
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 その他地　域

別紙（マトリックス表） 

・自治会役員のなり手が

おらず、高齢化が進んで

いる

・地域団体は多いが、

小学校区などのエリア

が異なるため、地域内

の連携が取りにくい

・公的な場所において市が

直営で積極的に防犯カメラ

を設置すべき

・バス路線が少なく、今津

までの移動が不便である

・西宮市立中央病院の移転

については周辺住民の意見

を聴いて進めてほしい

・津門川の水害対策（地下

貯留管等）について、県だ

けでなく、市も後押しして

ほしい

・上之町では交通が不便で

ある。上之町から西宮北口

まで1時間かかる

・地域内に高い建物がな

く、武庫川のはん濫が怖

い。北瓦木センターを高く

するなど何か高い建物がほ

しい

・上之町周辺は緊急事態に

備えて甲子園段上線の整備

を急ぐべき

・コミュニティバスを走ら

せてほしい。路線バスが走

行できる道路が限られてい

る

・市が作成した自治会へ

の勧誘マニュアルは現実

とかけ離れており役に立

たない

・食料の備蓄方法などを市

民に伝えてほしい

・災害の時に自治会は広報

や啓発などは行うことがで

きる。自治会がするべきこ

とをもっと教えてほしい

・今回の広聴会で出た意見

はどのようにして私たち市

民に届くのか

・防災スピーカーが聞き取

りにくい。早期に改善して

ほしい

・武庫川周辺は自然が少な

くなっている。住民として

は自然を残すエリアにして

ほしい。昔のまちなみが

残っている風景が望まし

い。日野神社などは自然な

雰囲気が残っている

・この広聴会で出た意見が

瓦木地区のすべての意見で

はない。それでは高齢者だ

けの意見に偏ってしまう

・JR甲子園口駅周辺が整

備されていない。JR甲子

園口駅を南北に通る道路を

整備して交通利便性を良く

してほしい

・中津浜線の阪急電鉄神戸

線の踏切を立体交差化して

ほしい

・AEDの設置箇所が少な

い。新たなマンション開発

の際に設置させることはで

きないか

・「瓦木」という括りは広

すぎてわかりにくい。本日

のような広聴会等の住民の

意見を聞く場においても、

町単位でまとめるべきでは

ないか

・民生委員のなり手がい

ないことが問題。地域の

事情に詳しい人を探すこ

とが困難

・生産緑地がマンションに

変わってしまった。貸し農

園などにして、農地を残し

ていかなければならない

・広聴会は良い取組みなの

で、今後も継続・発展させ

て欲しい。年２回くらいの

定例化を希望する

・松山町では大規模なマ

ンションが建築された

が、地域のコミュニティ

から孤立している。今後

の開発では二の舞になら

ない様にしてほしい

・土地は個人の財産であり

土地利用については難しい

ことだと思うが、地域全体

の幸福も考えてほしい

・瓦木支所に市政全般に関

する相談窓口を設け、窓口

を一本化してほしい

・市の担当者が変わるとゼ

ロからになることが多いの

で、きちんと引継ぎをして

ほしい

・高齢者に対してICカード

の購入補助があるが、

チャージに対する補助がほ

しい。そうすれば、バス、

タクシーや電車など利用で

きる交通手段の選択肢が増

える

・このような発言できる場

を与えてくれるのはありが

たいが、結局知らない間に

政策が決まっている。ここ

から政策が決定する過程を

丁寧に示してほしい

・瓦木幼稚園が休園してし

まうと待機児童が増えてい

るのに大丈夫なのか心配に

なる。跡地に認定こども園

を整備してほしい

・公立の幼稚園を減らして

はいけない

・保育園児、幼稚園児が急

に増えている

・市から空き家についての

アンケートが届いていた

が、それは空き家をどうす

るかというものであった。

そうではなく、空き家を作

らせない対策をするべきで

はないか

・天道町は地区によっては

共同住宅の空き部屋が多

く、不安に思う。また一人

住まいの高齢者が多く、病

気など何かあった時に対応

できない

・現有施設を有効活用する

という考え方はそのとおり

だが、大森町にはそもそも

地域で集まれる場所がない

ため、地域に開かれた集会

所を１つ建ててほしい

・学校の空き教室をもっと

地域へ解放すべきである

・公民館と市民館は所管が

異なりややこしい。区別せ

ず一体で管理すべきである

・阪急電鉄今津線の甲風園

第１、第２踏切の渋滞がひ

どく、車、自転車、歩行者

が錯綜して危険であるため

高架化すべき

・街中の標識案内が少ない

ため、公共施設への行き方

が分かりにくい

・阪急武庫川新駅は西宮北

口駅からも近く、少し歩け

ば他にも駅があるので利用

する人は少ないのではない

か。新駅の近くに住む人し

かメリットがない

・瓦木で育った若い世代が

将来的に帰ってくるような

まちづくりを求める

・畑がなくなると、マン

ション又は保育所が建てら

れ、子育て世代が多く流入

し人口が増加する地区があ

る一方で、人口が減少して

いるところもある

・待機児童が多く、保育所

に入れない家庭がある中

で、マンション開発が進む

ことで想定より人が増える

ことになる

・交通安全度が低い。通学

路でも歩道がない道路が多

く、危険な箇所がある。自

転車の歩道通行も危険であ

る。踏切や交差点での一旦

停止が守られていない

・阪急電鉄西宮北口駅と

JR甲子園口駅には自転車

が多い。バス交通が充実し

ていないことが要因ではな

いか

・JR甲子園口駅の駐輪場

台数が少なく、いつも満杯

である。地下に駐輪場を

造ってほしい

・人口減少社会において、

阪急電鉄西宮北口駅周辺は

マンションが増えており、

窮屈なまちになっている

・阪急電鉄西宮北口駅周辺

の適正な人口を把握し、市

がマンション開発に対する

規制をかけて、新たなマン

ション開発を減らすべき

・西宮北口が住みたいまち

ランキングとしてトップに

なっているが、これは商

業、教育施設、戸建住宅、

大規模集合住宅のバランス

の良さに起因する。今後も

多様性を維持しながら第一

種低層住居専用地域の用途

地域を維持してほしい

・地域によって、人口密

度、利便性など、差が大き

い

・西宮北口周辺は賑わって

いるが、瓦木全体でみると

賑わいは偏っている。もっ

とバランスを良くするべき

・阪急武庫川新駅を早く実

現してほしい

・第4次総合計画は計画を

作っただけで、評価をして

いないのではないか。どこ

まで何ができたのか、部門

別にしっかりとチェックす

る体制を作るべき

・市政ニュースの情報欄が

少ないため、NGO、NPO

の活動のPRができない。

これらのことをPRできる

場を設けてほしい。また、

市政ニュースに掲載される

までに時間がかかりすぎる

・市のホームページに情報

を掲載するタイミングが遅

い。市政ニュースより遅い

ときがある。フェイスブッ

クを活用するべき

・上之町周辺は、田畑が

残っているのが良い所だ

が、減ってきている。昔は

田園地帯だった。広い道路

ができると田畑はなくなっ

てしまうかもしれない

・都市計画道路甲子園段上

線の整備計画がどうなって

いるのか、住民には理解で

きていないことが多い。昔

からの住民は計画があるこ

とを知っているが、新しい

住民は知らない人が多い

・甲子園段上線は、阪急電

鉄神戸線だけでなくJR神

戸線でも分断されており、

不便である

・都市計画道路は必要ない

と思っている。いつの間に

か都市計画道路が廃止され

ているのであれば、武庫川

広田線も廃止できるのでは

ないか

・行政は計画を中止にする

ということをなかなか言わ

ない。都市計画道路が整備

されることで最も影響を受

ける地元の人の話を聞いて

もらう必要がある

・公園が少ない。大きな公

園は松並公園しかない。公

園の配置と小学校区も合致

していない。子供がのびの

びと遊べる公園がないの

で、球技ができる公園を整

備してほしい

・公園の遊具が古く、子供

が利用するのは危険であ

る。もっとメンテナンスを

してほしい

・ゴミステーションについ

ては側溝の大きさが一定基

準以上であれば設置できる

など、明確な基準を市で策

定してほしい。一概に側溝

の上にゴミステーションを

設置不可とするのではな

く、設置可能なところは認

めるべきである

⑥瓦木

・大森町の小学校区が

瓦林小学校区から高木

小学校区に変更され

（平成28年4月）、中

津浜線を横断しないと

いけなくなったため、

通学が危険となった

・小学校区と町内会・

連合自治会の区分けが

違うことを解消してほ

しい。小学校区単位で

防災訓練を実施するこ

とがあるが、町内会の

エリアが分断されてい

るので、全員が参加で

きない

・平成29年4月より、

上之町の中学校区が瓦

木中学校から甲武中学

校に変わったことによ

り距離が遠くなった。

見直してもらいたい

・若い子育て世代が新

しく引っ越してくる場

合、小学校区で住む場

所を選んでいる家庭も

ある。小学校区が頻繁

に変更されるのは困る

・瓦木地域でも、人口

の増えている地区と

減っている地区があ

り、児童が増えて教室

が満杯の小学校とそう

でない小学校で校区割

りの問題がある

・広田小学校区が国道

171号以南も設定され

ており、通学の安全を

考慮した校区割りがさ

れていない。また、歩

道橋を渡らなければな

らず、遠回りを強いら

れている

・若い人が町内会役員に

入ってくれないので、役

員交代ができない

・地域のアピールについ

て、市政ニュースなどで

特集を組んではどうか

・小学校の頃からボラン

ティア活動などを通じ

て、自治会の活動をもっ

と知ってほしい

・定年退職した公務員

は、ボランティア等で、

もっと地域活動に参加し

てほしい

・現役世代の地域の交流

会への参加が少ない。い

きなり清掃活動への参加

を呼びかけるのではな

く、催物への参加を呼び

かけるなど、敷居を下げ

て交流を行っていく必要

がある

・社会福祉協議会・町内

会・民生委員などの仕事

を一本化・一元化できな

いか
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