

【主要な施策展開】（４）公衆衛生の向上（食の安全安心、感染症予防対
策）
「また、動物愛護と適正飼養の啓発に努めます。」を、「また、ペットの適正
飼養、地域猫活動等の動物愛護について、市民や自治会・地域代表者・
学校等に対し、講習会やしつけ方教室等を開催するなど、更なる啓発を
はじめとする積極的な活動を行います。」に修正してください。
《理由》
地域猫活動（所有者のいないねこ対策活動）や地域猫（耳カット猫）その
ものを知らなかったり、真夏の昼間に犬の散歩をするなど、動物愛護に関
心・知識がない人が多いように感じます。また、現在の所有者のいないね
こ対策活動では、活動をやりたい個人がねこが生息する地域からの合意
を得る事など、一人で全て行わないといけないため、活動を始める事自体
が非常に難しくなったり、ねこを捕獲する時期を逃したりして、ねこが増え
る一因にもなっていると思います。引っ越していった先やたまたま訪れた
先などでねこを発見して行いたい場合は地域との繋がりがないため、更に
難しくなります。活動を行いたい側と地域との間の調整など、もっと、生活
環境課動物愛護チーム（西宮市動物管理センター）の積極的な活動を希
望します。

動物愛護については、今後とも啓発に努めてまいります。また、活動員と
地域との調整にも積極的に取り組んでまいりますが、これらの啓発や取り
組みも含めまして包括的に「動物愛護と適正飼養の啓発に努めます。」と
表現しております。

1

2
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「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｉ 医療、中央病院について
番号
ご意見の概要
アサヒビール西宮工場跡地の利用計画について、 計画上では「今後検
討」となっていますが、これまでの流れを拝見する限り、市立中央病院の
移転と防災公園等の整備が見込まれているところです。
防災公園の整備については、平常時に十分な利用が確保される見込み
であるか、また、災害時にはどのような利用のされ方がなされるのか(大規
模避難所としての位置づけなのか、市の現地対策本部機能を持たせるの
か)を、今後の議論において明示されることを期待します。また、市民病院
の移転については、膨大な赤字を生み出している現状の市立病院事業を
抜本的に見直すことなく、移転させて継続させるだけの論理的根拠が示さ
れていません。
市としての医療救急体制をどう整備しようとされているのか、そのうえで、
41
兵庫県立西宮病院や、隣市に新設される県の尼崎医療センター(仮称)、
兵庫医科大学なども含めた全体像について示されたうえで、市民病院の
存廃も含めて抜本的な見直しを検討したうえで、総合計画への反映を期
待しております。
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件数

1

市の考え方
アサヒビール西宮工場跡地で計画している多目的・防災公園は、平常時
には市街地における貴重な緑の空間として、市民の休息や運動・レクリ
エーション活動の場、鳥や昆虫など生物多様性の向上、ヒートアイランド
現象の緩和などの役割を果たします。また、災害時には一次避難地として
の役割を果たすとともに、西宮消防署、中央病院、中央体育館など周辺
施設と連携して防災活動拠点の一つとして機能を発揮できるものと考えて
います。今後は、関係部局間で協議をしながら、具体的な公園整備の内
容について検討を進めます。
なお、既成市街地の中心部において、まとまった公共空間（１ｈａ規模の
公園用地）を新たに確保することは非常に困難なため、今回のような大規
模工場跡地の土地利用転換を機に、国の交付金制度を有効に活用しな
がら公園整備の実現に取り組んでまいります。
中央病院は、外部の有識者からなる「中央病院移転整備等検討委員
会」を設置し、中央病院の必要性、果たすべき役割などについて検討い
ただきました。その結果、同委員会からは、市内の医療環境等を考慮した
うえで、中央病院の果たすべき役割として救急医療、がん診療、災害・広
域的呼吸器感染症対策の３点を掲げるとともに、老朽化した施設の整備
方法として移転整備の手法が最適であること、経営を健全化するため経
営形態を地方公営企業法の全部適用へ移行することなどを内容とする答
申をいただいたものです。この答申を基に、中央病院では新病院の建設
に向けた基本構想、基本計画を定めるとともに、経営形態の変更を含めた
現病院での経営の健全化に向けた取組みを行っています。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

42

43

44

毎年赤字を出している市立病院を、アサヒビール跡地に立て直すことは
疑問です。なぜ市立病院ががん研究に注力するという方針にされている
か疑問です。優秀ながん研究医師を集めるためには、さらに人件費がふく
れて、赤字運営がさらにふくれることを危惧します。そのような特化した研
究は、医科大学にまかせる仕事で、市立病院は、産科など市民に寄り
添った病院でいてほしいと望みます。名塩など北部地域に住民が増えて
いるのに、安心してかかれる総合病院は、宝塚市民病院しかありません。
西宮市の新設市民病院は、北部にぜひつくってもらいたいです。それが、
叶うまでの間、宝塚市と西宮市の「相互乗り入れ協力」を実現して、西宮市
民も「宝塚市民病院」を宝塚市民と同等の料条件でつかえるようにしてい
ただけないでしょうか。宝塚市民も、西宮市立中央病院を西宮市民と同等
に利用できるような相互乗り入れの仕組みを作ってください。図書館で実
現できているように、病院でも、ぜひそれを実現していただきたいと望みま
す。
アサヒビール工場跡に病院移転が予定していますが、反対です。北部の
地域が宝塚市民病院などに同じ値段で入れるようにしたらいいと思いま
す。
現在、西宮市内には、医療レベルからして拠点病院となる兵庫医大があ
りますが、公営の拠点病院がありません。県立病院も市民病院も中途半端
な存在になっています。いずれかを集約的に強化して拠点病院に発展さ
せることを市民は強く望んでいます。市民病院は地域医療施設にとどめ、
県立西宮病院を強化拡充して各科の高度医療を充実して、頼れる拠点病
院に発展させるため市が県と協力すべきです。現県立西宮病院を拡充し
病床数増大の最新病院にすべきで、西宮市は市役所周辺の余裕地を提
供することにより県と一体になってこれの実現を図ることが先決です。
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1

中央病院は、がんの三大治療法（手術、放射線治療、化学療法）を行う
ことができる医療機関であり、兵庫県指定のがん診療連携拠点病院となっ
ています。がんは２人に１人がかかる身近な病気となっており、また、治療
などにも期間を要することから近くの医療機関で診療できることが望ましい
と考えられます。外部の有識者からなる「中央病院移転整備等検討委員
会」でも中央病院が果たすべき役割の一つとして、がん診療が掲げられた
ところです。
診療報酬については、国で定められた基準に基づき請求いたしますの
で、基本的に住所地により請求額が異なることはありません。ただし、個室
の室料差額につきましては、診療行為と直接関係しないサービスの部分
であるため、他の有料施設と同様、市外の居住者等からは割増の料金を
いただくことが通例になっています。

1
県立西宮病院とは市内の公立病院として、お互いにない機能を補完し
あうなどの機能連携を図る必要があると考えています。また、芦屋市立病
院を加えた３つの公立病院でのネットワーク化にも取り組んでいるところで
す。
1

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

45

高齢者福祉として「地域包括ケアの推進」とありますが、どんな地域包括
ケアかを明確に示して下さい。「Ａｇｉｎｇ ｉｎ Ｐｌａｃｅ（できる限り元気で弱っ
ても安心。いつまでも住み慣れたまちで安心して暮らす、という意味）」を
達成すべく、真の地域包括ケアシステムの実現を目指してください。高齢
化が進み、がんや認知症が増えることが予測されており、慢性期から回復
期患者、終末期患者のための「生活の質」を重視した在宅医療が求めら
れています。介護予防から在宅看取りまでを展望した「総合的なまちづく
り」を見える形で実行して下さい。
かかりつけ医が在宅医療に参入するよう促し、多職種連携をリードする
医師会の役割が重要です。介護予防から在宅看取りまでを展望した「総
合的なまちづくり」を目指して下さい。
また、シームレスなサービス提供を達成するために、医療サービスの中
の在宅医療を基盤とし、介護サービスとの円滑な連携を組んだ地域包括
ケアの推進を盛り込んで下さい。

1

5
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国が示す地域包括ケアは、往診する医師、看護師や訪問介護のヘル
パーなどが30分以内に駆けつけることのできる範囲の中で、ネットワークを
組み24時間対応することをビジョンとしていますが、本市では、往診可能
な医療機関や夜間の介護従事者の人材確保をはじめ、様々な課題があり
順調に進んでいるとはいえません。
本市では、地域包括ケアの推進に先駆け、平成23年から高齢者の在宅
生活における介護と医療の連携のための仕組みづくりを行うため、市内の
医療・介護の従事者を中心とした連絡会として「メディカルケアネット西宮」
を開設いたしました。
この連絡会では、地域の医療・介護現場で実際に活躍されている関係
者が、医療・介護の連携体制のあり方について、課題の洗い出しや整理
を行うほか、勉強会や講演会などを開催して各職種のスキルアップに努め
るとともに、事例検討会を地域で開催し、地域ごとに様々な意見交換を行
うことにより、医療と介護の垣根を越えた連携強化に繋がる体制が整いつ
つあります。
今後は、「メディカルケアネット西宮」を中心とした地域での連携体制に
加え、24時間対応が可能となる体制の確保や往診可能な医療機関を増
やすなど、在宅高齢者の医療・介護のニーズに応えることのできる体制を
いかに構築していくのかということについて、医師会などと協議を進めてい
きたいと考えます。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｊ 防災について
番号
ご意見の概要
No.22 災害に強いまちづくり
避難対策も必要であるが、防潮堤強化のハード対策に重点をおいてい
ただきたい。
該当施策に 「あらゆる災害から市民の生命と財産を守るため、総合的
な防災体制を図る」と述べておられます。南海トラフ地震で予想される５ｍ
の津波防止のため、防潮堤を確保していただきたい。２月28日の市議会
で「津波が押し寄せた場合、市の前面にある防潮堤の約半分が乗り越えら
れる」と発表されています。避難も必要ですが、防潮堤を確立して津波を
46
防止するよう強化して下さい。
平成25年４月発行「県民だより ひょうご」において、25年度の主な事業
の第１に「南海トラフ巨大地震の備えとして．．．防潮堤等を津波が越流し
ても壊れにくい構造に改良し、最大クラスの津波に備えます」と防災方針
を述べておられます。心強い対策です。西宮市もこのハード対策に基づき
防災対策を立てていただきたい。
防災面から見ても、東日本大震災の発生を主因とする防災計画の見直
しが求められて、南海トラフの大地震予測が行われて新たな対策の設定も
求められていますが、地域防災計画に盛られた内容を大幅に書き換えな
ければ対応の仕様がないのが現実と思われます。
過般来、防災対策担当課は5.5メートル対応で十分と、市政ニュースや
関連講演会等で公表していますが、東日本大震災同様に『予想想定外』
を乱発される予感がしてなりません。海岸の防潮堤に沿って歩いても、高
47
潮や津波の場合には真っ先に閉鎖しないとならない、今津の灯台付近の
防潮堤の部分には付近の住民か通勤者が自動車をレール上に駐車して
いる現実もあります。また扉を閉鎖しようとしても、レール内の異物が手動
扉の走行を邪魔している現実もあります。
夙川以西の堤防を見ても、継ぎ目のタールが剥がれている所や、堤防
内部がえぐられている所もあり、海からと内陸側からの水が来れば、一気
に堤防決壊に繋がると思われます。

48

東日本大震災を経験し防災が叫ばれ、西宮市も市内の高層建物を津波
避難建物として表示していますが、避難建物の表示と海抜標高表示を指
定するだけでは、防災は不完全ですが、市議会議員も議席の確保維持に
忙しく、阪神間随一の高給取の職員も、市役所緊急時の対応を真剣に検
討する姿勢も見受けられません。総合計画として如何に立派な文書を作
成しても、それを実践する筈の職員一人ひとりの末端に縦割りでなく平面
的に浸透しているか否かで実際に発生した場合の被害も違ってきます。
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件数

市の考え方
防潮堤の高さを津波が越流しない高さに嵩上げすることについては、市
として早急な対応を防潮堤の管理者である県に対し要望し、県は市の要
望や国の方針を踏まえて対応するとの方針を示しています。速やかな実
施に向け、引き続き要望してまいります。

1

1

1

本市域の防潮堤には、海岸部へ仕事などで出入りするための施設とし
て、47箇所の防潮門扉があり、平常時は利用のため開放されていますが、
高潮や津波が発生した場合は、管理者である県の指示により門扉の閉鎖
責任者が閉鎖作業を行うこととなっております。
現在、本市は、県より３箇所の防潮門扉の操作委託を受け、迅速で確実
な操作作業にあたっております。
毎年、管理者である県は、操作責任者に対し操作訓練やパトロールを実
施しており、緊急時における確実な操作に備えております。
さらに、県は南海トラフ巨大地震対策として、防潮堤の整備とともに、防
潮門扉の迅速かつ確実な閉鎖のために、電動化、遠隔化の事業に着手
しております。
本市といたしましては、県の事業の早期実現を要望するともに、防潮門
扉の緊急時の確実な閉鎖に向けた訓練などに取り組んでまいります。
市職員は各責任分担に従って行動することは当然ですが、地震、津波
などの自然災害や大規模事故など緊急時には、全体を俯瞰して行動する
ことも大切であり、適切な対応がとれるよう、総合的な防災体制の充実を
図ってまいります。
また、津波対策については、防災マップの作成や避難訓練などを実施
し、市民の安心・安全の確保に努めます。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
その他

49

市道建設に当たっては、阪神淡路大震災で大きな被害を受けた松下
町・屋敷町・弓場町等の国道２号線と阪神電車の間の市街地のように、各
地域毎に地下には水タンクを埋設し、道路も道幅を広く取り、災害時の被
害の減少に取り組む姿勢も必要と思います。

1

道路は市民の日常生活を支える施設であり、災害時にも重要な役割を
果たす施設であります。ご提案の内容については、道路整備を行う上で
参考にいたします。
また、浄水場の配水池、配水槽等に緊急遮断弁を設置（12箇所）し、学
校及び公園の地中に耐震性緊急貯水槽を整備（13箇所）しており、災害
時の水道水の確保を図っています。

4
Ｋ まちづくり（都市計画、道路等）について
番号
ご意見の概要
No.24 道路の整備 及び Ｎｏ．29 交通安全対策と駐車対策
車道よりも歩道に力を入れてください。事故が多発しています。段差が原
因で転倒します。人通りが多いのに段差のままです。
50

51

阪神香櫨園駅南側連携道路の整備について
駅南側東西道路の歩行者保護対策を早急に講じること。駅前歩行者横
断路両側に一時停止の標識を設置し取締りを行うこと。43号線東隋道南
北両坂道、交番所前交差点から西側商店街の道路、西隋道南出口横断
歩道に至る間、最徐行の注意喚起カラーを路面に施すこと。建石交差点
−東隋道間側道に歩道を設置すること。隋道と南北坂道に歩道と手摺を
設置すること。南北坂道の自転車走行速度の規制強化手段（路面に凹凸
を施すことなど）を講じること等。この狭隘道路への自動車迂回交通を削
減するため、屋敷町・川西町を南北につなぐ横断歩道付き交差点を設置
すること。市庭交番所西側の堤防上歩道に照明街灯を設置し道幅を拡張
すること（交番所周辺は照明がないうえ歩道中央に桜の石囲もあり危険）。
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件数

市の考え方

1

歩道の段差解消の改善については計画的に進めておりますが、全市的
には改善を必要とする箇所が多く、歩行への不安や不便をおかけしてお
ります。引続き歩道状況を的確に把握し、改善促進に努めてまいります。
道路は、市民の日常生活を支える重要な都市基盤施設であることから、
地域の理解と協力を得ながら、道路の整備や既存施設の有効活用、交通
安全施設の整備を図るとともに、道路幅員や交通状況に応じ、歩道整備
や段差解消など歩行環境の改善を推進してまいります。ご提案の内容に
ついては、計画の推進の参考にいたします。

1

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方

52

43号線建石交差点横断歩道・エレベータ設置について
把握されている同交差点での交通事故は大きな件数でなくても、実際に
は地域住民にとって大きな問題が存在します。急勾配の横断陸橋（これ自
体がバリアである）における老若男女の転倒等の事故件数等は無視され
ています。多数の人が転倒・怪我事故に遭い、さらに寝たきりになった老
人もいます。当然、災害非難時に多数の避難者が殺到し明石陸橋の二の
舞になる恐れがあり、また障害者の避難問題が残ります。
建石交差点の南域に郵便局・尼崎信用金庫・生協・薬局等スーパー・西
宮市中央図書館・各科クリニック・整骨院等がありますが、北域にはこれら
はありません。北側は建石線上に多数通勤者が利用するＪＲさくら夙川駅
があります。建石交差点を中心にして地域市民生活圏が構成されていま
す。体の不自由な人々は日々陸橋の急階段の手すりにすがりながら階段
を通行しています。急勾配スロープは足を滑らし転倒しやすく、また補助
車やカートが走り出すので避けます。最近、危険なことに、老夫婦が夫を
乗せた車椅子を妻が懸命に押して43号線を横断するケースや、電動車椅
子で横断するのを見かけます。社会情勢の変化を看過し、43号線渋滞を
理由に横断歩道・エレベータの設置を無視し続けることは最早許されない
切迫した状態です。
43号線南北両側道の幅員削減・歩道幅拡張してでも横断歩道の設置は
緊急課題です。
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人が集まる駅、学校、商店街等の周辺において、高齢者や障害のある
人などが安心して通行できるバリアフリー化などに取り組んでいるところで
あり、ご提案の内容を国道43号を管理している国土交通省に要望するとと
もに、所轄の警察署と交通安全対策について協議してまいります。

1
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53

54

55

56

自動車の町内生活道路迂回通行規制について
43号線建石交差点の南北通行時間が短いため、建石筋は、朝夕時間
帯は南北ともに大渋滞を生じています。このため自動車の信号無視進入
が目に余り、また多数の車両が２号線などへ通り抜けるため、川東町内生
活道の迂回通過が頻発しています。生活専用区域における迂回通過自
動車の進入禁止の徹底対策を急ぐ必要があります。幹線からの進入口に
「生活道迂回進入禁止」の標識を設置すること。
生活道路の速度制限の徹底策について
生活専用区域での自動車通行速度を30ｋｍ／時または状況により「生活
道徐行」の標識を設置すること。住民の要望があれば検討するという現体
制は生温い。安心・安全の市当局の交通安全対策の自らの責務の一つと
して公安委員会とともに積極的に進めるべきです。市の交通安全計画に
対するパブリックオピニオンのなかでも出された問題ですが、回答は「地域
で要望書を取りまとめて提出云々」でした。果たして要望書が出てきたの
ですか。
路上駐車規制については、生活住宅区域では市民生活にマッチする規
制のり方を考慮すべきである。現状では住宅区域には近接の便利な駐車
場がほとんど無い。無差別取締りは自動車来訪者と当該住民に甚だ困っ
たことである。また、同様に生活区域でありながら地域住民の意向・交通状
況の実態を確認しないで不公平に駐車規制に差をつけている。早急に市
みずから見直しの措置をとること。
駐輪場の設置についても、やはり人に優しく・安心・安全を前提とすべき
です。
阪神香櫨園駅周辺について、43号線南東部の自転車利用者は、夙川
堤防−43号隋道−市庭筋−阪神高架下の２つの急な上り下り坂道と自転
車・自動車・歩行者が行き交う43号線隋道と交番所前交差点を通過しなけ
ればならなりません。朝夕時間帯および弱者にとって非常に危険です。夙
川公園の美観を損なわない配慮のもとに43号線南側に駐輪場を設置す
べきです。
夙川グリーンタウン南側の新設駐輪場は２車線道路に１車線を廃止して
ここに「ゆったり駐輪場」が設置されたため、残る１車線が双方向通行とな
り、自動車・歩行者・自転車の通行が非常に危険な状態になっています。
緊急に改善すべきです。
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1

道路交通法による規制については、警察の管轄になります。ご提案の内
容につきまして、地元関係住民の総意に基づき、自治会長名で交通事情
並びに要望内容、設置箇所等を記した要望書を提出していただければ、
市から所轄の警察署へ要望してまいります。

1

1

本市では、駅周辺の放置自転車対策のため自転車駐車場の整備を進
めており、できるだけ駅近隣での整備が必要と考えております。今後とも
利用しやすい自転車駐車場の整備に努めてまいります。

1
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57

58

道路反射鏡等の設置について
市単独では、効果的な設置が期待できません。市当局・国道・県道管理
者・公安委員会が一体となって進めるべきです。また国道県道施設・個人
所有施設に反射鏡の取り付けや既存交通標識に追加取り付けができなけ
れば効果的でない場合が多いです。市当局が当該道路管理者・公安委
員会・当該施設の所有者の理解と承諾を得て適所に設置しなければ意味
をなしません。
私が住む町では幹線への出口が３か所、町内交差点数箇所あり、とりわ
け必要な４か所に反射鏡設置の要望を出しましたが、うち２か所のみに設
置されました。然し一般通行者の視野から外れた位置に設置されたので、
ごく一部の人の利用に止まる結果となっています。１個所は三叉路の正面
に設置すべきところ国道43号線側壁であるため手前角の街路樹で遮蔽さ
れた位置に、他は三叉路正面が個人の塀であるため手前角近くの電柱に
設置され角地住宅の樹木で遮蔽されて通行者の視界に入らず、この所在
を知る者以外は気付きません。他の２か所はそれぞれ建石線、酒蔵通りに
接続する交差点ではいろいろの理由で設置されませんでした。43号線夙
川東隋道南口の反射鏡は余り役立ちません。反射鏡形状・取り付け位置
など再検討が必要です。
43号線による市民生活分断に対する改善対策
この重要課題を西宮市当局は忘れているのではありませんか。43号線に
横断歩道橋が設置された時代から高齢化がさらに進み社会情勢は変化し
ています。アサヒビール跡地活用だけでは「誰もが住みたい、住み続けた
いまち」に転換できません。既存の生活区域を如何に「ひとにやさしく住み
よい街」に改善・向上させるかが重要課題です。
生活を分断している43号線の西宮市内の現状は、依然として「車優先・
渋滞防止優先」の思想です。隣接芦屋市内は43号線のすべての交差点
に、交差点間の距離に関係なく、歩道橋に加えて横断歩道が設置されて
います。しかも横断可時間が殆どの西宮市内の交差点より数秒長い（今津
交差点のみ特別長い）。何故、西宮市内の交差点の横断歩道設置が推
進されないのですか。国交省のプライシング等施策による大型車等湾岸
線優先利用により、43号線の交通量は軽減されている筈です。
因みに芦屋市内では43号線のみならず一般道路についても交通標識、
道路標識等の整備が西宮より進み、また歩車分離型信号も導入されてい
ます。芦屋市交通バリアフリー推進連絡会には「学識経験者」と「高齢者団
体、障害者団体及び自治会等の市民団体」がメンバーに参加していま
す。然し西宮市交通バリアフリー事業連絡調整会議メンバーには住人代
表等がメンバーに入っていません。これは、市当局の一般市民が直面す
る問題・要望を積極的に把握し、また市民と共に問題を解決しようとする姿
勢の差ではありませんか。
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道路反射鏡の設置については、必ず現地の状況を調査し、設置の必要
性及び設置の場所を検討しております。国・県道区域に設置を行う必要
がある場合は、協議を行い、設置型式を決定しておりますが、今後の計画
の推進の参考にいたします。

1

国道43号の横断歩道の増設については、今後も道路管理者である国に
対して、より安全で快適な歩行者の南北横断の確保に向けた取り組みを
要請してまいります。
また、公共交通の利用促進や自動車専用道路のネットワーク化などによ
り、市域全体の一般道路の通過交通量の抑制を図るとともに、バリアフ
リーのまちづくりを実現するため、市民の方々のご意見をお聞きしながら、
歩行者の交通安全に向けた施策を展開してまいります。

1
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59

60

61

「市民交通安全推進協議会」の立ち上げ
どことも高齢化や自治会意識の希薄化のせいか自治会の存在が薄れて
いるようで、一般市民は直面する問題を市当局に提起する意識・気力も薄
れています。市当局は、市民による交通安全推進協議会の立ち上げを計
り、これによりだれもが問題を直接通報することにより、協議会が地域の意
見を確認・取りまとめて、市当局との交渉を容易にする機能を持たせて交
通安全を推進するべきです。
「魅力ある街つくり」を実現すべく 現場住民の声を
住宅街として成熟した地域は、その町独特の特異性（特に難所）があり、
それは住民のみが理解しているものです。
これを知らずに「建設ありき」で外部からの事業主が建設をしてしまうと、
市が唱える「安全で住み易いまち作り」が、一挙に「危険で 住み難いま
ち」に変貌してしまいます。 市は建設計画を受理する前に、住民の意見
をよく把握して事業主に指導する必要があります。 更に、まちづくり条例
第６条「市民の責務」を市民に広く公開し、住民の認識を高めるよう努めて
ほしい。
都市計画を再度検討し、狭小な行き止まり状道路しかない所への住宅
建設を禁止する等の施策も必要と考えます。

1

西宮市民を交通事故から守るため、関係行政機関及び諸団体が相互に
緊密な連携を保ち、総合的かつ効果的な交通安全活動を推進する機関
として西宮市交通安全推進協議会を設置しております。ご提案の内容に
ついては、協議会推進の参考にいたします。

1

「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」で、事業主が建築確認
申請に先立ち「開発事業概要書」の届出と、市関係各課や近隣住民等へ
の協議を行うよう義務付けています。市は、事業主に対し建設計画につい
て充分説明した上で、地域住民の方々のご意見を把握し協議するよう指
導しています。
また、条例の内容は市ホームページ等により一般に公開しております。

1

住宅の建築行為に対する、接道条件等の指導については、建築基準法
や市の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」などに基づき、適
切に対応してまいります。

12
Ｌ 環境について
番号
ご意見の概要
素案全体
素案全体において、「再生可能エネルギー」「新エネルギー」の両方が記
載されていますが、それらの概念については、国において整理がなされ、
「新エネルギー」に大規模水力発電、地熱発電（フラッシュ方式）、空気
熱、地中熱を加えたものが、「再生可能エネルギー」と定義されています。
広い定義を持つ「再生可能エネルギー」に統一してはいかがでしょうか。
62

（理由）
2006年に経済産業省総合エネルギー調査会新エネルギー部会におい
て、「新エネルギー」と「再生可能エネルギー」の概念の整理がなされ、
2008年には政令改正も実施されました。「再生可能エネルギー」は「新エ
ネルギー」の概念をも包括したより広い定義を持ち、こちらの表現に統一
することが望ましいと考えます。
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件数

市の考え方
今のところ新エネルギーという表現は法律上定義にこだわらず一般的な
意味で使用しておりますが、確かに「新エネルギー」、「再生可能エネル
ギー」と両方の表現が使われていますので、用語の使い方について再検
討いたします。

1

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
素案全体において、「省エネ」「省エネルギー」と合わせて「省ＣＯ２」につ
いても記載してはいかがでしょうか。
63

（理由）
素案では、地球温暖化対策として温室効果ガスの削減について言及さ
れており、「省エネルギー」の目的である「省ＣＯ２」についても併記すること
が望ましいと考えます。

No.32 環境学習都市の推進
【主要な施策展開】において、省エネルギーの普及に向けた取り組みの
事例として、国の施策としても進められている、ＬＥＤ等の省エネ機器の導
64
入や「エネルギー消費量の『見える化』」などを挙げてはいかがでしょうか。
No.35 快適な生活環境の確保
【主要な施策展開】（１）自動車公害による環境への負荷について述べら
れていますが、基本的に大型車、つまりディーゼルエンジン車の削減こそ
必要です。
いうまでもなくディーゼルエンジン車の排気ガス、ＮＯＸ窒素酸化物は気
管支等健康に被害を与え、ＳＰＭ浮遊粒子状物質は発ガン性があります。
65
これは公認されています。私達の地域は43号線また阪神高速道路を抱え
ています。大型車の削減に行政側も努力していただきたいのです。43号
線の大型車の湾岸道路へ迂回させるという計画は彌縫策に過ぎません。

66

真剣に「モーダルシフト」に取り組んでいただきたい。
なお、重要な問題は「モーダルシフト」が要請されているにも拘らず、全く
行政側において取り組みが無いのは実に遺憾です。輸送体系では陸上
貨物輸送が支配的であり、海上、鉄道輸送が従であって、それが地球温
暖化をもたらしているのです。「モーダルシフト」を推進することが、市民生
活の快適さにつながることを認識し、行政として真剣に取り組んでいただき
たいのです。
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基本的にＣＯ２排出量の削減を前提に省エネルギーと表記しております
ので、現行の表現とさせていただきます。
1

1

1

1

方向性としてはこれらの取り組みを実施する可能性はありますが、省エ
ネルギーの具体的な手段を記載する場ではないと考えますので、現行の
表現とさせていただきます。

大型ディーゼル車による公害問題については国において窒素酸化物及
び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に
よる対策地域での総量削減規制、県においては同法の排出基準を満たさ
ない大型車の流入規制を実施し、本市においても低公害車トラック・バス
について事業者に対する導入補助を行うなどの対策を実施しております。
また、大型車の湾岸線迂回につきましては、国道43号に集中する大型
車からの環境負荷を分散する目的で尼崎公害訴訟のあっせん事項にお
いて、国との取り決めにより実施させているものです。
モーダルシフトは、環境負荷の少ない物流の実現に関する施策の一つ
として、国が中心となって取り組んでおり、市として実施可能な施策は少な
いものと考えておりますが、本市では、平成21年度に市域における温室効
果ガス排出量削減計画である「持続可能な地域づくりＥＣＯプラン−西宮
市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）−」を策定し、
公共交通機関を利用しやすい都市環境への改善を進めるなど、継続的
に地球温暖化対策に取り組んでおります。
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67

（４）「生活型・近隣型環境問題への対応」に夜間の花火公害に触れてお
られます。
甲子園海岸を花火禁止区域としていただきたい。
芦屋市は南端地区、潮芦屋地区を花火禁止区域に指定しています。
昭和50年後半より甲子園海岸で深夜、夏場打ち上げ花火に悩まされて
きました。そのために自衛のため住民による海岸夜間パトロールも二十年
近く続けてきました。その間行政に花火防止策を訴えて来ました。平成12
年にやっと「快適な市民生活確保する条例」が施行され、10時以降の花火
は禁止と決まりましたが、違反者が続出。やっと平成18年より行政による巡
視体制を敷いていただけるようになり、最初は日数も限られていたが、平
成25年度は夏季中、毎日長時間の巡視をしていただけるようになり有り難
いことと思っています。しかし、午後10時までは自由な打ち上げがなされる
ので、爆音等は公害となります。幼児、老人には衝撃を与える花火もありま
す。従って、花火禁止区域に指定していただきたい。

「快適な市民生活の確保に関する条例」は、西宮市全域を対象とし、近
隣住民や他の利用者に迷惑となる花火（飛ぶ・大きな音を出す・打ち上が
るもの）について、午後10時から翌朝６時までの間、禁止としています。海
岸部では夜間パトロールを通して条例内容の普及啓発とマナーの向上に
努めているところですが、市内には、甲子園海岸以外に、御前浜・香櫨園
浜、武庫川といった広大な水辺が多数あり、特定の地域を全面禁止とする
ことは考えておりません。 なお、県立甲子園浜海浜公園は、港湾施設と
なりますので、終日花火禁止については、兵庫県港湾施設管理条例第３
条の禁止行為として内容に盛り込むよう兵庫県へ要望してまいります。
1

打ち上げ花火、爆音の出る花火等民家、住民に迷惑である花火は禁止
していただきたい。
平成23年８月10日発行の市政ニュースにおいて、市当局は「．．．公園
でのロケット花火や打ち上げ花火、爆竹など音の出る花火は禁止していま
す」と明記しています。実行して下さい。
その他

68

誰もが住みたい、住み続けたい町への為に、広田町の御手洗川や四十
谷川の川床がコンクリートで固められ、魚の住めない川になっています。
川床に土の魚道を作って、魚が泳げる川にして下さい。

1

公共下水道の整備に伴う水質の改善により、市内の河川でも徐々に生
物が戻ってきておりますが、その一方で雨水の速やかな排除により、安
全・安心な生活環境を守ることも河川の大きな役割です。今後は河川断面
等に余裕のある場所について、極力自然に配慮した整備を進めてまいり
ます。

1

エココミュニティ会議など地域活動との連携を図り、また、市民の協力を
得て市内の動植物の分布調査「ウオッチング！西宮の自然」を行うなど地
域の自然を保全することを通じて、市民の皆様の自然保護への意識の向
上に努めてまいります。

自然環境保護への市民活動の拡充
69

70

街をきれいにする案
街がきれいになって誰が喜ぶか。１．不動産屋 ２．建築屋 ３．小売屋
４．一般市民 これ等の人々が率先して掃除、ゴミひろいに活動するべき
です。
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1

各地域において、住民が率先して清掃活動を行い、集められたごみを、
依頼収集として市で回収しております。また全市的な活動としては、町の
美観を損ねるタバコの吸い殻や空き缶などの散乱ごみを一掃するため、
西宮市環境衛生協議会、西宮市ごみ減量等推進員会議と協働して「わが
まちクリーン大作戦」を６月と12月の年２回、市民および事業者合わせて
500団体延べ７万人を超える方の参加を得て実施しています。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
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いま必要なのは、河野市政として ダイアモンドゾーン を残すことを自己
目的化するのではなく、３・１１後の脱原発への市政を確立することでしょ
う。自然エネルギーの推進ということで、市民の取り組みを支援するにとど
まらず、西宮市自ら発電施設の設置、売電も取り組むべきです。
また、省エネも重要な課題です。既存施設の節電だけではなく、エネル
ギー消費を高める箱モノ建設、エネルギー多消費施設の抑制など、取り組
むべき課題は山積しています。

1

本市では、平成20年度に山口センターに10ｋＷ、24年度に夙川小学校
に40ｋＷの太陽光発電設備を設置しており、また、水道局においても来年
度に400ｋＷ程度の発電設備を設置する予定です。今後、増改築や新築
を計画している施設についても、設置を予定しているものがあります。
なお、各論「Ｎｏ．32 環境学習都市の推進」において、「新エネルギー
の導入及び省エネルギーの普及に向けた取り組みを推進します」としてお
り、公共施設への太陽光発電設備の整備などを進めていく方針であり、ま
た、計画推進編「Ｎｏ．６ 計画的な施設の整備・保全」において、「公共施
設の新築や増改築時には、太陽光などの再生可能エネルギーや省エネ
ルギーの取り組みを検討し、環境負荷に配慮した施設整備を推進」するこ
ととしております。

10
Ｍ 市組織、職員育成、行政経営について
番号
ご意見の概要
計画推進 No.1 戦略的な行政経営体制の確立
基本方針について
『「限られた経営資源を最大限に活用し、市民満足度の高い行政運営を
行う」ことを理念に、行政運営の仕組みや職員の「意識の改革」など、組織
文化の変革に取り組むとともに、市民の参画と協働を進め、より効果的な
施策展開を図ります。』という基本方針を実行する為には、現実の制度
72
が、市職員を甘やかし、そのぬるま湯に浸かっているのが現状だと考えて
います。
それでこの職員の意識改革に関連した事項についてお聞かせ下さい。
それぞれは小さな事かも知れませんが、この小さな積み重ねが、職員の意
識改革に繋がることを踏まえてお聞かせ下さい。

件数

市の考え方

1

将来的に少子高齢化に伴う社会保障費の増、税収の伸び悩みが見込
まれる中、多様化する市民ニーズに対応するためには行政運営の仕組み
そのものを変えるとともに、職員の意識改革を図る行政経営改革をさらに
進めていく必要があります。現在、事務事業の見直しや補助金見直し、指
定管理者制度など民間委託の推進などによりコスト削減や民間活力の導
入を進めており、担当する業務を常に見直してスクラップアンドビルドを図
るという考え方や見直しの仕組みを定着させながら職員の意識改革を
図っています。また、行政経営改革への理解を深めるために、行政経営を
テーマとした研修を実施したり、庁内向けにニュースを発行するなど職員
間で情報共有を行っています。

1

市の物品は、西宮市会計規則の規定に基づき、各課に設置された物品
管理者と物品取扱責任者によって、常に良好な状態で使用できるよう保
管されています。
また、備品は備品管理システムで管理されており、各備品に付与された
備品番号のシールを現物に添付することによって、常にシステムと照合・
確認することができます。
会計管理者は毎年、備品が適正に管理されているかの調査を行い、備
品の異動報告漏れ等、不適切な管理がないか、チェックしています。ま
た、備品の異動が多数発生する時期には、適正な管理を徹底する旨の通
知を行っています。
これらの調査や通知を通し、市の物品・備品に対する職員の意識を高
め、適正な管理を徹底するよう注意を喚起しています。

文具・備品類の管理について
日本有数のトヨタ自動車でさえ、鉛筆一本まで管理されています。市の
所有物を私物化すれば、窃盗或いは横領罪と言うことにもなると思いま
す。職員の意識改革の面からも文具・備品等の管理状況更に職員に私物
化すれば犯罪である旨の教育をどうされているのかお聞かせ下さい。
73
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75

経費について
職員の意識の中に経費は、使うものだと言う意識が蔓延しているかとも考
えます。特に自分達の経費は大切な税金なので、削減するものだと言う
（民間では当たり前の考え）意識改革もして頂きたい。更に市民をお客様
意識を持たせるべきだと思います。その考えをお聞かせ下さい。
まちづくり指標
行政経営全般の取り組みに対する職員の理解度で、現状39.4％の低数
字に驚きを隠せません。市の職員の意識の低さ、甘さもさることながら、し
かも６年間かけて、理解度を90％に持っていくというのは、何とも甘い数字
だと考えます。職員一人一人が主導して取り組むべき課題の筈であるの
に、先ず１年以内に100％を目標に職員に理解させ、理解しない職員への
無給の特別講習会等も実施すべきだと考えますが、如何でしょうか？ い
いまちづくりをする為には先ず職員が模範を示すべきだと思います。 こ
の件に対して考えをお聞かせ願いたい。
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1

1

本市では、①市民満足度の高い行政サービスの提供 ②行政の透明性
と説明責任 ③職員の意識改革を目的として毎年度事務事業評価を行っ
ており、事務事業の目的やコストを意識付けすることにより、職員の意識改
革を図っています。引き続き、研修を行うなど、さらなる職員の意識改革に
努めます。
行政経営全般の取組みに対する職員の理解度向上については、引き
続き、行政経営改革の取組みや考え方の定着を図ってまいります。また、
毎年職員向けに行政経営改革をテーマとした研修を実施したり、ニュース
を発行することにより情報共有を図っておりますが、意識改革を図るため
には成果を見える化することにより、職員のモチベーションを上げる仕組
みが必要であると考えます。今後とも行政経営改革への理解を深める機
会を創出し、さらなる職員の意識改革に努めます。
成果を処遇に適正に反映させる仕組みが、意識改革にとって必要と考
えます。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
計画推進 No.2 組織の活性化と職員の育成
【主要な施策展開】に次の施策を「人材育成」の前に（３）として追記すべき
です。
（３）職員による不祥事の抜本的再発防止策の推進
最近の本市における、税務部門における金銭の紛失や催告書の誤表記
や給付金の遅延といった事務処理の誤りなどの職員の気の緩みが原因と
考えられる事案が続出し市民の信頼を損ねていることを踏まえ、職員が市
民の皆様の貴重な税金を原資にして給料をいただいていることを改めて
認識するとともに、市民の皆様に対して損なった信頼を回復するために、
服装規律の遵守及び丁寧な市民対応の大切さ等公務員としての原点に
もう一度立ち戻り職員による不祥事の抜本的防止策を推進します。
76

77

78

【提案理由】
職員による相次ぐ不祥事やミスを受け、兵庫県西宮市の河野昌弘市長
は６月18日に課長級以上の職員258人に異例の訓示をしました。市長は
「多くの市民に迷惑を掛けて残念」と述べ、庁内に「事務処理適正化委員
会」を設置し、再発防止策を練る考えを示しました。課長級以上を集めた
臨時の訓示は、万引容疑などで職員計３人が逮捕された2010年７月以来
です。市では５月以降、修学旅行費の横領や年金付加金の支払い遅延、
市税滞納者への誤通知などミスやチェック機能の欠如で、不祥事は少なく
とも７件発生しました。これらの不祥事を踏まえた抜本的対策を早急に行う
必要があります。
人材育成はその次です。
昇格改善処理について
全職員に33歳、39歳、45歳を基準にした特別昇格改善は、努力なき職
員を救済している処置であり、民間では考えられない処置だと考えます。
この甘い処遇の見直しを図るべきだと思います。まじめに市の為に頑張っ
ている職員のモチベーションを、下げる処遇だと思います。考えをお聞か
せください。
私療休暇制度について
毎年90日を限度に取得できる私療休暇が、毎年取れる制度の運用の甘
さが、頑張ることなく、安易に取得する方向に向かっていると考えていま
す。運用面での見直し、取得率の多い職員への指導等を考えているのか
を、お聞かせ下さい。
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1

1

1

本市において、不祥事あるいは事務執行上の不適正な処理事案が続
発し、市民の信頼を大きく損ない、多大なるご迷惑をお掛けしたことを受け
まして、この度、事務処理を誤った原因究明やその防止策、さらにはその
対策が有効に実行できているかどうかを検証する「事務処理適正化委員
会」を立ち上げ、現在、その徹底を図っているところであります。
これらを受けて、今回の見直しでは、【主要な施策展開】（１）組織・事務
管理の欄において、新たに「事務処理における情報共有や意思決定のあ
り方の見直しのほか事務処理適正化委員会の設置などにより、事務管理
上のリスクマネジメントに取り組みます」との記述を加えたところでありま
す。
今後、これらの徹底に加え、職員の倫理意識の向上に向けた研修の実
施など人材育成の取組み等も併せて行いながら、不祥事等を起こさない
ような総合的な対策に取り組んでまいります。

職員の昇格は、年齢を基準として行うのではなく、勤務評定の結果に基
づき行っておりますが、昇格することに伴い、従前と比較してより職責が重
くなることから、国においても同様の趣旨で制度化されている改善措置を
実施しているところであります。
今後とも、国や他の地方自治体の制度を参考としながら、適正な給与制
度の運用を行ってまいります。
私療休暇など病気療養を要する職員に対しては、休暇取得の際、通常
は所属長が職員の健康管理に留意した指導を行っております。
なかなか状況回復がみられず、特に指導を要するケースにおきまして
は、職員の健康管理や職場復帰支援の観点からの取組みを充実していく
必要があると考えており、産業医や保健スタッフなどの活用を図りながら進
めてまいりたいと考えております。
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休職・私療制度の取得人数について
24年度で休職者52名、私療休暇取得併せて、200名程と聞いています。
職員数の割に異常に多い現実に対して、どのように取り組まれるのか、安
易に休ませている制度そのものに問題はないのか、それでも仕事が回っ
ている現状、逆に職員の生産性が低すぎるのではと考えています。この現
実をどう認識して取り組むつもりなのか、お聞かせ下さい。更にどのような
部門に多いのか。部門別に公表を願いたい。

1

天下りを廃止してください（退職金を何回も受給されることは許されませ
ん）。 定年退職しても、又、就職しています。 市職員にはヒマな高齢の
方が多すぎます。
80

1

計画推進 No.5 市税の賦課・徴収体制の強化
【主要な施策展開】に次の施策を（４）として追記すべきです。
（４）人権に配慮した税徴収等の推進
税収については景気の動向等に影響を受けやすく、不景気の際、市の
財政健全化を図るためには、市職員も市民とともに痛みを分かち合うこと
81
が重要です。また、税負担の公正・公平さも重要性を踏まえながら滞納者
に保障された誰もが幸せに暮らす権利を擁護することが憲法上非常に重
要であることから税徴収等による人権侵害をなくし全ての人の人権が尊重
されるよう人権と税徴収等の調和を積極的に図ります。

私療休暇を取得している職員や、病気療養のため休職処分を受けてい
る職員に対しては、これまでも各職員の療養状況を把握し、職員の健康
管理や職場復帰支援の充実を図る観点から、産業医や保健スタッフなど
も活用し種々の取組みを進めてまいりました。今後も、早期予防も含め職
員の健康増進を図っていくことにより、病気療養者の減少に努めてまいり
たいと考えております。なお、休職・私療休暇の取得者の職員数に占める
比率は、平均的であります。
本市職員の退職後における再雇用につきましては、年金受給との連携
を考慮して行っているところでありますが、職員本人のこれまでの経験や
スキルを活用するとともに、全体としては正規職員の抑制にも効果があると
考えているところです。職員が外郭団体へ再雇用されることもありますが、
これらの団体からは退職金を支給されることはなく、一人の職員が複数回
受給することはありません。今後も若年層の任用も含めた計画的な採用を
行い、適正な事務執行に努めてまいります。

1

憲法に基本的人権の尊重や生存権が明記されていることは承知してい
ますが、一方では納税の義務も明記されているところです。本市では、こ
れまで憲法や関係法令に基づき、人権にも配慮し、税の公正・公平も踏ま
えながら税徴収を進めてまいりました。今後もその考えに変更はありませ
ん。
ご意見にありますように、人権を尊重した上で税徴収を進めることは当然
の前提であることから、敢えて計画に記載する必要はないものと考えてい
ます。

1

職員の喫煙に関しては、公務員に課せられた職務専念義務に反しない
範囲において認めているところです。今後も各職員が職務の励行に努め
ることにより、市民サービスの向上を図ってまいります。
本庁舎の給湯室のお茶につきましては、職員を含め、来庁された多くの
市民の方に利用していただくよう１階フロアには２箇所、その他のフロアに
は１箇所設置しております。今後も市民に利用しやすい環境を改善してま
いります。
「冷暖房」につきましては、夏季は「28度」、冬季は「19度」とし、省エネル
ギー等の環境に配慮した温度設定としています。また、給湯器につきまし
ては、設置数を半減させてコスト削減を図っております。

その他

82

民間は厳しい日々を送って、毎日、職場で苦しい戦いをしています。し
かし「市」職員はそうではないですね。休憩以外で喫煙したり、「給湯室」の
お茶をいつでも飲めます（民間は自腹で自販機で買っています）。「血税」
でお茶を飲まないで下さい。民間と同じように市職員も考えてください。
「冷暖房」も効きすぎないように温度設定して下さい。すべて私達の税金を
使っているのですから。無駄使いは早くやめて下さい。特に市役所の給湯
機（室）を撤去して下さい。「ぜいたく」ですよ。
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市当局と市職員の意識改革
問題解決について、何故、地域からの要望書が提出されるまで市当局
は始動しないのですか。市当局は、人に思いやりのある、人にやさしいま
ちづくりのリーダーではありませんか。市当局職員が市内巡回して、散在
する交通バリア問題を把握できるし、また市内在住の全市職員が見聞・把
握出来る市民生活に係る問題・情報を担当部署に提案することにより、市
当局と全職員の責務として改善策を推進できます。市役所内にこのような
提案制度を設けるべきです。

行政需要に柔軟に対応し、事務事業の効率的な推進を図る提案で、①
市民サービスの向上 ②業務の改善 ③経費の節減④事務能率の向上 ⑤
事故又は災害の防止 などの効果が期待できるものについて、職員が提
案を行う制度を設けております。
1

12
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「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｎ 財政状況について
番号
ご意見の概要
計画推進 No.4 健全な財政運営
【主要な施策展開】に次の施策を（１）（２）として追記すべきです。
（１）組織の再編と職員定数の見直し
時代の変化に伴う多様な課題に対応するため、総合的かつ機動的に対
応が可能な簡素で合理的な組織体制に再編するとともに、事務事業執行
方法等の徹底した見直し、民間委託の推進等により、行政サービスの提
供方法に合わせた適正な職員配置を図り、人件費の削減を図る。
（２）職員給与の抑制
現在の財政の危機的状況を解消するため、全職員を対象に給料、管理
職手当、期末・勤勉手当等のさらなる減額措置を講じる。

84

【提案理由】
西宮市職員の給与水準は、４１中核市中トップクラスです。平成24年地
方公務員給与実態調査結果における西宮市職員のラスパイレス指数は
地方公務員（全国平均）の107.0を大きく上回る112.4です。
したがって、財政が危機的状況にある中で、西宮市の組織を再編し人員
を削減するとともに全職員給与及び手当を減額し、歳出額を抑制すること
は財政再建に非常に有効です。
（組織の再編の例）
総務局 財務部と税務部を統合し財政部とする。（部長１名減）
〃
人事部と施設部を統合し管理部とする。（部長１名減）
市民局 市民部と人権推進部を統合し市民人権部とする。（部長１名
減）
都市局 建築・開発指導部と住宅部を統合し住宅建築部とする。（部長
１名減）
土木部 道路部と下水道部を統合し都市整備部とする。（部長１名減）
これだけでも、年間、60,000千円程度経費削減できます。

件数

1

1
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市の考え方
組織の再編については、充実した行政サービスを提供するとともに限ら
れた人的資源を有効に活用するため、社会経済情勢の変化も見据えつ
つ簡素で効率的な執行体制となるよう適宜整備に努めております。
また、職員の意識改革を図りながら、事務事業の見直しや官民の役割分
担の見直しを進め、行政サービスの提供に合わせた適正な職員配置を行
う必要があります。
職員の給与水準の適正化につきましては、これまでも継続的に取り組ん
できたところであり、直近では、昨年度に課長補佐制廃止に伴い給料表ほ
か給与制度の見直しを実施したほか、本年度は、技能労務職員の適用給
料表を分離し、職務と職責に応じた新しい給料表の適用などを行いまし
た。これより、さらなる給与費抑制と給与水準の適正化がなされるものと見
込んでおります。
これらの施策は、市としての長期的なまちづくりの方向性や、将来的なあ
るべき姿等を示すべき「総合計画」において記載せずとも、今後とも国や
他都市の動向も見ながら、継続的に行われていくべきものであると考えま
す。

「第４次西宮市総合計画」中間見直し素案について提出されたご意見等の概要とそれに対する市の考え方
Ｏ その他
番号
ご意見の概要
人口推計について、当初予測が下方修正されたことは賢明だと思いま
す。かつて、川上ダム水利権に関して、需要予測が過大で撤退すべきと
いう意見が市民から出されました。この件は、ずいぶん遅れて、結局撤退
となりましたが、その間無駄な税金が投入されました。今も水需要は人口
増に比して減少しているのに、阪水からの水の購入が過大だと思います
が、人口や需要の増減は将来設計に大きな影響を及ぼすことを確認すべ
きです。
85

86

件数

1

委員構成に関して
委員構成を見たところ、約半数が某私立大学の先生方となっています。
地元のことをよくご存じの先生でご議論いただくことももちろん必要です
が、第三者的な視点でご意見いただける方を据えておられないのは、大
変残念に思います。より広範な範囲か らご意見をいただくことはとても重
要であると考えます。
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1

市の考え方
本市は、水量及び水質が安定した水源に恵まれておらず、安定した水
源である淀川に水利権を確保する必要があります。そのため、川上ダム事
業に参画していましたが、川上ダムから確保を予定していた水利権量を、
同じ淀川を水源とした阪神水道企業団から確保することが可能となったこ
とから、将来の費用負担も含めて検討した結果、川上ダム事業から撤退
し、阪神水道企業団からの受水を増量することとしました。
現在の水道事業認可（平成20年4月）における水需要予測は、第４次総
合計画における将来人口推計等を基にしています。その結果、給水人口
の増加は見込めるものの一人当たりの使用水量の増加が見込めないた
め、計画水量の下方修正を行っています。
また、阪神水道企業団の安定した水を確保できたことを受け、自己水源
を整理し、あわせて水需要に応じた施設規模に縮小するため、南部地域
にあった６箇所の浄水場を鳴尾浄水場１箇所に統廃合することとしまし
た。
現在は、浄水場の統廃合を一定終えていますが、給水人口は増加して
いるものの配水量は減少しているという状況にあり、将来的には給水人口
の減少により、さらなる水需要の減少も予想されることから、今後の水需要
を慎重に見極めながら、引き続き効率的な事業運営に努めていく考えで
す。
学識経験者懇談会の委員については、当初策定時の「総合計画審議
会」における学識経験者委員に加えて、防災、環境、福祉といった専門分
野で、新たに委員に就任していただいたものです。結果として、特定の大
学に所属される方が多くなってしまいましたが、今後の選定機会において
は、ご意見も踏まえつつ、バランスのとれた委員構成となるよう取り組んで
まいります。
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総合計画にしても内容が抽象的過ぎます。残り期間５年で実行する事項
を具体的に織込むべきです。
また、「まちづくりの重要課題」として以下を追加すべきです。
「一般生活住宅区域における生活経路と人優先バリアフリー、通行者安全
の緊急対策」
「安心の自宅介護・自宅療養を容易にするための医療体制及び見守り体
制の具体的取り組み」
「高齢者・幼児が安全・健康的に過ごせる地区ごとの公園・集いの場所の
確保充実」
「別途に第９次西宮市交通安全計画と中間交通安全施策があるが、これ
の基本事項は第４次総合計画で示し、市当局は市内全道路・交通のバリ
アフリー施策を関係機関との折衝を強化し実現を果たすこと。」

西宮市民も増加傾向ですが、減少した企業や学校の社宅や寮のように
それらに変わる『隠れ社宅や寮』が多数存在し、少子高齢化が云われてい
るのに、毎年児童数に変化もなく、数年で転勤する人達の数が増加してい
るといえます。選挙にも投票しない『一時滞在型市民』は市政にも無関心
を保っていますが、行政サイドはそうした人々への配慮を多くしようとして
いる傾向が見られます。本来の施政は西宮市に育ち、一生を終えようとす
る人々を中心に考えなければならないと思います。こうした人々の声は小
さく、行政に届かない事が多いと思われます。見直しは結構ですが、安
心・安全を重点に検討して戴きたいと思います。
意見の公表について
出来るだけ速やかに（３ヶ月以内程度）に全意見を、市民に判り易い方
法で公表願いたい。更に公表方法と時期を公表して頂きたい。

総合計画の基本計画は、基本構想に基づき、まちづくりの具体的な諸
施策について体系的な枠組みを示すものとしています。具体的な施策、
事業の項目等については「西宮市高齢者福祉計画、西宮市介護保険事
業計画」などの部門別計画において記載しており、また、具体的な事業内
容については、毎年度見直す３か年の実施計画において示すこととして
います。
1

1

1
5
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まちづくりの重要課題については、総論の「第３ 市民の意識 ５ まちづく
りの重要課題」の項目で、まちづくり評価アンケートの結果から、市民のみ
なさんの期待度やギャップ値（期待度と満足度の差）が高いものを記載し
ており、これを踏まえた計画内容としています。
また、道路のバリアフリー化を含む「安全で快適な歩行空間の確保」の
取組みは、見直しにより充実を図っています。
ご意見については、今後の施策の参考とさせていただきます。
市内には、長期にわたり居住している方や、阪神・淡路大震災後に転入
された方、短期間のみ居住する方など、多様な市民が住んでおられます。
市としては居住期間の長短に関わらず、公平に市民の声に耳を傾ける
よう努めています。
福祉、災害対策、交通安全、防犯など、安心・安全に係る施策は計画の
中でも幹となるものであり、各施策にわたって最も多く記述しております。
また、特に、今回の見直しでは、東日本大震災を契機とした新たな防
災・減災対策に取り組むこととしております。
頂いたご意見と市の考え方については、11月頃に市ホームページで公
表する予定であり、その旨について市ホームページにてお知らせしていま
す。

