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瀦 所:逆瀬台小学校内 「ゆすり葉コミュニテイルームJ


《聾龍》
七報告�  

(1) rコミュニティ協賛金J (会計〉

(之) rゆずりは会Jより� Fゆすり業祭り」について{制緩資料)� (ゆすりは念}

(3) 6/2(缶、� r6月皮定跨役員会議事録Jについて (書記}

資料� 1~3/14 翼

(ぶ	 5/8(水}、� 6/12rをまちづくり協議会代表者交流会議事録j 報告 {会長〕 

資料� 4"'"γ/14様、資料� 8""'11/14爽

(5)7/10(氷)� rまちづくり協議会代表者交流会議レジュメj 報告 {会長〉

資料� 12""13 /14~察 

(6)まちづくり協議会代表者交流会の活動 {会長}

資料� 14/14資� 

(事務局長)	ア号について9裁第J付発行の「ゆすり様だより10/1)(ア

弓i取りこ9/22(包}午後2時~午後3事選

但し9/18(*>に納飴しますので、 9/19(木))午後2語審~午後3時弓i叡り可能。� 

2綱案�  

(1) r前自依頼しだアンケート結粟Jについて{別紙資料� (OM 大義援さん)� 

7 .F.16日〈土)fこ主要警メンパ…お合せを行ったが、第� 2回白書を� 8月� 21B O..!<l 
15跨からコミュニティ準備室で行います。案内警に従って出席してください努� 

(2)令和元年度「福後ネットワーク会議Jについて{別紙資料.)社協 大隠さん}

昨年間穫と間線、ゆすり獲コミコニティ役員会議と問日開催するか溺!こ雪するか。� 

(3)ファミリーマート逆瀬台1てfelli5 灘歩道義主修工事について{慾l紙資料

(宝E京市管財諜、ファミリーマ…ト}� 

3.フリートーク

・各自治会、管理総合からテーマ出しをして環務、議論する。(会長)

以上



令和光年� 6yl 21'1 

逆瀬台小学校区まちづくり協議量会

「ゆず号費量口ミュエティーj

会長石谷清明

著書記浅間態議

「令和元年� 6}j度定時役員会J議事控え

針野寺� : 10 ; 00~11;30(日) 13 2令和元年皐月� 

場所� : ゆずり業立ミュニユティールーム� 

W>>転者: 滋決権者 石毛幸、中村、井媛、光村、大空襲、大森、西罪事、福級、

外UJ、春義務、 山本、 沖E語、事態語臣、遠藤、 小泉、 主華街

行運支 衿父、� UJ下

コンサル 大量議所長

(合計 19 ~) 

(日開会にあたり、石谷会長よ号、ご室長援を]貰く 

(2) ゆずり型産会綴より役員ご主義拶� 

• 113会長鎌よ旬、従来の協カへの署車線の言葉


.今埼玉のゆずり楽祭号開催iこ闘して協力依頼


・新会長ご主実務� i並小出身、子供途の楽しみ、学校の忽い出作りとして

・ゆずり業空襲り都 今年もご協カ寂しくお緩いたします� 

隣緩いたし求十-14 : 00 ∞ll:(土) 13 19月10・ゆずり型車まつり、� 

(3) 4JH質役員会議事録について説明� 

(4) 2/13、3/13、51謹 まちづくり協議会代表者交流会の報告 


事安全'7'lプの作成 ヒントになった
 

*3/13 ・まち協同会の惨事重量主主曜の必要毒性� 

*5/8 地主主でのまちづくり計猶の見渡しの報告

中身の充実の為、意見の紋重量省，~1J露中

・まちづくり協議謹会を条例fとする計極iこ関して� 

• 6112の代表者交流会で総明がある� 
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-葉支号線み、まち協とはfPJか、市民への警護毒事を深める

・市長の方針:まあづくり協議接会を条例{として斜度化する� 

.i懇話番委員会からの提言� 

(5)毒苦手織員の行事参加について 

(6) r広報たからづかJ~事まち協団体の活動詳警察の掲載についてL

• 3かj号祭iこ20のまら協会暴露介する、食事事終わるまで� 3年くらL、かかる

~まずは光明から、武庫川t;:岸、お燦交互に事選分の予定 

(7) (8)スポーツクラブ� 21ひょうご 強化事業、地犠カ強化事業補助金について

・地域カの重量化募集、兵憲章主主主募集、まら主義単位で応募、様車信念がでる� 

• 2019年から� 21年� 3年間� 1∞万問機助 備品繁華舞入の検討のお重量い� 

(9) ゆずり妻鹿だより� Jl 9誌をきにについて

・6/23 B配布を予定していますが、下記も可後です� 

弘、� 吉岡6/1‘ (水)，こ毒殺d 6/20 (氷}吾123悶 (巨)号125臼 (火) 

14時-15特に各自治会建主役で取りに請をてください� 

2審議案

(1)口ミュニティー協賃金について 井箆絡重要役より説明

・年間� II万円、広務料� 20万丹 市役所十活動資金

・会翼惑の� 6条� 3綴 良治会より、戸数X30円の協聖書金をコミニzニティ� 

iこまE弘い� 

• 8 jjの役員会までに、ゆずり1堅持ミュニティー石谷の口艇に緩ち込んでください� 

(2) 令和元紙、活動重量綴助成金決定書事配布について� 

• 23のクラブ、教育長、サE ン、活動についてコミ品工ニティ…より、助成

後払いは基本金きにありj;せん、脅威般若撃で精緩いたしま寸。

後後は令手日� 2年� ljjまと支払い待費書は令和� 2年初義援、告書収著書のお先は� 

f逆瀬台小学校区議ちづく号協滋会J としてくだ浅い、譲っても、[ゆずり業コ

ミュニティーj 設でですかねs 替要i援護事の輝子;本を出してくだ浅い。

報遺棄普をより 自治会長がしっかり事業主義体と協カして、管理室を徹底してください

いいかげんな管理をすると、いい加減な昔量級議事しか出てこない。

・従来i立仮fムいiiJ毒装iとしていたが、室長払いが無くなったので補助金の入金時期に

もよるが、� 7月� 1Eヨ以緑ではないかと考えている。

・従来どおり、仮払いを希望室する自治会もあるが弓現実関簸として、コミュコテ

ィーにお金が然く、処理撃できないこ左を理解して欲しい。

千可谷会長 仮払いを準監怨される場合は方波書量も含め、後討したいω� 
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15~ スポーツクラブ 2 1ひょうど強化事業j について、中村施設委員条よ号銃規

カタログよりの号車品支給となる、ゆずりき震ロミュニティーの活力、地域強化事業です、

県主事量

物品でカタログから� 100万円分もらえます、� B月主主までに告発械を哲華街、ゆずり築ではテ

ントの重喜重量がある、いろいろなイベントで務用できる。� 

3. アンケートの設号耳 石谷会長より

まちづくり鈴蘭のまとめ、高齢化準高いら� 45%の現状。

役みよい綾城へ、それぞれの窃治会、各包体ヘアンケートしたい

際収i主6/23まで、照i奴籍、お谷会長ポスト、彼つきでスマホでの阪答が可能

{む輔 2 ンサノレより貌燐}

・ゆずり業は充実した主主義普賢震墳となっている

・皆さんのF誌を師範きながら減重量にさ主かしてゆく

・スマホから鍛コードで飯事撃できる、表い入も倒答しやすい


{石谷会祭より)


.この詩衡若苦をとニうしたいという主怨空


.現実性の主義いもの
 

..!l霊の符が、自治会祉関体、重富がコミ 3 ニティーと考えている
 

.7/3にアンケートのま見号再会会実主主したい
 

e今回の対象は、自治会、団体、民生委員さん、コミュニティー役員

・今後、拡大も検討したい、推薦もありがたい、防災や各尊重関体も鉱大したい

〈石谷会長より、連絡事項)

・6/7 民主主!忍霊童委員よ号、紡災学習の途絡有り、総合尊重枕センター� 13・30より

仏大の後藤先生のま轟僚会がある。� 

.，綾瀬台の三井住友� B廷の� AT揺が� 7月末で数去される。(決定事後)

寒害名運動しょうかという人もいるが、不{更になるの

(践的会主をより}

・領収3撃の記入方法質問有り

〈石宅事会経より〉

・出来ればレシートではなく、王手襲撃i季、{皇し著書き4寸き、詩すが厳しく管理するため対応

お書離します

{子持よ号)

・後拶、今後とも笈しくお綴します

以上� 
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案書家事まちづ〈り協議会代理医者交流会(令秘玉三年度‘Ii1@I)鎌事穂署警 

:∞14: 00-16 日{水)5A8令手話元年寺a o

場所 市役所3階� 3-3会議室

尚E信善幸 仁川まちづくり協議会線昭人会長

室主塚市高司小学校区議ちづくり協議会 平石美佐子会長

室Z縁市光明地域ままうづくり協議機会� E田村幸雄会長

宝塚市来高生小学校地域まちづくり協議会 加幾重Z三会後

宝塚市西山まちづくり協議築会 久保問洋一会長

まちづくり協議会コミニネニティ末広 重量悶茂男代表

支緩第一小学校区まらづくり協議会 中谷修会主義

逆瀬台ノト学校区まちづくり協議童会 石害事 簿明会長

きま塚市すみれガ丘小学校区議ちづくり協議会� )11上換代還を

宝塚小学校区まちづくり協調書会 喜多重量会主義

売布小学校区まちづくり協議会 上沼絃3長会長

小君主小学校長ままちづくり協議会 通事本真砂子会羨

笈線市美康地域まちづくり協調襲会 梅村論代表

重苦倉滋区3まちづくり主義議会 岡本霊能炎会長

宝塚市長室草地区まちづくち協議会 久保田久努会長

中山台コミュニラFィ 畑中康治会長

宝塚市長尾お小学校区まちづくり協議会松原孝彦会長

宝塚市西谷地是正まちづくり協議会 小や お疋会重量

市民交流部 会家事事媛、上図書霊長、新城官製長

市民協調路推進課後興課長、山頭係長他 

関西総合研究所管本総 
  
OM環携苦十種高野究所 大議長 他

愛媛NP01::ンター 馬車盛

傍車車?人


殺事概要{事要旨}� 

1 人導事築動に伴う職員の闘日債について

討すE誌協像機進課より、重E布資料lこ基づ古学、本年度の市災協働推進事震の総長体制、地域l3i会
捻避義徳当次f設の織員体首相jなどについて説明した。� 

2 宝語雇詩すまちづくり協議会代表者交流会(平成� 30年度・j'sll岡)議事緩型軽の確認

各三主ちづくり協議会代護費者により、宝塚市まちづくり協議会代替是者交流会{平成� 30年度・

第� 11回)議事機重要の磯認が行われ、修正1意気があり、修正後のホームベージへの公開が承
書草された。� 

3 地犠と?とのまちづくり計量憾の見直しについて� 

(l) 静十幽の理主総状況・ぞi'-~理事の綴をき
【ノト誌は
 

ω3)ヲ及び4月でアンケートなまとめ、� 5/251こ検討を機始するG


[~主小 l
①まとめの工緩に入る段際である。� 
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{寸えなり} 

①	 4/2舎に第 2分科会を開催。護者@)I立、残すもの又は干潟すものという議論会したが、今留 

i立、新たに付け加えるものについて議論を行った。次回は  6/22の予定。

②言書 1分科会については  5/11Iこ開催予定。高言語望の会議では各地績における危検錦所を

地図上に鎗きいれることとなゆたため、これを持ち寄り皆で共有する。また、交滋安

全について、スピ…ド主主出ているE艇を減速させる方策についてどのようなものがある

かについて各地の事例を義に検討会・研修会を干すう。

[t:tUl合1 
①	 3月上旬にアンケートをまとめた。その結果、従来のまちづくりの方向後とあまり変

わらえ主いと線認できたe 

③	 3}号と 4)ヨは、前録の一致という意味で、現状の普十磁の読み合わそをした匂その絡巣、 
5月以襲撃は 5つほどのグループに分かれ、 9}lまでに主主体的な耳元り総みの内容を国め

ていきたい。

[すみれI
①アンケート結果を全戸配布した。アンケート結系のやで、小学生及び中学生に特徴が

あり、学数以上がこのまちが妻子きで住みやすいという沼答である一方、「将来住みた

いかj という問いに対しては「どちらとも煮えなしリが半数以上であった。子ど、?と

ちの偽らざる心雛が出ていると感じた。

②計話題iままとめの段階iこ入っている。 10月米までに仮のまちづくり計額を出し、来年は

本格的に家とめていきたい。 

i藤山1 
①	 4/28 ìこ第 7 簡の策定委員会が終了し、~次索で 12 ページのものを援に霊差し合いを行

った。この結果を基iと5/22のコミュニヱティの総会で鱗単な線告念行う予定。

@次回の第  8回の策定委員会lま告/23:a:-予定しており、そこで自主主要Eを進化できればと

，怒っている。

【発布} 
①	 5/12の総会以降に新メンバーによる検討会を望書施予定。 5古代、 60代の方、含めたメ

ンパー嫌成にしたいと，患っている。 

③	 6}lから jヲ1問、昔十 5図稜度、計画づくりワークショップの実施そしていく。その結

果を踏まえて、今後、進めていく。


{光毎月1
 
①	 3 月末でアンケートの募集を締め切ったお回収惑は 10~も穆度。家ちづく号費十腐を見直

すということの周知はできたが、反応が少なかった。 
③ 6}寺より、新年度 l問自の会書擦を実縮予定。


{ゆずり業}
 
①	 4/20の総会で、まちづくり計画Il)見威し後の一望監禁置を議案著書につけ、殺を舎を行った。

また、その内君事については、市民のj)1こ対しても「ゆずり型車だより jなどで燭知して

いる。

②偶数jjの宮高 1日曜おに役員会が開催されてお号、今後もその役員会のゆでまちづくり

計画道の内容について話し合っていく。

[長~l 
⑦	 4/161こ検鈴会会実施。以前に検討してきた項目 iこ新しいZ衰弱を加えた。磯告としては、 

f 1 f3然環境J f2 産業経史J f3 福絞健康J f 4 青少年人権J f5 防災

防現!Jの 5つ。次回は  5/13に爽後予定。
 
@ 9}jまでには%成させる予定
Q

{一小I 
CD 	 3/23の役員会で、役意義と評議員に対し、まちづくり許認蓄の意向杷援灘五ま結果を貌明し 

1とe 

②	 4/13 Iこ、各害事会として従来からの緩続テーマと今季のまちづくり計議事に議づいたテー

?の設定を行った。 
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③まちづくり針厨ブロジ且クトチームが中心となり、今年度Q)活動スケジ旦ールそ決定
した。
 

i末広}


@まとめるためには若い人の意免が幾重要であるということを縛認識した。また、事業者

の意向について犯援できていないため、この点についても絶縁できるようにしていく
こととなった。

②現実を議怒し過ぎた結果、次はごうするのかとしづ滋論が抜けていることを感じてい

る� 多段階でこういうことをやっていこうという結論が今のところ滋ていない。c

Iひi:f号l 
①	 3/23にアンケート鶏還をの1;とめそ行った。その際、各部会ごとに最低� 1図稜度、内容

を検討することが決まったe 次回口125であり、その察、内容検討のまとめ問う
方向性になる予定包
 

i高司}


①部会と基本自標とを結び付け、基本銭標ごとに1;とめられた詳細な内毒事会もう一度見
渡していく。
 

i仁JIi1 

①	 3}lの毛堂長会iとて基本怨擦の� lつである防災について昔話し合いを行ったが、調整滋によ

って状況が途うため、取りまとめるのに筈労している。検討結集を出し、吾月以後本
絡的に進めていく予定。
 

i翌賢谷1
 
①	 5/25の総会にて中間報告念行い、色んな意見を聞いたよで修工芝をしてL、く《

②待問会要する針緩内容の場合、本当にできるのか、よ滑りした計僚となっ引、炉、か

という点を検警守していかなければならないと発えているお� 
i安倉1
ci)地域のアンケートは終了し、現在、書事業所1却すアンケートについて、手分けをしなが

ら事業所訪問という形で行っている。� 

B磨重量I
 
ci) 3 J司にアンケ…ト喜様変が終了し、結果もまと求った。

②地域住民の意見をより知るため、	 5)寺から草月にかけて、子育て役fl;:や高重縁者をや心

とする� 2つのグルーブiこ分けて、援護主会のようなものを実施すべきだと考えているn

③防災に隠するととも、ネットワーク会議援を穏期して話し合い、1;とめてい会たい。� 
(2) 	 語意見交換


特になし。
 

4 まちづくり協議会を条例で佼重量付ける激組について

押す民協働推進線より、"E塚市協織のまちづくり促進委員会において幾重畿をしている新たな

条例若者案及び素案作成の経緯毒事について、令和元年度� 6 }l1;:鱗後される代愛者交流会にで説
明及び意気交換噴どしたい旨:Io知ら令した。� 

5 	鎌鈎街活動きずな研修について

市民協敏雄元藤護軍より、配布資料に基づき、平成 30 嘉手.~ r地域活動さ少な務修j の研修受

縁者務価や感想、の内容及びまちづくり協議会へのアンケート集計結集等について綴告した。

また、令和元年度� f地竣活動きずな研修Jの被重要についてお知らせした。� 

6 r広報たからづかj への各総滋でのまちづくり活動の紹介記事の普通裁について

市民協繊維進議より、重E布資料に基づき、司すで発行している� f広報たからづかj に各地草案
のまちづくり総動会総介する記事を定期的に事態載する援お知ら令した。� 

7 余計扱き望者会の実緩>>.ぴ理事前アンケートのお量買いについて

市民惨事除捻活霊祭より、配布資料に慕づき、まちづくり協議会会計事務の円滑な執行と負担� 
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の軽減を図るため、� Eまちづくり協議会会計担当者会を開催する槍お匁らせした。また、� i認会

を開催ナるにあたり、事総アンケートiとご協力いただきたい滋お緩いした。

{意見概婆1 
CD 出席プ「る会計娘三誌は� 1名でちょいのかc

→市:1名でもよい。

②綾織包が喜子れもダメだという場合はslJS Iこ設定されることもあるのか。

吋市:会計援当ヰ首長きでのど意見等iま情報共有させていただく� また、害事度隣催する必e

婆があるのか、定期的な隣僚が必要となるのかについても、一度会計生I!~望者会
会実主題した上で、改めセご2意見いただけたらと a忠弘

③詩書{雄候著書問に別々に参加しでもいいのか。

吋市:開催事業著書目すべてで開催するのではなく、際轟量候著書日のうち� lつの開後日時で

開催する。� 

8 ~長縁市安全‘安心カメラ{防犯カメラ)設置のご報告について
防犯交通安全線より、配布資料に基づき、関カメラ設畿について報告した。

{意先哲菱重要}

①重量麓鋼所はどういう基準で決められたの語、

→iTi:笈塚警察署と協議の上、元暴走ルートや公共般の高い場所iこ先行して設置した。� 

7~8111程度は通学路とE重複していると脅えているQ 
r2) 	 197台設置されているというこ� ξだが、行革主として安心安念なまちづくりを行う中で、

援織な言い方を十ると「後i主著書助金が出るので勝手に波書量してくださいJe ~づ姿勢
はも、かがなものか。

→市:今年度も� 33台を殺援し、最終脅きには� 230会となる。首すとしては最小限度の費

用で長量大の効築会得られるような形マ台数を繍宝ました。また、首すとしては紡

犯カメラだけでなく、� r校審寺間に合わせた脊色パトロ…ルなどの耳主総も行っ

ている。

③抑止力の観点までのま堂債を考え℃ほしい。� 

9 市民協働後進言悪からのお知らせ

下記(0~(1)についマ亡、資料を飼いるなどして罵知した。 

(1)FM宝塚出演予定

令幸福元年� 6fl (t昔話建白書鰐空襲中) 宝塚布良元地区まちづく号協議会

令和元年� 6fl4 E1 (火) 君主塚市光現地域まちづくり協議会
 

(2)市民と市長のテーブルトークについて� 

(3)市民活動促進3宣告農事業について� 

(4)平成� 31年埋ま� (2019年度〉まちづくり協議会代表者四の鱒人情報の提供欽娠について� 

(5)部会活動への市職員の参加について� 

(6)共感県� f県民交流広場を対象とした地域カの重量化事業募集案内Jについ℃

(7)兵庫娠「地域格支見守りモヂ、，1-<事業(地機となり総)のご案内Jについて� 

1むその他

-1:¥:ちづくり協議会の代表者の方から、「県民交流広場告と対象とした地主主力の強化事業募集

案内j 記量産の補助事業について申識をぜひ検討すべきである室、情報共有がなされた。� 

11 今後のお程� 

~IE週日時:令軍口元年 (2019 年) 6 fl 12日 (水) 14: OO~16 : 00 

場 所:市役所� 3獄シ3会議塗� 
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3:壕子持*ちづくり協議会代表者交流会(令和元年度・君事 2回}議著書様要

日 時 令和三五年6月� 12日{水)� 14: ∞~1詰: 00 

場所 市役所3階� 3-3会議案

出席者 仁JI/まちづくり協議会線路人会長

宝塚市高司小学校区まちづく号協議会平石美佐子会長

霊宝塚市災え地区まちづく号協議会 中 毒襲紹会主義

宝塚市光明縫緩まちづくり協議会 図村幸裁会長

ヨE塚市未成小学校地域まちづく号協幾会加藤窓三会長

3i塚市街山まちづくり協議会 久保田洋一会主要

まちづくり協議会コミヰニティ末広 重量周波発代表

3i緩第一小学校区まちづくり協議会 {代理)事喜多河 綾子地機交流官官会会長

逆瀬台小学校区まちづくり協議会石谷清明会長

宝号車市すみれガ主主小学校長Eまちづくり協議会� JI/上換代表

笈緩小学校区まちづくり協華麗会 事喜多喜霊会長

売布小学校時Eまちづくり協議会 {代理}後俄 光治E説会長

小狭小学校区まらづくり篠議会藤本真砂子会長

3i塚市書長座磁波まちづくり協議会 〈代理)糸尊重 要量光重量j代表

安余地区まちづくり協議会岡本康炎会長

笈塚市長箆滋長ままちづくり協議会 久保悶久男会長

中山台コミ品ニティ 矯中康治会長

家塚市長彪台小学校長Eまちづくり協議会絞原孝彦会長

宝塚市若草谷地区まちづくり協議会 二弁久和会長

宝塚市協織のまちづくり促進委員会

露装集 者路交委員、中山 光子委員、光村 3E生委員

前民交流書革 命家事E袋、上初室授、新城襲撃長

市民総働機遂事華 街淘器製主義、� ul閏係長 他

襲撃袋推進謀 総中課後、岸本係長

関芝草総合研究所 苦言本総� 

OM環境計嗣研究所大森総

宝塚NPOセンター 馬車譲

傍聴� 10人

議事機婆(善悪旨〉� 

1 	新獲長・磁痩f喪主長主要

新F藍主要・毒事j戚H差より、就任の挨携を行った。
 

2 	~住塚市議ちづくり協議会代後者交流会(令和元年度・ .1 図}滋事援聖書の殺事E
各まもづくり協議会代表彰によ号、宝塚市まちづくり協議会代表者交流会(令和党年度・

第 11部議事概要の纏認が行われ、ホ…ムペ…ジへの公開が承認された。� 

3 	令和光年君主まちづく� 9協議会代週繁華雪交流会の総書告について

慶長よ号、配布資料にま毒づき、議事の重量点磯良等及びワ…クシ匁ツプの実施について護霊祭

を行った。以下の項到について、重量免等があったの

く宝塚コミ品エテイ・スクーんについて〉

・務在、 T~えでの学校で立ち上がっているわけではないの市内で状況が事華々ヤあり、議論

時/14 



するには時期治E誌ではないか。� 

→	 f宝塚コミュニティースタールjについて、議事の重点獲図書事にするかどうかは、� E霊祭・
磁1m装疑及びïñ~協鋭機遂事震で協議し、検討サることとした。 

4 	総議ごとのまちづく号計調の気運ましについて� 

(1)5月から自汚にかけては総会時期-eあり、進惨状況の変化は少ないと思われるため、

このき襲で絡に報告されたいことが為る方のみ報告していただいた。

続襲警については、以下のとおり。� 

I発布1 
①	 6/1に第� l践の検討会量践を審理書撃した。まちづくり協議会の役員だけでなく、大学金

からお年寄りまで、地域に住まわれてL、る人々がメンパーになっている。第� l回検

討会幾では、具体約な活動についても議事とし込みを行った。第� 2回i立、� 7月を予定
しているa


{良子e)

Q)基本問標の設定方主終わ号、普十頭を作りとんでいく段階に来ている。

②ワ…クショッブを� 2つ考えている。その内の� 1っとして、アトム� 110~番の制度会よ
り活濁していけるようワークショップを行う。� 6/2容に3集結予定。

{ゆずり型車1 
Cじまちづくり計甑は大体まとまってし、る匂今後は、� u主守りと裕被j f居場所づくり� j

の内若手について、もう少し深尊重していこうとする段階。地域の関係者撃事へf郎t"とア
ンケートを実施し、その結果をもとにま手� 3湿のワークショップを行う予定。� 

(2)今後のスケジ江ーノレ

配布資料に基づき説明。
 

(3)まちづくり計画書(抱成員賞)の印s!Jについて

市民協調融推進課より、まちづくり計額要事{完成絞)の印麟について、令和� 2年皮に…定

部数印刷後、各地主義へお箆りする旨報告を行った。部数については、予算の関係等も

あるため、米議主であるが、決定次第ご途路を行うこと、� E主主工、ポータルサイトにおい

て錫量震予定である駁説明を行っ?と。� 

5 	まちづくり協議会を条例で位俊付ける取組について

宝塚市協織のまちづくり促進委員会委員及び市民主義働後退書課より、配布資料に議づき、宝

塚市協働のまちづくり促進委員会において審議そしている新たな条例漢書憶について説明を

行った。
差是時丹後、以下のどおり、意見理事があった。

{意見概要l


①素案策�  7粂にある� f透明伎を持ち、� E主主的で織かれた運営を行う� j とあるが、この

部分を主主体的に解説するようなものが必要事ではないか。

吋$:平成� 29年� 5Jl ，と策定した� f宝塚市まちづくり協幾会ガイドラインj で運営� 

iこ大切な� 4つのポイントが記量産されている。こちらを重量考にしていただきたい。

②型軽案策4条� fまちづくりの後通事』が記事産されることによってどう変わるのか。

→市.新たな繍草色4訟や制度会費空けるということではないが、現在ある著書効金制度を
有効に活用し、必要があれば、よりよい形で変えていきたいと考えている。

③素案第 4~長 21こて fその活動に重要する費用の助成その他の財政支援をff うととがで
きる」とあるが、今までは条僚でこのような裁定はなかったのか。� 

にて通事霊験を定めていた静1)告の要緩や貫主主量殺員i→市:
④楽祭第 7 条にある f遜鰐伎を持ち、民主的で預かれた毒事営~行う j とあるが、今後、

二続税について明文化寸る予定はあるのか等

→市:必ずしも� f二錠静IlJそとることが民主約な運営になるということではなく、
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r二院総Jを取らずとも民主的な運営者としているところもある。

⑤素案第5条に� rEj治会をや核j とあるが、まちづ〈り協畿会は何をするのか。

吋市:自治会だけでは対応が難しい広域約な鎮媛に対処するためまらづくり協議会

が総織fとされている。

③自治会は条例化されずにミまちづくり協議会だけ条例化されるのは不公平ではない
語、

吋子行:まちづくり協議会は、市が地主棄に呼びかけて作っていただいた組織であるに

もかかわら子、これまで綴拠織定がなかった。自治会i立、以緩から自主的に活動さ

れている図体であるため、条例で規定することになじまないと考えているロ

⑦自治会の組織継が低い地竣にとっては、� f自治会が中核jという文書言に違和感がある。機

域全体でまちづくりをしていることの意識付けの広報も必要ではないか。

吋市:まちづくり協議会の総知度が低いのは課題震であるため、条例策定を通事める中

で、自治会の役割やまちづくりの協議会の役鱗をより周知していきたい。また、市

内の自治会加入星容がi縫いところにとっては、� rrt絞j と言書われても違和感があると

思う。ただ、市民にとって、一書生身近な住民組織は� f自治会Jということから� f中
核j とさせていただいている。� 

③ 	 f地緩の穣題についてまちづくり協畿会がすべて引き受けるj ということはなく、

自治会の存者主がないと成立しないの扇治会の重要害伎は線解した上で、[協畿でやろ

うJ ~~寸粂伊j素算書であるということそ皆が王聖母車しないといけない。

⑨全市震が構成員というのはいいことだと君主うが、実際にまちづくり協議会の活動に

護主主霞していない康治会への対応をFおとしてどうするのか。� f条例は司すが作る法律j

とのことであるが、法律ということはこれに対する糞任がある。市民が理解できる

のかというところがポイントだと思う。

⑬今留の条例策定は、市民一人ひとりに潔解しでも》らう過穏の中で市民がまちづくり

に参加するチャンスであると迫害えられる。

⑪彩だけの条例にならないよう、市民が穣発事でき、まちづくりに惨カできるような条

伊iHとしてほしい。

吋市:市民の皆様lこしっかり環解いただき、活きる粂例となるよう、総員も葬干に銘

じて敬り級んでし、く。� 

8 宝塚市健康づくち推進員総度&び推進重量の後藤依頼について

健康後通車線よ号、配布資料に3毒づき、宝詰ま市総量転づくり像通室長室制度及び錐通事負の推薦依頼

について説明者?行った。� 

7 	市民協働捻進言悪からのお知らせ

下記(1)-(8)について、資料告と用いるなどして燭知した白

(1)事昨年度まちづくり協議会後織委員について

・宝塚市総合計磁審議会委員宝塚第一小学俊区まちづくり協議会

・隊軍事轡灘間書記念事業実行委員中山台コミュニティ

・宝塚市奨学生選考委員会委員宝塚市長尾地区まちづくり協議会� 
•r第� 15回宝塚ハ…フマラソン大会j爽行委員宝塚市光明地緩まちづくり協議会� 

(2) FM3r塚出演予定

令幸目先生P Jl2S (火} まちづく� P協議会コミュニティ末広

令翁]:]己年7月� 10日〈水) 家塚市来成小学校地主義まちづくり協議会

令和元年� 7 Jl12 a (金} 君主嫁市良元地区まちづくり協議会
 

(3)市民と市長のテープノレトークについて� 

(4) まちづくり協議会会計担当者会の臼稜毒事について

(的地域活動きずな研修 f令和元年度若手職員行事著書加調盤後j について

紛市民活動促進支援事業について 

(7)ふれあいトーク(俗前総軍基)について� 
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(8)兵庫県� f2019年度際民まちなみ緑化事業Jについて

おその他

設	 今後の日程� 

場 所:市役所3緩� 3づ受注義援護� 
:∞14: 00"'-16 (，*)丹波f.l7事長手)(201苦主主芸員草寺:令和光年
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令和元年度第3担まちづくり協議金持袈者交流会� 

8符:令笈玩年位。19~手)7月 10 臼 0.1<) 14善寺∞分~16善幸∞分

海所:市役所3階� 3-3重量滋室� 

1.笈湾市Eまちづくり協議会代表者交流会〈令和元年度・君臨2悶)議事概要の緩認� 

(3分〕� 

2と令和光年度をまちづくり協議会代表者交流会の活動についてく15分〉� 

3.鍛滋ごとこのまちづくり計濁の宛獲しについて� (55分〉

(初代表著書の皆様から、地主要ごとの2まちづくりきす喜朗の男穫しに隠する絞総状J5i!・今後のさ予

定、良かつだこと、言張っている乙となどについて、こ報を告してい1三だぎます� 

(1人X2分〉

{お意箆交換 (10分〉� 

(3)治援護ごとのまちづくり告す鍾男鹿鼠調報共事事会議についてく5分〉

統一フォーマットで作成した地域ごとのまちづくり滋溜〈令和元嫁8月時点〉の提

出をお瀕いいだします。

縫出期限・令和元年(二お19ま芋)9月 4B(水〉

提出方滋コンサルタント(餓酒総合研究所・� OM環量産計菌研究所〉からデータで

市民協働挺進諜ヘ鑓出� 

4. J:CぽIJIrデイリーニュースj へのご'I:fj漢についてく市民昔話憐獲滋議事)(10分〉� 

5. t産婦・体臼の学校への怒ききについて(務員諜)(5主主〉� 

6.アトム110害露連絡所の阪総について(稼少年センター〉信分〉� 

7. :3宝塚サマーフェスタ20191芭火打上演出について〈綴光会蘭裟)(5分〉

&役会猶祉協議会会銭募集のご協力等について(社会簿祉協議会〉信分〉 

9.市民溜働緩進課からのお知ら役� (10分〉� 

(1)まちづくり協議会会計お当者会について

(2)新年度まちづくり協議会議崩事委員について

宝塚市パブリック・コメント審議会委鎌逆瀬台小学校区まちづくり協議会� 
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(31 FM窓窓出演予定


令和光年8月9B(金) 宝鷹市号室山吉まちづくり協議会


令和元査手8j奇26日〈湾〉 逆瀬台小学校Eままちづくり協議会
 
(41市民とあ長のテーブルトークについて
 

(5)市民活動促進支援事業について� 

(6)宝嫁Fちをきずなの家務著書の募集について� 

mヂ察「脳細見守りモデJ嚇〈糊となり総〉のご案内ほ次開Jについ� 

10.'t'の偽 

11.今後のB緩

次劉日時;令和光年(2019年)9月� 11B (水)14:Q(}---16 : 00 

場所 :未定 


《書芸術資料A>>

・安塚市をまちづくり協議会代表者交流会(令和元年度・第� 2回〉滋泰滋婆

・令和元年商宣言まちづくり協議会代表議交流会の活動について〈築)
 
.J:CC潟� fデイソーニュースJへのご出演について

・笈塚Fおきずなの家事幾の噴尊重量について

・令拘元年度(2019ま手渡〉代表著書交流会8緩

《配布資料B>>
・夜筒・然日の学校への簿類lについて

.アトム 110番連絡所の取絡について

・安襲撃サマーフェスタ2019裕火お上演出について

.社会議祉協議会会員募集のご協力について

・いっしょに食べよう!いっしょに遊ぼう!だからづかみんなの愈霊堂

.ここで知り合う!タカラヅカつながり会議

・地域事自豆奥守りモデル事業〈地主義となり総〉のご案内[2次努劉� 
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令華詰まと年� (2019年)� 7 Jl10日
まちづくり協議車会代表者交語覧会書記老若資料

令事泊三記長辞皮家ちづく哲協議会代表者交流会の縦割以とついて(祭}� 

1 	議事(J)重点項自費事

(I)地域ごとのまちづくり計額兇飽し 

① 	機種護持英語


毎回実施{語学年度と同じ}


②競催内草壁

各家ちづくり協議会の針側主主臣室し進捗状況事寝袋、重量見交換など� 

(2)宝塚コミ� 1 エティ・スタール� 

CD機催雲寺奴


年 2問。潟、� 2月または 3月}災施{砕年度と附後度)
 

② 	織骨量内君事


学校教育課から各学校の取組状況報告、� 3意見交換など


(3)まちづくり協議会の条例化� 

① 	開催草寺鶏


年数回災後 
  

② 	繍骨量内容


翼量級状況説明、� 3霊5乱3芝豊島など
 

2 	ワークショップ毒事の実施

(I) まちづくり協議会会計担当者会


宮約まちづくりも事議会会費十事務の円滑な執行と負担の軽減殺綴るため。


時期:令和元年� (2腕曾嘉手)� 7月� 7 fl 1お:30~15 :鉛 


機所:市役所� 3階大会議室 


参加者:会後綴当者など各まもづくり協議会から� a名緩皮{金4O:f.緩皮)


内容:市民協豊島縫進言軍より著書助金内容の説明後、君主主主交換・傷事誕生寺省を実施
 

(2) 設立滅ごとのまちづくり昔十両見直し情報共有会議

持綴:令和元年� (2019年)10月の代後者交流会(10冷{水)� 14: ∞-16: 00) 

場所:市役所� 3階 大会議雪量

参加者:まちづくり計悶死後しに携わるbなど務まちづく号協議会から� 2名季語度、地機自治推進扱

さき次長、コンサルタント、激策機運車線、社会議祉協議島会

内容:各まちづく号絡調書会の計泌を統一ツォーマアトで作成し、報告を行うとともに、他の*t，づ

くり協議会と遼携が必要害な級車註など、まちづくります厨見直しについて情報共有及び護軍見受換

を幸子う� 

※9 月の代表者交流会にで、統一フォー?ツトで作成した'*~主主〉づくり協議会のま?衝を共有する。 
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