
事業No．１
地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

（１） 業務委託料 15,972,120

２ スマートフォンアプリ作成費

（１） 業務委託料 7,992,000

３ 近隣飲食店舗とのコラボレーション

（１） グッズ制作費用 169,992

24,134,112

12,067,056

（１） 5,100,000

5,100,000

2,550,000

（１） 2,340,576

（２） 373,140

2,713,716

1,356,858

【手塚治虫記念館管理運営事業（インバ
ウンド等の推進）】
　館内映像の作品追加及びインバウンド
対応として英語字幕化を行うとともに、
館内のガイド機能や展示物に連動した機
能をもったスマートフォンアプリの開発
（多言語対応）を行う。また、近隣飲食
店舗とのコラボレーション企画を実施す
る。

12,085,000 12,067,056宝塚市

（ソフト事業） 　訪日外国人が多く来館する施設において、日
本語が分からない方でも内容を理解し、記念館
を楽しめるツールを充実させることが出来た。
また、飲食コラボノベルティ（コースター）に
ついては、当初作成数を大幅に上回る人気を博
し、飲食店舗とのコラボレーションの盛り上が
りに大きく寄与した。より一層の広報活動に努
め、今後のインバウンド需要をうまく取り込
み、海外からの来館者数が増加するよう努めて
いく。

１ 映像ホール作品追加・翻訳費

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　映像ホールの上映作品に、手塚治虫のアニメへの情熱が感じ
られる「実験アニメーション」を14作品追加した。手塚治虫記
念館でしか上映していないオリジナルアニメ3作品と合わせて
全作品を英語字幕化した。
　館内をより楽しみながら観覧して頂くツールとして、アプリ
を制作。多言語による館内ガイドや、写真機能を活用した遊べ
るコンテンツも充実させた。
　企画展「MACROSS:THE ART」の関連企画として、近隣飲食店
舗とのコラボレーションで、飲食をすればもらえる飲食コラボ
ノベルティ（コースター）を作成、配布した。

【実績】
飲食コラボノベルティ（コースター）3,700枚作成
最終配布数：10,842枚

　前年度の運用期間（10月～3月）に比べ、11月
～3月の実施と、1ヶ月短くなったが、パスの配
布数・配布先の拡充・拡大により、利用回数・
売上実績・回遊率の全てにおいて前年度実績を
上回ることができた。
　経済波及効果が高いとされる滞在型ビジター
の獲得や市内経済の活性化等の事業目的を達成
することができた。

事業費計

宝塚市

【宝塚周遊パス事業】
　滞在型ビジターの増加を図るため、旅
行代理店と連携して、観光集客施設、飲
食・物販店等で利用できる「周遊パス」
を作成し、市内の店舗や観光施設、交通
機関や宝塚向け旅行商品購入者等に配布
する。

2,550,000 2,550,000

交付金実績額（事業費計×1/2）

　旅行代理店と連携し、市内の対象施設で料金割引等の様々な
サービスが受けられる特典付周遊パスポート「宝塚周遊パス」
を制作、発行し、観光客の来宝意欲の向上、経済波及効果が高
いとされる滞在型ビジターの増加、消費拡大による地域活性化
を促した。
　実施（配布）期間は平成30年11月1日～平成31年3月31日。

【実績】
配布数：45,000部（昨年16,000部）
参画施設：計74施設 ※うち48施設は特典（一部プレゼント
キャンペーン賞品）提供店舗。残り26施設は地図上に店舗名の
み記載。
（昨年37施設）
総利用者数：4,822人（昨年1,274人）
アンケート回収数：89件（昨年196件）
※今年度は賞品当選者（計136名）に対してのみ実施
（回収率65.4％）
参画店舗総売上（経済効果）：1,490,260円
（昨年1,348,110円）

（ソフト事業）

宝塚周遊パス事業補助金

宝塚市

【園芸振興事業（花き植木のまち魅力向
上事業）】
　市内の個人宅・事業者に庭を公開して
もらうオープンガーデンフェスタを開催
し、市民に花と緑に親しみをもってもら
う。

1,357,000 1,356,858

（ソフト事業） 　市に登録されている市民緑化団体は110団体を
超えており、緑化団体によるまちかど緑化によ
り、道路沿いや地域の花壇が花や緑で彩られ、
本市の魅力の一つとなっている。これらの花壇
をはじめとして、緑化団体以外の市民も参加し
て、93箇所で市内外の方に花と緑を楽しんでも
らえるよう各庭園を公開した。
　市主催のバスツアーに加えて、旅行会社によ
るツアーの開催もあり、あいあいパークをはじ
め、開催地域の観光誘客に寄与した。
行政と地域住民、企業が一体となって花き植木
のまち宝塚をPRすることができた。

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

　約1,000年の花き植木の歴史を有する山本地区を中心に市内
93箇所で、個人や事業所の庭園を一般公開するオープンガーデ
ンを開催した。庭主が参加しやすいよう開催期間を前期と後期
に分けるとともに、後期はバラ庭園が参加できるよう開催日を
定めた。
　オープンガーデンのガイドブックを宝塚市役所内、各サービ
スセンター・サービスステーション（支所）、あいあいパーク
に設置。また、ラジオや地域情報誌で広報を行い、情報宣伝活
動を行った。

【実績】
開催期間：前期（4/26～4/28）後期：（5/20～5/22）
参加庭園数：93庭園
来場者数：8,000人
オープンガーデンフェスタガイドマップ：8,000部

１ オープンガーデンフェスタの開催

オープンガーデン普及促
進事業（指定管理料）
（その１）

オープンガーデン普及促
進事業（指定管理料）
（その２）

1,029,500

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

総事業費
※交付金以外含

56,775,000
交付決定額

(A)
28,387,000

実績額
（B)

27,357,500
過不足額
（Ａ－Ｂ)

 

資料２ 
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事業No．１
地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

1,029,500

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

総事業費
※交付金以外含

56,775,000
交付決定額

(A)
28,387,000

実績額
（B)

27,357,500
過不足額
（Ａ－Ｂ)

 

資料２ 

（１） 277,000

277,000

138,500

（１） 500,000

（２） 499,780

（ハード事業）

１ バリアフリー化工事

（１） 1,747,440

2,747,220

1,373,610

１ 南部地域における委託事業

（１） 3,486,240

２ 北部地域における委託事業

（１） 1,188,000

4,674,240

2,337,120

業務委託料（その１）

業務委託料（その２）

　栽培技術指導による牡丹・芍薬の開花期間の
延長等の成果が見られ、入園者アンケートでは
例年より満足度が非常に高い結果となった。
　園内のバリアフリー化により利便性が上昇し
たことで、平成30年度の入園者数は前年度比約
15%増となった。

（ソフト事業） 　昭和4年から行われている本市のダリア球根栽
培は、全国の約4割のシェアを誇る地場産業であ
り地域資源であるが、ダリアと宝塚のつながり
の認知度は高くなかった。
　本事業により、市内にむけて、宝塚のダリア
を継続的にPRするとともに、宝塚北サービスエ
リアやSNSの活用により、市外へむけても積極的
にPRを行ったことで、宝塚ダリア園の来園者数
は前年度より増加した。
　なお、平成29年度は甚大な台風被害により、
開園期間を大幅に短縮した。また、平成30年度
も酷暑と台風の影響により開園期間を9日間短縮
したものの、左記のとおりの来場者数となっ
た。

事業費計

【長谷牡丹園管理運営事業（長谷牡丹園
観光機能強化事業）】
　園内の植栽充実及び園路舗装によるバ
リアフリー化工事を実施し、農業観光施
設の核としての魅力増進を図る。また、
全国最大の産地である島根県大根島のJA
に技術指導を依頼し、栽培技術の向上を
図る。

1,500,000 1,373,610

（ソフト事業）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　長谷牡丹園の観賞魅力を高めることを目的とし、新たに芍薬
苗300株の増殖を行った。更に、日本有数の牡丹・芍薬の産地
である島根県松江市大根島よりJAしまねの技術者を4名招き、
栽培技術や庭園運営に関する指導を受けた。
　また、砂利敷きであった園路のアスファルト舗装（バリアフ
リー化工事）を行い、周遊の利便性拡大を図った。

【実績】
新規芍薬苗植栽：300株
栽培技術指導：3回実施（5月･9月･2月）
園路舗装：165.0㎡（アスファルト舗装）
　　　　　105.0m （縁石工）
来園者数：6,186人（平成29年度:5,372人）

　花の植樹に関しては、当日の植樹活動とは別
に広く地域内に募金を呼びかけ、多くの方の賛
同を得て、約250,000円の募金が集まり、次年度
以降の活動の原資を獲得することができた。
　宝塚北サービスエリアでの物産展開催につい
ては、NEXCO西日本やエリアの運営事業者と調整
し、エリア内の一角での継続開催に目処を立て
た。また、物産展に参加する事業者も徐々に増
え、商品数も増加傾向にある。

【新名神高速道路利活用等地域活性化推
進事業（「宝塚 花の里・西谷」推進事
業】
　宝塚北サービスエリア及び宝塚北ス
マートインターチェンジの供用開始に伴
い、名産品、観光ＰＲなど地域の魅力発
信を行い、「宝塚 花の里・西谷」ブラン
ドの基盤強化及び発展に向けた支援を行
う。

375,000 138,500 事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　新名神高速道路開通1周年を記念して、地域の有志や小中学
生約30名で宝塚北スマートインターチェンジ付近にササベザク
ラの苗木8本の植樹を行った。
　特産品・加工品販売促進を目的に宝塚北サービスエリアでの
物産展開催に係る、供用の什器類購入に対して補助を行った。

（ソフト事業）

「宝塚 花の里・西谷」
活動事業補助金

栽培技術指導手数料

芍薬苗購入（消耗品費）

園路舗装工事費

宝塚市

2,337,120 交付金実績額（事業費計×1/2）

　南部市街化区域では、あいあいパークにおいて、ダリアのプ
リザーブドフラワーやフラワーアレンジメント、ダリア花飾り
の展示を行うとともに、写真スポットを設置した。また、ダリ
アのフラワーアレンジメント講座やイベント会場にてダリアの
花じゅうたん体験を行い、ダリアと身近に触れ合ってもらえる
機会を提供した。
　北部西谷地域では、4地区でダリアの植栽と技術指導を行っ
たほか、宝塚北サービスエリアにおいても花かざりを設置し
た。また宝塚ダリア園では、「花釣り」や「花びらしおりづく
り」などのイベントを開催したり、写真スポットを設け、来園
者がダリアに親しんでもらえるよう取り組んだ。
　加えて、市役所を中心に市公共施設で切り花の展示を行い、
ダリアの魅力をPRした。

【実績】
ダリア花かざり：7個（プリザーブドフラワー含む）
ダリア花じゅうたん（秋の植木まつり）：約7,500本使用
公共施設等ダリア生け花飾り：約2,000本配布
宝塚ダリア園PR用チラシ：10,000枚
来園者数：5,059人（平成29年度2,814人、平成28年度5,264
人）

【ダリアで彩る花のまちづくり事業（ダ
リアまちなか普及事業）】
　地域資源としてのダリアＰＲのため、
ダリアの花の魅力を活かした情報発信や
花飾りイベント等を実施し、市内外に情
報発信を行う。
　また、宝塚ダリア園を観光農業施設と
して魅力ある施設へと充実を図り、来園
者の増加に結び付けるとともに、担い手
の育成を図る。

宝塚市 2,375,000

宝塚市
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事業No．１
地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

1,029,500

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

総事業費
※交付金以外含

56,775,000
交付決定額

(A)
28,387,000

実績額
（B)

27,357,500
過不足額
（Ａ－Ｂ)

 

資料２ 

（１） 1,350,000

（１） 583,200

1,933,200

966,600

（１） 2,400
（２） 48,000
（３） 324,000

374,400

187,200

（１） 234,800

（２） 118,265

353,065

176,532

　宝塚自然の家の活用方法等について、地元や
関係団体と検討を行うとともに、自然体験等の
事業プログラムの試行を効果的に実施すること
ができた。

　宝塚自然の家において、地元や関係団体と協働で、ギフチョ
ウ、ハッチョウトンボ、星空などの観察会や、自然クラフト、
地元の野菜を使ったアウトドア体験などの体験活動の機会を提
供した。

【実績】
イベント参加者数：2,504名

業務委託料

業務委託料

施設使用料

業務委託料
車両借上料

試行プログラム実施に係
る協力

試行プログラム実施に係
る消耗品費

（ソフト事業）

宝塚市

【宝塚自然の家利活用推進事業】
　平成30年度の再オープン、以降のリ
ニューアルオープンに向けて、有識者か
らの意見聴取、プログラムの試験的開催
に取り組む。

220,000 176,532

宝塚市

【自然休養村運営事業（観光農業推進事
業）】
　収穫祭の開催や新名神高道路の開通に
係る案内看板の設置により誘客増のため
の施策を実施する。
　また、地産地消の意識醸成のために収
穫体験の開催や学校給食で地元産野菜を
提供するなどの施策を実施する。

1,000,000 966,600

（ソフト事業）

１ 観光農業の推進

２ 地産地消の推進

（ソフト事業）

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

≪自休村管理運営指導委託≫
　収穫祭開催日数を1日としたため来場者数は減
少したが、長谷牡丹園の来園者数は6,186人と前
年度比約15%増加、ダリア花まつりも1,332人と
平成28年度比約25%増加（平成29年度は台風の影
響により中止）した。
　また、西谷収穫祭や朝市の活動により、都市
住民に「地産地消」、「食の安全・安心」の意
識醸成が図れた。

≪地産地消委託≫
　親子収穫体験ツアー参加者へのアンケート調
査の結果によると、収穫体験に参加した子ども
のうち約80%が以前よりも野菜を食べるように
なったとの回答が得られたことから、子どもた
ちを中心に農業や地産地消への関心が高まった
と言える。
　生産者が学校で授業を行うゲストティー
チャーでは、収穫直後の野菜を洗ったり、手入
れをするなど、日常生活では、生徒、児童が行
わないような農作業の一部を体験してもらうこ
とで、農業や地産地消に興味や関心を持っても
らうことができた。

≪自休村管理運営指導委託≫
　北部西谷地域の豊かな自然を都市住民に提供するため、秋の
実りの時期に西谷で収穫祭を開催し、南部地域では、消費者と
生産者との交流を深める朝市等を開催した。
　また、観光農業推進を図るため牡丹園やダリア園の事業実施
に協力した。

【実績】
○観光農業推進事業
　・観光案内看板修繕
○特産物育成流通促進事業
　・宝塚朝市の開催：年間11回開催　来場者数8,767人
○集落活性化事業（西谷収穫祭）
　・開催日：11月3日（土）
　・来場者数：3,500人
　・その他：牡丹と芍薬まつり、ダリア花まつりへの協力

≪地産地消委託≫
　親子収穫体験ツアー（12月1日（土））を開催、80名の参加
者に農業を身近に感じてもらい、地産地消の意識醸成を図っ
た。
　学校給食では、生産者がゲストティーチャーとして子どもた
ちに授業を行ったり、学校調理員や栄養教諭にも農業体験指導
を行った。また、学校給食の新メニュー開発に向けて西谷産野
菜等の食材を提供した。

【実績】
○親子収穫体験ツアー
　・参加者の親子に対してお土産（西谷産野菜）を提供
○学校給食
　・ゲストティーチャー：小学校3校、中学校6校実施
　・農業体験指導：3回実施

　農業・園芸体験をとおして下記の交流を実施した。

【実績】
○親子収穫体験ツアー：大型バス借上料等
　・生産者の指導のもとに収穫体験をとおして交流
　・参加者：親子80人
○宝塚西谷を巡るモニターツアー：業務委託料
　・西谷の観光農園・伝統植物体験をとおして交流
　・田園や里山風景の広がる宝塚の体験型リゾート「西谷
　　地区」と題した案内チラシを制作・配布
　・参加者：18人

　親子収穫体験ツアーでは、定員を2割近く上回
る応募があり、抽選の結果28組80人の参加が
あった。若手生産者の指導のもと、小学生以下
の子どもを中心に西谷の農業に触れてもらい、
地元農業への関心を高めてもらった。

１ 農業・園芸体験交流事業

宝塚市

【農業・園芸体験交流促進事業（観光農
業推進事業）】
  市域北部の生産者と南部の都市住民及
び市内外の人的交流を促進し、農業・園
芸資源を市内外にＰＲし、地域産業の活
性化を図る。

250,000 187,200
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事業No．１
地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

1,029,500

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

総事業費
※交付金以外含

56,775,000
交付決定額

(A)
28,387,000

実績額
（B)

27,357,500
過不足額
（Ａ－Ｂ)

 

資料２ 

（１） 3,397,500

（２） 282,000

（３） 187,180

3,866,680

1,933,340

5,154,000

5,154,000

2,577,000

（ソフト事業）

1　大分市との文化交流事業

（１） 627,415

627,415

313,707

　平成28年の日本初開催から3回目を迎え、前年
度開催と比較すれば、費用面の関係から会場規
模の縮小、前夜祭を取りやめたことで延べ参加
者数は前年度を下回ったが、参加者の国数は1増
となり、イベントを通じてより多くの国に対し
て本市をPRできたと考える。また、ウェルカム
サインを設置したことで、周辺の歓迎ムードを
醸成するとともに、これまでイベントのことを
知らなかった市民や通行人に対してもPRを行う
ことができた。
　そのほか、海外の参加者を対象とした店舗周
遊企画では、市内での消費を促し、実際にレ
シートを回収することで、海外の方が市内で何
を購入し、どの店を利用したか等のデータを取
ることができたが、参加者が囲碁以外のことに
興味を示さなかったことや企画の周知が不十分
であったこともあり、海外の参加者は55名程度
となった。今後同類の企画を実施する際は、海
外の方に効果的な周知方法を検討する必要があ
る。
　大会内でのスペシャルイベントではアジア3か
国からトップ女流棋士を招待したこともあり、
参加者の口コミやSNS、メディアを通じて世界中
の囲碁ファンに本市をPRできた。

１ 海外誘客事業補助金

旅費（大分）

旅費（首都圏）

観光宣伝事業補助金

　世界的な囲碁イベント「ジャパン碁コングレス」の開催（平
成30年（2018年）7月13日（金）～16日（月・祝））にあた
り、関連団体と連携してホストタウンとしての取組を行った。
また、各国から集まった参加者間の交流と周辺店舗の回遊を促
進する会場内通訳の手配や海外参加者の日本文化体験、新たに
会場周辺での歓迎サインの設置、市内店舗周遊企画等の取組を
行うとともに、誰もが気軽に参加できるサブイベントを実施
し、まちの賑わいづくりに取り組んだ。

主催：ジャパン碁コングレス2018in宝塚　実行委員会
会場：ソリオホール、宝塚商工会議所、男女共同参画セン
ター・エル

【実績】
来場者：4日間延べ約1,200人（前回：5日間延べ2,500人）
参加者国数：17の国と地域（前回：16の国と地域）

　平成30年10月20日、大分市内34会場、計約900人の出演者が
参加する「おおいた夢色音楽祭」に、ベガ ジュニア アンサン
ブルが出演。ガレリア竹町ドーム広場及び大分駅前の2会場に
てそれぞれ20分間で5曲を演奏した。インタビューでは、ベガ
ジュニア アンサンブルの活動の様子や平成24年に「災害相互
応援に関する協定」を結んだ大分市と本市の関係を紹介した。
大分市にゆかりのある滝廉太郎の曲「荒城の月」や手塚治虫に
ちなんだ曲「鉄腕アトム」等を演奏し、大分市との文化交流を
意識した演奏を行った。

【海外誘客事業（ジャパン碁コングレ
ス）】
　海外誘客に向け、日本文化として関心
の高い碁の大会「ジャパン碁コングレス
2018」を開催する。

2,577,000 2,577,000

（ソフト事業）

1,916,000 1,933,340

（ソフト事業）

業務委託料

　週末に往来の多い広場や駅前会場で、音楽を
通じた交流と大分市と締結している協定につい
て大分市民向けにPRする機会が持てたことは評
価できると考えている。また、観光PRについて
も、宝塚市の魅力を知ってもらう良い機会と
なった。

　前年度と同様の横浜地域、大分地域にて実施
した。
　横浜地域ではイベントの参加者数も大幅に増
加し、令和元年（2019年）5月に実施した横浜市
のイベントにおいては、横浜市から招待を受
け、宝塚市からバラの寄贈を行うなど、本事業
を通しての行政間連携が深まった。
　大分地域では前年度に引き続き、船内イベン
トを実施したほか、現地の百貨店の協力も得た
ため、現地メディアの取材を受けるまでとなっ
た。
　これらの取組により開催地での宝塚市の認知
度がより向上し、交流人口の増加に繋がった。

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　観光協会が主体となり、首都圏での観光キャンペーンを横浜
市みなとみらい地区にて実施。また、大分での観光キャンペー
ンでは宝塚歌劇団OG、民間事業者と連携を行い、船内や現地百
貨店でのイベントを実施。大分地域でのメディア2社の取材を
受けた。遠隔地で本市のPR、イベントを実施することで交流人
口の増加を図った。

【実績】
○横浜地区
　・現地旅行代理店など参加者数：16団体47名（前年度13団体
42名）
　・一般参加者数：約1,000名（前年度約650名）
○大分地区
　・船内イベント参加者：約200名（前年度約200名）
　・百貨店イベント参加者：約300名
　・取材メディア：OAB（大分朝日放送）、OBS（大分放送）
　　※両社とも同日夕方のニュースにて放送。

宝塚市

宝塚市

【観光振興・宣伝事業（観光キャンペー
ン）】
　宝塚歌劇団等との連携により、首都圏
での観光キャンペーンを実施する。ま
た、宝塚歌劇OG、民間事業者（フェリー
会社）等との連携により、大分で観光
キャンペーンを実施する。

【文化振興事業（都市間交流誘客促進事
業）】
　本市と友好都市である大分市における
文化芸術交流及び誘客活動を実施する。

568,500 313,707

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

宝塚市
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事業No．１
地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

1,029,500

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 地域資源を生かした活力あるまち～宝塚ならではの過ごし方、楽しみ方の提案～

総事業費
※交付金以外含

56,775,000
交付決定額

(A)
28,387,000

実績額
（B)

27,357,500
過不足額
（Ａ－Ｂ)

 

資料２ 

（ソフト事業）

（１） 1,686,435

1,686,435

843,217

（１） 576,720

（２） 496,800

1,073,520

536,760

　ガイドマップを契機として、掲載施設に訪れ
る方も見受けられ、一定の集客効果があったと
考えられる。より多くの方に、文化財が目に触
れる機会をつくるため、引き続き、関係団体や
観光部門との連携を図る。

　市内の各スポーツ施設において、交流試合を
実施し、両市におけるスポーツを通じた交流を
推進させることができた。今後もスポーツ交流
を柱とし、引き続き来訪される方々のニーズに
対応し、姉妹都市である両市の相互発展に寄与
するよう活動を促進させていく。併せて、来訪
された方々に、再度宝塚市を訪れてもらえるよ
う、姉妹都市相互の魅力を認識してもらえるた
めの取組を進めていく。

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　平成30年5月19日・20日、松江市からスポーツ愛好者58人、
役員19人が来訪し、宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立花
屋敷グラウンドにおいて、軟式野球、サッカー、サイクリン
グ、バドミントン、バレーボールの交流試合を行い、相互の友
情と親睦を深める場となった。

　「歴史さんぽガイドマップ」の多言語版（英語6,000部、中
国語（簡体字）3,000部、韓国語1,000部）を作成し、市ホーム
ページに掲載するとともに、公共施設や関係団体に配布し、情
報発信を行った。

【実績】
歴史さんぽガイドマップ：英語6,000部、中国語（簡体字）
3,000部、韓国語1,000部

松江市交流事業委託費

マップ印刷製本費

翻訳手数料

（ソフト事業）

宝塚市

【社会体育振興事業（都市間交流誘客促
進）】
　姉妹都市の松江市とスポーツ交流を実
施するとともに、誘客活動を行う。

846,500 843,217

宝塚市

【文化財保護事業（宝塚の歴史 魅力発信
事業）】
　平成29年度に作成した「歴史散歩ガイ
ドマップ」の多言語版を作成し、配布す
るとともに、市ホームページに掲載し、
情報発信する。また、作成したガイド
マップを文化財ガイドソサエティ等と連
携し、有効活用を図る。

28,387,000 27,357,500

767,000 536,760
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