
地方創生推進交付金　評価シート（総括）

（１） （２） （３） （４） （５）

基準値 目標値 単位 目標年月 実績値 事業効果 内容
課題・苦労の

有無

課題・苦労に対する取組中に
おける修正・改善

※左記①の場合に記載
事業の評価 外部有識者からの意見 今後の方針 今後の方針の理由

指標① 観光入込客数
8,550,571
（H27）

9,017,500 人 H31.3 11,789,116

指標② 外国人観光客数
18,291
（H27）

20,000 人 H31.3 16,265

指標③
市内年間商品販売額（卸
売業及び小売業を対象）

155,748
（H27）

155,898 百万円 H31.3 183,112

指標④

指標① 観光消費額
63,646,000

（H28）
65,748,000 千円 H31.3

64,877,000
(H29)

指標②
社会増減における転入超
過数

569
（H28）

1,229 人 H31.3 80

指標③
文化芸術に関連した市民
との協働事業数

149
（H28）

155 事業 H31.3 164

指標④

指標①
社会増減における転入超
過数

569
（H28）

1,229 人 H31.3 80

指標②
エイジフレンドリーシティ推
進員制度を活用して新た
に取り組む協働事業数

0
（H28）

7 事業 H31.3 3

指標③
「ソーシャルビジネス創業
支援講座」受講者における
起業者数

0
（H28）

10 事業者 H31.3 1

指標④

52,476,000 50,569,846

　今後さらに続く少子高齢化
傾向と担い手が減少する社会
を見据えた場合、地域で活
動、活躍する人材の確保、育
成は、もっとも大切な要素とな
る。
　行政においても人員の増加
は見込めないことから、これま
でのような行政完結型のサー
ビス提供手法から、市民、事
業者の力を借りつつ、市民の
満足度を高めるまちづくり手
法へと転換を図る必要がある
が、そのためには、職員、市
民、事業者への意識改革、行
動変容の呼び掛けとともに、
できるところから少しづつ成功
事例を積み上げる必要がある
ため、取組に対するスピード
感を実感しづらい現状があ
る。

合計

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
～

市民自らがまちの課題について考
え、決めて、行動する「地域自治」確
立のため、本市20のまちづくり協議
会の役割や活動の周知、地域ごと
のまちづくり計画見直しに向けた支
援等を行うとともに、組織強化や連
携促進を図る。
また、高齢者をはじめあらゆる世代
にやさしいまち「エイジフレンドリー
シティ」を推進し、「お互いさま」があ
ふれるまちの実現に向け、多様な主
体が参加する推進体制づくりに取り
組むとともに、地域の住民同士が助
け合い、支え合う仕組みや居場所
づくりを進める。

地方創
生推進
交付金

15,069,000 14,346,976
③　地方創生
に効果があっ
た

　まちづくり協議会ごとのまちづ
くり計画策定支援策として、地
域の情報を集めた地域カルテ
を作成するなど、地域住民の話
し合いを促すきっかけを提供
し、住民自治の推進のための
支援を行った。
　エイジフレンドリーシティ推進
員制度を活用して新たに取り組
む事業については、前年度の
ワークショップを基に公募市民
による縁卓会議を立ち上げ、3
つの部会(健康いきがい就労部
会、居場所部会、広報情報部
会）に分かれて活動を開始し
た。健康いきがい就労部会で
は、シニアが身近な介護福祉
施設で現場の若者を支援しつ
つ、収入を得るモデル事業を
立上げることで、介護人材不足
に悩む現場の支援とシニアの
健康維持を兼ねた生きがいづ
くり、経済活動の地域内循環の
一助となった。
　ソーシャルビジネスの創業支
援を目的として、ソーシャルビジ
ネススタートアップスクールを実
施し、1名の方が起業した。

①　課題・苦
労があった

　本市らしい美しく洗練されたイ
メージで構成したライフスタイル
ブックvol.2を制作、配布した。
PR動画は約100万回再生する
とともに、全国広報コンクール
で入選を果たした。
　また、花のみち周辺で「宝塚
アニメフェスタ2018×ハロウィ
ン」を開催し、メインイベントとし
てコスプレパレードの実施や宝
塚ファミリーバーガーランドの同
時開催により、4万人を超える
集客があり、本市観光の中心地
の賑わいや活気を創出した。
　引き続き、文化芸術を核とし
た情報発信を行うとともに、文
化芸術産業及び関連産業の活
性化に取り組む。

①　課題・苦
労があった

　シティプロモーションに関し
ては、市外から人を呼び込む
ためのPR媒体や手法の研究
のほか、効果的・効率的に取
り組むため庁内関係部署との
さらなる連携が必要である。
　観光施策（事業）における目
的は市内経済の活性化（観光
消費額増）であることを共有し
たうえで、事業展開を進めた。2

文化芸術を核とした
戦略的なプロモー
ションによる移住・定
住・交流促進～とき
めく日々がたからも
の。宝塚～

官民一体となった戦略的なプロ
モーションやイベントを通じた情報
発信を展開することで、「文化芸術
のまち」としての地域イメージを確立
させていく。あわせて、文化芸術産
業及び関連産業の活性化等に取り
組み、「文化芸術」のまちづくりを推
進する。

地方創
生推進
交付金

9,020,000 8,865,370
②　地方創生
に相当程度効
果があった

27,357,500
②　地方創生
に相当程度効
果があった

　手塚治虫記念館でのインバウ
ンド対策として、映像部分で英
語字幕化や館内ガイド機能を
充実させた。また、囲碁の世界
大会である「ジャパン碁コングレ
ス」の開催や宝塚周遊パスの運
用により国内外からの観光客増
に向けた取組を行った。外国人
観光客については目標を達成
できなかったが、観光入込客数
については、宝塚北サービスエ
リアのオープンもあり、大幅に
増加した。今後も本市の魅力を
発信し、観光客の増及び観光
消費の増による地域経済の活
性化につなげていく。

実績額
（円）

本事業における重要業績評価指標（KPI）

①　課題・苦
労があった

　国内外からの観光客増に向
けて、各事業において、より効
果的な事業になるよう新たな
要素を取り入れたが、今後も
本市の魅力発信について、各
事業者と連携した取組を進め
る必要がある。

本事業終了後における実績値 事業を進める中での課題・苦労の有無 外部有識者からの評価

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～

手塚治虫記念館等のインバウンド
対応を進めるとともに、地域資源を
組み合わせ、市民や事業者、店舗
等が一体となって、魅力的なストー
リー性のある「宝塚ならではの過ごし
方、楽しみ方」を提案し、国内外の
観光客を誘客し、消費の拡大、商
業の活性化を図っていく。

地方創
生推進
交付金

28,387,000

【事業効果】
①　地方創生に非常に効果的であった
②　地方創生に相当程度効果があった
③　地方創生に効果があった
④　地方創生に対して効果がなかった

【課題・苦労の有無】
①　課題・苦労があった
②　課題・苦労がほとんどなかった
③　課題・苦労が全くなかった

【事業の評価】
①　総合戦略のKPI達成に非常に有効で
あった
②　総合戦略のKPI達成に相当程度有効で
あった
③　総合戦略のKPI達成に有効であった
④　総合戦略のKPI達成に有効とは言えな
い

【今後の事業展開方針】
①　事業の継続
②　事業の発展
③　事業の改善
④　事業の中止
⑤　事業の終了

事業
No

（６） （７） （８） （９） （１０）

実績値を踏まえた事業の今後について

指標

交付対象事業の名
称

事業の概要
交付金
の種類

交付
決定額
（円）

①　地方創生に非常に効果的であった（全ての指標が目標値を達成するなど、大いに
成果が得られたとみなせる場合）

②　地方創生に相当程度効果があった（一部の指標が目標値に達しなかったものの、
概ね成果が得られたとみなせる場合）

③　地方創生に効果があった（指標達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よ
りも取組が前進・改善したとみなせる場合）

④　地方創生に対して効果がなかった（指標の実績値が開始前よりも悪化した、もしく
は取組としても前進・改善したとは言い難いような場合）

本事業における外部有識者からの意見を記載。

「有効であった」という評価の場合、本事業の良かった点は何か等、外
部有識者から評価された点等を記載。

「有効とは言えなかった」という評価の場合、本事業の何が良くなかった
のか、何が原因で、どのような改善策が考えられるのか等、外部有識
者からの意見を記載。

①　事業の継続（計画通りに事業を継続する）

②　事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

③　事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った）

④　事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

⑤　事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

外部有識者からの評価をどう
受けて「今後の方針」欄の選
択としたのか、その理由を記
載。
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