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報告第 1 号  令和元年度事業報告① 

事 業 総 括 

・平成 31年度の「コミュニティひばりの基本事業計画」に従って、各部会および特別委員会の 

事業計画を推進して頂き概ね年度計画が推進出来ました。 

特に今年度は 2点の事業を推進して頂きました。 

 

① 地区防災計画推進委員会に関しましては、足掛け 3年でコミュニティひばりの趣旨と 

しています「みんなで助け合う減災」を目的に「コミュニティひばり地区防災計画」 

を作成し、昨年 11月に市（行政）へ提出し承認を頂きお蔭様で助成金により防災倉庫 

を始めとして初期の防災資機材を整備する事が出来ました。 

次年度以降も資機材の拡充に努めます。 

② 宝塚市の第 6次総合計画のコミュニティ毎の「まちづくり計画」を作成する為に、ア 

ンケート調査を実施し皆様方のご協力により 3月末までに「まちづくり計画」を完成 

させ市に提出致しました。（10年間の計画） 

③ 宝塚市からの若手職員の派遣計画に関しては「ひばり祭り」への参画の実施。 

また、宝塚市より派遣して頂いて居る職員様の迅速な対応により、行政とのスムーズな 

連携が取れました。 

 

1）各部会毎の事業計画の推進 

・福祉部会を始めとした、各部会の事業計画を積極的に推進する。（各部会毎の推進状況は事

業計画を参照下さい。） 

2）事務局業務 

・会議室およびコピー機・印刷機の利用推進により、安定的な会計を維持できる様 

にする方針に関しては満足するには至りませんでした。（次年度も再挑戦する。） 

3）地区防災計画への意識の向上 

・コミュニティひばりとして、全体的な訓練を実施する予定で有ったが計画のみで終わりまし

たので、次年度には実施する事とする。 

4）まちづくり計画のまとめ 

・昨年度末（3月末）までに松山委員長の元で完成して頂き、市（行政）に提出する事が出来

ました。（次年度以降に確認して行きます。） 
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5）太陽光発電設備の設置について 

・昨年 7月頃に環境部会に対し初めで情報が入り具体的には、8月初旬に「コミュニティひば

り」として役員等が施工業者より設置関係の説明を受ける。 

 

その後に、関連事項に対して 10数回の協議を実施し、業者対応を行うと共にコミュニティひば

りとして、全体としては反対しない事で県知事・宝塚市長に対して「緊急要請」を書面にて実

施した。 

・施工業者とも協議を実施したが、施工業者としては「中止・撤退」の意向は無いと 

 の事で有りました。現在の状況としては、反対署名活動もされている。 

・「コミュニティひばり」として、令和 2年度には工事の進捗状況を注視する必要が有る。

（条例違反等のチェックと新しい条例案の作成等） 

6）その他。 

・特別委員会として「雲雀浪漫委員会」を 3年計画で、昨年までの懸案事項を促進し 

 て頂いています。 

 イ）無電柱化の件  ロ）旧安田邸の件  ハ）その他の懸案事項について 
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報告第１号　　令和元年度事業報告②　　組織運営・事務局（広報）・交流事業

1　事業計画に基づく活動概要

　　　活動内容 構成員 年回数 延人数
組織運営 定期総会　平成３０年度第２４回、5／18開催 60名 1回 60名
定期総会・運営委員会 運営委員会　 30名 11回 196名
              の開催 役員会 11名 随時回 名

専門部会 　　　　　　詳細別紙参照
特別委員会(雲雀丘浪漫委員会) 　　　　　　詳細別紙参照
     〃        (地区防災計画推進委員会) 　　　　　　詳細別紙参照
 　　〃　　　（まちづくり計画推進委員会） 　　　　　　詳細別紙参照

組織運営 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 コミュニティひばりに関する会計全般
事務局の運営 組織運営に関する事務処理全般

事務局広報
「しんぶんの発行」 年４回発行（９１・９２・９３・９４号）

臨時号（太陽光発電）
事務局

「活動資金の適正化」

事務局「その他」

交流事業
ひばり祭りの開催・実行委員会の立ち上げ 30名 2回 58名
ふれあいテラスの管理・運営 10団体 51回 215名

2　活動内容
1 活動名　定期総会

*令和元年度事業報告及び会計報告及び会計監査報告
*新役員選出、令和２年度事業計画（案）、令和２年度収支予算（案）の承認

　　 　　　運営委員会　　
*専門部会、諸団体からの審議事項について検討・議決
*南そう自治会がコミュニティひばりに新規加入
*防災計画推進特別委員会、備品購入
*各運営委員からの重要情報提供、問題共有化
*まちづくり計画推進委員会での分科会活動推進・アンケート調査結果提出
*宝塚市公共施設保有量最適化について
*事務局報告
*部会報告
*自治会、各団体の報告、行事案内
*太陽光発電

           役員会　　
*太陽光発電

           専門部会
*福祉部会：全体会　年２回、ネットワーク会議　年１回開催
*子ども福祉部会：全体会　年３回　ネットワーク会議　年１回開催
*安全部会：第４土曜日　年６回開催
*環境部会：隔月第４土曜日　年５回開催
*文化・交流部会：随時開催
　　各部会の活動状況は「令和元年度事業報告」参照

活動名（部会・現地活動等）
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2 活動名　しんぶんの発行                      (各号　3,500部発行)
            *９１号　　7月13日　発行　　

  コミュニティひばり活動方針、部会・団体紹介、地区防災計画、夏祭り情報　ほか
            *９２号　　9月14日　発行　

コミュニィの活動報告、第22回ひばり祭り案内、ボランティア募集ほか
            *９３号　　12月21日　発行　

  宝塚市公共施設　保有量最適化、太陽光発電ほか
            *９４号　　3月20日　発行　

  年間報告　太陽光発電計画について　

*臨時号　1月31日
　太陽光発電計画へのコミュニティひばりの対応

      　その他

3 活動名　ひばり祭りの実施
　　　目的
　　　　①長尾台小学校区地域住民の交流…テーマ「笑顔はち・か・ら」
　　　　②自治会各団体の参加・参画による特色あるイベント開催
　　　　③地域住民が一体となり盛り上げ、知り合いを増やし、人のつながりを深める。
　　　活動
　　　　①実行委員会設立、運営企画、事前準備…計画立案、出店内容検討、会場レイアウト作成等
　　　　②第22回ひばり祭りの実施「10月20日開催、参加約900名」
　　　企画
　　　　宝塚大学入口からの通路両側にテント設営し、出店。宝塚大学ホールで南ひばり丘中学吹奏楽、
　　　　ピアノ独奏浦部さん、宝塚アカデミー楽団の演奏。
　　　　　　

　　　　　ふれあいテラスの管理・運営
     目的：①福祉分野での相談受付・行政や社協からの情報提供と交流
　　　   　      *社協職員と花屋敷地域包括支援センター職員が交代で参加
　　　　         　コミュニティ福祉部会員3名との情報交換
　　　      ②登下校の安全見守り　「アトム110番」事業に協力

     活動：　コミュニティ役員・福祉部会・雲雀丘浪漫委員会・雲雀丘自治会・補導委員
雲雀丘3丁目自治会・宝塚警察ふれあいの会・民生児童委員・箏同好会
*雲雀丘自治会夏祭りの準備と当日の事務的拠点となる
*補導委員による見守りとミーティング
*パトカー立ち寄りによる防犯

　　　　     *少人数での急な会議・打ち合わせなどに利用
　　　　     *雲雀丘浪漫委員会の打ち合わせ、イベント準備利用
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報告第１号 （その１）

1

年回数 出席者

1 2 27

基づく具体的活動 9 24

3 11

④ネットワーク会議 1 14

2 ①地域ふれあい喫茶（コミュニティセンターひばりにて） 11 141

②喫茶ひばり （ケアハウス花屋敷にて） 173 2313

③各地域でのサロン（5サロン）

　１．まつがおかサロン（松ガ丘自治会館）　　　 12 600

12 280

11 225

12 182

46 717

3 ①グループ”緑のこだま” 27 144

4 ①男性料理教室（雲雀丘倶楽部にて開催）　 11 92

②昼食会：ボランティア　“食”（グループ活動支援） 11 272

③昼食会（上記２－③－5内訳　サロンつつじにて開催） 11 182

④いきいき百歳体操（上記２－③－5　サロンつつじにて開催） 46 717

⑤歩こう会（五月山・箕面他） 16 164

22 451

1 16

1 13

6 ①ふれあいテラス：　福祉なんでも相談

　その他、ふれあいの会・補導委員・雲雀丘自治会などが利用

②いきいき百歳体操（花屋敷荘園自治会館）　 44 698

③いきいき百歳体操（ふれあい会館） 60 1200

④市保健師による健康相談　（於　ひばり祭り） 1 14

1 1

グループ活動支援

⑤助けられ上手になろう！～緊急通報システムと見守り～出席

51 215

②会計整理・監査

③小委員会（社協・包括・福祉部・関係者）

　３．ふれあいサロン（ふじガ丘自治会館）　　　　

　４．雲雀丘山手ふれあいサロン（生成幼稚園父母の家）

　５．サロンつつじ（つつじ自治会集会所） 詳細は以下４へ

　２．長尾台くつろぎサロン（長尾台自治会館）　

令和元年度事業報告③ 福　祉　部　会

事業計画に基づく活動概要

活動名（部会・現地活動等） 活動概要

まちづくり計画の個別施策に ①福祉部会全体会　

共催・協働事業

住民交流の場づくり

講演会・ミニ講演会5
②「あなたの腸はお花畑？？」　山下　純枝　さん
（予防医学アドバイザー）

⑥食事相談・離乳食相談　その他（ひばり子ども館）

①「一緒に笑いたいねん！」　竹沢　啓子　さん
（宝塚中途難聴者の会　事務局）

健康推進委員としての活動

5



（その２）

2

1 活動名 福祉部全体会

ネットワーク会議　

2020年1月29日

小委員会・会計整理監査・案内作成　他

2 活動名

第4水曜日　　年１２回開催　思い出の歌ひろば開催　（トラストガーデンより参加あり）　　　

3 活動名 喫茶ひばり

＊ケアハウス花屋敷ラウンジでの喫茶ボランティア　（入居者とお茶を飲み談笑・第２水曜歌声喫茶）

＊毎週月曜日～土曜日　１４時～１５時３０分（夏休み12日間・冬休み12日間・祝日・第５週）
＊チーフ会：年2回開催　　　　　　　　＊全体会：年1回　ボランティアとの交流

4 活動名 サロン活動

・まつがおかサロン　毎月第２水曜日　

・長尾台くつろぎサロン　毎月第３木曜日

・雲雀丘山手ふれあいサロン　毎月第２・４土曜日

5 活動名 ボランティアグループ活動

・緑のこだま＜長尾台2丁目公園・バス停前花壇＞維持管理と三世代交流・宝塚オープンガーデンフェスタに参加

6 活動名 ふれあいテラス　福祉なんでも相談 年11回　開催

7 活動名 健康推進活動

・男性料理教室（毎月第1土曜日）：料理が出来るようになり、栄養バランスを考えた食品の組み合わせが分かるようになる。

・歩こう会（毎月第１・３木曜日）：行先は五月山・箕面などいろいろ、しっかり歩きました。

8 活動名 講演会・ミニ講演会 １６名参加

令和1年11月12日

竹沢　啓子　さん（宝塚中途難聴者の会　事務局長）

令和2年3月3日 「あなたの腸はお花畑！」

9 その他

・第２０回　花屋敷栄光園　納涼祭 ：福祉部会・サロンボランティア　参加

・サロンつつじ　　　毎週月曜日

・昼食会（毎月第3水曜日）：栄養バランスに配慮した食事の提供・献立、作り方、栄養価記載プリント配布

・いきいき百歳体操　実施（サロンつつじ毎週月曜日）

・健康相談：令和１年１０月２０日　ひばり祭りにて市保健師が実施（血圧・体脂肪測定　健康相談）

具体的活動内容

　　　　　　　　　　　　　2019/4/10・4/16・7/2・8/19・8/26・9/30・12/15・12/17・2020/1/28

福　祉　部　会

2019年9月10日・2020年3月3日

「一緒に笑いたいねん！」

山下　純枝　さん（予防医学アドバイザー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13名参加

（地域包括支援センター主任ケアマネ・社協区域担当者協力・民生委員）

　　　　　　　・ふじガ丘ふれあいサロン　毎月第４水曜日

地域ふれあい喫茶「思い出の歌ひろば」

＊毎月第２水曜日　13時30分～15時
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（その１）

構成員 年回数
延人
数

1 18 3 36

   　６/２４、１１/５、２/２８

基づく具体的活動 ②　ネットワーク会議 (相互支え合い・子育て支援） 18 1 12

　　　９/２４

2 　三世代交流　・3色弁当を作る会（5月6日） 1 40

　　　　　　　　　　・カレーランチの会（7月26日） 1 65

4 12 28

3 ①　放課後子ども教室　「坂っ子ひろば」 131 9 775

②　子育て支援　/出前児童館 　　

「雲雀丘倶楽部」 3 8 16

③　子育てグループ　「さくらの小径」 12

放課後子ども教室 　坂っこひろば 131 9 775

4 ①　夏休み宿題ひろばの開催　７/22、７/23、７/25 7 3 45

②　出前児童館でのボランティア 3 8 16

②　市立子ども館支援

　　　理事・・・藤本・菅沼・河野・山内　 4 11 42

　　　運営委員・・・明星・名嘉真　校区民生委員として（山村） 3 3 9

　　　　　　＊理事は運営委員会へも参加

③　キャリアアップ相談（教室設置や起業・再就職に向けての相談） 1 8 13

5 18 1 12

6 ①　三世代交流　（カレーランチの会） 1 65

②　たからづか寺子屋事業（たけのこクラブ）実行委員会への協力 8 11 80

③　ふれあいテラス　（福祉なんでも相談窓口）毎月　第2水曜日　

　　花屋敷地域包括支援センター職員・社協ブロック担当者が 2 11 22

　　交代で担当し、民生委員とコミュニティのボランティアが参加

④ひばり祭りへの参画　2019年10月20日

・クラフト　風船で人形を作る 4 1 60

1・子どもたちによる　この街へのメッセージ

ミニ講座・研修会 ①　ネットワーク会議の中で「コミュニティスクール」の説明会

共催・協働事業

住民交流の場づくり

　　　講師：長尾台小学校長　柴田　芳宏　先生

まちづくり計画の個別施策に ①　全体会  

子育て支援

グループ活動支援

　　ひばり子ども館へボランティアとして協力

報告第1号 令和元年度事業報告④ 子　ど　も　福　祉　部　会

事業計画に基づく活動概要

活動名（部会・現地活動等） 活動概要
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（その２）

具体的活動内容

活動名　　全体会・ネットワーク会議

全体会

６月24日、11月5日、2月28日

①情報交換　　　　　②まちづくり計画についての話し合い　

ネットワーク会議（相互支え合い）

9月24日　長尾台小学校の柴田校長先生からコミュニティスクールについて説明を受ける

活動名 放課後子ども教室（坂っ子ひろば）への協力（ＰＴＡとの連携）　　年間９回開催

5/30、6/10、20、10/10、28、7/5．11/14、12/６、2/21

活動名　　　三世代交流　（餅つき大会・カレーランチ）

5月6日（祝）　3色弁当を作る会

2月19日に予定していた餅つき大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

活動名　　　長尾台小寺子屋事業（たけのこクラブ）と夏休み宿題ひろば　　　　　　　

夏休み宿題ひろば 7月22日、23日、25日　合計45名参加

　たけのこクラブ　　毎月1回　長尾台小ランチルームにて　　１４時３０分～１５時３０分　

活動名　　　ひばり祭り参加 ①クラフト　　　②この街へのメッセージ

2019年10月20日（日）　10時～14時

その他 年回数
延べ人
数

・　社会福祉大会において児童福祉功労者として、坂っ子ひろば代表（山内朝美さん）が表彰を受ける 1 3

・　子どもと地域の課題を考えるラウンドテーブル　菅沼・河野出席 4/4、6/7、10/16 3 3

・　きずきの森のイベントへ参加協力　みんなでサンショウウオをみつけよう！　　2月11日 1

・市より指定管理を受けている第6ブロック子ども館協議会ヘ理事と運営員を派遣し、運営に携わる

　　理事会　　毎月1回開催　理事（藤本・菅沼・河野・山内）・・・運営委員会へも出席 11 33

　　運営委員会　年3回開催　運営委員（明星・名嘉真）　　校区民生委員より（山村） 3 9

子　ど　も　福　祉　部　会
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1. 事業計画に基づく活動内容
　活　動　名 活　動　内　容

1 定例部会 各月　第3土曜日　　　　10名　6回　　60名

4
長尾台地区の倒壊の恐れのある、大
木の対策の促進について。

本件に関しては、自治会様の促進により伐採
されました。

ふじガ丘地区で重大災害時の、緊急
避難道路の確保促進について。

5

標語にて検討していたが、保護者の進言によ
り標語は氾濫しているので「こども目線のポ
スター」との提案を頂き、長尾台小学校の柴
田校長より1年生の児童の方々にお願いし、
「コロナウィルス」問題も有る大変な時期に
作成して頂きましたので、今年度中にラミ
ネートして各自治会地区に掲示して頂く事と
成った。

「コミュニティひばり」として、加盟の全自
治会長様の署名を頂き市役所・教育委員会に
要請しましたが、市としては財源が厳しく各
種に事業項目が有る為に促進順位の順にて促
進するので、現時点では時期の回答は出来な
いとの事である。（次年度に継続）

市の財政難により、現在のふじガ丘橋の強度
調査数値では、早速・補強等の工事が必要と
の回答であり、時間を掛けて対応する事とし
た。（次年度も促進する）

イ、長尾台小学校から阪急・長尾台バス停等
への「グリーンベルト」の塗装が出来まし
た。（次年度にはつつじガ丘地区の点滅信号
の荘園側にも塗装を要請しています。）
ロ、雲雀クリニック前～雲雀ゴルフ場への道
路の改修要請の件（次年度も促進する）
ハ、阪急電車「雲雀丘花屋敷駅」の宝塚方面
への高架橋の改修について
（大変な構想の為に長期間を要するが地道に
促進する。かさ上げ目標とする為）

今年度としての新規事項について。6

報告第1号　令和元年度　事業報告　⑤　安全部会

交通マナーの向上対策について標語を
ラミネート表示する。

2

長尾台小学校への「車いす用のス
ロープ」の設置を促進する。（階段
のみの為）

3
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報告第1号 環　境　部　会

　１．事業計画に基づく活動概要

構成員 年回数 延人数

1 定例部会 ５回 21 5 62

2 きずきの森 50 92 1,335

10 150

3 市街地環境に関する活動 　 　

　 　

2 活動内容

1 ・市街地環境に関する活動

花屋敷グラウンドに関わる道路問題について、市との協議はなかった。

きずきの森へのアクセスについては、隣接地での太陽光発電工事により、

従来の山道が通行できなくなる。

2 ・きずきの森活動

① 通常の整備活動に加え、新しい散策路の整備、埋もれていた池の整備など。

②　　長尾台小学校３年生（２回）、雲雀丘学園中１（１回）の環境学習支援

③　　自然観察会 　９回　

・支援助成金による活動

① 北摂里山魅力づくり応援事業

上記整備活動の実施

11/24「第２回森のワークショップとフリマ」を開催、３００人

②　コープともしびボランティア活動助成金

ハンズフリーマイクを購入、環境学習支援時に活用。

・隣接地での太陽光発電工事により、環境破壊が危惧される。

花屋敷グラウンドに関わる道路問題

令和元年度事業報告⑥

活動内容活動名(部会・現地活動等)

保全整備作業・毎水曜日、第1・3土曜日、第2・4日曜日

福祉農園/ハーブグループ
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文化・交流部会

1

　　　　　　　　　　　　　　活動内容 構成員 年回数 延人数

1 Ｒ１年度事業について、新部会員自己紹介、懇談 9名 10回 ９０名

2 ソプラノ　長谷川眞弓 3名 4回 104名

第1回事業　7月１４日 ピアノ演奏　末岡智子・西岡知子

ピアノ演奏　松田真理子 6名 4回 91名

アンサンブルシュシュデュエット　嶋崎幸枝

ウ”ァィオリン演奏　井爪良子

ホルン演奏　篠崎みゆき

クラリネット演奏　甲田悠夏

ピアノ伴奏　甲田幸子

4 ふれあいコンサート 合唱団　こーろ・あろーどら＆あろどれった 36名 4回 101名

第3回事業　11月１７日 指揮　藤原道代・ピアノ伴奏　長谷川いずみ

ソプラノ　藤原道代

ピアノ伴奏　長谷川いずみ

2 活動内容

1 活動名　　・サマーコンサート「楽しい夏の音楽会」　  

7月１４日　　ソプラノ　：　　長谷川眞弓　 日本の歌、童謡・唱歌・ディズニーソング

　　　　　　　ピアノ演奏：　末岡智子　ピアノデュオ　　 　

　　　　　 　 ピアノ演奏　：　西岡知子　ピアノデュオ　　　                                                       場所　栄光園

2 活動名　　・サロンコンサート　 　 　 　 　　　　　

９月22日　　ソフィアアンサンブルとともに　：　Ｈｒ．篠崎みゆき、Ｖｎ．井爪良子、Ｐｆ．　松田真理子・

　　　　　　  ソナタ第3番　作品５８　第３楽章　ショパン、メロディー　レスビーギ、ホルン・ソナタ　第３楽章　ダンツイ

　　　        幻想小曲集　作品８８より　シューマン

　　　　　　   ソプラノ　クラリネットとピアノのアンサンブルＶｏ． 嶋崎幸枝　ＣＩ．　甲田悠夏　Ｐｆ．　甲田幸子

クラリネット協奏曲　イ長調より　モーツァルト、秋の歌　メンデルスゾーン　（アルト松田真理子）

星に願いを　ネッド・ワシントン作詞　　リー・ハーライン作曲

　　　　　　   みんなで歌いましょう　ナビゲーター　嶋崎幸枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　栄光園

3 活動名　　・ふれあいコンサート 　 　　　　　

１１月１７日　合唱団　：　こーろ・あろーどら　恋のバカンス　恋のフーガ　　村祭り

　　　　　　   指揮　：　藤原道代　・ピアノ伴奏　：　長谷川いずみ

　　　　　　　 ソプラノ ：　藤原道代　　　アイフィールプリティ　太陽と愛　他

　　　　　 　　ピアノ伴奏　：　長谷川いずみ　　　みんなで歌いましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　栄光園

事業計画に基づく活動概要

第2回事業　９月２２日

報告第1号

活動名（部会・現地活動等）

令和元年度事業報告⑦

文化・交流部会

サロンコンサート

サマーコンサート　
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報告第 1号   令和元年度事業報告⑧   雲雀丘浪漫委員会 

 

1 事業計画に基づく活動概要 

活動名（部会・現地活動等） 活動内容 構成員 年回数 延人数 

1 雲雀丘浪漫委員会 全体会・部会 17 11 150 

2 活動内容 

1 活動名 雲雀丘浪漫委員会     

雲雀丘１００年浪漫委員会が５年間の活動期間で具体化できなかった４つの重要な課題

を引き続き処理するために、昨年の総会で当委員会が活動期間を３年として発足した。限

られた期間で然るべき方向性が見出せるよう、市の担当部署と協働して協議を重ねた。 

① 景観形成建築物保全部会：高碕記念館の指定について全体会で情報交換を行った。 

②無電柱化等道路整備検討部会：県道 187 号線の側溝改修などについて、全体会で情報交

換を行った。 

③地域交通システム整備検討部会：国内における様々な地域での取り組み事例の情報収集

や市の担当部署を交えての意見交換会を実施した。 

④旧安田邸利活用検討部会：旧安田邸利活用に関する意見交流会、建物の現況確認会（参

加 23名）を開催した。 

以上 
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報告第１号 令和元年度事業報告⑨   地区防災計画推進委員会 

 

１ 事業計画に基づく活動概要 

活動名 活動内容 構成員 年回数 延べ人数 

地区防災計画補助金事業 ① 地域住民へのコミュニティ 

ひばり地区防災計画書の 

説明会の実施 

② 補助金事業で防災資機材の 

充実を図る 

11~15

人 

6回 76人 

避難所運営マニュアル作

成 

取り組めておらず ０ ０ ０ 

 

補助金事業 宝塚市より地区防災計画策定で補助金を受け下記の防災

資機材を購入した。 

・移動式発電機２台 

・ 防災倉庫１基 

・ 水シオンランタン１０個 

・ 折りたたみリヤカー１台 

・ つるはし１個 

・ アルミマット１２枚 
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報告第1号　令和元年度事業報告　⑩　第6次まちづくり計画委員会

1. 事業計画に基づく活動概要

・2018年12月～2019年1月　住民アンケート調査を行い、2019年3～5月に
かけアンケート結果を基に各分科会で具体的な取組みの検討

・2019年5月　、7月　各分科会での検討結果を報告
この間新に「子ども福祉分科会、環境分科会」を設置

・2019年8月　アンケート結果概要の全戸配布

・2019年9月　まちづくり計画案の中間報告を市へ提出

・2019年12月～2020年1月　自治会を通じてパブリックコメントを実施

・2020年2月　パブリックコメントへの対応検討とまちづくり計画の取りまとめ

・2020年3月　まちづくり計画の最終とりまとめ　市へ提出

※ まちづくり計画最終版は、コミュニティブログと宝塚市ＨＰに掲載されています。

※ パブリックコメントで頂きましたご意見は、今後のまちづくり計画実施の際の参考にさせて頂きます。

環境

　子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり

　歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり

　多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり

　住民同士が支え合うまちづくり

　子育てしやすいまちづくり

　豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり

全体会議

分
科
会

活動名 活動内容(検討項目)

基本目標

安全・安心

インフラ整備

イベント・交流

高齢者・障がい者福祉

子ども福祉
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 報告第２号　

「宝塚市まちづくり協議会」

（単位：円）

科　　　　　　目 予　　　算 決　　　算 達成率 備　　　　　　考

収入の部

１．宝塚市まちづくり協議会補助金

　　　　第１号事業 196,000 196,000 100% 組織運営事業費

　　　　第２号事業 90,000 90,000 100% 広報紙発行事業費

　　　　第３号事業 100,000 100,000 100% ひばり祭り事業費

　　　　第３号事業 0 0 ふれあいテラス事業費

　　　　第４号事業 170,000 170,000 100% まちづくり計画事業費

小計 556,000 556,000 100%

２．その他の収入

         売上金 15,000 ひばり祭り　非常食販売

         補填金 429 事務局会計　⇒　第1号（組織運営）

　　　　　〃 13,190 事務局会計　⇒　第２号（広報紙発行）

　　　　　〃 28,595 事務局会計　⇒　第３号（ひばり祭り）

　　　　　〃 229 特会（福祉）　⇒　第４号（福祉）

　　　　　〃 22 特会（環境）　⇒　第４号（環境）

小計 57,465

合計 556,000 613,465

支出の部

　　　　組織運営事業費（１号） 196,000 196,429 100% 組織・事務局運営

　　　　広報紙発行事業費（２号） 90,000 103,190 115% 広報紙９１、９２、９３、９４、特別号発行

　　　　ひばり祭り事業費（３号） 100,000 143,595 144% 第２２回ひばり祭り

　　　　まちづくり計画　（４号福祉） 40,000 47,440 119% 高齢者・障害者支援・健康推進員活動

　　　　まちづくり計画（４号子ども福祉） 35,000 28,480 81% 子育て支援

　　　　まちづくり計画（４号安全） 5,000 6,160 123% 地域・通学路安全対策

　　　　まちづくり計画（４号環境） 40,000 40,022 100% 生活環境保全・北雲雀きずきの森活動

　　　　まちづくり計画（４号委員会） 50,000 48,149 96% まちづくり計画アンケート集計結果冊子

小計 556,000 613,465 111%

手元残高 0

合計 556,000 613,465

（注１）予算流用　第４号　まちづくり計画（子ども福祉）　⇒　第４号（安全部）　1,160円

　　　　　　　　　　　第４号　まちづくり計画（子ども福祉）　⇒　第４号（福祉部）　5,360円　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　第４号　まちづくり計画（委員会）　　　 ⇒　第４号（福祉部）　1,851円　　　　　　　　　　

（注２）特会（福祉）　：　特別会計　福祉部会

　　　　特会（環境）　：　特別会計　環境部会

収　　　支　　　決　　　算　　　書

自平成31年4月1日　至令和2年3月31日
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 報告第２号

「宝塚市社会福祉協議会」

（単位：円）

科　　　　　　目 予　　　算 決　　　算 達成率 備　　　　　　考

収入の部

１．宝塚市社会福祉協議会　助成金

　福祉部会 121,000 121,000

　子ども福祉部会 61,000 61,000

　文化・交流部会 59,000 59,000

小計① 241,000 241,000 100%

2．事業収入 102,050 福祉部会（地域ふれあい喫茶）

小計➁ 102,050

３．補填金

　福祉部会 370 福祉部会特別会計より

　　〃　　　　地域ふれあい喫茶 -1,463 福祉部会（社協）から地域ふれあい喫茶へ

　文化・交流部会 15,633 文化・交流部会特別会計より

小計③ 14,540

合計（①＋➁＋③）④ 241,000 357,590 148%

支出の部

　福祉部会 121,000 139,790 115% 助成金を分配（注２）、運営経費

　　　〃　　　地域ふれあい喫茶 0 100,587 謝金、経費　ほか

　子ども福祉部会（注１） 61,000 42,580 69% 助成金を分配（注２）、運営経費

　文化・交流部会 59,000 74,633 126% 謝金、経費、パンフレット印刷ほか

合計⑤ 241,000 357,590

福祉部会関係 合計 内訳 支払先
　喫茶ひばり 92,000 20,000 活動費
　サロン支援 50,000 ３グループ　“食”・緑のこだま・男性料理
　ボランティアグループ支援 22,000 ５サロン　まつがおか・長尾台くつろぎ

ふじが丘ふれあい・つつじ・山手ふれあい
子ども福祉部会関係 合計 内訳 支払先
　坂っこひろば 21,000 8,000 活動費
　子育てサポート支援 10,000 出前児童館
　子育てグループ支援 3,000 さくらの小径

（注１）　子ども福祉部会に余剰金があるため、福祉部会に項目間流用する。

（注２）　福祉部会、子ども福祉部会は、団体、グループに助成金を分配している。

収　　支　　決　　算　　書

自平成３１年４月１日　至令和２年３月３１日
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報告第２号

「コミュニティひばり事務局」
（単位：円）

予　　　算 決　　　算 達成率 備　　　　　　考

収入の部

１．年会費

年会費 56,000 209,600 374% 自治会・ＰＴＡ年会費

56,000 209,600 374%

２．事業収入

会議室借上料 50,000 54,600 利用自治会・団体 ほか

コピー印刷等使用料 350,000 296,140 利用自治会・団体ほか

400,000 350,740 88%

３．その他の収入

電気料金（振替） 230,000 233,142 101% 子ども館+スポクラ負担振替

水道料金（振替） 21,000 19,356 92% 　　〃　（コミセン分のみを負担請求）

通信運搬費（振替） 85,000 87,500 103% 補助金第1号振替+スポクラ負担振替

交通費（振替） 5,000 28,600 572% 補助金第１号振替

消耗品費（振替） 72,000 68,447 95% 　　〃（上限があるため超過分を補填金）

印刷製本費（振替） 9,882 地区防災資料

印刷製本費（振替） 48,149 第6次まちづくり委員会

協賛金 27,000 27,000 100% ひばり祭り

預金利息 17 事務局通帳3冊分

440,000 522,093 119%

2,288,794 2,288,794 令和元年度より

3,184,794 3,371,227

支出の部

電気料金 365,000 355,215 97% コミュニティセンターひばり・ふれあいテラス

水道料金 55,000 52,152 95% 　　〃

印刷製本費 150,000 148,038 99% 印刷・製本・保守料他

通信運搬費（注１） 80,000 87,500 109% インターネット接続料・電話料金

交通費（注１） 20,000 28,600 143% 会長、事務局　ほか交通費

消耗品費（注１） 12,000 69,776 581% コピー機インク・用紙・事務用品他

リース料 114,000 114,696 101% コピー機リース(累積18ケ月/60ケ月）

負担金 7,774 ひばり祭り対象外分

雑費（注１） 100,000 67,888 4号補助金振替　殺菌ランプ　ほか

896,000 931,639 104%

予備費 2,288,794

　　補填金支払（注２） 44,554 第１号(４２９)

第2号（１３，１９０）

第３号(２８，５９５)

地区防災（２，３４０）

3,184,794 976,193

0 2,395,034 通帳３冊・現金 令和2年度へ繰越

3,184,794 3,371,227

（注１）宝塚市まちづくり協議会補助金の対象としている科目。

（注２）第１号：組織運営事業、第２号：広報紙発行事業、第３号：第２２回ひばり祭り

合計（⑦＋⑧）⑨

収支差額⑧

科　　　　　　目

前年度繰越金④

合計（①＋②＋③＋④）⑤

小計⑥

小計（⑥＋予備費）⑦

収　　支　　決　　算　　書

自 平成31年４月１日　至 令和2年３月３１日

小計①

小計②

小計③
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報告第2号 　　　　　　収　支　決　算　書

自　平成31年4月1日　至　令和2年3月31日 （単位：円）

「特別会計」

特別会計

「福祉部会」

収入の部

事業収入（余剰金） 1,463 地域ふれあい喫茶

前期繰越金 30,425 30,425

合計⑥ 30,425 31,888

支出の部

補填金 229 特会　⇒　4号まちづくり計画　福祉

補填金 370 特会　⇒　社協　福祉

合計⑦ 599

収支差額⑥－⑦ 31,289 令和2年度へ繰越

合計⑧ 31,888

　「子ども福祉部会」　

収入の部

前期繰越金 7,450 7,450

参加費 5,750 活動2回

合計⑨ 7,450 13,200 令和2年度へ繰越

　「文化・交流部会」

収入の部

前期繰越金 72,000 72,000 余剰金増加・補填金（まちづくり計画福祉・社協）

寄付金 11,010 コンサート3回

合計⑨ 72,000 83,010

支出の部

補填金　　　　　　　　　　　　　　　　⑩ 15,633

収支差額⑨－⑩ 67,377 令和2年度へ繰越

合計⑪ 83,010
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報告第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支決算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　自　平成31年4月1日　至　令和2年3月31日

「特別会計　環境部会」 （単位：円）

科　　目 実　績 備　　　　　　　考
収入の部
　報奨金 500,000 宝塚市　（きずきの森）
　助成金 300,000 北摂里山魅力づくり応援事業（兵庫県北県民局）
　　　〃 36,000 コープともしびボランティア振興財団
　出店料 1,500 フリマ

小計① 837,500

預金利息 5
繰越金 387,386 平成30年度　

小計➁ 387,391

合計（①＋➁）③ 1,224,891

支出の部
　謝金 16,500 講演会・学習会　講師料
　交通費 1,000 コープともしびボランティア振興財団説明会
　印刷製本費　 29,120 フリマちらしデザイン料・コピー代　ほか
　原材料費　 42,610 きずきの森整備材料　ほか
　消耗品費 424,093 各種替え刃・ガソリン・オイル・インク代　ほか
　備品費 82,633 ラミネーター・チェーンソー　ほか
　修繕費 127,794 整備用備品（チェーンソー、運搬車）　ほか
　保険料 6,538 フリマ行事保険　ほか
　その他 1,000 県森林ボランティア協議会　会費

小計④ 731,288
　補填金 22 特別会計環境部　⇒　第4号まちづくり計画環境部

小計⑤ 22
合計（④＋⑤）⑥ 731,310

収支差額（③－⑥）⑦ 493,581 令和２年度へ繰越
合計（⑥＋⑦）⑧ 1,224,891
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報告第２号
　　特別会計

「雲雀丘浪漫委員会」 （単位：円）

実績 備考

収入の部
イベント収入 58,700 ひばり祭り

記念誌売上 117,100 115冊
預金利息 2
繰越金 456,671 平成３０年度

小計① 632,473
支出の部
印刷製本費 64,578 会議資料・チラシ等

借上費 5,200 通常会議会場　借上費

小計➁ 69,778
記念イベント事業 117,540

小計③ 117,540
合計（➁＋③）④ 187,318

445,155 令和２年度へ繰越

632,473

　収　　支　　決　　算　　書
自平成31年4月1日　　至令和2年3月31日

科　目

収支差引（①-④）⑤
合計④＋⑤
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報告第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支決算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　自　平成31年4月1日　至　令和2年3月31日

「地区防災計画活動推進委員会」 （単位：円）

科　　目 実　績 備　　　　　　　考
収入の部
　助成金 500,000 宝塚市総合防災課

小計① 500,000

補填金 2,340 事務局　⇒　地区防災計画
小計➁ 2,340

合計（①＋➁）③ 502,340

支出の部
　雑役務費 820 振込手数料
　備品費 497,934 カセット式発電機・物置・水シオンランタン　ほか
　消耗品費 3,586 つるはし

小計④ 502,340
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  報告第２号

現　　金 248,905

31,289

13,200

67,377

事務局 137,039

預　　金　(注３） 3,196,731 次年度繰越金 3,445,636

りそな（環） 0 31,289

りそな（環） 493,581 子ども福祉部会 13,200

池田泉州（浪漫） 0 文化・交流部会 67,377

ゆうちょ（浪漫） 445,155 環境部会 493,581

ゆうちょ（事） 859,120 　　雲雀丘浪漫委員会 445,155

池田泉州（事） 1,019,740 事務局 2,395,034

関西みらい（事） 379,135

3,445,636 3,445,636

その他　環＝環境部会　浪漫＝雲雀丘浪漫委員会　事＝事務局

上記の通り報告いたします。

コミュニティひばり 会長

事務局 局長

会計

金　　　額 科　　　目 金　　　額

福祉部会

福祉部会

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会

子ども福祉部会

貸　借　対　照　表

令和２年3月31日現在
（単位：円）

資　産　の　部 負債・剰余金の部

科　　　目

合　　　計 合　　　計

令和2年4月11日

文化・交流部会

松原　孝彦　

松山　潤一

三島　基道

22



 報告第３号 

 

令和元年度会計監査報告書 

 

 

 

令和元年度、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）の収支計算に関連する帳簿、証憑等の監査の結果、公正妥当と認

めます。 

 

 

 

令和２年 ４月 １４日 

 

 

 

                  監 査     名嘉眞 朝敏    ㊞ 

 

 

 

 

                  監 査     藤本 輝彦    ㊞ 
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 　第１号議案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新役員候補者承認の件

新役員候補者氏名

定数(名） 候補者　氏名（順不同）

1

1

　長榮　浩一

　川畑　遥香

　鈴木　邦光

　後藤　秀樹

　田口　欽也

　梅田　美佐子

1

1

役職名

会長

副会長

事務局長

広報

会計

庶務

監査

　松原　孝彦

  山本　慶一

　松山　潤一

　三島　基道　

  神村　由希子

　宮本　加奈美

　名嘉眞　朝敏

2

2

　松山　潤一
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第 2 号議案 令和 2 年度 事 業 計 画（案）① 

令和 2年度コミュニティひばり事業計画の基本方針（案） 

・コミュニティひばりの基本事業計画 

・今後の懸案としては「2つの自治会連合体」が有り、行政への要請力も多少減少され大き

な課題と成っております。ついては、近い将来には 2つの自治会団体を 1本化する事を考

慮しながら「まちづくり計画」を推進する事を認識して頂きます様にお願い申し上げま

す。 

つきましては、今年度の重点事項は昨年度に作成した「地区防災計画」「まちづくり計

画」を基本として、地域住民の方々に認識して頂き各人がまちづくり協議会の会員で 

有る事を再認識して、コミュニティ活動にご協力賜りたくお願い申し上げます。 

1）各部会の事業計画の推進。 

・事務局・福祉部会を始めとした、各部会毎の事業計画を推進する。 

（各部会の推進状況は事業計画を参照下さい。） 

2）事務局としての懸案事項。 

・昨年度には会議室およびコピー機・印刷機の利用促進を掲げていましたが、印刷機の老朽

化の問題も有り修理等で推進出来なかった事も発生しました。新年度には「新規購入・リー

ス化」等を提案致します。（助成金の活用も検討します。運営委員会で決定します。） 

・広報としては、昨年度と同様にコミュニティ内での「行事・懸案事項・報告事項」等を迅

速に発信致します。 

3）第 6次「まちづくり計画」の検証について。 

・昨年度に纏め上げた、宝塚市の第 6次総合計画の「まちづくり計画」を推進する。 

（基本として既存する各部会毎に進める。しかし、新規の項目には別途に進める。） 

4)「安全部会」からの提案事項。（通称ヘビ坂への防犯カメラの設置要請。川西市経由にて

お願いする予定。）とする。 

5）現在の状況の様な「非常事態」が宣言された等の時点では、会議も出来ない事も 

考慮し「書面議決」等を規定に追加する。 
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第２号議案　  令和２年度事業計画(案)② 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　令和2年5月開催（書面評決実施）　
＊運営委員会　8月を除く　月1回　第2土曜日の開催
　　(状況によって非開催を決定する)
＊役員会　8月を除く　年間数回　開催随時

2
＊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

3

4

5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊印刷機購入に向け、兵庫県補助金申請手続き

＊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

＊新型コロナウイルス対策において、実施できないことを了承の上、作成しております。

＊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

＊しんぶん発行
９５号・９６号・９７号・９８号の発行（各号　3,500部）
＊ブログ記事掲載　年24件程度掲載

事務局「その他」

組織運営
定期総会・運営委員会の開
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
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第２号議案  令和２年度事業計画(案)③ 福祉部会

①　開催回数　年間２回程度

②　目的　　    年度初めと終わりに活動内容（計画・報告）の確認

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１回

②　目的　　高齢者・障碍者への合理的配慮を考える。

③　内容　　合理的配慮をそれぞれの立場で考え、意見交流する。

①　地域ふれあい喫茶（思い出の歌ひろば）　月１回第４水曜日　年間１２回

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　まつがおかサロン　　　　　毎月　第２水曜日　年間１３回

④　ふじガ丘ふれあいサロン　毎月　第４水曜日　年間１２回

⑤　長尾台くつろぎサロン 毎月　第３木曜日　年間１２回

⑥　山手ふれあいサロン 毎月　第２・第４土曜日　年間２０回

⑦　サロンつつじ 毎週　月曜日　年間４０回

⑧　ふれあいテラス 毎月　第２水曜日　年間１０回

①　グループ　”緑のこだま” 随時 年間３０回

➁　”食”の会ボランティアによる「高齢者食事会」　　　年間１２回

①　健康相談の開催　　健康センターより講師派遣　　年１回ひばり祭り

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　昼食会：サロンつつじにて　毎月第１回月曜日　年間１２回

④　いきいき百歳体操：サロンつつじにて　毎週月曜日　年間５０回

⑤　歩こう会　　木曜日　年１６回

⑥　乳幼児栄養相談：ひばり子ども館にて　毎月第２・４金曜日　年間２４回

①　講演会・ミニ講演会　年間２回

①　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

➁　宝塚市社会福祉協議会主催の社会福祉大会・サロン交流会等の参加

③　いきいき100歳体操：花屋敷荘園自治会館にて　毎週金曜日　年４６回

④　いきいき100歳体操：ふれあい会館にて　年間４６回

⑤　その他主催の会議・催しに出席

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

　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
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子　ど　も　福　祉　部　会
　

①　開催回数　 年間　3　回　程度

②　目的　　　　 子どもに関する福祉の向上・児童の健全育成

③　内容　　   　　・情報交換や交流と情報の提供　　　

　　　　・子育て支援(ファミリーサポートセンター事業の紹介）

　　　　・課題解決に向けての活動

①　放課後子ども教室　「坂っこひろば」支援

②　子育て支援　雲雀丘倶楽部での出前児童館支援

③　子育てグループ支援　”さくらの小径”　

①　講演会・研修会・の開催　

　　・全体会・ネットワーク会議の開催時に研修会・ミニ講演会を実施

②　夏休み宿題ひろばの開催

③　カレーランチの会

④　たからづか寺子屋事業「たけのこクラブ」実行委員会への協力

　放課後子ども教室   年間１０回　　長尾台小学校校庭にて

　（坂っこひろば） 　　　　・放課後の子どもの居場所づくり

①　出前児童館

　　　　①　雲雀丘倶楽部和室　　毎月第３木曜日　１０時～１２時

②　宝塚市立子ども館の運営　

　　　●　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　および　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の派遣（明星・斎藤）

校区の民生委員（主任児童委員）として運営員会に参加

　　　*第６ブロック子ども館協議会理事（河野・山内・長榮・山村）

③　キャリアアップ相談（教室設置や起業・再就職に向けての相談）

①　３世代交流事業後援　　　年1回　 　　（共催　市立ひばり子ども館）

焼き芋の会、餅つき大会のいずれか

②　放課後子ども教室（坂っ子ひろば）への協力

③　たからづか寺子屋事業「たけのこクラブ」実行委員会への協力

④　市や社会福祉協議会主催の講演会・会議への出席、参加

　子育て支援

①　開催回数　 年間　２回　程度

　　　　・授業参観日にあわせ「坂っこひろば」の開催

　共催・協働事業

その他の活動

　子育て支援
青少年健全育成

②　目的　　　　　　・ 相互支え合い事業　（子育て支援他）

③　内容　　   　 　・　当事者の方を招いての交流会の実施　　

　市より指定管理を受けている第6ブロック子ども館協議会の運営に携わる

　グループ活動支援

第２号議案　令和２年度事業計画（案）④

活　　動　　内　　容活　動　名

全
体
会

ネット
ワーク会
議

まちづくり計画の個別施策
に基づく具体的な活動

　　　　　　　　　　　 ・　ミニ講演会・研修会の開催
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活 動 名 活 動 内 容

1 定例部会 第3土曜日（2ケ月に1回の予定）

一昨年度に各自治会様の協力を頂きました
が、赤字財政を理由に長期間必要との事。

2
長尾台小学校への「車いす用のス
ロープ」の設置を促進する。

今年度は市会議員殿の協力を得て実用化に促
進する。

（小学校は災害時の指定避難所の為。特に障
害者の方にもご利用頂く為で有る。）

3
ふじガ丘地区で重大災害時の、緊急
避難道路の確保促進について。

市の財政難により早期の避難道路（橋）の設
置は、長期間を要するので時間を掛けて対応
する事とした。

4 防犯カメラの設置要請の件について。

2年前からの懸案事項と成っている、ヘビ坂
（通称）に関して通学児童のみでは無くて通
勤・帰宅時にも利用される住民の方々の安全
を重視して、今年度中の設置を県・市の助成
金を活用して促進します。（県・市の助成金
は各8万円残りはコミュニティの予算からを
予定。本件は「コミュニティスクール」とも
共同で進めます。）

5 通学路の配備促進について。

昨年度分としては、小学校前から阪急バスの
「長尾台バス停等」についてはグリーン塗装
をして頂きましたが、今年度分としてつつ
じヶ丘地区の「点滅信号の荘園側」にグリー
ン塗装を要請する。

6

通学路の「雲雀クリニック～雲雀ゴ
ルフ場」へ通じる、1部分の道路改
修要請について。

昨年度にも要請してきましたが市の財政等の
件も有り改修出来なかったので、今年度には
実施に向け促進します。

7
阪急電鉄「雲雀丘花屋敷駅」の宝塚
方面の高架橋の、「かさ上げ等」工
事要請について。

本件は緊急車両（救急車・消防車等）の通行
に支障を来しており、地域住民としては長期
に渡り要求をしていく。

第2号議案　令和2年度事業計画(案) ⑤　安全部会
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第２号議案      令和２年度事業計画(案)⑥

《市街地環境に関する活動》

　　

《きずきの森活動》

○整備活動の継続実施

○イベント 　

○環境学習支援

○自然観察会

○グリーンウッドワーク

○バードカービング

　

○ハーブ園

＜地域の環境保全に向けた取組み＞

活　動　内　容活　動　名

生物多様性北雲雀きずきの森戦略に基づき、市の

「北雲雀きずきの森緑地環境整備事業」５か年計画の進捗にあわせ

活動をすすめる。

　１１/２２　第３回「森のワークショップとフリマ」

検討をすすめる。

　毎月第２，４木曜日

　毎週月曜日

　毎月第１日曜日

　毎月第２月曜日

環　境　部　会

新しいまちづくり計画に沿って、活動をすすめる。

・既存桜並木の適切な保全

・各公園の適切な維持管理
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               活動名

サマーコンサート     　　　７月１２日 　☆ソプラノコンサート　　　長谷川眞弓

場所　　コミュニティひばり

　

　

サロンコンサート          　 ９月１３日　☆ピアノ演奏　　松田真理子　　　

　

　☆歌声サロン　アンサンブルシュシュ

　　　　ソプラノデユオ　嶋崎幸枝

　　　　ピアノ伴奏　　　松田真理子

　 場所　　コミュニティひばり

ふれあいサロン　　　　　１１月２９日         　 　☆合唱団　　　こーろ・あろーどら＆あろどれった

　　　　　　　　　　 ♪みんなで歌いましょう

　　　　　　   　　　ソプラノ・ソロ　　　藤原道代　

　　　　　　   　　　ピアノ伴奏　　　　長谷川いずみ            

場所　　コミュニティひばり

           

                             活動内容

第2号議案　　　　令和２年度事業計画（案）⑦　　　　　　文化・交流部会
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第２号議案 令和 2年度事業計画（案）⑧   雲雀丘浪漫委員会 

 

活動名 活動内容 

全 体 会 隔月に開催 

部 

会 

景観形成建築物保全部会 

地域の景観保全のため、国の重要伝統的建造物群保存地

区の指定を受けることが有益と考えられる。指定を受け

るには、地域内の優れた近代住宅建築の有形登録文化財

数（現在５件）を更に増やすことが望ましいことから、

住宅の所有者や文化庁などに登録への働きかけを進め

る。 

無電柱化等道路整備検討部会 

雲雀丘花屋敷駅周辺の無電柱化並びに道路整備に関す

る取り組みを整理する。 

県道 187号線の道路整備については、県・市・地域等で

構成する連絡協議会を再構成し、改善策を検討する。 

地域交通システム整備検討部会 
高齢化社会に対応する地域交通システムの導入・整備に

ついて研究・調査・提案を行う。 

旧安田邸利活用検討部会 旧安田邸の利活用について、地域の考え方を整理する。 
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第２号議案 令和２年度事業計画（案）⑨ 地区防災計画推進委員会 

 

１避難所運営マニュアル作成 

 前年度に取り掛かれなかったマニュアル作りを進める。 
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第３号議案

宝塚市まちづくり協議会・社会福祉協議会・コミュニティひばり事務局

（単位：円）

科　　　　　　　　目 予　　　　　算 備　　　　　　　　考

収入の部

１．自治会・補助金・助成金

　　　　自治会会費 200,000 自治会・ＰＴＡ年会費

　　　　宝塚市 556,000 まちづくり協議会補助金

　　　　宝塚市社会福祉協議会 222,000 福祉コミュニティ支援事業

小計① 978,000

２．事業収入

　　　　会議室借上料 50,000 コミュニティセンターひばり　

　　　　コピー印刷等使用料 260,000 コミセン　コピー、印刷、ラミネート使用料

　　　　その他の収入 330,000 電気・水道料金・預金利息・その他

小計② 640,000

合計③（①＋②） 1,618,000

前年度繰越金④ 3,445,636 前年度繰越金

合計③＋④ 5,063,636

支出の部

１．活動費

　　　　福祉部会 40,000 まちづくり協議会補助金

　　　　　　〃 115,000 福祉コミュニティ支援事業助成金

        子ども福祉部会 35,000 まちづくり協議会補助金

　　　　　　〃 55,000 福祉コミュニティ支援事業助成金

　　　　環境部会 40,000 まちづくり協議会補助金

　　　　安全部会 5,000 まちづくり協議会補助金

              〃 200,000 事務局　防犯カメラ設置費用

　　　　文化・交流部会 52,000 福祉コミュニティ支援事業助成金

　　　　地区防災計画推進部会 30,000 まちづくり協議会補助金

　　　　まちづくり計画（事務局） 20,000 まちづくり協議会補助金

　　　　コミュニティ事務局（補助金事業） 386,000 まちづくり協議会補助金事業

　　　　コミュニティ事務局(事業） 640,000 補助金・助成金以外の事業経費

小計⑤ 1,618,000

２．予備費

　　　　事務局・特別委員会・各部会 3,445,636

3,445,636

合計⑤＋⑥ 5,063,636

注：予算の額については、事務局及び各部会間で補填できるものとする。

注：福祉コミュニティ支援事業は、福祉部会・文化交流部会・子ども福祉部会の間で流用できる。   

   ＊  上記の予算案の集計には、特別会計は含まない。

令和２年度　収支予算書（案）
自令和2年4月1日　至令和3年3月31日
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