
　　　　平成２8年度　事業計画

　　平成２８年度コミュニティひばり事業計画の基本方針

1、まちづくり協議会の運営体制の再整備

　宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会（コミュニティひばり）設立から21年。世の中の変化に

対応した住民自治組織になっていない現状がある。

市行政も地域まちづくり協議会制度を導入してから20年以上その扱いへの手立ても無いままに

今日に至っている。

○平成27年度「宝塚市住民自治組織のあり方に関する調査専門委員」の報告があり、今後それ

　　に沿った改革で本来の地域自治、地域まちづくりが推進可能な態勢の再整備に繋げて行きた

　　い。（今後市行政のアクション状況に対応する）

２、事務局業務

基本収入は宝塚市まちづくり補助金、社会福祉協議会助成金、其の他のトータルで85万円である

が、各部会等の活動に市、県、民間の助成制度による助成金は、近年400万～500万円になりそ

の事務処理業務は多く負担になっている。

○会計担当の負担軽減のために、有償の委託人員配置も含めて検討する

　 ○平成２５年３月に「すべての施策の実行は市民のために」という観点で「協働の指針」　　　　　　　　　　

　　が定められました。

○平成28年4月宝塚市住民自治組織のあり方に関する報告書

　　宝塚市住民自治組織のあり方に関する調査専門委員

　　調査専門委員の報告に対して今後、市行政として、まちづくり協議会を条例に位置　　　　　

　　づけられた公の住民自治組織へ移行することを期待する。

○福祉部会より子育て支援が(仮称)子ども部会として独立するための会則修正を実施

３、地区防災計画作成

○平成27年3月発行「地区防災計画」促進の「宝塚市地区防災計画作成マニュアル」に対応し長

　　尾台小学校区の実情に対応した「長尾台小学校区地区防災計画」を作成する。

○　27年度実施のアンケート集計を基に、特別委員会を設置し地区防災計画の作成を進める。

４、花屋敷グラウンドに伴う北雲雀きずきの森との関連整備

○花屋敷グラウンドへのアクセス道路整備に北雲雀きずきの森から北への通路計画があったが、

　　その後の検討状況に関する情報はなし。

５、宝塚市立子ども館の指定管理業務

○平成27年～平成31年度指定管理により引き続き“まちづくり協議会第６ブロック子ども館協議会”

　 による運営。

○平成22年当初より理事の変更なし、当初はまちづくり協議会が運営母体として会長が理事として

　 参加していたが選出方法の見直しを図る。

６、 専門部会の新設

○福祉部会より子育て支援が独立する

　 数年前より活動が多岐に渡っていたのを整理して、（仮称）子ども部会を新設する。　

　 今年度の福祉部会において進めていく。



　平成２８年度事業計画 組織運営・交流事業
事務局（広報）

　　　　　活　　動　　名 活　  動  　 内   　容
1

＊定期総会　年1回　平成29年5月開催　
＊運営委員会　8月を除く　月1回　第2土曜日の開催
＊常任評議会　8月を除く　2～3ケ月に1回　第2土曜日の開催

2

3

4

5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊エコキャップ事業の継続
「世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付
＊コミュニティセンターひばりの設備、備品、情報の維持管理

＊コミュニティセンターひばりの管理・運営
＊コミュニティひばりに関する会計全般
＊組織運営に関する事務処理全般

＊ひばり祭りの開催・実行委員会の立ち上げ
＊ふれあいテラスの管理・運営

＊78号・79号・80号・81号の発行（各号　3,500部）

事務局「その他」

組織運営
定期総会・運営委員会・常
任評議会の開催

組織運営
コミュニティセンターひばり
事務局の運営

交流事業

事務局
広報「しんぶんの発行」



　　　　　平成２８年度事業計画　　　　　　　　　　　福祉部会

①　開催回数　年間３回程度

②　目的　　    福祉課題の多様化などについての研修

③　内容　　　　情報交換と提供・活動の連携・福祉ミニ講演　　　

①　開催回数　年間２回程度

②　目的　　　　関係団体での地域課題の共有と情報交換

③　内容　　　　課題解決に向けた具体的な工夫と連携　

①　地域ふれあい喫茶　　月２回水曜日　年間２１回

　　　　第１水曜　福祉相談の日　・　第４水曜　思い出の歌ひろば　

②　喫茶ひばり　ケアハウス花屋敷での喫茶ボランティア　年間約２００回

　　　　月曜日～土曜日　　２時～３時３０分

　　　　その他　全体での学習会　年１回　チーフ会　２～３回開催

③　サロンはなやしき　　　　　　毎月　第２木曜日　年間１２回

④　まつがおかサロン　　　　　毎月　第２水曜日　年間１３回

⑤　ふじガ丘ふれあいサロン　毎月　第４水曜日　年間１２回

⑥　長尾台くつろぎサロン 毎月　第３木曜日　年間１２回

⑦　山手ふれあいサロン 毎月　第２・第４土曜日　年間２０回

⑧　サロンつつじ 毎週　月曜日　年間４０回

⑨　ふれあいテラス 毎月　第２水曜日　年間１２回

①　カーボランティア　”すずらん” 随時 年間２００回

②　グループ　”緑のこだま” 随時 年間３０回

③　子育てグループ支援　”さくらの小径”　毎週木曜日　年間４６回　

①　健康講座の開催　　健康センターより講師派遣　　年１回

②　男性料理教室　毎月第１土曜日・・・雲雀丘倶楽部にて　年間１２回

③　”食”の会ボランティアによる「高齢者食事会」　年間１２回

①　講演会・研修会・学習会等の開催　

①　え・が・お　（宝塚市社会福祉協議会）

第１水曜日　１３時３０分～１５時３０分　コミュニティセンターひばり

②　ふれあいテラス 福祉なんでも相談

（地域包括支援センター・社協職員隔月交代）

毎月第２水曜日　１３時３０分～１５時

③　親子ボランティア　（長尾台小学校PTA保文部）

年１回　花屋敷せいれいの里にて　共催　ケアハウス花屋敷

④　3世代交流事業　　　年1回　子ども館にて　　主催　市立ひばり子ども館

⑤　全国校区・小地域福祉活動サミットへの参加

⑥　その他主催の会議・催しに出席

　共催・協働事業

　住民交流の場づくり

　グループ活動支援

　健康づくり推進員の活動

　生涯学習・福祉関連の研修

活　動　名 活　動　内　容

まちづくり計画の個別施策に
基づく具体的な活動

全体会

ネット
ワーク
会議

その他の活動 コミュニティ事業への参画・協働



　放課後子ども教室

　（坂っこひろば）

①　出前児童館

　　　　①　雲雀丘倶楽部和室　　毎月第４月曜日　１０時～１２時

　　　　②　ふじガ丘自治会館　 　毎月第４水曜日　１０時～１２時

②　宝塚市立　ひばり子ども館への支援・協力

　　　*子ども館開館日　：　月～土　１０時～１２時＆13時～17時

　　　*第6ブロック子ども館協議会運営委員会へ運営委員として参画

　　　　　山内朝美・明星頼子、校区民生委員より山村仁子・村上八千代

　　　*第6ブロック子ども館協議会理事会へ担当理事として参画

　　　　　熊澤良彦・藤本輝彦・菅沼玲子・河野明美

③　夏休み「宿題ひろば」　　夏休み３～５回　

④　放課後子ども教室（坂っこ）主催のカプラ大会への協力

⑤　ひばり子ども館と共催して三世代交流（餅つき大会あるいは焼き芋大会）

活　動　内　容

①　開催回数　年間２回程度

②　目的　新規部会としての活動を考え、定着化させる　   

③　内容 子育て支援や青少年の健全育成をテーマに活動を展開する　　　　　　　　

①　開催回数　年間1回

　　　　　　平成２８年度事業計画　　　　　　（仮称）子ども部会　（新設部会）

活　動　名

子育て支援における
具体的な活動

部会

ネット
ワーク
会議

②　目的　　　　関係団体との地域課題の共有と情報交換

③　内容　　　　課題解決に向けた具体的な工夫と連携　

　年間１２回　程度　長尾台小学校校庭にて

　　　*小学校低学年を中心に放課後の子どもの居場所づくり

子育て支援・青少年健全育成

　　　*授業参観日での坂っこひろばの開催

その他の活動 コミュニティ事業への参画・協働



　　　　　　　　　　　 平成28年度事業計画　　　  　　　　　　　　　安全部会

・長尾台地域内市道３２８０号線沿いに ・児童の通学路であると共に民家もあり非常に

  倒壊の恐れある大木あり伐採を要望 　危険である早急に伐採方を要望していく

・長尾台地域内市道1314号線の長尾 ・平成２７年度内でコン柱２本の撤去を実施して

  台バス停～長尾台小学校間の側溝に 　頂いたところであるが、歩道完全整備を要望

　一部蓋掛け要望 　していく

  　

・市道1314号線の「コミュニティセンタ ・駐車場から出場する車両に対し東側より西進

  ーひばり」駐車場出入り口付近にカー 　する車両から全く見通しが効かない危険であり

  ブミラーの設置要望 　対策を要望していく

・雲雀丘山手自治会地域内の1414号　 ・市並びに地元の協力により当路線ほとんどの

  線の安国寺～クリニック間側溝の蓋 　区間蓋掛け完了しているが一部未施工区間あり

  掛け完全実施 　完全実施要望

・花屋敷荘園内ヘビ坂に設置の手すり ・手すりが車両により歪められ歩道に先端が飛

　が破壊されて危険、修理を要望 　び出し危険修理要望（口頭要望してあった結果、

　緊急修理完了）

4

5

　　　　　　　活　　動　　名 　　　　　　　　　　活　　動　　内　　容

1

2

3



           平成28年度事業計画 環境部会

《市街地環境に関する活動》

○住宅地域の環境 27年度のテーマ「大型ゴミの収集」への取り組み、提案者体調不良に
より頓挫再度28年取り組みは新年度体制で協議する。

○街路の桜復活への取り組み 雲雀丘100年浪漫委員会とのリンクで、桜の街路樹の復活への取り組み。

○花屋敷グラウンドに関る 花屋敷グラウンドと北雲雀きずきの森との関係は市の進捗にあわせ
　　道路問題　 順次協議を進める。

《きずきの森活動》

○きずき小舎完成による拠点 　きずな会での協議により推進する。
　　　の活用整備

【支援助成金による活動】

　1、花王・みんなの森づくり 　26年度に引き続き活動を推進する。

　2、北摂里山魅力づくり 申請し支援決定による推進事業
　　　　　　　　　　　　応援事業  　きずきの森の生物が多様な森に再生するための持続可能な住民に

よる活動の仕組みをつくる。
【学習活動】

①　観察会の実施
②　クラフトイベントの実施
③　森の再生ワークショップの実施

【情報の発信】
①　リーフレット「生物多様性きずきの森戦略（仮）」の作成・配布
②　ウエブサイト「きずきの森の自然（仮）」の作成

「北雲雀きずきの森再生プランの推進事業」

活　動　内　容活　動　名



　　　　　　平成２８年度事業計画 文化・交流　部会

７月１０日（日）　栄光園 クラシックコンサート ピアノ演奏　　島田京子
ソプラノ 　　長谷川真弓
器楽 　　未定

９月 　　　栄光園 サロンコンサート　　　　　　　　　ピアノ　　　　　　　嶋　純子
　　　未定 　　松田眞理子

歌声サロン　アンサンブルシュシュ
　　　　　　　　島崎幸枝

 　寺田佳子
１１月　 　　　栄光園 コーラス こーろあろーどら　（女性コーラス）（子ども）
　　　未定 ソプラノ 　　藤原道代

ピアノ 　　長谷川いずみ
みんなで歌いましょう
～出演者と会場の皆さん全員で歌う～

活　動　内　容活　動　名



特別委員会
平成２８年度　事業計画 雲雀丘１００年浪漫委員会

幹部会議 　○原則として毎月１回　（全体会議に先立って開催）

全体会議 　○原則として毎月１回　（土曜日、コミュニティセンターにて開催）

各事業部会 　○各事業部会及び各担当の会議は、必要に応じて随時開催
　　

①景観形成建築物保存事業部会 ・雲雀丘１００年の歴史写真展　
・雲雀丘景観スケッチ大会(5/21土）
・歴史案内板の設置（６月末）

　　　 　　
②街路景観改善事業部会　　

・植樹の継続、メンテナンス等
　　　　　　　　島崎幸枝 　

・デマンド交通等、地域に適した高齢者向け交通システムの研究調査。

⑤記念イベント事業部会 ・第２回ゴルフ大会　５/２６（木）　愛宕原ゴルフ倶楽部
・フラダンス・ハワイアンの夕べ　　７/３１（日）　高碕記念館
・記念グッズ販売

⑥記念誌発行事業部会 ・雲雀丘開発１００年の歴史を紐解きながら未来へ語り継ぐ記念誌の発行
　　　 　(８月末　発行予定） 　　

⑦その他 ＊記念ミュージアム、モニュメントの設置に関する検討を継続

＊協賛金・広告掲載依頼、記念グッズの販売　　

雲雀丘１００年フェスティバル　 雲雀丘１００年フェスティバル （ひばり祭と宝塚大学宝翔祭と共催）
　開催日：10月8日(土）
　会　場：長尾台小学校校庭及び宝塚大学アートヒルホール(250名収容）
　雲雀丘１００年フェスティバルのプログラム
12:30 受付開始
13:00～ 記念講演会　講師　松本零士氏（漫画家、宝塚大学特任教授）
14:00～ 記念式典
15:00～ 記念コンサート
17:00～ 祝賀懇親会

実行委員会 ○委員会は随時開催

専門部会 ○部会は随時開催
①記念講演部会 広報、申込受付の検討等
②記念式典部会 次第、来賓、広報、申込受付の検討等
③記念コンサート部会 次第、広報、申込受付の検討等
④祝賀懇親会部会 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、広報、申込受付の検討等
⑤総合デザインプロデュース部会 サイン類の総合ﾌﾟﾛﾃﾌｭｰｽ等
⑥宝塚大学実行委員会事務局部会宝塚大学「宝翔祭」との調整等
⑦ひばり祭実行委員会事務局部会 ひばり祭との調整等

活　動　内　容活　動　名

③桜復活植樹ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業部会

④高齢化へ向けたまちづくり事業部会

・駅前周辺の道路美装化、無電柱化等の調査研究、実現化への取組み。


