
                        

意見提出手続結果

第２期川西市参画と協働のまちづくり推進計画（案）に係る

１ 意見募集期間 ： 平成29年12月25日（月）～平成30年1月24日（水）

２ 意見提出人数 ： 12人
３ 意見提出件数 ： 19件
４ 提出意見については別紙のとおりです。

お寄せいただいた意見は、それぞれの項目に分類し記載しています。
ただし、個人等が特定される箇所や内容が募集対象に合致しない意見
については、記載していない場合があります。

５ 意見提出者の氏名については、個人が特定されることがないよう、
A～Lのアルファベット表記に変えて備考欄に記載しています。



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

1 【全体】

～全文に於ける感想について～
極めて細かくまとめられておられることに感銘致しました。但し、私事として、
地域別計画に参画しているので内容的には十分理解できますが、参画していない
多くの市民にとっては硬くて理解しにくいのではないかと思います。現状と将来
の人口推移・高齢化率・自治会加入率等大いに参考になるデータを挿入された事
は良かったと思いますが、要望として
①イラストなどを入れ、見やすく興味を持っていただける内容にしては？
②活字が多く、見る側にとっては見にくい内容になっているのではないか？
③第3章の末尾に
市民の方は自分が居住している地域の「地域別計画」の取組みの事柄を知ってお
られない方も多いため、各地域で取り組みされている課題を披露されれば、パブ
コメで多くの方より地域課題の提案も出るのではないかと思います。（本来は地
域での責務ですが、パブコメの機会を利用して）

～今後について～
①第4次総計迄は市が計画の推進を実行されてきたが、第5次からは地域の課題は
地域住民がよく知っているので、地域に一定の財源（一括交付金）と権限を委譲
し課題の解決に向けた取組みの要請を受け実施してきた。しかし、一定の権限と
交付金を委任された地域はその責任（計画の推進）を負う事も理解することが肝
要。市としても地域に指導する役目がある。
②各地域の地域別計画の進捗状況について、地域別計画推進責任者会議を半年か
一年に一回程度開催し、相互の取組みの内容、抱えている課題等提起し、意見交
換、情報の共有化を図る事により本計画の取組みが実を結び地域のまちづくりに
役立つと思っております。

～全文に於ける感想について～
①計画の内容に関心を持っていただけるようイラストなどを挿
入し、見やすく工夫します。
②本計画で、必要と思われる記載事項を厳選しておりますの
で、文書を削減することは困難と考えております。しかし、今後
第2期計画について多くの市民等に知っていただくために、ポ
イントをまとめた分かりやすい啓発資料を作成することも検討し
てまいります。
③今回のパブリックコメントで実施することはできませんが、市
民の皆さまに、各地域の課題に対する取り組みについて知っ
ていただけるよう、広報誌やホームページなどで情報発信をし
てまいります。

～今後について～
①市としましては、市民の皆さまに地域分権制度の趣旨を正し
く理解をしていただけるよう、機会があるごとに丁寧に説明を重
ねていきたいと考えています。また、コミュニティ組織が地域別
計画を推進していけるよう、地域が取り組む事業について、問
題点や課題を共有し、必要に応じて市も一緒に検討するなど
の支援を進めてまいります。
②現在もコミュニティ組織が情報交換を行えるような会議を開
催しておられますが、ご提案いただいているような地域別計画
の各地域の取り組みについて、情報交換を行う会議の開催に
ついても検討してまいります。

I

2 【全体】

全体に、市は計画を立てて理念や方針を打ち出し、これが必要あれも必要と指摘
するだけで、交付金を出すからコミュニティでやってくれと市が押し付けている
感じがする。校区は頑張っていますよ。
課題は、市が書いているように、自治会とコミの役員確保、住民のコミ事業への
参加、自治会への加入などの工夫が必要。
市職員ですら自治会など地域活動に参加しているのが42.2％、なかなか課題解決
の良い方法が・・・（見つからない）

市としましても、行政によるサービス提供に加え、市民等による
自主的な取り組みが各地域で活発に行われることが、すべて
の市民の安全・安心な暮らしを支えることに繋がることから、計
画に記載している様々な地域活動の課題や、役員の確保、住
民の事業参加、自治会加入などにつきましても、地域の皆さん
とともに改善に向けて取り組んでまいります。

F

2



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

3 【全体】

「多田神社」の活用
市では毎年4月に「源氏まつり」を開催されていますが、財政難等を理由に内容
が簡素化された事により、毎年、来場者が減少してきているように思います。
（市外からの来場者は激減していると思います。）
やはり、内容が薄い事に加え、ややマンネリ化してきているのではないかと思い
ます。
この結果、住民も興味をなくしてきているのではないかと思います。
私は、源氏まつりを無くせとまでは言いませんが、少し角度を変え、違う計画で
行う事が必要ではないかと思います。
「多田神社」は川西市では一番の観光スポットでもあり、市民も含め観光客を呼
び込める最高の施設だと思いますので、それを生かす工夫と計画が必要と考えま
す。
計画（案）
秋の紅葉時期（10月頃）に「多田神社・灯りの祭典」と題して、「赤橋」と「神
社境内」をライトアップし、幻想で優雅な雰囲気を醸し出させ夜間の多田神社を
PRする。
来場者を増やすために、協賛企業広告や車両による事前広報等を行い広く知らせ
る。
また、駐車場等の広場を利用し、アトラクションや売店を行う。
実施の協力については、コミュニティや消防団等、あらゆる地域各種団体の協力
を得て実施する。
（猪名川の両岸が整備されたことにより素晴らしいものになると思います）

源氏まつりは川西市観光協会と川西市が主催し、多田小
学校区コミュニティ推進協議会など、様々な団体に参画
していただき開催しています。源氏まつりは例年4月に
開催しており、昨年で53回を迎えた歴史ある春の一大イ
ベントです。また、清和源氏発祥の地をＰＲすること
は、本市にとって非常に重要なことであると考えており
ます。ご提案いただきました内容につきましては、今後
の事業の参考にさせていただきます。

A-1

3



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

4
【全体】

クラブハウスの利用
スポーツ振興対策として、平成16年頃にかけ各小学校区に「スポーツクラブ21」
が設置され、兵庫県の補助を受け立派なクラブハウスが建設されました。（数か
所建設されていない校区もありますが・・・。）
この施設は、本来なら「各地域スポーツ21団体」が有効利用と有効活用しなけれ
ばならない事になっていますが、利用数も少なく目的が達成されていない状況と
見受けられます。
特に平日や土日の午後からは使用が無いと言っても過言ではないと思います。
近年、何かを実施するにしても、なかなか、場所が見つからず実施できないケー
スもありますので、この施設を広く地域のために使用する事で地域が潤い、交流
の場となるのではないかと思います。
計画（案）
対象としては第一に子どもと考えられ、その後は高齢者も対象
理由として、最近は共働きの家庭も多いことから子どもが孤立化する傾向になり
つつあるので、その部分をカバーするのが狙い。
また、各小学校には「学童保育」がありますが、入童条件もあり希望する児童全
員が通える状況でないため、その入童できなかった児童らの受け皿として活用す
る。
内容は、「勉学あり」「遊びあり」で児童たちが生き甲斐を感じるような計画と
すればいいと思います。

スポーツクラブ21のクラブハウスの利用については、各
小学校区のスポーツクラブ21に管理していただいており
ます。地域の交流の場としてのクラブハウスの利用につ
きましては、各地域の課題に応じて検討していただきた
いと考えます。

A-2

4



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

5 【全体】

私はジャズが大好きで、毎年あちこちの演奏会場に出かけています。
「参画と協働のまちづくり推進計画（案）に、川西でジャズフェスティバルを開
催することを提案したいと思います。

私のジャズフエスティバル計画案を下記に簡単に記します。
＜仮名称＞川西ジャズフェスティバルまたはジャズピクニック（無料）
＜演奏会場＞みつなかホール・アステ川西・キセラせせらぎ川西公園・文化会
館・総合体育館・市役所・JR川西池田駅構内・川西能勢口駅構内
＜資金＞市民や団体からの寄付、事業者からの協賛金や協力金、広告収入等
＜運営＞市と市民・コミュニティ組織・自治会・ボランティア・NPOなど
＜出演者＞原則、アマチュア（後々はプロの参加もいいと思います）

遠く仙台まで泊りがけで出かけるのは、お祭りのような盛り上がりで、大人も子
供も笑顔笑顔で楽しめるからです。街中に音楽が広がり、屋台もたくさんあっ
て、飲んだり食べたりしながらビッグバンドやジャズコンポを堪能します。
実行委員会を中心に準備を進めるには、多くの老若男女の力が必要で、これこそ
が市と市民が協働してにぎわいを生み出すイベントではないかと思います。
交通整理や警備には川西警察にも協力が必要ですし、会場周辺の住民や各病院の
理解協力も不可欠でしょう。
大学や高校でジャズバンド活動が盛んな関西ですので、若い方々にも参加しても
らいたいです。
川西はJR川西池田と阪急川西能勢口駅が接近していますので、地の利がよく宝塚
や三田、尼崎方面や梅田方面からも集客しやすいのではないでしょうか。
5月に開催される高槻ジャズストリートに行ってみて、川西もできるんじゃない
かなと考えました。
とりとめのない書き方になりましたが、活気ある川西に夢をいだく一市民です。

高槻ジャズストリートは、市民ボランティアからなる
「高槻ジャズストリート実行委員会」によって運営され
ているイベントで、運営資金は、スポンサー協力や寄
付・募金、Ｔシャツをはじめとするグッズ、飲食ブース
の売り上げで成り立っています。本市におきましても多
くの市民の機運が盛り上がり、このようなイベントを実
施される場合は、状況に応じて後援などの協力をしてま
いります。

B

6

【2ページ】
第1章
計画策定の目的と
位置づけ

地域分権によるまちづくり、つまりはコミュニティがまちづくりの要となるので
あれば、14コミの拠点を整備し、事務方の市職員を常駐させ、役員の負担を軽減
すべきと考えます。（P9にもある様に）

コミュニティ組織の運営については、地域の自主的な運営を推
進しているため、市職員を常駐させることは考えておりません
が、コミュニティ組織の役員の負担を軽減できるよう事務局員
の育成を支援してまいります。

H-1

5



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

7
【7ページ】
第2章
市民

活動に参加しやすい環境を整えるとは、どのような状況を想定しているか。
地域が実施する各活動について広く情報発信をして、多くの
方が活動内容などの情報を入手できるようにすることが、活動
に参加しやすくするために必要なことだと考えています。

J-1

8
【9ページ】
第2章
自治会

自治会やコミュニティで活動している方は高齢者ばかりで、若い人の参加が非常
に少なく、このままでは地域活動は衰退していくと思います。
今後の地域活動に参加できる施策を考え実施してください。

地域活動が持続的に発展し、継続できるよう、ひと・まちおこし
セミナーやラウンドテーブルを開催するなど、若い世代の活動
の担い手を発掘し、育成する機会を設けてまいります。

G-1

9
【10ページ】
第2章
コミュニティ組織

次世代の担い手の発掘・育成には、これまでも取り組んできたと思うが今後はど
のように取り組む考えか。

地域活動の情報発信、研修や交流会の開催などを通じて担い
手の発掘・育成に取り組んでいきたいと考えています。

J-2

10
【10ページ】
第2章
コミュニティ組織

自己資金を得る方法とは、具体的にどのような方法を想定しているか。
イベントでの収益や物品の販売、貸館収入などを主に想定し
ています。

K-1

11
【11ページ】
第2章
ボランティア

多くの人にボランティア活動に参加してもらうために、情報発信以外にも、ボラ
ンティア活動センターとの連携を強化する必要があると思うが、どう考えるか。

川西市社会福祉協議会のボランティア活動センターと連携し、
担い手発掘に繋がるイベントの開催などを検討してまいりま
す。

K-2

12
【14ページ】
第2章
事業者

事業者との連携を進めるために、どのような取り組みができると思いますか。
事業者とは、協働してイベントを開催したり、地域の名産品を
共同開発したりといった取り組みができるかと考えています。

K-3

13
【20ページ】
第3章
基本施策③

「仕事を進めるうえで、参画と協働を意識している職員の割合」の数値が大きく
上昇しているのはなぜか。

第１期計画期間中に、職員研修や市役所内への情報発信を
積極的に行ったため、数値が上昇したと思われます。

L

6



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

14

【22ページ】
第4章
第1期計画からの状
況の変化

今までの活動スタイルの限界のなかで「名望的なリーダー」とあるが、「熱意の
あるリーダー」表現でいいのではないか、その理由として、地域リーダーが名望
家であることに越したことはないが、会則の範囲で透明性のある活動を行うこと
が、重要と考える。また、このような大仰（おおぎょう）な表現は、今後の地域
リーダーの担い手を委縮させることにつながるのではないか。
また、文中の「日常生活の多くの時間を割く」に関しては、市の認識と地域の認
識に差異があると考える。
地域活動にかかわっている人は、ボランティア精神で、時間を割くことを惜しむ
人はいないと思う。
問題点はそこにあるわけではなく、いったん地域活動のリーダーに就くと、相当
数の役職を兼務することになってくる。しかも、それは行政主導の各種団体であ
り、行政主導の事業展開の押しつけがあり、そのための時間を費やす事が負担感
につながっていると考える。
以上のことから、地域団体の在り方のみならず、行政の体制も再検討する必要が
あり、行政主導の各種団体とコミュニティの各部会事業との整合性（防犯、消防
等の地域割りを含む）を検討し、「取組項目」とされるよう要望します。

「名望的なリーダー」を含む文につきましては、「市民公益活動
に取り組む名望的なリーダー」から「市民公益活動に取り組む
リーダー」に修正します。
日々、市から地域の皆さまに様々な協力依頼のお願いをさせ
ていただいており、負担感に繋がってしまっている現状は認識
しております。今後は、市役所内でも連携をして、その必要性
について精査してまいります。また、地域活動の担い手増加に
繋がる取り組みを行い、特定の人に負担が集中しない環境づ
くりに努めてまいります。

E

15

【22ページ】
第4章
第1期計画からの状
況の変化

活動スタイルの限界
これまでの様な活動では人材の確保は難しく活動スタイルは変更せざるを得なく
なりました。
自治会の活動は地域の中で考えて、進められたら良いと考えますが、地域分権に
よりコミの役割が大きくなり、自立の為に資金の確保（P10）まで求められると
ならば、ますます人が離れて行くと思います。

コミュニティ組織の活動の必要性が高まる中、活動の担い手不
足の状況で、活動を続けていく大変さは認識しているところで
す。しかし、地域の活動の幅を広げるためには、交付金だけで
はなく、自主財源を確保していくことが必要であると考えていま
す。そのため、市としても、地域の皆さんと共にコミュニティビジ
ネスなどについて学び、地域活動に係る財源を確保できる方
法について検討してまいります。

H-2

16

【22ページ】
第4章
第1期計画からの状
況の変化

市民一人ひとりが活動に関わっていく現在、役を担う立場から言えることは、活
動の中に独身の方や一人暮らしの方を巻き込むことが必要だと考えます。

地域活動に独身の方や一人暮らしの方を含め、多くの方に参
加してもらえるよう、様々な手法を用いて、地域活動の情報発
信を行うなど、地域活動に参加していただける取り組みを進め
てまいります。

H-3

7



意見
番号

意見の分類
（該当のページ、
項目など）

意見の内容 市の検討結果 提出者

17
【25～32ページ】
第5章

「第5章　施策の方向と取組項目」が、我々のコミュニティだけでなくオール川
西にとって重要なポイントである。とりわけ、少子高齢化の中で、持続可能な地
域づくりに向けて、公務員である市職員が一住民として活躍することを強く求め
たい。
29頁の基本方針3の施策の方向（3）で、市職員の意識の向上が記出され、30頁に
は、[施策評価指標]で指標⑦で、ボランティアやＮＰＯなどの活動に参加してい
る職員の割合14.9％の目標値（Ｈ34）を30％としている。[取組項目]を見ると31
頁⑨職員研修などを通じて職員の「参画と協働」に対する意識を高めるとなって
いる。しかし、21頁の「総括」では、職員の意識は大きく上昇したのに、市民公
益活動に参加している職員の割合数値は、依然と低い。
その為、地域活動などへの参加に繋げることにより…云々とあるが、31頁の「取
組項目」には、繋げる具体的な施策が記出されていない。施策が欠落している。
職員が参加しやすい条件をどのように整えるか。そのために必要な手だてをどう
するか。公務員は法律で営利企業で働いたり、事業を行うことを厳しく制限され
ている。地方公務員法は、国家公務員に準じて「信用失墜行為の禁止」「守秘義
務」「職務専念の義務」の3原則があり、副業を行うには、任命権者の許可を得
なければならない。
しかも、許可の基準が不明確である。そこで、別添資料のように、奈良県生駒市
のように市長のトップダウンで、地方公務員による地域貢献活動を後押しするた
めに、特に報酬を得て地方貢献活動に従事する場合の許可基準と運用について
「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」（昭和35年2月　生駒市規則第1
号）の規定を定め、平成29年8月1日から施行されている。人口12万人の生駒市で
の取組を先進的な事例として採用し（参考にして）川西市においても、早急に実
施することを強く求めたい。尚、兵庫県では神戸市が、全国で始めて取り組まれ
た（平成29年4月1日より）ことも併せて付記する。

生駒市や神戸市の事例も参考に、公務員が地域貢献活動
に従事する場合の基準について研究してまいります。

D
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【26ページ】
第5章
基本方針1
取組項目⑤

これからの情報発信はICTの活用が不可欠であり、ICTの推進について明記する必
要があるのではないか。
市民が市のホームページからの情報を受信する方法として、現在はパソコンから
スマートフォンへと移行しつつあるため、スマートフォンの活用等についての研
修会を開催することについて記載してはどうか。
地域からの情報発信を行うためのコミュニティ組織や自治会等を対象としたホー
ムページの作成方法の研修会を開催することについて記載してはどうか。

ご意見のとおり、地域活動においてICTの活用は必要不
可欠であると考えておりますので、基本方針１の取組項
目⑤の「組織力UP講座の開催」内に記載し、今後ICTの
活用に向けた取り組みを推進してまいります。

C
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【30ページ】
第5章
基本方針③

市内には多くの市職員が住まわれていると思いますが、地域活動にはあまり参加
されていないようです。市職員が率先して地域活動に参加すれば地域は盛り上が
ると思いますので、市職員が地域活動に参加するよう意識改革を行ってくださ
い。

職員研修や地域情報の提供などを通して、職員の地域活動に
対する意識を醸成し、職員の地域活動への積極的な参加に
繋がる取り組みを実施してまいります。

G-2
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