
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）
8,862,000 人 H30.3 8,601,788

指標② 外国人観光客数
18,291

（H27）
19,400 人 H30.3 17,493

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）
155,848 百万円 H30.3 183,112

指標④

指標① 観光消費額
63,646,000

（H28）
64,697,000 千円 H30.3 64,096,000

指標②
社会増減における転入超
過数

569

（H28）
330 人 H30.3 643

指標③
文化芸術に関連した市民
との協働事業数

149

（H28）
152 事業 H30.3 146

指標④

指標①
社会増減における転入超
過数

569

（H28）
330 人 H30.3 643

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）
2 事業 H30.3 0

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）
5 事業者 H30.3 4

指標④

63,942,000 56,517,485

【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
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（７）

本事業終了後における実績値

手塚治虫記念館のインバウンド
対策や宝塚周遊パスの運用、
囲碁の世界大会である「ジャパ
ン碁コングレス」を開催するな
ど、本市の魅力発信するため、
様々な手法による取組を行っ
た。観光入込客数、外国人観
光客数は目標を達成できな
かったが、宝塚歌劇の公演は
堅調に推移し、宝塚北ＳＡなど
新たな観光スポットがオープン
した。地方創生の推進のため
実施した各事業で得たノウハウ
や効果、課題等を次年度以降
に生かしていくことで、観光客
の増及び観光における消費増
による生産者・加工業者の収益
増につなげていく。

本事業における重要業績評価指標（KPI）

事業の概要

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。

交付金
の種類

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～

地方創
生推進
交付金

③　地方創生
に効果があっ

た

【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

【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

合計

実績額
（円）

26,360,577

実績値を踏まえた事業の今後について

指標

事業
No

（６） （９） （１０）

交付対象事業の名
称

外部有識者からの評価

交付
決定額
（円）

30,195,000

15,862,429

③　地方創生
に効果があっ

た

文化芸術を生かしたプロモー
ション動画を制作し、シネアドや
Youtube等で発信した。花のみ
ち周辺で「宝塚アニメフェスタ
2017×ハロウィン」を開催し、周
辺事業者や手塚治虫記念館と
連携して集客、観光消費額の
増を図ったが、台風のため、来
場者数が減少した。また、新名
神高速道路供用開始にあわ
せ、本線を歩くイベントの実施
や宝塚北SAでは地域の物販や
観光PRを行った。引き続き、文
化芸術を核とした情報発信を
行うとともに、本市の強みを生
かした取組を実施していく。
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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

17,920,000
①　課題・苦労
があった

　シティプロモーションに関し
ては、市職員のプロモーショ
ンに対する意識や知識に関し
てまだまだ低い現状があり、そ
の意識醸成や人材育成につ
いて今後検討していく必要が
ある。また、市全体でプロモー
ションをしていくにあたっての
推進体制が確立していないた
め、対応が急務である。

　市民との協働でＳＮＳを活用
したシティプロモーションの取
組を行っているが、今後の継
続とさらなる活性化が課題で
ある。
　
　市外から人を呼び込むため
の市外向けＰＲ媒体や手法等
について、さらなる研究が必
要である。

【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

（８）

事業を進める中での課題・苦労の有無

②　課題・苦労
がほとんどな
かった
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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

15,827,000 14,294,479

③　地方創生
に効果があっ

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
む協働事業数については、初
年度の取組として、ワークショッ
プの中からエイジフレンドリーシ
ティの推進に協力していただく
人材の発掘をおこなうことがで
きた。次年度は、ワークショップ
で得られた人材と協力して、地
域の方々を巻き込みながら、具
体的な取組をモデル的に実施
していくこととしている。
　ソーシャルビジネス起業講座
を受講した4名の方が新たな起
業に繋がっている。次年度よ
り、講座の内容もより充実させ、
ビジネスモデルを段階的により
完成度の高いものにしていく。

①　課題・苦労
があった

　エイジフレンドリーシティの
取組では、「お互いさま」を
キーワードに市民の能動的か
つ自立的な活動を引き出すこ
とが重要である。
　
　行政の役割は、市民の意識
変化や行動変化を引き出し、
具体的活動につなげるための
「支援」をすることであると考え
ている。

　多くの市民を巻き込んだ具
体的な活動につなげるために
は、市民と市職員の意識合わ
せのための時間が必要である
とともに、今後それらの活動を
持続可能な仕組みにするた
め、ソーシャルビジネスなどを
含めたお金の循環する仕組
みを構築するためには、さら
なる工夫が必要となる。

資料２ 
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。

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。

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）

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））
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(単位:円）

17,564,040

107,028

575,640

169,992

18,416,700

9,208,350

4,900,000

4,900,000

2,450,000

2,340,576

373,140

2,713,716

1,356,858

60,000

357,000

417,000

208,500

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【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）】
　「宝塚　花の里・西谷」ブランドの基盤強
化に向けた支援を行うとともに、「宝塚　花
の里・西谷」の定着に向けた、ＰＲ等の活動
支援を行う。

500,000 208,500

（ソフト事業） ・(事業費は発生していないが)宝塚北SAにおける「モノ・コト・バ宝
塚」、「宝塚　花の里・西谷」ブランド商品の出品に向けてNEXCO西日
本やSA運営事業者と調整を行った。
・地域団体による幹線道路沿いなどでのダリアの植栽による「花の
里・西谷」の演出に対し、補助を行った。
・また、北部西谷地域の自然や歴史・文化といった地域資源の情報発
信を目的とし、西谷地域の歴史マップを作成した。
【実績】
宝塚西谷歴史マップ　1,000部

・地域の生産者が目標としていた、SAでの商品販売が実現し、宝塚の
魅力発信の一助となっている。今後も継続的に商品を販売するための
工夫が求められる。
・前年度に引き続き、植栽活動を行うことで地域における魅力発信の
場が広がっただけでなく、地域振興に向けた地元の機運の高まりも生
まれている。
・歴史マップについては、地域住民が主体となって作成したことによ
り、新たな観点からの魅力発信に資することができただけでなく、地
域住民が地元の魅力を再発見するきっかけにもつながった。

（１）花の里・西谷活動事業補助金
（２）印刷製本費

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【園芸振興事業（花き植木のまち魅力向
上）】
　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） 約１，０００年の花き植木の歴史を有する山本地区を中心に９７庭園
が参加した。
広く参加者を募るために、花の開花時期や庭主の予定に合わせて開催
期間を前期と後期に分けて開催した。
ガイドブックを宝塚市役所内、各サービスセンター（支所）、あいあ
いパークに設置。また、開催事前にはＦＭ宝塚に参加し情報宣伝活動
を行った。

【実績】
参加庭園数：９７庭園
開催期間：前期（4/26～4/28）後期：（5/20～5/22）
オープンガーデンフェスタガイドマップ：8,000部

本市の地場産業である花き植木産業の中心地である山本地域を中心に
９７のオープンガーデンが開設された。市民によるまちかど緑化は、
本市の魅力の一つであり、市に登録されている市民緑化団体は１１０
団体を超えている。これら市民活動の一環として、特に緑化に熱心な
市民が中心となり９７に上る庭園を期間中に公開した。市によるバス
ツアーに加えて、旅行会社によるツアーも商品化されるなど観光誘客
に寄与したことは間違いない。
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。

１ オープンガーデンフェスタ開催費用
（１）オープンガーデン普及促進事業
     （指定管理料）（その１）

（２）オープンガーデン普及促進事業
     （指定管理料）（その２）

宝塚歌劇の観劇を目的に来訪した旅行者に対し、宝塚大劇場以外の観
光施設、飲食・物販店などで利用できる「宝塚周遊パス」の製作及び
配布を行い、経済波及効果が高いとされる滞在型ビジターの増加・消
費を促した。
実施（配布）期間は平成29年10月1日～平成30年3月31日。
【実績】
配布数：16,000部（内1,000部は市内宿泊施設にて配架）
参画施設：計37件（協力依頼は45件に行った）
総利用者数：1,274人
アンケート回収数：196件
参画店舗総売上（経済効果）：1,348,110円

アンケートの結果から対象施設の増加や、実施期間の延長、配布数の
増刷を望む声が多く、検討の必要がある。
アンケートについても収集したい情報を多く設定したため、回答者の
心理ハードルが高く、回収率が少なかった。今後は、参画事業者から
でも収集できる項目、利用者からしか収集できない項目を認識し、切
り分ける必要がある。

（１） 宝塚周遊パス事業補助金

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、宝
塚向け旅行商品購入者等に配布する。

2,450,000 2,450,000

（ソフト事業）

（１）フランス・タイ語翻訳費用
（２）印刷製本費用

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

【手塚治虫記念館管理運営事業（インバウン
ド等の推進）】
　館内映像の内容リニューアル及びインバウ
ンド対応として英語字幕化を行うとともに、
記念館広報用パンフレットの他言語版の拡充
（2言語増刷）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。

9,585,000 9,208,350

（ソフト事業） ・手塚治虫について語るメッセンジャー機の収録内容について一新
し、かつ英語翻訳をつけることで外国人来館客にも見て頂けるものと
した。
・従前よりあった言語に加え、訪日数の多いフランスとタイの観光客
向けのパンフレットを作成した。
・「初音ミク×手塚治虫展」の関連企画として行った、近隣の飲食店
舗のタイアップメニューを頼めばもらえるグッズ制作を行った。
【実績】
・パンフレット：仏語40,000部、タイ語30,000部
（仏語パンフレットはフランスでの手塚治虫の展覧会用に2,000部送
付）
・ノベルティ（缶バッチ）4,000個作成
（盛況により追加で2,921個作成）

インバウンド対策として、より多くの外国人に来館して頂ける記念館
としてツールを充実出来たし、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出来たと評価している。今後は作成したツール
を、まだ手塚治虫記念館に来られていない人にも周知していくことが
大切だと感じており、より一層の広報活動に努めていく。

１ メッセンジャー機映像作成・翻訳業務委託
（１）業務委託料

２ 広報用パンフレット制作費

3,834,423

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

52,721,156
交付決定額

(A)
30,195,000

実績額
（B)

26,360,577
過不足額
（Ａ－Ｂ)
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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

864,000

500,000

1,642,680

2,140,000

5,146,680

2,573,340

3,747,600

1,134,000

4,881,600

2,440,800

1,350,000

583,200

1,933,200

966,600

≪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、３月の新名神高速道路の供用開始に合わ
せ、観光案内の整備を行った。また、南部地域では、消費者と生産者
との交流を深める朝市などを開催した。
【実績】
≪観光農業推進事業≫
新名神開通に伴う案内標識の整備：新設看板２か所
　　　　　　　　　　　　　　　　既存看板の修正３か所
≪集落活性化事業≫
西谷収穫祭の開催：11月4日（土）から5日（日）
来場者数5,800人(二日間合計）
農作物の品評会の開催：140点出品
≪特産物育成流通促進事業≫
宝塚朝市の開催：年間10回開催　来場者数8,767人

≪地産地消委託≫
収穫体験ツアー（２回）で、生産者による収穫指導を行ってもらい、
農業を身近に感じてもらった。
学校給食では、生産者がゲストティーチャーとして子供たちに授業を
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。
市内外から参加するイベントで、地場産の野菜を使った料理のふるま
いを行うなど、地産地消の意識醸成を行った。
【実績】
≪収穫体験ツアー≫
①親子対象：参加者89人
②健康づくり推進員対象：参加者15人
≪学校給食≫
ゲストティーチャー：小学校２校、中学校２校実施
農業体験指導：４回実施
≪イベント≫
六甲全山縦走大会で参加者約４千人対象に豚汁等ふるまい
学校給食展で食材提供など

≪自休村管理運営指導委託≫
新名神の開通に合わせて、案内看板の整備を行い、新名神利用者への
アピールにつなげることができた。また、収穫祭の開催を通して、西
谷の農作物の周知、消費に寄与することができた。

≪地産地消委託≫
子どもたちを中心として、農業への関心が高まったと言える。地産地
消の意識の醸成については、継続した取り組みが重要であり、多様な
機会をとらえて促進していく必要がある。

１　観光農業の推進
（１）業務委託料

２　地産地消の推進
（２）業務委託料

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【自然休養村運営事業（観光農業推進）】
　収穫祭、ダリア花まつりの開催や新名神高
速道路の開通を見据えた案内看板の設置によ
り誘客増を図る。
　また、地産地消の意識醸成に向け、収穫体
験の開催や学校給食などへの地元産野菜の提
供等に取り組む。

1,000,000 966,600

（ソフト事業）

交付金実績額（事業費計×1/2）

山本新池公園、小林フラワーガーデン、市役所中庭でのダリア球根植
栽・肥培管理を市民参加形式で行った。
ダリアの切り花をイベント会場で装飾したり、さらに、花飾り専用に
花の栽培を行い、花飾りを開催するなど、市内外にダリアの魅力をＰ
Ｒした。
宝塚ダリア園では、「フラワーラッピング講座」などのイベントを展
開したり、「写真スポット」や「宝塚シリーズ」として宝塚で改良さ
れた花の特設コーナーを設けた。
【実績】
市内ダリア球根植栽数：228球
ダリアサポーター人数：8名
ダリアニュース発行部数：183部
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

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、市街地である南部地域での認知度は高いとは言
えない。ダリアまちなか普及事業により、ダリア球根栽培の状況とダ
リアの花の魅力をアピールすることができたことで、南部地域及び近
隣市での球根購入の増加が期待されている。この度に得られたダリア
の魅力発信のノウハウを本年３月に開設された宝塚北サービスエリア
でも活用し、更なる顧客獲得に向けた取組に繋げていく。

１ 南部地域における委託事業
（１）業務委託料（その１）

２ 北部地域における委託事業
（１）業務委託料（その２）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【ダリアで彩る花のまちづくり事業（ダリア
まちなか普及）】
　地域資源としてのダリアＰＲのため、ダリ
ア球根の植栽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。

2,500,000 2,440,800

（ソフト事業）

事業費計

長谷牡丹園の鑑賞魅力を高めることを目的とし、牡丹育成の専門技術
を有するＪＡしまね（島根県大根島）より指導を受け、育成技術の向
上を図っている。また、施設の更なる魅力増進に向けて土壌改良やバ
リアフリー化工事、牡丹苗の補植を行った。

【実績】
JAしまねとの技術指導：年間３回実施
園内上段へのスロープの設置
牡丹苗植栽：300株

JAしまね（島根県大根島）より指導を受け、牡丹、芍薬の鑑賞魅力の
向上につなげることができた。
また、バリアフリー化工事により、園内を広く周遊できるようにな
り、来園者の利便性、満足度を高めることができた。
その結果、平成３０年度の来園者数は平成２９年度に比べ約２割の増
加となった。

（１）JAしまねとの技術指導手数料
（２）牡丹苗購入（消耗品費）

（ハード事業）
１　土壌改良、バリアフリー化工事
（１）設計委託費
（２）工事費（前払い分）

【長谷牡丹園管理運営事業（長谷牡丹園観光
機能強化）】
　園内の植栽充実、土壌改良、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。

4,750,000 2,573,340

（ソフト事業）

　　　　　※工事費残額は繰越
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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

7,150

249,600

256,750

128,375

234,800

75,156

309,956

154,978

3,211,309

235,200

412,440

3,858,949

3,859,000

1,929,474

5,084,824

5,084,824

5,085,000

2,542,412

1,600,000

1,600,000

800,000交付金実績額（事業費計×1/2）
【観光振興・宣伝事業（誘客プロモーショ
ン）】
　観光プロモーション動画を制作し、ホーム
ページ等で配信し、本市の魅力をＰＲする。

800,000 800,000

（ソフト事業） 観光協会が主体となり、市の観光スポットを紹介する宝塚市観光ＰＲ
動画を製作した。インバウンド対策として、外国人モデルを起用し、
日本語のほかに英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）版を製作し
た。動画は2018年３月から動画投稿サイトYouTubeのほか、観光協会
ホームページ、宝塚北ＳＡにて公開している。より多くの視聴者を確
保するため、動画製作を委託したジェイコム宝塚川西局と共に、視聴
キャンペーンを実施。
【実績※2018年6月時点】
再生回数（南部編）　　14,079回
　　　　（北部編）　　 4,723回
　　　　（繁体字）　　    68回
　　　　（簡体字）　　　 182回
　　　　（韓国語）　　　 174回
　　　　（英語）　　　　　68回

キャンペーンの効果もあり、国内向けの動画（南部編）については、
再生回数1万を超えることができたが、北部編は南部の半分以下と
なっているため、視聴者を増やす取り組みが必要である。また、外国
語版については、いずれも再生回数が少ないため、動画自体の認知度
向上が課題である。公開直後だけでなく、継続して視聴してもらえる
よう、動画内のコンテンツ更新や情報発信などを引き続き行ってい
く。

（１）観光宣伝事業補助金

事業費計

世界的な囲碁イベント「第２回ジャパン碁コングレス」への大会経費
の一部助成を行うことで大会を誘致し、平成29年7月14日（金）～17日
（月・祝）に市内で実施した。コングレスは同時期に開催されていた
イベント「ライフ国際こども囲碁交流会」と合併することで、参加者
数が増加し、海外からの大会参加者やその付添いのご家族に対し、ホ
スト市としての取り組みを展開することで海外誘客を図った。
【実績】
参加者数 2,500人（延べ）
※国別大会参加者数
日本203、中国88、香港19、中華民国(台湾)18、タイ14、フランス13、
アメリカ11、ロシア6、ベトナム6、ドイツ5、韓国5、メキシコ5、ラト
ビア2、カナダ1、シンガポール1、イギリス1

宝塚ホテルを会場とし、大会を誘致することで多くの海外参加者に宝
塚市への来訪を促し、市のＰＲを実施することができたが、参加者の
周遊性が低く、経済波及効果の範囲が狭かった。
今後、同大会を誘致するに当たり、そういった参加者の周遊性を高め
る工夫が必要となる。

（１）海外誘客事業補助金

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）

【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2017」を
開催する。

2,577,000 2,542,412

（ソフト事業）

【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）等と連
携により、大分で観光キャンペーンを実施す
る。

1,915,500 1,929,474

（ソフト事業） 観光協会が主体となり、首都圏での観光キャンペーンでは横浜市みな
とみらい地区にて平成30年3月2日、3日に実施。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、船内でのイベン
トを平成29年5月14日に実施した。また、平成30年2月10日には大分市
内のイベントに参加し、本市ブースにて銘菓の販売やパンフレットの
配布を行った。遠隔地で本市のPRを行うことで交流人口の増加を図っ
た。
【実績】
（横浜キャンペーン）
現地旅行代理店など参加数：13団体42名（昨年7団体50名）
一般参加者数：約650名（昨年約300名）
（大分キャンペーン）
船内イベント参加者：約200名
大分市イベント参加者：約200名

キャンペーンの開催地によって物価の変動、アクセスのしやすさなど
が変動するため、単純な昨年度比較ができないが、各地で行ったキャ
ンペーンでは一定成果があったものと考える。
今後も開催地の選定も含め、民間事業者と連携し、観光誘客の取組を
進めていく。

（１）観光宣伝事業補助金
（２）旅費（首都圏）
（３）旅費（大分）

①平成29年7月15日、市の天然記念物に指定されている松尾湿原におい
て、宝塚市自然保護協会との共催でハッチョウトンボ観察会を開催し
た。②平成29年11月11日、宝塚天文同好会との共催で秋の星空観察と
もちつき体験を開催した。③平成30年3月25日、宝塚市自然保護協会と
の共催でギフチョウ飼育と観察会をそれぞれ開催した。また、年間を
通して、宝塚市自然保護協会とギフチョウ飼育を行った。
【実績】
参加者数　①60人　②47人　③45人

休所中の宝塚自然の家の活用方法について、活動団体や地域住民とと
もに検討を行い、地域の特性を生かした体験学習会等の効果的なプロ
グラムを実施することができた。
引き続きプログラム等での活用を図りながら、再開に向けての検討を
行っていく。

（１）試行プログラム実施に係る協力団体への手

数料（謝礼）

（２）試行プログラム実施に係る消
耗品費

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）

【宝塚自然の家利活用推進事業】
　宝塚自然の家のリニューアルオープンに向
けて、プログラムの試験的開催に取り組む。

220,000 154,978

（ソフト事業）

【農業・園芸体験交流促進事業（観光農業推
進）】
　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。

250,000 128,375

（ソフト事業） 農業・園芸体験をとおして下記の交流を実施した。
【実績】
①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
②健康づくり推進員収穫体験ツアー：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
③長谷牡丹園
　・長谷牡丹園への集客を狙い、武田尾駅からの無料送迎バスの運行

直接生産者に収穫指導を行ってもらい、好評を得たことから継続して
取り組んでいきたい。新名神高速道路宝塚北ＳＡが整備されたことを
受け、新たな都市住民との交流を促進する必要がある。

１　農業・園芸体験交流の促進
（１）施設使用料
（２）車両借上料
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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

981,860

15,000

22,278

1,019,138

509,569

1,675,583

1,675,583

837,791

507,060

507,060

253,530

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

30,195,000 26,360,577

A5サイズの冊子に折りたたみのマップを挟み込んだ形式で、15,000部
を作成した。各エリアごとに文化財を紹介しており、モデルコースを
掲載し、マップを手に市内の文化財をめぐり歩けるようにした。市内
の公共施設、まちかど観光情報ステーションで配布している。

【実績】
文化財さんぽマップ：15,000部

持ち運びを意識したサイズにし、観光者に利用しやすい形態にした。
平成30年度に作成する多言語版と合わせて、市内外へ広く情報発信し
ていく必要がある。

（１）印刷製本費

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

交付金実績額（事業費計×1/2）

【文化財保護事業（宝塚の歴史 魅力発信）】
　「歴史ガイドマップ」を刷新し、「文化財
さんぽマップ」（日本語）を作成、配布す
る。

729,000 253,530

（ソフト事業）

【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。

861,500 837,791

（ソフト事業） 平成29年8月5日・6日、松江市から少年団60人、役員29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、両
市の子供たちが軟式野球、バレーボール、サッカー、剣道の交流試合
を行い、相互の友情と親睦を深める場となった。
また、宝塚市内の観光文化施設等をともに見聞することで両市の相互
交流を図った。

市内の各スポーツ施設において、交流試合を実施し、両市における子
どもの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、来訪された子どもたちに本市を再び訪れてもらうため、本市
の魅力を認識していただくよう取り組む。

（１）松江市交流事業委託費

事業費計

平成29年9月2、3日に宝塚少年少女合唱団37名を浜松市内に派遣し文化
交流事業を行った。初日は、浜松市の少年少女合唱団であるジュニア
クワイア浜松との合同演奏へ向けた練習と団員同士の交流会を開催。
各市を紹介し合い、ゆかりの物を交換しあうなどの交流をした。翌日
はジュニアクワイア浜松定期演奏会に宝塚少年少女合唱団が客演し、
単独ステージ20分間と合同ステージ10分間で合唱を披露した。来場者
約1,000人には、本市観光パンフレットを配布し誘致活動に取り組ん
だ。

合唱団同士の交流としては、平成30年度の交流でジュアニアクワイア
浜松が本市に派遣される予定となったこともあり、一定の絆が作られ
たと考えられる。定期演奏会来場者約1,000人に観光パンフレットを
配布し、各副市長挨拶時にも本市と浜松市との関係性をPRできたこと
から、浜松市民に本市の魅力を紹介する良い機会となった。

（１）出演団体旅費（報償費）
（２）旅行手配手数料
（３）旅行保険料

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【文化振興事業（都市間交流誘客促進）】
　「すみれ交流」都市の浜松市における文化
芸術交流及び誘客活動を実施する。

700,000 509,569

（ソフト事業）

5



(単位:円）

41,600

41,600

20,800

8,639,492

8,496,576

125,930

268,272

213,300

17,743,570

8,871,785

627,000

627,000

313,500

8,000,000

8,000,000

4,000,000交付金実績額（事業費計×1/2）

【観光振興・宣伝事業（アニメ・ハロウィン
による文化芸術のまち発信）】
　花のみちイルミネーションを中心とした
「宝塚アニメフェスタ2017×ハロウィン」を
開催する。ハロウィンイルミネーションとい
う他に無い装飾を施し、同時に参加型イベン
トを地元の商工関連事業者と連携して開催す
ることで誘客と経済効果を狙う。

4,000,000 4,000,000

（ソフト事業） 観光協会主催で花のみちのライトアップや宝塚の玄関口である宝塚駅
周辺でメインイベントを実施した。周辺事業者と連携した周遊型イベ
ント、防災協定を締結した大分市からミュージシャンを招くなど、地
域内外を問わない連携を行い、関西圏の集客を図った。
平成29年10月13日から31日を期間として行い、うちメインイベントは
28日・29日に実施した。
【実績】
イベント総集客人数16,898人（昨年度40,070人）

メインイベント日である期間内の週末に、台風20号、21号が2週続けて
通過したことにより悪天候にみまわれ、一部イベントを中止・縮小し
て実施した。そのため、来場者が昨年度から23,172人の減少となっ
た。アンケートも天候の影響により分析可能な量を回収することがで
きなかった。
今後は集客人数のみでなく、周辺店舗への調査を行い経済波及効果な
ども含めた地域への影響を分析していく必要がある。

（１）観光宣伝事業補助金

事業費計

企業の協力を仰ぎ、情報発信にかかるコストを大きく削減した。
今後も多様化する観光客のニーズに合った効果的な情報発信を目指し
ていく。

（１）観光宣伝事業補助金

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

交付金実績額（事業費計×1/2）

【観光振興・宣伝事業（観光ＰＲ）】
　紙媒体への特集等の掲載により、観光ＰＲ
を行い、誘客を促進する。

313,500 313,500

（ソフト事業） 観光イベント情報を紙媒体や観光協会HPにて発信。
誘客の促進を行った。
【実績】
関西ウォーカー、TOKK、シティリビングなど

（２）印刷製本費

４ 情報発信用備品の購入
（１）備品費

事業費計

・本市の文化芸術都市という特性を生かしたシティプロモーション動
画を製作し（15秒版、30秒版、60秒版、3分版、本編）、シネアド等で
情報発信を行った。
・宝塚市に住む5組の暮らしを描いたライフスタイルブックを制作・配
布するとともに、阪急神戸線やJR大阪駅でのポスター掲載（2週間）、
阪急沿線情報誌TOKK3月1日号にて2ページの特集を掲載する等、本市の
PRを行った。また、ブランドロゴメッセージ等をプリントした公式
グッズ、法被、幟等を制作し、グッズに関しては販売を行っている。
・宝塚大学の学生及び教員の協力のもと、インスタグラムに市のPRに
資する写真を投稿いただいている「たからづかなフォトグラファー」
との協働により、フォトブック「ときめく日々のたからばこ」を制
作、配布した。

【実績】
○シティプロモーション動画
・シネアド（新宿バルト9、TOHOシネマズ梅田・なんば・伊丹・西宮
OS、MOVIXあまがさき、Tジョイ京都）15秒版を2週間
・テレビCM（「ミヤネ屋2部」）30秒版を3日間で3回
・交通広告（阪急梅田BIGMAN）15秒版を40回/1日で2週間
・インターネット動画広告（Youtube true view）60秒版を2週間
・インターネット動画サイトYoutubeや各種ＳＮＳ等に掲載
○ライフスタイルブック：7,000部
○公式グッズ
・クリアファイル、フリクションペン：各3,000個
・ネックストラップ：1,000個
・缶バッジ（全6種類）：計5,000個
○フォトブック「ときめく日々のたからばこ」：3,000部

シティプロモーション動画については、冒頭の群舞シーンでは約50名
のエキストラダンサーに参加いただき、宝塚市を好きな人と協働で制
作することができた。インターネット動画サイトYoutubeでも60秒版の
閲覧回数が約11万回（平成30年6月現在）にのぼり、宝塚市の魅力を広
く発信できたといえる。
ライフスタイルブックについては、宝塚市らしいおしゃれな感じを全
面的に押し出し、市民等からも高い評価をいただいた。フォトブック
についても日常のときめきが詰まったものとなっており、多くの方か
ら好評を得たが、市外での配布が課題である。公式グッズについて
は、担当課窓口（政策推進課）での販売を開始し、遠方の方からも問
い合わせをいただく等、好評を得たが、今後外部での販売が課題であ
る。
シティプロモーション動画、ライフスタイルブック、フォトブック、
公式グッズ等によって宝塚市のイメージやブランド価値の向上を図る
ことができた。

１ シティプロモーション動画の製作及び

   シネアド等での情報発信
（１）業務委託料

２ ライフスタイルブック、ポスター
　 ＰＲグッズ、法被等の制作、紙媒体

 　での特集等の掲載
（１）業務委託料

交付金実績額（事業費計×1/2）

【シティプロモーション推進事業】
　時代に即した総合的な情報発信の仕組みを
構築するとともに、市民等との協働により地
域イメージやブランド価値の向上を図るた
め、官民一体となってシティプロモーション
を展開する。

9,019,500 8,871,785

（ソフト事業）

３ フォトブックの制作
（１）制作費

【企画調整事業（政策アドバイザー）】
　「文化芸術」の専門的な知識を有する方に
政策アドバイザーに就任してもらい、指導、
助言を受け、「文化芸術」のまちづくりを推
進する。

100,000 20,800

（ソフト事業） 平成29年7月に、著名な劇作家・演出家であり、文化芸術や教育の分野
等の専門的な知識を有する平田オリザ氏に政策アドバイザーに就任い
ただいた。
本市の文化振興施策等について説明を行った上で、文化芸術を取り入
れた小学校でのコミュニケーション教育の手法や、文化芸術施設・庭
園整備等に係る助言をいただいた。

本市の強みを生かした地方創生の観点から、文化芸術を生かした地方
創生の取組に実績があり、全国的に知名度が高く、他自治体において
も文化芸術に関する活動を行われている平田オリザ氏に政策アドバイ
ザーとして就任いただくことができた。引き続き、いただいた助言を
基に、施策の充実を図っていく。

（１）報償費

事業費計

2,057,571

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 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～

総事業費
※交付金以外含

31,724,859
交付決定額

(A)
17,920,000

実績額
（B)

15,862,429
過不足額
（Ａ－Ｂ)
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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

398,678

398,678

199,339

3,564,011

3,564,011

1,782,005

1,350,000

1,350,000

675,000

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

17,920,000 15,862,429

窓口やホームページで制度についての情報発信を行うとともに、関係
機関と連携し出店希望者への制度の周知を図っていく。

【商工振興事業（文化芸術産業等活性化事
業）】
　商店街の空き店舗へギャラリーなどを設置
する事業者へ家賃の補助を行い、文化芸術産
業や関連産業の振興を図る。

300,000 0

商店街の空き店舗への出店する事業者に対する家賃補助制度を実施し
たが、ギャラリーを設置する事業者からの申請はなかった。

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【学力向上推進事業（自己表現力向上）】
　小学校の授業で、劇作家による演劇手法を
活用したワークショップを実施する。コミュ
ニケーション能力や自己表現力の向上を図る
とともに、文化芸術に触れる機会を創出す
る。

675,000 675,000

（ソフト事業） 市内小学校において、5、6年生児童を対象に専門家による自己表現力
向上のためのワークショップを開催した。
６人から７人のグループに分かれ、決められたテーマに即した対話劇
の台本を創作し、その後、役割分担を行い発表し合う。発表後、対話
劇を通してお互いに面白かったこと難しかったこと、不自然に見えた
ところなど、気づいた点などの意見交換を行った。
１,２校時：対話劇について
３校時　 ：台本作成及び対話劇練習
４校時   ：発表及び評価・振り返り
【実績】
　小学校6校、延べ15クラスで演劇ワークショップを実施

普段の生活の中では、人間関係が固定化してしまい、それが原因で自
己を表現することに抵抗を持つ子どもも少なくない。このような状況
の中、専門家による演劇的手法を活用したワークショップを実施し、
自己の内面を表現することを通して、これからの時代を生きる子ども
にとって必要な基礎能力であるコミュニケーション能力を培うととも
に、自己表現力の向上を図ることができ、また、文化芸術に触れるよ
い機会となった。自己表現力ワークショップ実施校において、児童の
活き活きした活動の様子が見られた。今後、引き続き、市内小学校全
校がワークショップが経験できるよう事業を進める。

（１）演劇のワークショップに係る
　　　講師（劇作家）派遣手数料

交付金実績額（事業費計×1/2）

【新名神高速道路建設促進事業（新名神高速
道路活用魅力発信）】
　新名神高速道路のスマートインターチェン
ジ、サービスエリアの供用開始にあわせ、道
路会社、近隣関係市との連携により、特産品
販売などのイベントを開催し、同施設の認知
度増を図るとともに、本市をPRする。

3,300,000 1,782,005

（ソフト事業） 平成30年3月18日新名神高速道路宝塚北SA及び周辺高速道路本線を会場
に、イベント「宝塚北ハイウェイウォーキング」を開催した。(主催：
新名神高速道路(高槻～神戸)開通記念事業実行委員会)
開通直前(イベント開催日は高速道路開通当日)の高速道路本線を歩く
というまたとない機会を体験していただくとともに、地域の物産販
売、観光PRコーナーを設け、本市の魅力を発信した。
開催にあたっては、ホームページでの周知のほか、実行委員会構成各
自治体(宝塚市、川西市、神戸市、猪名川町、兵庫県)窓口に申込チラ
シを設置した。
【実績】
来場者数：3,000人(事前申込、抽選による)
新名神高速道路開通に係る市ホームページアクセス数：50,152回

周辺道路の関係上、来場者数を限定する必要があったが、開通への関
心を高めることに一定の効果があったと考えており、開通後のサービ
スエリアの賑わいに繋がった。
地域の物産販売や、観光PRの効果もあり、市内長谷牡丹園の平成30年
春季の来客数は前年比14.8％増となっている。
今後も継続的にサービスエリア等を活用したＰＲを行う。

（１）新名神高速道路(高槻～神戸)
開通記念事業実行委員会負担金

事業費計

観光協会主催で関西近隣の大学に在籍する外国人留学生に対し、宝塚
歌劇の観劇料を一部助成する事業を実施。世界でも珍しい舞台芸術で
ある宝塚歌劇を鑑賞してもらい、その魅力をＳＮＳ等で母国の家族や
友人への情報発信を図った。今年度は平成29年11月18日、19日、23
日、25日に実施した。
【実績】
参加人数　307人（11大学）（昨年度　513人12大学）
※同志社、大阪、関西学院、関西、神戸市外国語、武庫川女子、甲南
女子、甲子園、甲南、神戸、神戸芸術工科）
SNSにおける情報拡散（インスタグラム、ツイッター）
インスタグラム：フォロワー2,413人、いいね!288人
ツイッター：フォロワー数154

アンケートの結果から、参加者のほぼ全員が満足しているほか、大学
との連携を深められることから、今後の観光誘客施策においての関係
づくりについても有効である。SNSの発信については、十分な結果であ
るとはいえないため、拡散数を増やすための効果的な仕掛けを検討す
る必要がある。

（１）海外誘客事業補助金

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【海外誘客事業（海外魅力発信）】
　大学と連携し、外国人留学生に宝塚歌劇を
観劇してもらい、日本が誇る舞台芸術の魅力
を伝えるとともに、留学生自身によるＳＮＳ
や口コミでの広い情報発信を図る。

212,000 199,339

（ソフト事業）
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(単位:円）

7,884,000

233,280

207,360

308,880

627,780

9,261,300

4,630,650

1,383,800

15,860

133,000

33,620

41,528

6,000

149,040

172,750

636

1,936,234

968,117

3,088,800

3,088,800

1,544,400

まちづくり協議会のホームページポータルサイトにおいては、情報発信
支援によって、11万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。講座の参加者数も増加し、広報力向上を図る
ことができた。平成30年度も様々な施策による支援を継続していく。

（１）市民活動促進支援業務委託
費（情報発信等）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【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。

1,500,000 1,544,400

（ソフト事業） 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、平成29年11月1日・2日には、まちづくり協議会の広報力を向
上させるための講座を実施した。
【実績】
面談・電話による支援件数　164件
ホームページアクセス件数　113,295件
広報力向上講座参加者数　43人

４ その他
（１）消耗品費
（２）写真焼き付け費

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

協働のまちづくり促進委員会との協働により、まちづくり協議会運営ガ
イドラインを作成し、運営に大切なポイントや民主的な運営に必要な機
能について周知を図ることができた。また、協働の指針市民説明会や職
員研修会で若手職員が地域に出向くことにより、協働のまちづくりに向
けた普及啓発を行うことが出来た。平成30年度も同委員会と協働し、協
働のまちづくりを継続して推進する。また、市民や職員に対して、協働
による取組の進め方について、引き続き周知を図っていく。

１ 協働のまちづくり促進委員会の開催
（１）委員報酬
（２）協働のマニュアル策定部会

２ 協働の指針市民説明会・職員研
（１）謝礼
（２）手話・要約筆記料
（３）ポスター及びチラシ印刷
（４）一時保育手数料

【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

1,689,500 968,117

（ソフト事業） 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29年7月31日および平成30年2月3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。さらに、協働を進めるための仕組みづくりとして、まちづく
り協議会運営ガイドライン（チラシ・冊子）を作成し、配布した。
【実績】
協働のまちづくり促進委員会開催回数　12回（昨年度11回）
協働の指針市民説明会開催回数　2回（昨年度2回）
協働の指針市民説明会出席者数　97人(昨年度163人)
協働の指針職員研修会開催回数　24回（昨年度1回）
まちづくり協議会運営ガイドライン印刷数（チラシ）6,000枚
まちづくり協議会運営ガイドライン印刷数（冊子）6,000冊

３ 協働に関する冊子等の発行
（１）まちづくり協議会運営ガイ

２ まちづくり協議会の周知

（１）市民向け案内チラシ印刷製
（２）市民向け案内チラシ宅配手

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【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
しにかかる検証・分析、まちづくり計画見直し
にかかるガイドライン、マニュアルの作成に取
り組む。

5,000,000 4,630,650

（ソフト事業） 地域ごとのまちづくり計画見直しのため、地域カルテの作成、まちづく
り計画見直しガイドラインの作成、まちづくり計画見直し組織の立ち上
げ・運営支援、現行のまちづくり計画の進捗状況の確認を実施した。ま
た、まちづくり協議会を周知するため、紹介のチラシを作成し、市内の
全戸配布を行った。さらに、まちづくり協議会をはじめとする住民自治
組織を支援するため、協働の事例集および協働の指針を印刷・配布し
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
まちづくり協議会紹介チラシ配布戸数　105,687戸
協働の事例集印刷数　6,000冊
協働の指針印刷数　3,000冊

地域ごとのまちづくり計画見直しは、平成29年度から平成31年度にかけ
て行うこととしており、平成29年度中に実施を予定していた事業につい
ては全て実施達成した。平成30年度からは、室長級職員が地域に出向き
支援する体制を構築し、協働で見直しに取り組む。また、まちづくり協
議会の市民向け案内チラシを市内の全戸配布により、市民から問い合わ
せもあり、今後まちづくり協議会に携わる人材が増えることが期待され
る。今般印刷した協働の事例集および協働の指針を活用し、住民自治組
織を支援していく。

１ 住民自治組織支援
（１）業務委託費

（２）協働の事例集印刷製本費
（３）宝塚市協働の指針印刷製本

1,532,521

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 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

28,588,959
交付決定額

(A)
15,827,000

実績額
（B)

14,294,479
過不足額
（Ａ－Ｂ)
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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

130,000

74,100

73,440

110,808

560

27,000

6,393,600

13,062

9,056

50,000

5,928

280

6,887,834

3,443,917

3,000,000

3,000,000

1,500,000

1,824,360

1,703,160

4,414,791

2,207,395

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

15,827,000 14,294,479

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

【既設公園整備事業（公園リノベーション）】
　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 2,207,395

（ソフト事業） 平成30年1月から3月の期間で、すみれガ丘南公園においてはシューティ
ングボード及びバスケットボールのゴールを設置工事を行った。また、
映画上映会開催等を目的としたプロジェクターとスクリーンを購入し
た。同期間、中山五月台公園においては防災倉庫の設置及びトイレの改
修工事を行った。
シューティングボード設置の際には、地域住民の手形を葉っぱに見立て
たペイントを試み、子供を中心に約30名の参加があった。平成30年4月7
日にはすみれガ丘南公園のリノベーション完成セレモニーを行い、約50
名の住人が参加した。
平成30年4月23日には中山五月台公園のセレモニーを行い、約40名の住
人が参加した。

すみれガ丘南公園については、ボール遊びを禁止とする公園が多い中で
シューティングボードとバスケットボールのゴールを設置したことによ
り、子供たちがより多く集う公園となった。また、公園での映画上映会
等を行い、より多くの住民が集まり世代交流も促進される場となった。
中山五月台公園については、トイレバリアフリー化改修により、公園で
の健康促進活動に高齢者が集まりやすい環境整備が出来た。夏祭り等で
もより多くの住民が参加しやすくなった。

（１）公園リノベーション事業補

（ハード事業）
（１）すみれガ丘南公園施設改修工事

（２）中山五月台公園施設改修工事

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、セミナーの開講、ソーシャルビジネス先進事例見学会を実
施した。また、受講者を対象に、個別相談を随時実施した。
【実績】
・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　（前期）
　ソーシャルビジネスブラッシュアップスクール（後期）
（計8回）
　受講者数　21名（前期11名、後期10名）

・ソーシャルビジネス先進事例見学会
　平成30年2月17日（神河町）

・総合相談
　スクール受講者を対象に、個別相談を宝塚NPOセンター事務所にて随
時行った。

　ソーシャルビジネス起業講座を受講した４名の方が新たな起業に繋
がっており、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。
　今年度より、前期はスタートアップスクール、後期はブラッシュアッ
プスクールと前期と後期で異なる内容の講座を実施し、ビジネスモデル
を段階的により完成度の高いものにしていくことのできる内容となっ
た。

（１）業務委託費

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）

【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。

1,500,000 1,500,000

（ソフト事業）

（３）郵便料

３　庁内研修会
（１）謝礼
（２）消耗品
（３）食料費

（４）消耗品
（５）食料費
（６）広告掲載料

２　ワークショップ等推進事務費
（１）委託料
（２）消耗品

【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。

3,637,500 3,443,917

（ソフト事業） ・平成29年12月から翌3月にかけて、市民・職員が参加し、ともに考え
るワークショップを全6回開催し、エイジフレンドリーシティとはどの
ような取組か、宝塚市がどのようになればエイジフレンドリーシティと
言えるのかといったことを議論し、エイジフレンドリーシティ宝塚の
「ものさし」を完成させた。
・9月と2月にエイジフレンドリーシティ講演会を開催し、のべ360名ほ
どの参加があり、市民へのエイジフレンドリーシティの啓発をおこなっ
た。
・コーポレートフェローシップを活用して、ヤフー株式会社から研修員
を受け入れ、QGISを用いたヒートマップや高齢者むけ行政サービスの検
索ツールなどによる情報の見せ方や民間企業の働き方などを学んだ。ま
た、庁内に手法伝達の説明会を実施した。

・エイジフレンドリーシティワークショップでは、市民と職員が同じ
テーブルでエイジフレンドリーとは何かを議論し、今後の推進の基礎と
なるエイジフレンドリーシティ宝塚の「ものさし」を完成することがで
きた。また、ワークショップの中からエイジフレンドリーシティの推進
に協力していただく人材の発掘をおこなった。次年度は、「ものさし」
を基礎として、ワークショップで得られた人材と協力して、具体的な取
組をモデル的に実施していく。
・講演会では、人生100年時代をどう生きるかをテーマに実施したとこ
ろ今までにないほどの反響があった。今後も市民に関心を持っていただ
けるテーマを設定し、エイジフレンドリーシティの啓発につなげてい
く。
・コーポレートフェローシップでは、ヤフー株式会社からの研修員とと
もに、オープンデータ（情報の公開）の重要性やデータの扱い方、見せ
方などを学んだ。今後、市の情報発信への活用を図り、オープンデータ
の推進に取り組んでいく。

１　講演会
（１）謝礼

（２）手話・要約筆記料
（３）ポスター・チラシ印刷
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