
第2号議案　　令和3年度事業計画(案)①

令和3年度コミュニティひばり事業の基本方針(案)

　昨年から続くコロナ禍の影響により、我々の生活は非常に制約されたものにな

ってしまいました。コミュニティひばりの昨年度の事業も大きく影響を受けてお

ります。新型コロナウイルスを克服した後でも、従来同様の活動は難しいのでは

ないでしょうか。当分は感染対策に十分配慮した活動を続ける必要があります。

各部会の活動も、従来と違うやり方を考えていくしかないでしょう。

以下、3項目を令和3年度のコミュニティひばりの活動の基本と考えます。

  １ 会議についてはzoom会議をさらに進めていかねばなりません。

     すべての会議が、オンラインで可能となることが目標です。

  ２ ひばり祭りについては、場所の問題、多数の人が集まり密になるという状況

     があり、今年も開催は中止にします。それに代わる活動として、私たちの住

　　 む地域の歴史を知り、魅力を再発見していく活動をしたいと思います。

     そして、長尾台小学校区全体で、スタンプラリーの実施を考えております。

     本活動を通して、新しいイベントの方向を示していきたいと思います。

  ３ 予算の執行については見直す必要があると思います。総額が決まっている

     予算をどのように配分するかは事前に十分検討することが必要です。

     例年、期末になって遣り繰りししていますが、全体の活動と金の動きが見え

     るようにしていかなくてはならないと思います。

   コロナ禍の今、今までのやり方を見直していく良い機会であると捉えて、

 コミュニティひばりの運営を変えていきましょう。皆様のご協力をよろしく

 お願いします。
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第２号議案　令和３年度事業計画(案) ② 組織運営・交流事業・事務局(広報)

活動名

組織運営 ※定期総会　年1回　令和3年5月開催予定
定期総会・運営委員会 ※運営委員会　8月を除く(月1回 第2土曜日開催
常任評議会 　 (状況により非開催を決定する)
役員会の開催 ※　常任評議会（会長の判断により開催）

※　役員会　随時開催

組織運営 ※コミュニティセンターひばりの管理・運営
コミュニティセンターひばり ※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

交流事業 ※ひばり祭りの開催・実行委員会の立ち上げ
　（ひばり祭りに変わるイベントの庶務全般）
※ふれあいテラスの管理・運営

事務局 ※９９号・１００号・１０１号・１０２号　年４回　ネット印刷
広報「しんぶんの発行」 ※ブログ掲載　記事の編集　ほか

事務局「その他」 ※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
※ふれあいテラスの登録受付・定期的な清掃
　　・鍵ボックスの番号変更

活動内容

1

2

3

4

5
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第２号議案  令和３年度事業計画(案)③ 福祉部会

まちづくり計画に基づく活動　P8　４．高齢者・障がい者福祉＜住民同士が支え合うまちづくり＞

①地域ふれあい喫茶（思い出の歌ひろば）　毎月第４水曜日　年間１２回

②まつがおかサロン　　　　　 毎月　第２水曜日　年間１２回

③長尾台くつろぎサロン 毎月　第３木曜日　年間１２回

④山手ふれあいサロン 毎月　第２・第４土曜日　年間１６回

⑤サロンつつじ 毎週　月曜日　年間５７回

⑥ふれあいテラス 毎月　第２水曜日　年間１１回

①”食”の会ボランティアによる「高齢者食事会」年間１２回　

①男性料理教室　コミセンでの継続計画

②昼食会：サロンつつじにて　毎月第１回月曜日　年間２回

③いきいき百歳体操：サロンつつじにて　毎週月曜日　年間５６回

④歩こう会　第2・4木曜日　年１７回

⑤離乳食何でも相談：ひばり子ども館にて　年間4回

①　演会　年１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（8月は休み）

②サロン支援プロジェクト参加　毎月1回

③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

④障がい者情報交換＆交流会　Zoom　毎月19日

⑤いきいき百歳体操：花屋敷荘園にて　毎週金曜日　年間４６回

⑥その他主催の会議・催しに出席

高齢者等の居場所

づくり

グループ支援

健康推進委員の活動

共催・協働事業

その他

障がい者への理解促進

のための学習会開催

活　動　名 活　動　内　容

地位での交流の促進

①福祉部全体会の開催　年1回コミュニティセンターひばり会議室（以下コミセン）

②会計の整理・監査　コミセン　（前期・後期・年度末）

③「しゃぼん玉」介護者家族の会復活　及び　認知症学習会ほか　コミセン

④ネットワーク会議　年2回　コミセン

２５



①開催回数　 年間　２　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　     ・情報交換や市などの情報提供と部員相互の交流

　　　　　　　　　 ・ ミニ講演会・研修会の開催

　　　　　　　　　 ・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

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ミニ講演会・研修会を実施

②　たからづか寺子屋事業「たけのこクラブ」実行委員会へ参画

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出前児童館への協力

　　　　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）

校区民生委員としての参加 （井上）、子ども会代表としての参加（南）

　*第６ブロック子ども館協議会理事会へ理事の派遣（河野・山内・長榮・山村）

③宿題ひろば、カレーランチの開催

④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・子育て支援）

①　３世代交流事業共催　年1回　 　　（共催　市立ひばり子ども館）

焼き芋大会の開催　（主催することになる場合もある）

②　放課後子ども教室「坂っこひろば」への協力

③　市や社会福祉協議会主催の講演会・研修会・会議への出席、参加

④　ひばり祭りへの参画

  ＊活動計画に関しては新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて中止も考えられる

その他の活動

グループ活動支援

③　子育てグループ支援　”さくらの小径”　

　子育て支援

青少年健全育成

　　　　・授業参観日にあわせ「坂っこひろば」の開催

　子育て支援

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

　第2号議案　令和３年度事業計画（案）④　　　　　　子ども福祉部会

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

①　開催回数　 年間　２回　程度

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　　

　　　　　　　　　・　ミニ講演会・研修会の開催
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第２号議案 令和３年度事業計画（案）⑤ 安全部会 

 活 動 名 活 動 内 容 

１ 定例会 原則 1/2ヶ月 偶数月第 4土曜日 

２ バス道時速 30km 交通車両への

対策について 

 

長尾台小学校安全通学路点検とも連携し宝塚市

へ道路面のカラー化を要請に向けて促進しま

す。また、該当する地区へ運転マナーの啓発活

動も継続します。 

３ 防犯カメラの設置要請の件につ

いて（通称ヘビ坂） 

 

通学路でもあるため学校安全通学路点検と連携

し宝塚市で設置・管理を要請していくことにす

る。 

４ 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） 

 

市の財政難で実現に時間を要すが、宝塚市に継

続して要請に向けて促進します。 ５ ふじガ丘地区で重大災害時の 

緊急道路の確保促進について 

６ 

 

 

阪急電鉄「雲雀丘花屋敷駅」の宝

塚方面高架橋のかさ上げ等の改

修要請について 

改修実現はかなりの時間を要すが、引き続き要

請に向けて促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 



 

 第 2号議案  令和 3年度事業計画（案） ⑥  環境部会 

 

 

  【Ⅰ】 第 6次まちづくり計画について 

 

（１） 住宅地環境の整備         

    ・学習会の開催 

    ・高木調査 

 

（２） きずきの森の活用          

    ・ア「住宅地からのアプローチがしやすい通路の整備」について、市と協議する。 

  

（３） 地域の環境保全に向けた取り組み 

・ア「環境保全活動の担い手づくり」・・・コミュニティ会員相互のコミュニケーションが図れる   

                            ようなイベントを継続的に実施する。 

   【Ⅱ】 きずきの森活動について 

          

     市の緑地環境整備事業 5か年が今年度で終了する。基本的に勾配８％までの簡易舗装園路 

     （消防車・救急車用）が一部で整備され、車いすやベビーカーでの森の散策が可能となる。 

 

     ・保全整備活動・・・ボランティアグループ「きずな会」 

                 毎週水曜日と隔週の土、日曜日  9:00～11:00 

 

     ・環境学習支援、「森のワークショップ」 

 

     ・その他 自然観察会、さざんか福祉会の農園作業支援、ハーブ園活動、グリーンウッドワークなど 

                      

 

 

 

 

 

 

２８ 



第２号議案　令和３年度事業計画（案）　⑦　文化・交流部会

               活動名

サマーコンサート     　　７月１８日 　☆ソプラノコンサート　　　長谷川眞弓

  ☆ピアノ伴奏　 上田晶子

　

　

サロンコンサート         １０月１７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

　

ふれあいサロン　　　　１１月２１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　満願寺ふれあい会館

場所　満願寺ふれあい会館

場所　満願寺ふれあい会館

                             活動内容

29



第２号議案 令和３年度事業計画（案）⑩   雲雀丘浪漫委員会 

 

活動名 活動内容 

全体会・各部会 

・景観形成建築物保全部会 

・旧安田邸利活用検討部会 

・無電柱化等道路整備検討部会 

・地域交通システム整備検討部会 

 

当委員会の活動期間が残り１年となり、各課題について

今後どのような形で取組むか、またコミュニテイ内でど

のような形で引き継ぐかなどについて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 



第 2 号議案 令和３年度事業計画 ⑨ 地区防災計画推進委員会 

 

１．背景 

 当地域では 1995 年 1 月 17 日に発生した阪神淡路大震災では全壊は無く宝塚市内のなかでも比較的被

害は少なく岩盤が強いと言われているが一部地域では 1997 年に大雨後にがけ崩れが発生し一家全員が

亡くなるという痛ましい災害も発している。 

・長尾台小学校が指定避難所となっているが土砂災害警戒区域でもあり土砂災害時などでは開設されな

い可能性が高い。（阪神淡路大震災時も開設されず）自治会によっては自治会館がない場所もあり避難場

所の確保や緊急時の体制づくりが必要である。 

・新型コロナウイルス感染拡大の終息が不透明な中で指定避難所が開設さるまでの３日～１週間の間に

指定避難所の補助的な自主避難場所の拡充を行い共助による自主防災活動を強化する必要がある。 

 

２．活動計画 

 避難者による指定避難所の自主運営を行うためのマニュアルを策定する。自治会等の補助的な避難場

所の行政側の窓口としても機能できるよう避難所運営マニュアルを整備する。また、災害発生時の本部機

能および避難所としての機能を合せた災害対応拠点とする。コロナ禍の中、避難場所の収容人員が半減す

る為、公園等その他の避難場所が機能することを確認する。 

 ライフラインが絶たれウイルス感染が拡大している中で災害が発生した場合の感染拡大策を含め自

助・共助による防災意識を高める活動としコミュニティ内で大災害が発生した場合を想定しシナリオに

基づく訓練を実施する。 

 

３．スケジュール案 

   4 月～6 月 各自治会の調査確認 

        避難場所、防災設備、過去の訓練、水の確保方法 

   7 月    当地域の地勢学的見地による防災（講座）※講師未定 

   8 月    避難所運営マニュアルの策定 

   9 月   ※ひょうご安全の日推進事業応募 

   10 月     訓練シナリオ作成 

   11 月      避難所開設訓練 

４．訓練案（日程は変更の可能性があります） 

３１ 



　　　　　第２号議案　令和３年度事業計画(案)　⑩　第6次まちづくり計画委員会

活動名

・安全・防災対策
・子どもの見守りの推進
・道路の安全対策
・獣害対策
・空き家・空地対策
・防災対策

・地域公共交通システムの整備推進
・無電柱化の推進
・重要伝統的建造物群保存地区（重田建地区）推定の推進

・地域の魅力発見
・歴史勉強会
・講演会
・スタンプラリー

・高齢者の居場所づくり　⇒サロンの継続
・地域内での交流の開催　⇒全体会・ネットワーク会議の開催
・地域でさまざまな立場の方の支え合い
　　　障がい者の理解と知識の向上　⇒　講演会開催
　　　介護者の支え合い　⇒　介護者家族の会復活

・小学生の学習支援 ⇒　寺子屋事業開催
・子どもの居場所づくり
・世代間交流の促進
・親への支援（職業の有無にかかわらず）
・人材発掘・育成
・学校との連携

・住宅地の環境と整備（学習会の開催と樹木調査）
・きずきの森の活用
　　　住宅地からのアプローチがしやすい道路の整備について⇒
　　　要望をまとめ、市と協議する
・地域の環境保全に向けた取組み
　　　環境保全活動の担い手づくり　⇒　イベントの実施
・地域ごとのまちづくり計画に関する広報全般

＊　「地域ごとのまちづくり計画」　令和２（２０２０）年３月　策定

広報

1.　事業計画に基づく活動内容「地域ごとのまちづくり計画」

全体会議

分科会名 活動内容

活動内容

防犯・防災

インフラ整備

随時開催（不定期）

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」

イベント・交流

「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」

P９
P10

地域全体で交流できる場・機会の創出

Ｐ５
Ｐ６

Ｐ７

P７

P８

P８
P９

福祉

子ども福祉
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