
２　地域資源を生かした活力ある「まち」

　地場農商工業の活性化を図るとともに、起業家、やる気のある事業者に対する支援を拡
充します。また、地域における雇用機会の確保や創出につながる施策と就労支援策の拡充
により雇用の促進を図ります。

基本的方向（3）　多様な文化施策の展開

　豊かな感性と創造性を育み、多様な交流の促進を図るために、市の歴史学習、スポー
ツ、文化芸術活動などを推進します。

基本目標

　本市の豊かな資源を生かし、まちの個性と魅力を高めるとともに、産業の活性化による
雇用機会の創出や就労支援に取り組み、活力あるまちをめざします。
  市民が心豊かな生活を送るために、文化芸術やスポーツは欠かせないものと言えます。
生涯を通じてだれもが文化芸術やスポーツとふれあい、楽しむことのできるまちをめざし
ます。

基本的方向

基本的方向（1）　観光集客の推進

　市全域にわたり点在する魅力ある地域資源を生かし、まちの賑わいや観光消費の拡大な
ど地域活性化につながる観光振興を推進します。
　また、国内外からさらに人を呼び込むため、情報発信力の強化と受入環境の整備を進め
ます。

基本的方向（2）　地域における産業振興と雇用の促進

資料４ 



平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

観光入込客数 人
8,572,816

（H26 年度）
8,550,571 8,434,630 8,601,788 9,173,000

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（１）観光集客の推進

２－（１）－①

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

市内の多様な観光資源を組み合わせ、まちの魅力をＰＲするため、観光資源を運営している事業者をはじめ、宝塚市
国際観光協会、同協会会員、旅行社などと連携を図り、観光集客の推進を図っている。

○地域資源の掘り起こし、磨き上げ：市ＨＰや広報誌をはじめ、ＳＮＳで各イベントや観光施設等のＰＲを行っている。
新たに、観光ＰＲ動画を南部編と北部編で作成し、地域資源（観光資源）のＰＲを行ったほか、5回目となる宝塚歌劇
市民貸切公演を行い、市内外に歌劇の魅力を発信した。
○新たな観光コース、イベントの設定：まち歩きツアーはボランティアガイド（宝塚観光ガイド夢さがし隊）の企画・運営
により、３コースで実施してきており、新たに「雲雀丘ロマンチックさんぽ」コースをモニターツアーで開始した。また、阪
急電鉄と連携した観光あるきや歌劇ＯＧツアーへの助成事業を行った。
○ホームページの見直し：リニューアルした市国際観光協会ＨＰをＨ29年度から公開し、新たなコンテンツとして観光
ＰＲ動画を多言語で掲載している。
○まちかど観光情報ステーションの増設：宝塚駅や中山寺駅、中山寺、手塚治虫記念館などに設置しているまちかど
観光情報ステーションに、タイムリーなパンフレットなどを補充し、ＰＲを図ったほか、宝塚北ＳＡや伊丹空港において
もパンフレットなどでＰＲを図った。
○手塚治虫記念館の整備：空調更新を含む記念館のリニューアルについて検討や調整を進めたほか、７か国語でパ
ンフレットを作成し、来館者の利便性向上を図った。

今後も本市観光集客の推進（観光入込客数増）につながるよう関係機関と連携を図り、観光施策の推進による「地域
資源を生かした活力あるまち」を目指していく。

4段階評価 Ｂ

具体的施策

①宝塚の魅力を生かした誘客事業の展開

◇本市への誘客数及び訪問者の市内での滞在時間の増加を図るため、地域資源の掘り起し、磨き上げを進めるとと
もに、資源を活用した新たな観光コースの設定やイベント企画、また、多様な媒体を活用した情報発信に取り組みま
す。

＊地域資源の掘り起し、磨き上げ
＊新たな観光コース、イベントの設定
＊ホームページの見直し
＊まちかど観光情報ステーションの増設
＊手塚治虫記念館の整備

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

外国人観光客 人
13,591

（H26 年度）
18,291 15,867 17,493 15,500

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（１）観光集客の推進

２－（１）－②

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

市内の多様な観光資源を組み合わせ、まちの魅力をＰＲするため、観光資源を運営している事業者をはじめ、宝塚
市国際観光協会、同協会会員、旅行社などと連携を図り、外国人観光客の誘客の推進を図っている。

○情報発信力の強化：京阪神の大学に在学している外国人留学生（11大学307名）に観劇してもらい、ＳＮＳなどで
感想等を発信してもらうほか、市国際観光協会ＨＰの多言語化、観光ＰＲ動画の多言語での作成を行った。また、
フランス旅行ガイドブックの記者や台湾の旅行社からファムトリップとして招へいし、本市の魅力をＰＲした。
○多言語対応の観光管内の充実：上記、ＨＰ等に加え、手塚治虫記念館パンフレットは７か国語（日本語含む）で
作成し、来館者の利便性向上に努めた。また、ジャパン碁コングレスでは、会場周辺マップを多言語で作成し、参
加者へＰＲした。
○ボランティアガイドの養成：ジャパン碁コングレスでは、通訳などをボランティアでお願いし、会場案内や周辺案
内を行った。
○公衆無線ＬＡＮの整備：Ｗｉｆｉ設置に関する助成制度を設け、民間施設での環境整備を図った。
○観光情報を入手できるアプリの整備検討：アプリについては、事業者からの提案などを聴き、費用対効果などの
検証を進めた。

今後も本市観光集客の推進（外国人観光客増）につながるよう関係機関と連携を図り、観光施策の推進による「地
域資源を生かした活力あるまち」を目指していく。

4段階評価 Ｂ

具体的施策

②外国人観光客誘客のための環境整備

◇外国人観光客数の拡大を図るため、情報発信力を強化するとともに、ボランティアガイドの育成、パンフレットの
多言語対応などを図ります。また、外国人の観光をサポートする環境整備を進めます。

＊情報発信力の強化
＊多言語対応の観光案内の充実
＊ボランティアガイドの育成
＊公衆無線LAN の整備
＊観光情報を入手できるアプリの整備

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

市内の主な市場、商業
施設における空き店舗
割合

％
20.5

（H26 年度）
19.0 20.5 20 17.5

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（２）－①

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（２）地域における産業振興と雇用の促進

具体的施策

①地域資源を生かしたブランドの強化や商店街の活性化

◇地域資源を生かし、魅力的で信頼性の高いブランドの強化を支援するとともに、市内外への情報を発信します。
また、空き店舗対策など商店街の魅力向上に向けた取組を支援します。

＊宝塚ブランド「モノ・コト・バ宝塚」の資源の発掘や情報発信の強化
＊空き店舗対策など商店街の魅力向上に向けた取組実施

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

○空き店舗率は、前年度に比べ0.5ポイント改善した。近郊に存在する、誘客効果の高い大規模店舗による影響は
依然大きいが、空き店舗活用事業補助金（家賃補助）の利用件数は前年度29件に対して本年度は42件であり、空
き店舗の減少に一定の効果を上げた。平成28年度から運用を開始している空き店舗等出店促進補助金（改装等
補助）についても、前年度2件の利用であったところ、本年度は4件の利用があり、その全てが清荒神参道に対する
ものとなっており、本市最大の観光入込客数を誇る清荒神参道の賑わい創出の一助を担った。その他、より活用し
やすい補助制度の創設に向け、事業者や貸主へのヒアリングを行った上で、制度設計を行っており、今後も引き続
き検討を進めていく。

○宝塚ブランド発信事業については、開発支援を行った新たな特産品・加工品など14資源を「モノ・コト・バ宝塚」
に認定し、既存資源も含めて紹介冊子の配布及びインターネットサイトやSNSの活用による周知に努め、さらに市
内外でのイベント時での物販も行い、PRに努めた。また、宝塚ブランドに係る懇話会によって、既存の「モノ・コト・バ
宝塚」選定資源をうまくパッケージングし、プロモーションを展開していくための検討を行った。次年度も引き続き検
討を行い、速やかに効果的なプロモーションを実施していく。

○「おいしいまち宝塚」事業については、前年度に引き続いて「宝塚グルメアカデミー」を開催したほか、旬の食材
を使ったスタンプラリー形式の「宝塚いもくりなんきん」の実施や、「おいしいまち宝塚マルシェ」を開催し、やる気の
ある事業者が、つながりをもって継続的にまちの活性化に向けた取り組みを行う団体として、「おしいまち宝塚」は
定着してきている。本年度で、同団体に対する市の補助制度は失効を迎え、次年度以降は市補助金支出の予定
はないが、同団体が自主的に継続して運営できるよう、引き続き市が事務局機能を持ち、やる気のある事業者のつ
ながりを堅持していく。

　地域資源を生かしたブランドの強化については、市のシティプロモーションとも連携し、ターゲットを明確に定めた
上で、効果的なパッケージングを行って事業を展開していく。また、商店街の活性化については、事業者に向けた
各種補助制度等の周知を徹底するとともに、事業者と貸主両方のニーズを的確に捉え、補助制度等の見直しを検
討していく。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

認定農業者数 人
21

（H26 年度）
20 19 9 25

新規就農者数 人
1

（H26 年度）
2 4 1 各年度2

玉瀬地区ほ場整備の
進捗率

％
52.5

（H26 年度）
80.5 85.9 92.3

Ｈ30年度
完了

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（２）－②

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（２）地域における産業振興と雇用の促進

具体的施策

②農産物の生産量増加と地産地消の推進

◇農業の担い手や新規就農者への支援拡充、集落営農など、農作物を安定供給できる生産体制づくりを支援しま
す。また、地域性を生かした特色ある農産物づくりや販路拡大への支援、地産地消の拡大などに取り組みます。

＊農業の担い手や新規就農者への支援
＊地元農産物の学校給食への供給や地元での販路拡大支援、収穫体験ツアーなど地産地消の拡大

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

○農会長会等で認定農業者のメリットや制度の周知を実施し、認定農業者数の増加を図ったが、更新時期を迎え
た認定農業者の手続きが進まず総数は▲10となった。今後は、新たな認定農業者の成り手の発掘とともに、更新
手続が遅れている農業者を中心にお知らせと案内を徹底する。
○新規就農の希望者は5名あったものの、実現に至った新規就農者は1名に留まった。引き続き「宝塚西谷農業担
い手育成協議会」等を活用し、就農希望者に対する農地斡旋、「青年就農給付金」等の国の助成制度の情報を提
供するとともに、希望者の状況にあった就農支援を県農業改良普及センターとも連携しながら進めていく。
○玉瀬地区のほ場整備は、概ね順調に進捗しており、地域の営農組合は特定農業者団体申請を果たし、将来的
には法人化を目指している。地区単位での勉強会を開催し、集落営農化に向けた取組を進めていく。
○地産地消の取組として、市内産農作物を使用した学校給食の提供に取り組んでおり、平成29年度は、例年の取
り組みに加え、西谷産米を米飯給食に取り入れた。供給量の関係から、急激に回数を増やすことは難しいが、今後
も引き続き回数や品目数の増を図っていく。

　新規就農者は有るものの、一方で農業従事者の高齢化と担い手不足の課題は解消されていない。引き続き農業
振興計画戦略プロジェクトに掲げる取組を推進し、新規就農者や農業サポーターの確保、人・農地プランや集落
営農の促進などに取り組む。また農作物を安定供給できる生産体制づくりのために施設整備に対する補助などを
実施する。市内産農作物の学校給食への供給についても、一層拡大の方向で関係者協議を継続する。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

農業振興施設の来場
者

人
60,438

（H26 年度）
62,243 56,226 50,302 64,000

市民農園利用者数 人
490

（H26 年度）
514 523 539 580

ダリア園入園者数 人
2,313

（H26 年度）
4,768 5,264 2,814 5,300

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（２）－③

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（２）地域における産業振興と雇用の促進

具体的施策

③身近に農業や花きの魅力に触れる機会の提供

◇西谷の農作物やダリア、牡丹、山本の植木など、地域資源の充実と施設間の連携や参加型・体験型農業の拡
充による地域の魅力向上を図ります。
◇特産品や加工品の開発等に向けた取組の支援による地域農産物のブランド力の向上を図るとともに、新名神高
速道路SA での販売、ＰＲによる魅力発信に取り組みます。

＊園芸関連施設や農業振興施設等の充実と各施設の連携強化、魅力向上
＊市民農園や収穫体験など参加型・体験型農業の推進
＊特産品や加工品の開発に向けた取組や販路拡大、設備投資への支援
＊新名神高速道路SA における農作物、加工品の販売及びスマートIC 利用促進
＊ダリア、牡丹などの花きの普及促進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

○天候不順（干ばつ及び台風21号）による農作物不作のため、農業振興施設（西谷夢市場）の来場者数は減少し
た。名産の太ねぎや黒豆に加え、新たな品目の商品化や販売農家の開拓にも取り組み販売商品を増加させて来
場者数の増加を目指す。
○市民農園の利用者数は、概ね順調に伸びている。利用者からの要望・苦情については農園主と連絡を密にして
対応し、農園利用者の満足度を高め、またホームページや看板設置等により利用者募集の情報提供にも取り組
み、空き区画の解消にも努めた。
○台風21号の影響により開園途中に閉園となったことから来園者数は激減した。南部地域でダリア花飾りなどをと
おして、市民等へのダリアの関心度が高まったと言える。ダリア産業のさらなる振興のためには、多様な担い手の発
掘に引き続き取り組んでいく必要がある。
○長谷牡丹園ではバリアフリー化工事など施設改良のほか、島根県松江市から専門家を招へいし技術力向上に
も努めたものの来場者は減少した。来場者の増加に向けては、開園期間を延ばすことが課題でることから、牡丹を
紫外線から守る施設の設置や芍薬の育成にも取り組んでいる。

　今後も引き続き、農業振興計画戦略プロジェクトを中心に取り組みを推進する。また、新名神高速道路及びサー
ビスエリアの共用開始を機に、農産物販売の仕組みづくりや、北部地域の農業や本市の重要な地場産業である花
き・植木産業の活性化をより一層図る。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

起業相談・指導を受け
た人のうち起業した事
業者数

人
19

（H26 年度）
26 18 24 24

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（２）－④

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（２）地域における産業振興と雇用の促進

具体的施策

④起業家や事業者への支援強化

◇地域の活性化や市内における雇用促進に向け、起業や事業拡張をめざす事業者に対する支援制度の充実や
情報発信など、事業者支援を強化します。
◇地域の課題を解決するソーシャルビジネスや高齢者の生きがいビジネスなど、身近なビジネスの立ち上げへの
支援を、NPO 団体と協働して行います。

＊起業や事業拡張への支援制度の充実や情報提供
＊ソーシャルビジネスや高齢者の生きがいビジネスなどの立ち上げ支援

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

○起業相談・指導を受け起業した事業者は、前年度に比べ6人増となったほか、KPIの数値以外にも、ソーシャル
ビジネススタートアップスクール受講後に起業した事業者が4人おり、起業者の数は依然として高い水準を維持して
いる。また、本年度全国創業スクール選手権大賞受賞者が本市で起業していることについて、広く周知を図るな
ど、元気のある起業家の広報についても実施した。

○ハローワーク西宮との共催により、本年度も前年度に引き続き「宝塚市シニアワークフェア」を開催し、高齢者の
生きがい就労の場の創出に向けた取組を行った。当該フェアについては、前年度25人の参加があり、好評であっ
たところだが、今年度の参加者は60人おり、高齢者の就労意欲は非常に高くなっている。

　起業家に対する支援については、引き続き既存の取組を推し進めるほか、がんばっている起業家の広報につい
て、座談会を広報掲載するなど、関係課と協議の上、実施可能性を模索していく。また、高齢者の就労支援につい
ては、近年の就労意欲の高まりを機運として捉え、求職と求人のマッチングを効果的に行い、高齢者の生きがい就
労の実現を目指していく。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

ワークサポート宝塚の
就職件数

件
1,200

（H26 年度）
1,075 1,128 1,011 1,330

障がい者就業・生活支
援センターの支援によ
る就職人数

人
28

（H26 年度）
58 87 94 33

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（２）－⑤

産業文化部、健康福祉部、総務部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（２）地域における産業振興と雇用の促進

具体的施策

⑤働く意欲を持つすべての人に対する就労支援

◇働く意欲を持つすべての人が就労することができるよう、国、県及び関連機関と連携し、相談事業の拡充など、
就労支援に取り組みます。

＊国、県及び関連機関と連携した女性、若者、高齢者などの相談事業の拡充や就労支援
＊障がいのある人や生活支援者に対する就労・定着支援の推進
＊発達障がいのある人への特性に応じた就労支援の推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

○ワークサポート宝塚の就職件数は、前年度に比べ117件減となった。景気の回復等により、有効求人倍率が1.0
以上を推移する中、ワークサポート宝塚の来所者数自体が前年度25,515人から本年度23,653に減少しており、そ
の影響と考えられる。就職率としては、前年度58.1％に比べて本年度56.4％となっており、微減にとどまっている。

○障がい者就業・生活支援センターの支援による就職人数は、平成29年度も前年度と比較して、7人増となってい
る。就職実績は、基準値を大きく上回っている。就労相談と同時に就職に結びつくことは難しいが、1～2年をかけ
て、継続的に支援をすることによって、就職に結びつくことが多くなっている。一部は、就労継続支援Ａ型に就職し
た場合もあるが、多くは一般就労となっている。就労継続支援Ａ型の事業所数が急激に増加していることも伸びの
一因ではあるが、ここ数年、企業からの求人も多くなっており、障がい者を雇用するという機運が高くなっているよう
に感じている。また求人内容も事務補助を含めて事務系の業種が多くなっている。平成30年度から、就労に関する
相談件数が増加していることもあり、相談員1名を増員して対応するようにしている。農福連携ついては、昨年度か
ら課題として認識しており、平成30年度も引き続き研究をしていきたいと考えている。

○平成29年度は、ハローワーク西宮と連携して、対象者を限定しないもののほか、就労意欲の高まりを見せるシニ
ア向けの面接会や、人手不足分野である介護分野や保育分野等の面接会や相談会を開催し、就労支援に取り組
んだ。

○様々な悩みを抱えている若者の就職に向けては、ワークサポート宝塚による若者しごと相談広場による相談業務
の実施や、若者サポートステーションとの連携による支援に取り組んでいる。若者しごと相談による就職者数は、平
成29年度は126件であった。今後もワークサポート宝塚や若者サポートステーションと連携を深め、更なる若者の就
労機会確保を図っていく。

○市内事業所等で組織する雇用促進連絡協議会では、情報・意見交換や雇用に関するセミナーを開催し、女性
や高齢者、障がい者等の雇用促進に向けた取り組みを行った。

　ワークサポート宝塚をはじめとした各機関との連携により、就労に意欲を持つ全ての人に対する支援を行った。近
年の景気回復等による有効求人倍率の高まりは、ワークサポート宝塚の来所者数減等の影響を与えているが、求
職者と求人のアンマッチは大きな課題であり、今後も引き続きマッチングを図っていく。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

文化施設の利用率 ％
71

（H26 年度）
70 72 74 73

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（３）多様な文化施策の展開

２－（３）－①

産業文化部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

○文化芸術の拠点整備：宝塚ガーデンフィールズ跡地は、かつて市内外の多くの人たちに親しまれ、賑わいを見
せた旧宝塚植物園や宝塚ファミリーランドの面影が唯一残された空間でもあり、多くの市民にとって、わがまちを象
徴する貴重な一角であることから、豊かな緑にあふれた既存の良好な環境を活用し、新たな宝塚文化を創造して
いく場となるよう文化芸術施設及び庭園整備を進めている。実施設計策定や文化芸術施設の整備工事契約を締
結し、事業の周知とともに市民との協働による施設運営を目指すため、市民フォーラムやワークショップを開催し、
運営への市民参画のあり方について意見交換を行った。平成30年度は指定管理者募集や選定の手続きを進めて
いき、平成32年春のオープンを目指す。

○文化芸術に関する情報発信：ソリオホールやベガ・ホール、宝塚文化創造館を運営するにあたり、指定管理者で
ある宝塚市文化財団が市内、市外に情報発信を積極的に行っている。

○市民主体の都市間交流、国際交流の促進：浜松市の演奏会に少年少女合唱団が出演したほか、大分市の
ミュージシャンを市内イベントに出演いただくなど交流を深めている。国際交流の面では拠点施設である国際・文
化センターをはじめ、国際室内合唱コンクールなどでも文化面の交流を続けている。

　今後も宝塚市民の文化芸術に関する基本条例や宝塚市文化芸術振興基本計画に基づき、「市民の力」を活かし
た文化芸術都市にふさわしい市民が主役のまちづくりを協働で進めていく。

4段階評価 Ｂ

具体的施策

①文化芸術活動等の振興

◇上質で多様な文化芸術の鑑賞の場や機会の充実などにより、市民をはじめ多くの人が文化芸術に触れることの
できるよう、施設の整備充実や情報発信の拡充など、環境整備を進めます。 また、文化芸術活動などを通じた市
民主体の都市間交流や国際交流を促進します。

＊文化芸術の拠点整備
＊文化芸術に関する情報発信
＊市民主体の都市間交流、国際交流の促進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

本市の郷土資料や文
化財にかかる資料展示
開催回数（企画展）

回
9

（H26 年度）
11 10 10 12

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（３）－②

社会教育部、産業文化部、企画経営部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（３）多様な文化施策の展開

具体的施策

②文化財や歴史資料の公開や情報の発信

◇本市の郷土資料や文化財を積極的に公開するとともに、これらの資料のデジタル化やホームページでの紹介など、
ICT 社会に対応した情報発信を推進します。

＊郷土資料や文化財の積極的な公開
＊ ICT の活用による情報発信

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

○郷土資料や文化財の積極的な公開として、本市の郷土資料（「絵はがきでみる宝塚のむかし」）や文化財（「宝塚市
の文化財展―指定文化財を中心に―、『国宝・重文の美展』―記念切手と複製資料でみる―）を中央図書館で展示し
た。

○国登録有形文化財「旧松本邸」を年に２回（春・秋）一般公開している。従前の４日間から１０日間と公開期間を拡大
し、来館者が増加した（839人→1,226人）。建物解説や古楽器の演奏会、大人から子どもまで楽しめるおはなし会、紅
茶ワークショップ、ミニ講習会（苺アクリルたわし、バルーンアート）など市民との協働による催しを行った。また、初めて
の試みとして大学教授による「松本邸（旧土井邸）と宝塚の洋風建築」について講演会を開催した。

○文化財等の情報発信として、市史資料室では、収集した古文書等の歴史資料の整理・記録・解読・分析を行うととも
に、市域の貴重な歴史資料（市指定絵図、関西学院大学所蔵・川面村文書など）のデジタル化を進めた。デジタル化
した本市の郷土資料や文化財を市ホームページで紹介するなどの情報発信を推進する。

○明治２１年から昭和３３年までの旧西谷村役場の公文書で、これまで西谷サービスセンターに保管されていたものに
ついて、平成２８年度から整理・分析作業を行っている。現在、長尾山開発関係や明治～昭和３０年代にかけての西
谷小・中学校建物関係などの文書が確認されている。デジタル化による記録・保存作業を行うに当たり、重要度の高
い文書等の抽出作業が必要である。

○ＮＨＫ番組「ブラタモリ」で小浜宿と温泉街が特集されたことを記念して、観光部門と連携し「たからづか歴史文化
ウォーク」を４回開催した。また、万籟山古墳発掘調査成果報告講演会、小浜宿資料館で「語りつがれる民話と文化財
展～たからの舞台～」、旧和田家住宅で絵本の読み聞かせと昔の遊び体験及び歴史講演会をそれぞれ開催した。平
成３０年度は、年間１つであった企画展示を３期に分けて行うとともに、文化財や郷土資料の展示方法を充実させ、より
多くの市民に来館して閲覧いただけるよう幅広いＰＲに努める。

○文化財や歴史資源について、平成２９年度にたからづか文化財さんぽマップを作成し、まちかど観光情報ステー
ション等に配布し情報発信を行った。平成３０年度は新たに歴史散歩ガイドマップの多言語版を作成し、観光部門で
の活用を図る。

　より多くの方に本市の郷土資料や文化財が目に触れる機会をつくるため、ICTの活用等による情報発信や企画展の
開催に取り組むとともに、観光部門との連携を進める。

外部有識者意見

Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

スポーツクラブ21 の会
員数

人
5,347

（H26 年度）
5,674 5,560 5,193 6,680

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

２－（３）－③

社会教育部

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

（３）多様な文化施策の展開

具体的施策

③市民スポーツの活性化

◇市民スポーツの活性化に向け、宝塚市大使、スポーツ公社、体育協会、スポーツクラブ21等の協力を得て、市民
が楽しめる新たなスポーツイベント等を実施します。
◇市民が地域において生涯スポーツを楽しむことができるよう、スポーツ推進委員の増員を進めるとともに、スポー
ツクラブ21 の情報発信、活動の活性化、クラブ会員の増員をめざします。

＊新たなスポーツイベントの実施
＊「スポーツクラブ21」に関する活動促進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果があった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

○スポーツクラブ21では、小学校体育施設において、多様な世代の方々が既存スポーツメニューに限らず、ニュー
スポーツにも取組んでおり、5×5ビンゴやカローリングなど、自発的に活動されている。さらに、ニュースポーツの普
及拡大に向けて、市が所有するニュースポーツ用具を積極的に貸し出し、使用してもらうことで普及を図っている。
スポーツクラブ21の会員は、校区内のスポーツ少年団を主要な構成メンバーとしているクラブが多く、メンバーの固
定化が進んでいることから、市広報に会員募集記事を掲載したり、各クラブでも新規会員募集を呼びかけているが、
会員増に結びついていない。今後、各クラブの運営等に関しては、県が主催する研修情報の提供のみならず、ス
ポーツクラブ21間の交流の促進や、スポーツ交流イベントの実施等の活動を、継続して支援していく。
　
○地域スポーツ活動の推進役・調整役であるスポーツ推進委員の増員に取り組む。

○宝塚市大使である間寛平氏から平成15年まで行っていた「体育レクリエーション大会（自治会等対抗運動会）」の
ような「昔ながらの運動会」を行いたいとの提案があり、市民誰もが参加できる市民大運動会を平成29年10月に開催
し、1,000名程の参加があった。

○宝塚市大使である吉田輝さんやイタリア・プロチームのフットサル選手たちが宝塚市に来訪した際に、小学校を訪
問するなどして、世界レベルのトップアスリートのプレイを見てもらい、スポーツに対する関心を高めてもらう事業をス
タートさせ、平成29年は5月に開催した。
　
　今後は、スポーツ推進委員を各小学校区に１名又は２名配置できるよう積極的な増員を図り、地域スポーツの促
進に向けて協力・支援してもらう。また、スポーツクラブ２１の活性化を向けて、各クラブが実施しているスポーツメ
ニューや活動状況を市ホームページ等で情報発信する仕組みを各クラブと構築していく。
　市民大運動会については、前年度の課題等を改善して、より多くの市民が参加してもらえるように内容の充実を図
る。
　トップアスリートとの交流事業や新たなスポーツイベントの開催についても、継続的に実施する。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11開催の有識者会議における出席者数　　名

10



平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【基本目標】

指標 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標（H31）

観光入込客数 人
8,572,816

（H26年度）
8,550,571 8,434,630 8,601,788 9,173,000

市内民営事業者の従
業員数（経済センサ
ス）

人
51,077

（H24年）
53,197

(H26年）
- 54,498 52,000

外部有識者意見

　　　外部有識者の
　　　意見を受けて
　　　の対応

基本目標２

基本目標

２　地域資源を生かした活力ある「まち」

＊本市の豊かな資源を生かし、まちの個性と魅力を高めるとともに、産業の活性化による雇用機会の創出
や就労支援に取り組み、活力あるまちをめざします。
＊市民が心豊かな生活を送るために、文化芸術やスポーツは欠かせないものと言えます。生涯を通じて
だれもが文化芸術やスポーツは欠かせないものと言えます。生涯を通じてだれもが文化芸術やスポーツと
ふれあい、楽しむことのできるまちをめざします。

指標

     総合評価

 （指標の達成状況
  を踏まえ、成果、
　進行上の課題、
  今後の対応に
　ついて記載）

指標「観光入込客数」については、宝塚歌劇をはじめ本市の多様な観光資源を活用し誘客につなげるための観光
キャンペーン事業をはじめ、アニメフェスタなどの集客イベントにおける増客を図り、また、宝塚北サービスエリアが平
成30年3月にオープンし、大勢の来場者でにぎわいを見せたため、167,158人増となった。
指標「市内民営事業者の従業員数（経済センサス）」については、市の施策だけが影響するものではないものの、前調
査から1,728人増となった。引き続き目標値を上回るよう施策を推進する。

文化芸術という本市の特性を生かしたシティプロモーション動画を製作し、シネアド、TVCM、ホームページ等で発信し
た。Youtubeでは、平成30年6月現在で11万回再生するとともに、インスタグラムやツイッターでも多くの視聴を得、新聞
や雑誌にも取り上げられた。また、市内に住む5組の暮らしを描いたおしゃれなライフスタイルブック制作し、配布を
行った。また、市のPRに資する写真をインスタグラムに投稿してもらっている「たからづかなフォトグラファー」と宝塚大
学の協力のもと、写真集「ときめく日々のたからばこ」を制作・配布し、市内の店舗等にも配架いただいた。今後も、より
効果的な魅力の発信の手法について研究を行い、本市の強みを生かしたプロモーションに取り組み、移住、定住人口
の増や観光入込客数の増につなげていく。

（1）観光入込客数増に向けては、市内の多様な観光資源を組み合わせ、まちの魅力をＰＲするため、観光資源を運営
している事業者をはじめ、宝塚市国際観光協会、同協会会員、旅行社などと連携を図り、観光集客の推進を図ってい
る。なお、宝塚歌劇の観客動員数が引き続き、好調であることに加え、宝塚北サービスエリアが平成30年3月にオープ
ンし、大勢の来場者でにぎわいを見せ、本市ゆかりの展示や観光ＰＲ動画放映、パンフレットなども好評を得ていること
は今後の観光誘客に寄与するものである。

（2）商工業の分野では、事業者に向け制度周知に努める一方で、現行施策の検証に努め、常にニーズにマッチした
施策形成を図っていく。また、商工会議所などの関係団体との連携を密にするとともに、起業の支援を継続して実施す
る。加えて、シティプロモーションと連携した宝塚ブランド発信の強化にも努める。農業の分野では、担い手不足の課
題解消には至っていない現状を鑑み、引き続き新規就農者、集落営農促進の支援を推し進めるとともに、学校給食へ
の提供など地産地消のさらなる取り組みを推進する。また、植木やダリアなどの地域資源のさらなる魅力向上にも取り
組む。雇用の分野では、労働施策推進計画に基づき、女性、若者、高齢者、障がいのある方など働く意欲を持つすべ
ての人への就労支援に取り組むとともに、ワークサポート宝塚の周知などにも努める。

（3）文化芸術においては、拠点となる施設整備を進めており、2020年春のオープンを目指している。近隣にある宝塚
文化創造館や手塚治虫記念館とも連携を図り、創造や交流、感動の空間づくりや民間施設も含め、文化芸術が持つ
力を地域に活性化につなげていく。また、デジタル化した郷土資料・文化財の市ホームページでの紹介やガイドマッ
プの多言語版作成により情報発信を推進する。スポーツ振興の分野では、スポーツ推進委員の増員やスポーツクラブ
21の活性化、トップアスリートとの交流事業や各種大会の充実を図る。
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３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

　市民の生命、財産を守るための地域の防災力の向上、防犯意識の啓発を推進します。ま
た、豊かな生活を支え、災害に強く安全で安心な施設整備を推進します。
　住み慣れた地域で、地域と連携しながら市民一人ひとりが健康で元気に安心して暮らす
ことができるまちづくりを推進します。

基本的方向（3）　良好なまちなみと豊かな環境の保全

　「宝塚らしい景観」の維持・形成につながる環境づくりに取り組みます。また、地球温
暖化対策として、環境に対する意識向上とそれに基づくライフスタイルの実践として、省
エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入を図り、持続可能なまちづくりを推進しま
す。
　また、市街地、市街地近郊での環境の保全と創造に取り組み、環境負荷の少ない循環型
社会の構築に向け、ごみの減量・資源化を推進します。

基本的方向（4）　北部地域のまちづくり

　都市近郊でありながら中山間地域の様相の北部地域が抱える諸課題を解決するための総
合的施策を展開します。
　また、平成29 年（2017 年）の新名神高速道路の開通を契機に、地域資源を生かして広
域に情報や人の交流を促し、地域の活性化を図ります。

基本的方向（2）　安全で安心、快適な暮らしの提供

基本目標

　子どもや高齢者をはじめすべての市民が、地域のなかで健康で安心して暮らすことがで
きるよう、ハード、ソフト両面において環境を整備し、健康で安心して暮らせる住みやす
いまちをめざします。
＊また、北部地域は、里山と農地が保全されている自然豊かな地域ですが、人口減少と高
齢化の進行により生活環境への影響が懸念されることから、交流促進と定住促進により元
気なまちをめざします。

基本的方向

基本的方向（1）　地域を支える基盤の整備

　多様な都市機能を集約したコンパクトシティの形成を見据え、社会インフラ（道路、交
通、公園など）の充実や良質な住宅ストックの活用を図り、安心で快適なまちづくりを推
進します。



平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

都市計画道路整備率 ％
77.0

（H26 年度）
79.2 80.1 80.7 82

道路改良率（規格改良
済）

％
64.0

（H26 年度）
64.1 64.3 64.4 64.9

歩道改良バリアフリーの
延長整備率

％
20.0

（H26 年度）
21.0 22.0 22.5 50.0

市民アンケートの「安
全・都市基盤（道路・交
通）」に関する現在の満
足度

％
14.3

（H26 年度）
- - - 14.3以上

長寿命化計画に基づく
橋りょうの修繕箇所数

橋
1

（H26 年度）
16 22 31 61

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（１）地域を支える基盤の整備

３－（１）－①

都市安全部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○都市計画道路整備は新名神高速道路（高槻～神戸）がH30度3月18日に供用が開始され、平成29年度末の整
備率は80.7％となった。引き続き、都市計画道路荒地西山線や競馬場高丸線の事業を推進するとともに、都市計
画道路、幹線市道などの道路網に関する総合的な道路網基本構想を基に幹線道路整備計画を具体化し整備推
進を図る。
○道路改良については、平成２9年度に新名神高速道路へのアクセス道路等整備が完了したほか、生活道路整
備や開発による道路帰属などにより、新たに5,595ｍが整備され、道路改良率（規格改良済）は64.4%となった。引
き続き、生活道路整備を確実に進めるとともに、開発事業に併せた道路用地の取得を行っていく。
○歩道バリアフリー化整備については、主要交差点の段差解消が平成２５年度に完了したことから、平成２７年度
から１０年間を整備目標期間として、歩道の連続した段差解消対策を実施しており、平成29年度は中山観音駅前
など100ｍの整備を行い、整備率は22.5%となった。これは、国庫補助金の交付が少なかったことより、年次目標を
下回る数値となっていることから、国庫補助金の獲得に向けた努力と、新たな国の補助制度の活用を視野に入れ
ながら、引き続き優先順位を付け計画的に実施していく。
○道路橋修繕については、予防的、計画的な修繕を実施するための長寿命化修繕計画に基づき、平成２9年度
は9橋の補修工事を実施、年次計画どおりに進捗している。引き続き、ライフサイクルコストの縮減と予算平準化を
図りながら修繕工事を実施していく。

安全で快適な交通環境を確保するため、都市計画道路整備では新名神高速道路が完成した他、競馬場高丸線
も事業認可を受け事業着手した。また、西谷地域では西谷公共交通会議を組織し、最適なバス路線網の再編に
向け協議検討を進め、西谷地区の将来的な交通のあり方や朝の通学の利便性向上に向けた需要把握を行うため
試走運転に向けて検討していくほか、武田尾駅のバリアフリー化の取組を継続する。南部地域では交通空白地域
の解消、更には住民主体の公共交通などについて地域住民や事業者、市で、協議検討を進め、併せて、バス車
両のバリアフリー化への取組も継続して実施していく。

具体的施策

①すべての人にやさしい、安全で快適な道路等環境の整備

◇高齢者、障がい者などの交通弱者や通学児童が安全で円滑に歩行できるよう整備プログラムを策定し、歩道のバリア
フリー化や通学路の安全対策を推進するとともに、適正な管理による安全で快適な道路環境を保全します。
◇市民の快適な交通環境を確保するため、道路網の総合的な整備プログラムを策定し、主要道路の計画的な整備や開
発等に併せた生活道路等の整備を行います。また、バス路線網の拡充、駅舎やバス車両のバリアフリー化など、利便性
の向上のため公共交通の充実を図ります。

＊計画道路・生活道路等の整備                             ＊バス路線等公共交通の拡充
＊歩道のバリアフリー化                                          ＊駅舎・バス車両のバリアフリー化
＊通学路の安全対策の推進

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果が あった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

遊具の更新箇所数 箇所
10

（H26 年度）
14 20 24 35

市民一人当たりの公園
面積

㎡/人
3.9

（H26 年度）
5.1 5.1 5.1 5.1

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（１）地域を支える基盤の整備

３－（１）－②

都市安全部、都市整備部、産業文化部、企画経営部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○NTN㈱宝塚製作所跡地は、基本構想で目標像に掲げた「いこい・つどい・ささえあう　市民のひろば」となるよ
う、隣接する末広中央公園や新中央公民館などを含むこのエリア一体が、平時には市民の新たな憩いや集い、
活動の場となる一方、緊急時には避難場所や支援物資の一時保管場所にも活用できるように、ひろばや新庁舎
等施設を配置するとともに、回遊性を高める建物構造（軒下空間）を取り入れるなど、新たな賑わいが生まれる空
間として整備する。
　平成29年度は、実施設計の策定作業を進めており、平成30年度には、駐車場やひろばなどの整備工事、平成
31年度には、新庁舎施設の工事に順次着手し、平成34年度の全体完成を目指し事業を進めている。
○宝塚ガーデンフィールズ跡地は、かつて市内外の多くの人たちに親しまれ、賑わいを見せた旧宝塚植物園や
宝塚ファミリーランドの面影が唯一残された空間でもあり、多くの市民にとって、わがまちを象徴する貴重な一角で
あることから、豊かな緑にあふれた既存の良好な環境を活用し、新たな宝塚文化を創造していく場となるよう文化
芸術施設及び庭園を整備する。平成29年度は実施設計を策定し、文化芸術施設の整備工事契約を締結した。ま
た、事業の周知とともに市民との協働による施設運営を目指すため、市民フォーラムやワークショップを開催し、運
営への市民参画のあり方について意見交換を行った。平成30年度の指定管理者募集に向けては、事業者向け
説明会とヒアリングを実施し、事業者のノウハウを生かし、できるだけ自由度の高い運営ができるよう募集要項など
の条件整理を行った。今後、指定管理者の募集、選定の手続きを進めていき、平成32年春のオープンを目指す。
○遊具の更新箇所数は、公園施設（遊具）長寿命化計画に基づき、国の社会資本整備総合交付金を活用して老
朽化した遊具を計画的に更新しており、概ね計画通りに進捗している。平成29年度は当初の遊具調査から一定
期間が経過したため、再調査による計画の見直しを行った。今後も予算の平準化を図りながら着実に更新を進め
る。
○市民一人当たりの公園面積は、阪神間各市の平均より大きく下回っていたが、北雲雀きずきの森緑地28haを都
市緑地として編入したことからH31目標値に達した。今後、宝塚市緑の基本計画のH37目標値である7.0㎡/人を
目指しながら、ニーズの高いボール遊びができる公園など、利用者にとって魅力的な公園整備を進める。

　平成29年8月に地域の意見を取り入れてボール遊びができる「栄町3丁目ゆめ公園」が完成、供用開始した。ま
た、平成29年度から３箇年の計画で地方創生交付金を活用し、市民活動活性化やエイジフレンドリーシティへの
寄与を目的に、公園アドプト団体より地域の子どもや高齢者等の意見を取り入れた魅力的な公園再整備の提案
を募集し、その活動への補助等を行う、公園リノベーション事業に着手し、「すみれが丘南公園」、「中山五月台公
園」の２公園を再整備した。そして、平成29年度から5箇年の予定で社会資本整備総合交付金を活用して里山の
植生の保全・再生と、緑地の自然環境を活かしながら、市民憩いの場、地域活動の場、環境学習の場として活用
し、その機能や魅力を高めるために必要な環境整備に着手した。今後も引き続き、多くの人が集い、交流できる
空間整備や地域の意見を取り入れた地域のコミュニティ活動の場としての公園づくり、地域活動の活性化に資す
る緑地や里山・まち山の保全・再生など、魅力ある空間整備を推進する。

具体的施策

②魅力ある空間の整備

◇公園の主な利用者である地域の子どもや高齢者等の意見を取り入れ、子どもたちが安心して遊ぶことができる
とともに、利用者にとって魅力的な公園整備を進めます。
◇多くの人が憩い、交流できる空間を整備します。

＊地域の意見を取り入れた公園整備
＊宝塚ガーデンフィールズ跡地における文化芸術の拠点及び庭園の整備
＊市役所周辺における市民の憩いと交流の空間整備

KPI

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果が あった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｂ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11催の有識者会議における出席者数　　名
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平成29年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

長期優良住宅（認定件
数）

件
350

（H26 年度）
418 452 406 350

親との近居・同居等のた
めの住宅購入支援件数

件
0

（H26 年度）
0 23 35 100

空き家利活用実績（北
部地域を含む）

件
0

（H26 年度）
0 0 3 13

犯罪発生件数 件
1,758

（H26 年度）
1,748 1,664 1,370 1,670

空き家対策件数 件
19

（H26 年度）
4 4 1 9

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

（１）地域を支える基盤の整備

３－（１）－③

都市整備部、都市安全部

３　健康で安心して暮らせる、住みやすい「まち」

○長期優良住宅の認定については、確認年度の確認件数に占める割合が年々増加しており、環境負担を低減し
た耐震性の高い良質な住宅の増加は、安心して暮らせる住みやすい「まち」に大きく貢献している。また、良質な住
宅ストックの増加は、将来的な中古住宅の流通にも寄与するものである。
○住宅購入支援件数については、予定数は５０件であったが、実績は３５件にとどまった。本事業は平成２８年度よ
り開始したもので、事業周知のため広報誌や市ホームページ、複数の関連団体への情報提供等を行い、また申請
期間を延長するなどの見直しを図ったが予定件数まで届かなかった。単に補助金の交付だけではなく新たな定住
促進策を模索する。
〇空き家の利活用について、市では、地域活動での空き家の利活用を前提にWeb上に貸したい・借りたいシステム
を立ち上げたが、貸したい人から登録がない状況が続くため、今後庁内や自治会、不動産関係団体や法律等の専
門団体との連携も視野に入れ、登録車の確保を図る。あわせて、貸したい人に対して市に登録する意味について
の理解も求める。
 北部地域における空き家利活用については、新名神高速道路宝塚北ＳＡ関係者の３件が新規入居者となった。
○犯罪件数は昨年より減少している。犯罪内訳　・街頭犯罪・侵入犯罪　187減　・ひったくり　2減　・自転車盗難　8
件減など。アトム防犯グループの活動支援や防犯講習会の開催等により、犯罪に対する啓発の向上に努める。
○犯罪を未然に防止し、市民の日常生活の安全を確保するため、市域全体を見据えた主要幹線と生活道路が交
差する箇所を中心に平成28年度から4箇年の計画で市が設置・管理する防犯カメラ（安全・安心カメラ）整備事業に
着手し、平成29年8月に30台、平成30年4月に84台設置して、計114台運用を開始している。今後も整備（最大280
台）を進め、市域全体の防犯力向上を図る。
〇空家対策については、市が把握している危険と思われる空家19件のうち9件が除却された。管理が適切に行わ
れていない空家等の所有者に対して適切な管理を促すため啓発を継続するとともに、空家相談窓口を開設し相談
体制の充実を図っている。
　
 　空き家の利活用に関する事業の進捗は足踏み状態であるが、管理不全となっている空家対策については徐々
にではあるが効果も表れ始めている。長期優良住宅のストックも年々増加していることから「良質な住環境の整備」
は着実に進んでいる。
　犯罪件数については昨年度から減少しているが、さらなる取り組みとして、抑止力としての防犯カメラの設置を行
いつつ、啓発活動や講習会を実施し、犯罪件数減少の取り組みを継続する。

具体的施策

③良好な住環境の整備

◇新たな市内転入者を積極的に呼び込むため、各種住宅購入に係る支援を行うほか、転入者が住みつづけたい
居住場所となるよう、ライフスタイルに応じた住宅改修やリノベーションが進められる支援を行うとともに、空き家情報
を公開し利活用を推進します。
◇犯罪抑止効果のある防犯カメラの設置、特定空き家の対策等、良好な住環境整備を進めます。

KPI

＊各種住宅支援体制の確立
＊空き家（廃屋）解消
＊防犯カメラの設置

＊長期優良住宅の認定
＊若年世帯への住宅購入支援
＊親との近居・同居のための住宅購入支援
＊住宅改修やリノベーションに関する助成制度の斡旋

　　　総合評価

（KPIの達成状況を
踏まえ、下記を記
載。
・効果が あった取組
・力を入れている取
組
・進行上課題がある
取組と今後の対応
・総括）

4段階評価 Ｃ

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※2018/7/11催の有識者会議における出席者数　　名
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