
H29春　総合計画策定に向けた広聴会　各会場での主な意見


自治会・

コミュニティ
学校区域と自治会区域 集会施設等 子育て・教育 防犯・防災 道路・公園 環境・ゴミ 空き家 交通 住宅・開発・景観 まちづくり・文教住宅都市 医療・病院 高齢化・福祉 総合計画・広聴会 その他

・自治会参加者の高齢化

が進み、若い世代が参加

しないため、自治会参加

者が減少傾向である

・自治会がいつまで続く

かが問題。後継者も減っ

ている

・校区と自治会区域の

不整合は、ずっと前か

らの課題であり、早急

に取り組むべきである

・若い子育て中のお母さん

の悩みは、情報や居場所が

何処にあるのか等、必ずし

も専門的でないものも多

い。ご近所の方等と気軽に

話し合える場があれば解決

できるのではないか

・防犯カメラはプライバ

シーの問題から自治会では

管理できないので、市で管

理するべきである

・防犯カメラがほとんど設

置されていない。もっとた

くさんの防犯カメラが必要

・奥畑のマンション開発等

により交通量が多いにもか

かわらず、幹18号線（旧

越水線）の幅員が、国道

171号との交差部も含めて

狭い

・満地谷・ニテコ池の周辺

で、水路上に蓋をしてゴミ

置き場を作りたいと申し出

たが市より許可が出なかっ

た。水路上等の利用をしや

すいようにしてほしい

・西宮浜への交通アクセス

が不便。このままでは西宮

浜から人がいなくなる

・南部地域にいても南北交

通が不便である。西宮北口

や甲子園に容易に行けない

みは大きく変化している

な工事は、工事ビラだけで

はなく、近隣住民に十分に

説明するように市からも指

導してほしい。事業者は説

明不足

・南部、北部、地域ごとに

人口増減の偏りはあるは

ず。高須では減っている。

これを均等に是正するよう

に誘導する施策はないの

か。武庫川団地などで、若

い人に住んできてもらえる

ような魅力ある施策を打ち

出せれば良い

・市民病院と県立病院の統

合も大事であるが、身近な

医療の充実を希望する。障

害を持っているので、大き

な病院では対応してくれる

が、身近な診療所では障害

があるからという理由で対

応してもらえない

・広聴会では意見の吸い上

げは十分でない

・今回のような広聴会で吸

い上げた意見を地域に還元

できるような相互関係を構

築してほしい。聞きっ放し

や言いっ放しのないように

してほしい

・自治会の取り組みが一

過性で持続しない。他の

取り組みとも連動しない

・自治会の加入率が低い

・待機児童問題や障害のあ

る児童への教育等の課題を

解決して、住みやすいまち

を実現してほしい

・今津西線の国道171号以

南の歩道が傷んでおり、車

椅子で通行しにくい

・甲陽大池周辺の環境が悪

化しており心配

・西宮は海があり、山があ

り、自然がすばらしいの

に、高層ビルが多い。都市

計画でもっと規制してほし

い

・アサヒビール跡地問題な

ど、決定したことがあれば

すぐに教えてほしい

・前回の広聴会での意見を

箇条書きにして頂いている

が、施策の優先順位が必要

・地域に民生委員等のなり

手を育てる人材育成策が必

要

・人と人のつながりが希薄

になっており近隣同士での

トラブルが増えている

・道路整備の情報が地域に

は全く入ってこない。どこ

を工事しているのか分かる

ようにしてほしい

・地域には所有者の情報が

無いので、空き家の所有者

の意向を市が確認して、地

域の活動拠点として提供し

てもらう等、市が仲介役と

なってほしい

・40代の家族がどんどん

マンションに入居するが、

20年後には高齢者ばかり

ということになりかねな

い。マンション開発に対す

る市のビジョンを示すべき

ではないか

・環境学習都市、文教住宅

都市であり続けるような都

市経営が必要

・さくら祭りに、写真展と

絵画展が無くなったが、子

供にとって思い出となる、

子供の絵画展はぜひ復活さ

せてほしい

・住みたい町№1という

こともあり西宮に引越し

てきたが地域との繋がり

を持っていない。自治会

があるのかも分からない

・避難時の要支援者名簿を

作成しているが、それをど

う活かせば良いか、要支援

者はどのように行動したら

良いのかが分からない

・文教住宅都市という割に

地域と大学生の関係がな

い。学生と地域に交流を生

む施策が必要

・防災スピーカーは必ずし

も全員が聞き取れるもので

はないので、聞いた人が周

りに伝えるようにするな

ど、避難方法の訓練・啓発

を行ってほしい

・高齢者の移動手段はバス

しかない。西宮から神戸に

行く路線バスでも、高齢者

が多い

・住みたいまちは、西宮北

口だけではない。全ての地

域が住みたいまちと言える

西宮にしてほしい

・もっと地域の人に自主防

災組織に加入してほしい

・ボール遊びができる公園

がない

・公共施設も民間施設も、

市内の建物の耐震化が進ん

でいるのか心配

・安井地区に公園がないの

で保健所を建替えた跡地は

公園にしてほしい

・障害者としても、自治会

等に加入し、もっと知って

もらう努力はすべきと感じ

ている

・障害者は車を運転でき

ず、必ず公共交通機関を利

用する。障害者団体からも

バス会社に働きかけている

が、１時間あたりの便数を

増やしたり、ノンステップ

バスの導入に市から補助金

を支出する等の働きかけや

検討をしてほしい

・市外に出たときに、「地

元は西宮です」と言えるよ

うに知名度を全国区にする

広報活動が必要

・各小中学校にプールがあ

るが、地域の人も使えるよ

うな、年間を通じて使える

ようなプールがあれば良

い。海外では、高齢者も子

供も集まり、健康増進施設

であるのと同時に地域コ

ミュニティの場となってい

るところもある

地　域

・障害のある小学生が、放

課後の居場所がなく困って

いる

・一人ひとりの状況を確認

できるように教職員を増や

してほしい

・個人情報の保護意識が

過剰になっているので地

域活動に支障をきたす

・組織や団体、仕組みを

作るのではなく、きっか

けや環境を用意すること

が大切

・市から自治会に対して

支援や補助金が無い。

もっと自治会の取組に対

して相談に乗ってほし

い。話しやすい場を設け

てほしい

・広田小学校区には、地域

活動を行う施設がない。空

き家ではなく一定の広さが

あるデイサービスや子供の

活動支援等、多くの活動が

できる場所がほしい

・老人憩いの家の稼働状況

が低い。幅広い世代の方が

活用できない状況にあるた

め、場所の開放等の有効な

施策が必要

・公共施設の縦割りをなく

していく考えには賛同。縦

割りをなくした上で公共施

設が不足している地域には

新設も検討してほしい

・学校をもっと地域に開放

して気軽に使えるようにし

てほしい

①本庁北東

・市の協働事業の事業対

象範囲が狭すぎる。効率

的に民間の活力を利用で

きる仕組みづくりが必要

・市役所と自治会、住民

が協力し合えるような仕

組みがほしい

・地域でお金を使う仕組み

が必要である。甲子園に来

ても宿泊は大阪や神戸とい

うことが多い。市内の宿泊

施設の利用を案内してほし

い

・最近、市は観光行政に力

を入れているようだが、何

がしたいのか全く見えてこ

ない。市外から人を呼ぶこ

とよりも、住んでいる人を

大切にする施策が必要

・市の施策としては色々な

事を実施しているが、それ

を市民は知らない。市政

ニュースだけではなく、冊

子を配ったり広報誌をもっ

と充実させたりすれば良い

のでは

・騒音問題や沿道の排ガス

問題などの細かい苦情を一

括して処理でき、迅速に対

応する部署を市役所に設置

してほしい

・国道171号の門戸高架橋

は東側から信号が見えにく

い

・路線バスが整備されて

も、人が多い時に乗車でき

なかったり、後ろで並んで

いる人が乗れなかったりし

て乗車を見送ることがあ

り、車椅子では利用しにく

い

・高座町では、バス停が離

れており、長い距離を歩か

なければならなくて不便

・通学路にある家の人たち

が子供の帰る時間に家の外

に出るなど、見守り活動を

してほしい

・子供110番の制度はある

が、店舗は昼間しか機能し

ていないことがある。子供

が帰宅するときには電気も

ついていないこともあり、

子供からは暗くて子供110

番が見えないので入りにく

い

・高齢化に伴って空き家が

増えている

・安井校区では空き家が増

えており、周辺が汚くなる

ため自治会で清掃している

・甲陽園目神山町の戸建て

に住んでいる人が、便利が

良いからとマンションに移

住して、空き家となってい

るケースがある。別荘的な

使われ方をしている建物を

公共的な活動に活用できな

いか

・中央体育館の建替事業に

合わせて周辺道路もバリア

フリー化してほしい。周辺

駅から中央体育館までの経

路では歩道が無い箇所もあ

り、歩行者の安全に配慮し

ていない

・市役所に意見を言える機

会がなかったので、この広

聴会があって良かった。今

回や来年の策定までで終わ

るのではなく、毎年中間報

告を行って、その都度意見

を聴いてほしい

・空き家を町ごとの活動拠

点に活用したい

・健康寿命を延ばすために

も地域住民を巻き込んで予

防医療をもっとしっかり取

り組んでほしい。食育を推

進する保健所といきいき体

操に取り組む福祉部局との

連携が取れていない

・いきいき体操の計測を復

活してほしい。参加者が自

分の健康状況を把握してい

く仕組みを作ってほしい

・中央運動公園の野球場は

なくなるのか。無くなるの

なら臨海部まで行く必要が

あり、車での送迎は親の負

担が大きい

・統合病院の話はどうなっ

ているのか。統合すること

には賛成だが、赤字経営に

ならないように先端医療に

特化するなど黒字経営とな

るような特色のある経営が

必要

・地域の高齢化はこれから

も進む。高齢者が生活しや

すいまちづくりをしてほし

い

・広田地区では独居老人、

特に女性が多い。残された

家を守りたいから施設に入

りたがらない

・施設に入らない高齢者向

けのシェアハウスのような

施設があれば良い

・社会福祉協議会の敬老会

や食事会などに、自宅から

遠くて参加できない人がい

る。皆が平等に参加できる

福祉施策が必要

・大社公民館の障害者用ト

イレに入った際、扉が自動

で閉まって開けられなかっ

た。障害の内容や程度に対

応した整備をしてほしい

（車椅子利用者の実体験と

して）

・障害者に対して関心を

持ってもらえていない
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