
事業No．３
エイジフレンドリーシティの創造～市民の参画・交流・活躍による豊かな地域づくり～

（１） 9,990,000

9,990,000

4,995,000

（１） 1,550,000
（２） 32,700

（１） 158,000
（２） 32,960
（３） 124,092

（４） 6,000

（１） 58,320

（１） 131,786
（２） 410
（３） 51,830

2,146,098

1,073,049

（１） 2,509,920

2,509,920

1,254,960

事業経費内訳 実施内容 評価

宝塚市

【住民自治組織支援事業】
　まちづくり協議会の取組を支援し、地
域自治の確立を図り、官民一体となった
総合的なまちづくりを推進する。
　まちづくり協議会の周知、組織体制の
強化、自己評価を行うとともに、まちづ
くり計画見直しにかかる地域課題の洗い
出しやまちづくり計画にかかるワーク
ショップの開催、まちづくり計画の策定
にかかるまちの将来像のとりまとめに取
り組む。

4,995,000 4,995,000

（ソフト事業）

事業費計

　地域ごとのまちづくり計画見直しは、平成29
年度から令和元年度にかけて行うこととしてお
り、平成30年度中に実施を予定していた支援事
業については全て実施達成した。協働のまちづ
くり促進委員会とともに作成した「まちづくり
計画見直しガイドライン」を基に、地域自治推
進担当次長が地域に出向き支援する体制を構築
し、地域と行政が協働で見直しに取り組むこと
ができた。来年度も引き続き、見直し完了に向
けて取り組むとともに、冊子等を活用しながら
のまちづくり協議会の周知等、さまざまな方法
で住民自治組織を支援していく。

　地域ごとのまちづくり計画見直しのため、平成30年度は、まち
づくり計画見直しガイドラインの作成・印刷、現行の地域ごとの
まちづくり計画の検証、各まちづくり協議会でのまちづくり計画
見直し組織（部会等）の運営の支援、地域ごとのまちづくり計画
に盛り込む具体的内容の整理、基礎的な資料「地域カルテ」の充
実を行った。

【実績】
地域ごとのまちづくり計画見直しを支援した協議会数：20協議会
まちづくり計画見直しガイドライン：3,000冊

住民自治組織支援業務委
託費

宝塚市

【市民協働推進事業】
　協働のまちづくりを推進するため、官
民の取組内容の充実を図るとともに、普
及啓発を行う。
　協働を進めるための仕組みづくりの検
討を行うとともに、協働のまちづくりに
向けた市民・職員研修会、説明会の開
催、協働に関する冊子等の発行に取り組
む。

1,649,500 1,073,049

（ソフト事業）

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 エイジフレンドリーシティの創造～市民の参画・交流・活躍による豊かな地域づくり～

総事業費
※交付金以外含

30,138,000
交付決定額

(A)
15,069,000

実績額
（B)

14,346,976
過不足額
（Ａ－Ｂ)

722,024

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額

　協働のまちづくり促進委員会との協働によ
り、「まちづくり計画見直しガイドライン」を
作成した。市民説明会では、「協働の指針」に
基づく取り組みの進め方について普及啓発を行
うことが出来た。職員研修会では、若手職員が
地域に出向くことにより、地域活動の内容を知
り、協働の取組の進め方を学ぶことが出来た。
令和元年度も同委員会と協働し、市民や職員に
対して、協働による取組の進め方について、引
き続き周知を図り、協働のまちづくりを継続し
て推進する。

　まちづくり協議会ホームページのポータルサ
イトにおいては、情報発信支援によって、16万
強のアクセス件数となり、まちづくり協議会広
報活動の活性化につながった。ブログに掲載す
るスマホ写真の撮影方法講座を実施するなど
し、広報力向上につながるよう支援を図った。
令和元年度も様々な施策による支援を継続して
いく。

　協働のまちづくりを推進するため、協働のまちづくり促進委員
会を開催した。平成30年7月30日および平成31年2月2日には、協
働の指針について市民に対する説明会を開催した。また、若手職
員がまちづくり協議会に出向く実地研修「地域活動きずな研修」
をはじめとする職員研修会を開催した。
　また、地域ごとのまちづくり計画見直しに関する共通の指針と
して「まちづくり計画見直しガイドライン」の作成や、まちづく
り協議会を条例で位置付けることについて、さまざまな議論を
行った。
　さらに、協働に関する冊子として、宝塚市きずなの家PRパンフ
レットを作成し、市内に7つあるきずなの家の周知等に向けて取
組を行った。

【実績】
協働のまちづくり促進委員会開催回数：13回
協働の指針市民説明会開催回数：2回
協働の指針市民説明会出席者数：40人
協働の指針職員研修会開催回数：28回
宝塚市きずなの家PRパンフレット：4,500冊

　まちづくり協議会ホームページのポータルサイトを運営し、ま
ちづくり協議会のブログによる情報発信について、面談や電話に
よる支援を行った。また、まちづくり協議会の活動の活性化を図
ることを目的とした広報等の企画として、ポータルサイト内で訪
問記『お出かけまちキョン』を掲載し、地域と活動の魅力を伝え
た。さらに、まちづくり協議会の広報力を向上させるための講座
（情報発信及びスマホ写真講座）などを実施した。

【実績】
面談・電話による支援件数：39件
ホームページアクセス件数：167,944件
訪問記『お出かけまちキョン』記事回数：17回
情報発信及びスマホ写真講座参加者数：18人

１ 協働のまちづくり促進委員会の開催

２ 協働の指針市民説明会・職員研修会の開催

委員報酬
会議録作成手数料

一時保育手数料

啓発物（ポスター、チラ
シ等）印刷製本費

手話・要約筆記料
謝礼

宝塚市きずなの家PRパン
フレット

会議等における食糧費
写真焼き付け費
消耗品費

３　協働に関する冊子等の発行

４ その他

宝塚市

【市民活動促進支援事業】
　まちづくり協議会の活動の活性化を図
るため、広報活動に関する支援を行う。
　まちづくり協議会に関するホームペー
ジの運営
を行うとともに、まちづくり協議会への
ブログ等の運営に関する支援を行う。

1,255,000 1,254,960

（ソフト事業）

市民活動促進支援業務委
託費（情報発信等支援業
務）

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

交付金実績額（事業費計×1/2）
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事業No．３
エイジフレンドリーシティの創造～市民の参画・交流・活躍による豊かな地域づくり～

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 エイジフレンドリーシティの創造～市民の参画・交流・活躍による豊かな地域づくり～

総事業費
※交付金以外含

30,138,000
交付決定額

(A)
15,069,000

実績額
（B)

14,346,976
過不足額
（Ａ－Ｂ)

722,024

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額

１　講演会・職員研修

（１） 謝礼 120,000

（２） 手話・要約筆記料 73,950

（３） 消耗品 1,782

（４） 食糧費 2,250

（５） 会場使用料 58,887

２　エイジフレンドリーシティ推進事業

（１） 委託料 6,366,600

（２） 消耗品 3,460

（３） 印刷製本費 248,400

（４） 郵便料 4,343

（５） 食糧費 5,865

6,885,537

3,442,768

（１） 2,462,400

2,462,400

1,231,200

（ソフト事業）
（１） 984,798

（ハード事業）

4,699,998

2,349,999

　縁卓会議では、地縁団体で活動されている
方、子育てなどテーマを持って活動されている
方、元企業勤めの方などが混じり、話し合いな
がらモデル事業を実施されている。
　「健康・生きがい就労」は、予想を上回る反
響があり、今後も、就労受入れ事業所の拡大
と、介護業界以外への展開を図っていく。
　「居場所づくり」では、月1回の開催を継続
し、市内で誰もが居場所づくりに取り組めるよ
うに、ノウハウ等を継承できる仕組みづくりに
取り組む。
　「広報・情報」では、市民や企業、事業所な
どの活動を対象とした取材研修などを検討し、
WEBサイトを中心に、効果的な情報発信の工夫
を行っていく。
　次年度は交付金の最終年度となるため、交付
金終了後を見据えた、自走可能な仕組みを検討
していく。併せて、市民、企業や事業者がこれ
までから取り組み、活動されている実践例を表
彰、認定するイベントを実施することにより、
互いの活動を認め合い、協力し合うお互いさま
のまちづくりの考え方を広く市民に周知する。

宝塚市

【エイジフレンドリーシティ推進事業】
　高齢になってもいきいきと暮らせるま
ちづくりを実現するため、エイジフレン
ドリーシティの取組を推進する。

3,438,000 3,442,768

（ソフト事業）

宝塚市

【新事業創出総合支援事業】
　地域や社会課題をビジネスの手法を用
いて解決に取り組む「ソーシャルビジネ
ススタートアップ講座」を開催し、ソー
シャルビジネスの起業、成長を促進す
る。

1,231,500 1,231,200

（ソフト事業）

交付金実績額（事業費計×1/2）

　ソーシャルビジネス起業講座を受講した1名
の方が既に新たな起業に繋がっており、また3
名の方が具体的に起業準備中であり、起業支援
として一定の効果があったと評価している。ま
た、受講者からの講座に対する満足度も高かっ
た。
　今年度は、新たにソーシャルビジネスに取り
組む対象者のコミュニティを形成するため、交
流会を開催した。この交流会では、ソーシャル
ビジネスで重要となる参加者同士のつながりを
生むことに成功し、今後の起業に向けての仕組
みづくりや土壌づくりを行うことができた。

　宝塚NPOセンターに業務委託を行い、ソーシャルビジネスの起
業と成長を応援するため、ソーシャルビジネスに取り組む対象者
のコミュニティ形成、スタートアップスクールの開講、ソーシャ
ルビジネス成功事例視察等を実施し、事業化の応援や仕組みづく
りを行った。

【実績】
・ソーシャルビジネスに取り組む対象者のコミュニティ形成
　交流会の開催（1回）  参加者数：51名
・ソーシャルビジネス起業講座
　ソーシャルビジネススタートアップスクール（計4回）
　受講者数：18名
・ソーシャルビジネス成功事例見学会
　平成31年3月7日（宍粟町）

ソーシャルビジネス創業
支援事業業務委託料

2,349,999

　花のみち・さくら橋公園については、児童向
け遊具が充実し、遊具付近にベンチを設置した
こと、また、高齢者向けの健康遊具が新しく設
置されたことにより、幅広い年代が集える公園
になった。今後申請団体より、ミニ運動会やペ
タンク競技など児童から高齢者まで参加できる
イベントが開催される計画であり、より多くの
地域住民に親しまれる公園になることが期待で
きる。
　北中山公園については、健康遊具の設置や、
講師を招いて定期的に開催される健康体操教室
によって、地域住民やハイキングに訪れる人の
健康推進を図れる公園となった。

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　平成30年12月から平成31年3月の期間で、花のみち・さくら橋
公園において児童向け遊具・健康遊具・ベンチの設置工事を行っ
たほか、秋祭りやミニ運動会等の用具を購入した。同期間、北中
山公園では、健康遊具の設置工事を行い、雑木林の整備に必要な
機材や会合に使用するテーブル・ベンチの購入、それらを保管す
るための倉庫の購入設置を行った。また健康体操教室を開催し、
3月末時点で計2回の開催があり、1回につき平均10名の地域住民
が参加した。

2,059,560

1,655,640

公園リノベーション事業
補助金

花のみち・さくら橋公園
施設整備工事

（１）

北中山公園施設整備工事（２）

15,069,000 14,346,976

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　エイジフレンドリーシティの推進に関する庁内向けの研修会を
実施し、職員52名が参加した。また、社会参加が健康に良い影響
を与えるという統計的根拠を示しながら、市民に地域での活動を
促す市民向け講演会などを2回開催し、延べ222名の参加があっ
た。
　市民から公募したメンバーでエイジフレンドリーシティを推進
する取組を検討、実践する「宝塚市お互いさまのまちづくり縁卓
会議」を設置し、延べ20回開催した。「居場所づくり」「健康・
生きがい就労」「広報・情報」に分かれてモデル事業に取り組ん
だ。
　「健康・生きがい就労」では、元気な高齢者と人員不足の介護
業務をマッチングさせ、本市の経済活動の循環の一助にもなる
「健康・生きがい就労トライアル」に取り組み、1法人3施設で17
名の就労者がトライアルに参加した。
　また、「居場所づくり」では、子育て世代を中心とした居場所
を立ち上げ、毎月開催するとともに、県営住宅の空き部屋等を活
用し、高齢者や子育て世代を支える環境づくりとしての活用を検
討し、現地視察を実施した。
　「広報・情報」では、地域活動の取材やFacebookページの立ち
上げ、運営、WEBサイト構築の検討に取り組んだ。

事業費計

宝塚市

【公園リノベーション事業】
　公園を新たな市民活動の場として活用
できるようリノベーションを施す。市民
が自ら計画し、実施する活動内容を公募
により募集し、市民活動の活性化やエイ
ジフレンドリー社会に寄与するかを審査
し選定する。市は選定された団体の希望
に応じて公園をリノベーションするほ
か、活動開始にあたる支援を行う。

2,500,000
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