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日絡:令和元年6F.12臼〈日)� 10: OO~1 2 : 00 

湯所:逆瀬台小学校内 「ゆすり察コミュニテイルームj

《議題》
七報告�  

(1 ) はじめに	 〈会長〉� 

(2) rゆすりは会j新18役員後拶と� fゆずりは察りJ8穏について (ゆザりは会} 

(3) 4/20(冊、� r4F.1度定時役員会議事録JIとついて (察記)

資料� 1~2/1 ア頁 

(4) 2/13(7J<)、 3/13(*)，518(7J<)まちづくり協議会代表室交流会報告

資料� 3""'6/17資、資料� 7""'10/1ア夜、資料� 11~12/17箆(会長〉

お)� 6/28(金}、 若手織長行事参加調獲表について〈ゆすり繋祭り)活動局長〉

資料� 13 /1ア資� 

(6) r広報たからづか」径をまち協活動鴎体渇裁について	 {会長}

資料� 14/1γ 寅

{ア) 6月末「スポーツクラブ� 21ひょうごJ強化響楽について 〈施設〉

重要聖母� 15/1γ資� 

(8) 11月� 298r察民交流広場援対象とした、地滋力の強化署慎重要瀦WJ金J (会長}

資料� 16/17爽(詳しくは、兵藤県ホームページ参照〉� 

(9) 7/1初発行の� fゆザり苦穫だよりj夏第96替について (事務局長}

引絞り=6/23(臼}午後28事~午後3防 長題、� 6/19(水)1こ納おで� 6/20(木)51取り可能。� 

2.議案�  

(1) rコミュニティ協黄金jについて	 (相殺役}

{之)令犯元年度「活動澄録路成会決定通知書配布Jについて {活動局長}

一覧表叡{すく資料� 1γ/17資〉了解を求める。跨成会使用上の注意。� 

3.フリートーク

ー各自治会、管理組合からテーマ出レをレて頂君主、議論する。(会長)

・アジケート実施	 (会長)

以上



平成31~手4JJ 20 a 

逆調賢台小学校区Eまちづくり協総会� 

fゆずり業1 ミ"'"ニテイj

会長中村一緩

審理恩恵鋳笹子

[平成 31毒事4月!r)e'時役負会j議事録

日韓寺 平成31~ド4JJ20a (日) 10:00 -11:40 

場所 ゆずり業コミュニテイルーム

出席者 議決権者 :中村、宥谷、古泉、茜湾、検瀬、大事瞬、浅図、大久保、

持筒、光材、大袋、福田、農画官、山本

外山〈委任状}、橋{委任状}、篠原{委任状}

非議決権考 :速通事、湯浅、高崎、内街

行 教 :上回軍最長〈きづなづくり蜜}


コンサル{棚上大量儀所長


社協 :大償却草区担当


費量 隷 :中原所長(逆瀬JH綴織包括}

{合計 25~) 

ヲもす歳、害軽自量にあたりや村会長め挨拶と議案療の参考資料� 11J{-21表彰3患にき話会

の組織構成やコミュニティのあり方、基本方針についての隻饗事項の説明があった。

その後、ど来賓と出席者の自己紹介がなされた。

定時役員会灘宗谷の..:r2019年度定書寺役負会(総会)議案審j の審議について

資料は、議集祖f21J{!:当日配布資料6貰により、議授は中村会授が行った。

績を告第� 1"昔の� rz018年度活動報告jの全体活動は中村会長、事務局活動は石谷

事務局愛、活動支援総活動はさT集活動支援局f軽量主総明書と和¥これ会員k肱� 
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報告集2号の� f2019年Z覧会計 'II.報告j について、余計収支告発算事は山JII経

建委員主主欠席のためや村会主塾が説明を行い、重量華まは透過襲撃主遣を空交負主主適正の旨の

報告がなされ、 ここれ事ど員隊第，

議案第1号の� r2019年度役員の選任J Iこ関して、中村会主義から議案審に日きてい

る役員・委員名簿{祭)から、き皇自差し替え資料により後集。役員名簿iこ演して、

逆瀬台自治会から湯浅忠氏功浅田憲哉氏に新規交代の説明があり、本聾監察を金

員一致で決議。中村前会長から石谷新会長が決定。光村新事務局長、浅関新書

記委員、内Eお新総理護委員が決定a

調量案第2号の� f怠 019年度事業;妻十画{案)Jは、全体活動事業と司事務局活動事業は

宅Z宅事草野会秦ii主税務そして、活動支援潟活動家業4念、定身長主筆動支援局長が鋭警司令

行b¥ これを露草案通量り決嫌。

議案第� 3高まの� r2019握手度会計予算{察)Jは、� 2018年度会審十叙支決算調書の糸

民交流ひろば事黛の� 19万円の収入ど支出がなくなり他の寝巨は、ほぽ問看護ど

の中村書官会長の蹴明により原案通り決織。

以上で、笈昨春役重量会{総会)の付議すべき稼業は織了した。

以上� 
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宝塚市まちづくり協議会代表者支流会{平成� 30年度・第� 10@)議事署長善悪� 

:∞OO~1614:水)113S(年2J31尚三V-I>抵8

場所 市役所 H聾� 3-3会議室

出席者 仁川家ちづ〈り協議会線路人会長

主主塚市高笥小学絞区まちづくり協議会平石美佐子会長

宝塚市光明織減まちづく号協議会� E島村幸雄会長

霊宝塚市京成11、学校総草案まちづくり協議会加藤吉E 会長� 

3三塚市童話illまちづくり協議会 久保留洋一会長

まちづくり協滋会コミュニディ末広 重量路茂男代表

宝塚第一小学校区まちづくり協議会 中谷修会長

逆瀬台小学校区まちづく旬協議会 中約一議会長
主Z題意粛すみれが丘小学校区まちづく号協議会� 上様代表11J 
:li塚小学校区まちづくり協議会 喜多重量会長

ヲEヰ宮小学校区まちづくり協議会 よ偲総失会長 

小浜小学校長五まちづくり協議会 線本真砂子会長 

:'E毒章子宮美麗黄色指定まちづくり協議会 梅村議代表 


安食地区まちづくり協議会照本康失会長

宝塚市長尾地区まちづ〈り協議会久保問久男会長

中山台コミ且ニティ 熔中康治会主是

重宝章麗T行ill本山手持並区まちづくり協議会 (代理)保間後代子理事務局長

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会松原孝疹会長

宝Z縁干狩官室谷地区まちづくり協録会 (代理整〉二井久華日新会長

市民交流害事� o署軍部長、上回霊室長、務機議長

市民富島働推進室軍 吉隣穣f塾、山霊日係長 級

兵露草無許可)11砂紡篠 宇都幾重を、片平� 

維事費係長線11J公言図柄

笠綾子告を士会福祉法人連絡協議会 浅口、松村、ぢ結

関西総合研究所資本他 
  

OM環境告す甑研究所大森世主

主Z緩NPotンター 篤産量

傍聴‘� 10人


議事獄事喜{婆著者)� 

1 まちづくり協議会代表者交涜会議事者既獲への代表者名の書記事監について
市民協働宇佐通事録よ争、{弓記載につL、て検討蓄とお単語いした。マ検討の結果、同議事概要� ft包席

者j著書に、出席したまちづくり協議会の名称、代表替の氏名及び役職問就すること、抗、

代理出席め場合は、代理E殺の氏名及び役議会総殺するこkとなった。� 

2 君主様子軒まちづくり協議会代表者否定総会{平成� 30年度・第� 8回}ワークショ� yブのまとめ

及び照交滋会(平成� 30年度・第9翻}殺事者証重要の篠宮草

各ミ主ちづくり協議会代表者により、宝塚市まちづ〈り協議会代表者交流会{平成� 30年度・

害事思叡)ワークシヲツブまとめ及び筒交流会{平成� 30年度・雪臣官自)量産響機重要の猿認が行

われ、ホームページへの公際が承饗された。なお、以下の点について修正があやた。� 

i修正点]

く察官応議事概要〉
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. 2ペーヅ� 35行関((1-えな号]の� L':ま組)


吟� f見百まし部会jを� f免蕊し委員会J Iこ修:iE。

，出席者機


吟上総1の決定に沿って修廷。
 

3 均域ごとのまちづくり計画の見臨しについて� 

(1) 針磁の取組主主君主・予定者事の絡をき� 

i中山台1

アンケートが完成。� 2/1号線切E 図収司監は� 10%。現在はまとめ作費量中。

元々の計百磁の内容にについて復潟安発表ねて義務している。


[小君主3
・ アンケート集計終了し、現在i主3まとめ作業中。

アンケートの取扱い方法について、見通草し会議に参叙しているメンバ…に対して改め

て潟知予定。

[すみれ1
 
lJl宋にアンケート翻奴終了し、現在はまとめ作業<P.
 
2月末iこプロジェタト会議事ど実施予定。


(~小 1
アンケートを小学生、中学生、百時五芸会に5篠弘衡i窓会の回叙率は� 5母%。
翼連1苫会(fJアンケートに基づき、翼連尽の方との交流会を~弘
今後は今まで上位てきた意見をブラッシ品アップすることに跨務をかけてL、<.� 

iすえなり� 1 
1/10 Iこ小学主主主のまち歩きを行いもその当自に小学校� 5・8年金三にアンケート役実施。

集計結果は学校にまkめてもらったものを潔いている。� 

2/21こ第� 1分科会事ど繍儀。現行の計磁から残すもの、A1Jるもの、作り直して表現を変え

るものの選択をした。� 3/2の第一分科会では、白地図を使用し、現行の告す甑に記毒監され

ている場所を特定する予定。� 

2/24に雪窮乏分科会を開催予定α� 

i光明1
小学校5・6年伎のアンケートを� 1Jlに実施.lel収も完γし、現主E処理豊中。

絶滅のお治会と?ンション管環総会に対するアンケートについては、� 2Jl，絞までに悶l院
予定e

阪治会やすンション管纏絡会との認し合いの講話を設ける予主主。� 
I重富山}� 

1127槻催の第� 5図の策定委録会において、アンケート結果の報告、� IX望艇の提示、� 3ま3l
ち歩舎の結果をまとめたすツブを察庁、し、認しそ奇いを行ったa 

“ 2124機催予定の次官奇策定委員会においては、主主体的な取り総みについて費量り下げるた

め、綴祉と子資て支援について話し合い令する予定e

{発布1 
1/7の役員会にで、 fこんな暮らしがしたい、完布がこんなまちになったらいいのにj

というようなテー?で役員辞書士で認し合い安行った，� 

2123 Iζネットワーク会講義を実施予定。テ…マは?との家ちのいいところ、気になる� k
ころJ Q 

3 J'Hこ、アンケートの内容やネットワーク会縫で務理聾された内容について~害事会で意見
交換を行う予定。� 4Jlには新メンパーによる検討会も薬草臨していきたい。 

iひばり� 1
・ アンケート回収惑は君主体で約� 30%ぐらい。� 

• 3/231こ全体的なまとめを案書隠し、今後はそれを各都会に分けていこうとしている。

地犠牲を迫害議して検討を進めていく。
 
[3苦倉1
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ー 安倉の未来'a:考える会のゆで取ったアンケートのまとめをコンサノレにお願いしている

ととろ。
需品方弱の意見そ集約したものを作ろう� ξいう意織は署長まってきているe 

I山本山手i
実行委員会では、アンケート惑と基に、款の計量五に入れるべき漂癒をiJテゴヲ…百Ilに選

別する作業令機始a アンケートで庄笹i約Sこ態見の多かった交通関鰯と筏災から作業を

始める予定お� 
3月からまちさ辞きを喜善始予定。宝塚市に住み始めて数年のメンバーが多いため、アンケ

ートの自窃閲容の内容を緩査するためにもまち歩きが必要という意見があり、実意義す

るごとととなった。

【ゆずり妻鹿i
計磁の原祭を全住筏iこ配布する予定令

今後は統一フォーマットの書記量産について考えていく。
篤齢化率が約� 45%のため、地域主義勤に実守する何らかの対応が必婆と考えている。� 

[-d'J 
1月まではプ口ジェタトチ…ムの1アメンバーでアンケ…トや幾重量会等進めてきたが、� 

2flからは議会主義中心にまちづくり計衛作成告と進めていき、役員会でバックアップして

いく形役取る句

プロジェクトチームの今後の役言語について、� 2/18に話し合い告と行う予定a 

i重量尾1
アンケート結集を各部会に諸説号分ます、� 3flの中号室までにを童書守してもらう予定。

アンケート1/)回収教はインターネットの分含めて約� 300連主主主狭い、信号がないなどの0

ハード言語の意見が多いG

{高軍司}

賓室4と対して惨さんから主総てきた予衝を警察らし合わせながら進めている。� 
2/8に符内長野市との苦主流会に参加した，がI内長野市の立'jk も1奇じような点に問題意織

を持っていることが分かった。� 

H二!!ll
 
2/11 Iこ委員会会事翼線した。

現状、あまり進んでいない。今後、新たな役員の中で進めていく。


{宣言谷} 

3つめ分科会iこ分かれて見渡し安干すっている。第� 1分終会で安心・安全、第� 2分科会で

文化・教育、第� 3分科会で量産業・療報誌という夜自身挙げて計量原告とま左めている� 早いa

ところでもう� 3回g、遅いところで本目立を翌日夜祭施。� 3)械の中罪悪夢普通量まで、それぞ

れの分科会?進めでいく斉容を取っている。その後、� 9fl*までに全体在宅なまとめをした
い。項隠主主多いため、むう少し絞り、深めていく。

[末広l
安心・安念をや心にするどいうことで、災害対策に関する倹討についで� 12月に実施。
ミまた、防犯に隠する検討について主/習に実績。

アンケートだけでは絡をやちたいのかという織かい審草分まで分からないというのが亙

重工なところであるため、� PTAを中心としたワークショップを行い、海度誌めてもら

おうと量考えている。

企業(/)方々に対するアンケートを実施し、企業左しての希裂があるかを議認する予定。
{美鹿3

アンケートは、子ども、子育てt世代、一般向けの� 3議類を作成し、実績中。対象のま草

寺認としては、学校については小学校 5 年生とその哲帳簿者~対象、よ子育て世代について
はPTAや主弘前児童ま聖書の東u護者のを対象、一般I却すについては、� a治会やぞ人クラ
ブ、サロンなどの方を対象。� 2 J寺井正までに回奴し、� 3 J苦から今まで役負で認し合ってき

た内容も会めでまとめに入っていきたい。
協力いただけていない自治会がある点ぶついて悩んでいる。� 
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(2) 意見交換

・� 3まち歩きの案書軽を考えている。まち歩舎を爽自主したことによる収績なe.'があれば教え
てほしい。

→各地撲に鉾しい1iがいるので、慾主主に詳しい方から経路提供いただけるこkで、その
情報を金持務車で尖有することがで考る点が良い。

→小学生とそ子ども安全マップをと用いてまち歩舎を実絡した。昔話回の計磁に語審かれている

ところがどこなのかということを実際に歩くことで線図とひも付けることができる。� 

4 FM宝塚ご出演� (4巡1"1)について

市民主事備後進言集よ号、配布賢官事与に基づき、� FM宝Z奇麗ごt伝言葉予定時務及びテーマ{まち篠の
活動紹介}について復祭し、了承された。� 

5 	地域活動きずな研修について

市民協働尊重進錬よ号、黄色域活動きずな研修のご協力に対するお礼及びアンケ…トのご協力
についてお願いした。� 

6 	ホームページ� fみんなのまちづく号協議会ポータルサイトiの改修について
市民協線推進審員J:号、配布資料に基づき、{湾改修について説明した。� 

7 	市民協働推進緩からのお知らせ{欲望際� 9)

下記(1)-(むについて、資料費~J語いるなどして嫌知したm
(1)市民とお長のテ…ブルトークについて	 “ 


関骨量予定時期について決定した。

[劉骨量予定書寺刻1
 
201吉年6.F1:潟司、光章号、すえなり
 
2019年� 9 .F1:~恵袋、小君主
 

2019年� 12 .F1:仁川、良元
 
2020年� 2月:安倉 
  

(2)市民活動促進交を量事業について� 

(3)靖証書車カルテ〈平成� 31年� 2)司更新貴重}の提供について� 

8 土砂災害事~1l:t訟にき毒づく念砂災害特別轡費量区域等の指定について(次第 7)
♂護側 )11秒間崎市縄 問 抑 制 資 料 噛 づ き 、 時 一 糊し�  

9 	 ほっと惑い、んネット宝塚について(次第8}

合計ご?会福祉法人逮絡協儀会より、配布船子� fほっkかへんネット宝塚』について醐� 

10 その俄

特に々し。� 

11 	 今後の籾程

次@]S書寺:平成� 31年� 3 .F113 B (水) 18: 30-20 : 30 

場 所:市役所� 3硲� 3-3会議集 
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支塚市まちづくり協議会代表者交盟主会{平成� 30年度ー第� 11殴〉援事概婆

日時 平成� 31年� 311訪日{水)� 18: 30-20 :30 

場 所 市役所3隊� 3-3会謹農家

出席者 仁川まちづくり協議会総昭人会長

宝塚市高司小学校区まちづくり協議会平石美綾子会長

宝塚市桑元治区まちづくり協議会 中義照会長

宝覇京市光明地域まちづくり協調書会 信村幸雄会炎

宝塚市未成小学校地緩まちづく号協議会 加藤官官三会長

宝塚市富山まちづく号銘議会 久保留洋一会長

三をちづく守協縫会コミ品ニテイ末広 重量偲茂男代表

宝縁第一小学校区まちづくり惨畿会 中谷修会長� 
i逆瀬台小学校長Etまちづくり協調事会 中村ーま整会長

宝塚市すみれガ丘小学校区まちづくり協議会 川上機代表

宝塚小学校長Eまらづくり協議会 喜多般会長

ヲ窓布小学校区まちづくり協事援会 上f謀総夫会発

小説主小学校区まちづくり協議会藤本真砂子会長

支塚市築後地域まちづくり協富雄会 梅村論代表

安倉地区まちづくり協議会 関本康夫会長

宝塚市長長草地区まちづくり協議会 久保問久男会長

中山台1 ミュエティ 線中療治会長

盟主量挙市山本UJ手地区まちづくり協議会 ，鴨川議参代表

主主塚市祭尾台小学校区まちづくり協議会 松原孝彦会長
宝塚市西谷地区まちづく号協議会小中和主会長 

市民交流篠 宮家害事長、土.盟議長、童話披銭授

市民協働推進篠 宮向型軽重量、山国係長鋭

自首務総合研究波宮本総 
  
OM環境針磁研究所大森他 

宝塚NPOセンタ- N思議


傍軍事9人


議事療事喜(望EE幸)� 

1 ~軽量市まちづくり協議会代表者交流会(平成 30年度ー費Uo箇}議事概要撃の確認
各まちづく号協議会代表者によか� 3宝塚市まちづくり協議会代繁華手交流会(平成� 30年度・

第� 10殴〉翼監察領事警の確認が行われ、ホームページへの公害号車1承認された。� 

2 平成� 31年度� (201吉年度}のまちづくり協議会代表者交流会の開俄日程について

問書畿理事については� [10 その他jで意見交換を行うととどなった。決定内容については、� 

rlO そのま弘J Iとま号電まのとおり e 

3 	平成� 31年度� (2019年度〉の新康長・襖艦長の湯任等について

配布資料に基づき、意見交換を行った結糸、以下のとおり決定した。
 

• [3 つのまちづくり協議会ごとに躍主張 l 名、獄痩後 2 名のま十 3 ;ß~選任する j という基準
にのっ.J.:IJ，平成� 31年後� (2019年度)t;t、主主採取光明地域まちづくり協議会、宝塚市来

成小学校地域まちづく号協議会、宝塚市E富山まちづくり協録会から� 34'.を選出守る。

・5月の代表者受流会の穫量量・� 5静l座長については、現在の座長・画面i座長が僚任し、� 6J1の代 
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表者交流会より新実革委・善幸i童基長場選任する。

・5月(J)代表者交流会につい℃は、代表者交流会事韓儀白書寺点の会祭・代表が尚療する。� 

4 英語繊ごとのまちづくり鈴磁の見書室しについて� 

(1) 計磁の取総状況・予定等の報告


{光明】

小学校 5 ・若年生にアンケートを 1~ に実施し、僚級及び処E穫を終えた。記述式のアン
ケートについてしっか号議いてくれていた。� r地主義のliたちが毎朝免守りに楽てくれ

ている。積機約に耳元り級んでいるj 賓の意見があった。

自治会やマンシ認ン宅奪還組合との話に懲り組んでいるが、絡し会い令することで今ま

で気付けなかゆたことに然付けた。

[すみれ1 
2)寺東までにアンケートを殺事まとめ、� 2月末のプ口ジェクト会織に報告したの選択絞

のものはグラフ{むし、¥!:I痕重量免についてはリストにまとめて紹介したa 自由1重見が非

常に多くまとめるのが簸しいs 今後どのように進める地サPし闘っている。選択般のア

ンケート総集在中心として話番ど進めつつ、自由意見についても忘れ子検討する。

これから 1 か~くらいで骨子となる審草分を決める予定。 

i小普通3

アンケ…トの集計は終了。

子どもの書室兇を廷に、� 3つのテーサに分けてワークシmップを実織した。
 
3. 4JH主党直し会費量l立案通臨しない。 5~ から具体的に渋磁をまとめていく。 

i中山台l
アンケートの堅苦i奴率は� 10%。翼民費十Iま意書了。� 70代のままの回答が一番多かった。� 20-総

代の図答が後端iこ少ない。若い方(J)j重見がもれていないかと考え、各幼手量豊島・小学絞・

中学後のPTAの方-a"t炉心にご意見を途加でいただきたいと考えている。� 

4 月以降i立基本図様変決めていきたい.3~末から具体的な包様及び活動について認め
ていく。

{すえなち 1 
3/2に第一分科会告と実施.� r安全で快適なまちJtr街並み・3ま織の美しいまちjの7'-"'1'を

担当。次回は� 5/11.異体的な殺り組みに書事かれている内容について襲撃図に君事としたも

の寺発表してもらう予定。� 

2/24 Iこ第二分科会-a"実施。� f健康で心主主ふれあうまちJr心豊豊かに安心して毒事らせるまちjを

穏当a次密は� 4/20.社会福祉協議会のネットワーク会話量と合間で進めていく。

過去の将来像や3基本綴様~ベースにし、過重量の計画の主主体的な取り組みの見直しから通事め
ているu 殺終的にできあがった具体約な取り緩みを踏家えて、釜本目擦を見躍ます。

{宣言以11 
2124に第� 8厨策定委員会を案策。災生委員の研修を室長ねて、文化交流と地嬢福祉につ

いて話し合った。アイデアとして、� E雲港島サロンを作ろうとか、インテル…シブ教育

の認があった。� 

のそ予定。防災や環濠会中心に実踊話予定。4/28lH立11次

{宝小}

ワ…クショッブ形式で実絡している。~で第 10 !!きとなるe

中身については、� 1っす縫っ見詰差し、ブラッシ旦アップすることに時僚をか付ている。� 
I売布1 

2/231こネットワーク会援を翼善策した。このことを跨まえて部会や役員会で検討した際、
感場所づくり、参加の織づくり、重量いの場づく号なl!の誘が出た。五長た、どのような

こと令するのか、呼びかけはだれがずるのか、どのようにしていくのか、棒談窓口を

どのように穀けるのかなどについて話が出たe

華町メンバーとの討論として、重量談会の実織についての滋も俄た。

!ゆず号業I 
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3/1告に役員会合実縫. 4120 に総会 ~IT うため、総会議案審?とまちづく早計灘克復し後
の原費者安明示する予定。� 

iひiま号]
アンケートが聖患ったa 現夜、まとめ作業εT.3/23に全体的なまとめを出してもらい、

各総会に議選りさ当てて今後検討す『る予定。検討結果については、自治会iこも兎てもらい、

銭安をもらう予定G 

1待問かけて小学校に通q ている子がいる。近いためJII官富市の小中学校に湧いたいと言

っている人もいるa

=コミ品ニティ・スタ…/レについては、平成 31年度から長尾台小学校区も実施する。

[安倉1
役員会の中で、免複し作業を行っている。アンケートは� 50%程度の回収率。中学生対

象のアンケートでは繍かい重量免も出ており、大事もこしていきたいe

事業所も含めた中で、後カしてもらえる案件は協力してもらえるよう進めていかない

といけないと考えている。� 

i宗万~J 
3/91こまちづくりま十麗革委主主会を実施。
アンケート内容や翌~Iこ纏り下げるためには連安い人たちの窓見を捌く必要がある s 若手
告と入れてワ…クショッブを行い、まとめていったらどうかという意見があった。また、

王左翼韓iと対してもアンケート安実施し、企業量の重量肉も入れるこ左が決ま宣した。� 

I長足}� 
12月iと各部会にアンケ…トについて集計をしてもらっている。� 4Jl領には今後につい

てお途がつく予定。

{高高言Jl 

3/61こ現行委十磁について見箆しが終了した。免疫す中で出た意見をまとめているところ。

愈見がまとまったものや見ながら今後は進めていく。

({二jiil 
3/20の会事誌では、防災そテー，，'こした悶擦を設定し、ぞれの意見令取りまとめる予定。

(J'1ミ元1
小学生やPず� Aや段治会へのアンケートiま漢夜間1股φa
各事業所はいろいろな形で様々な業種がある。あ号とあらゆることを考えていける可

能性がある。どんな分野においても地域の事業所のカを借りて、新しい事業展開やき晃

夜の害事業の強化そしていく。既存の事業所告といかに漆携するかが大きなポイント。

{-小1
ヅロジzクトチームにてこれまでのまとめを干すった。

意向叙援護総査結果事量管などt"配布することそ考えている。ブロジ;r.クトチームの:::Tア

メンバ…以外の1;にどう伝えていくかということで、まず、� 3123の役員会及び務議委

員会で意義明する予定。

報告子資料の内容としては、個人情報になる部分は考慮して求とめている。
まちづく啓治華麗見夜しの作業の中間報告がまとまった。

[費量産}

アンケートi土、小学後� 5年生� 2クラスとその保護者、� PTA、自治会、そ入クラブ、

子どもの出前児重量宣言の子脊て世主代の1;などに語c;f柄。 
3/13でアンケート劉収終了。今後まとめそ行うていく。� 
3/14にネットワ…ク会織を行う。デ‘サは雪量もが望者心して伎める線機弘特別交援学級

の保護者の方にも入ってもらい、身体障碍者の方も含めて機後で何ができるかという

訴し会いを行い、まちづくり計商に反映したい。指定避難所が十分に使えない点につ

いても著書し合いを行』¥2まちづくり計額に反映したい。� 

t主主宰事1
 
3つの分科会に分かれているのその請書援する会として幹事会会設定している。
 
4月の幹事会では、ピジョン妥結り合い、大きな緩念の統一告とIIDる。
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5Jlの総会でゆ襲警報告唱と行う予定。

ブヲートーキング形式で進めている分科会がある。

・住民サイドで作成したφ長期計衡の一部告とまちづくり針磁iこも反映していく。
[~本山手1

華字年度からアンケートを取ってお号、その結果をまとめた。その結果に感づき、具体

的必察側が出てきているので、実擦にその現場に行き、自視機認を行っている。また、

先週、平空宇~経でまちさ惨さきを実施した金金吉総会を実際に免て把優していく予定。 
(2) 意見交換

地主主ごとのまちづくり許商の内容として、他のまちづくり協議会.!::調達するむのが出

てきた場合、それぞれのまちづくり協議会で識懸の上、盛り込んでいく。� 

s 平成� 31年度� (2019年度)まちづく暫協総会代表者の個人情報の祭供依頼iとついて

市民協働推進官製よ号、配布資料に義づ念、� f宝塚市内まちづくり惨議会代表者氏名優位所

一賞者監jの作成のため、問領人情報の緩徐依頼告と行った。� 

6 	平成� 31年度� (2019年度)渓らづくり協議会鎗助金の槍助対象銭安について

市E主主島働推進課よ号、配布資料に基づき、間補助対象経費の変更点などについて説明した。� 

7 絶滅活動きずな研修について

市民協働機通車線より、アンケートの締め切哲に療する湾周知及び寺完成� 31年度� (2019年度)
の間務鯵へのご協カのお願いを行やた。� 

s 書官会活動への子行機員の参淑について

市E走路働推道義務長よ号、配布資料に蕊づt君、平成� 31年度部会総数への子行機良の参加(新規)
に係るアンケートについてど銘力のお緩いを行q た。� 

g 	市民協像機進課からのお匁らせ

下記(l) ~(6) について、資料愛用いるなどして慰安臼した。
的	 FM宝塚出綾子予定


平成羽生存� 4Jl (縦波日調理監中) 仁川まちづくち主義綴会

平成� 31年� 4月� 15訟法} 窓塚市高雲寺小学校区まちづくり協織会
 

(2)市民.!::市長のテーブノレト…タについて� 

(3)市民活動促進支援事業について� 

(4)重宝興協だより� f芽生えJについて� 

(5)主主慮深� r2019年度級事場北安夢づくち応援家業Jについて� 
(6)赤十字� rl¥lj災セミナ…j の療器撃について� 

10 	 その委主

上音色� [2 平成� 31年度� (2019年度}のまちづくり協議会代還を者受流会の務倦臼穏につ

いてj について、配布資料に基づき、語意見交換を行った結果、平成� 31年度� (201程修.!t)

については、� 4Jlと 8Jl惑と除く年 1寺霊祭、毎月第� 2水曜日の� 14 :∞~16 :00の跨鰐で療催
十ることとなった。� 

II 	 今後の日程

~[!!J日時:平成 31 年 5 月日隠(;;j() 14: ∞~16 :00 
議議 所:長特定� 
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令和元年度第� 1阻まちづくり協議会代表者交流会

白書事:令穏元年� (2019f李)5月88<:*) 148事α3分~16時α3分
準語ij:市役所3鰭� 3-3会議釜� 

1.人事軍事望動i乙伴う喜重量亀の依覇軍についてく市袋路傍縫進課)(5分〉� 

2.宝塚市まちづくり協準会代表筈受流会〈王手露支部年度・第� 11邸〉議事犠警の確認� 
(5分〉� 

3.治主義ごとのまちづくり言溜の見積しについて〈随分〉� 

{11代表苦言の領緩から、治主義ごとのまちづくり計騒の箆援しiこ倒する取組状況・今後の予

定、良かつだこと、思っていることなどについて、ご報銭していただきます
収 入X1分〉

(2)窓箆受害現 (10分〕� 

4. ~まちづくり鑓議会主を条備で位跡事ずる政絡について〈市民昔話鶴挺進隷) (10分〉� 

5.総主義務動きずな研修について〈市民箇儀推進隷)(10分〉� 

6. r広報たからづか」への各地援でのまちづくり活動の紹介記事の緑豊富について
 
(ili際協働鍵議渓)(5分〉


工会計怒当者会の実施及び事前yシケートのお緩いについて〈市民組働推進要望)(10分〉� 

8.愛媛市営主主主・宝去のカメラ〈防総力メラ〉設壌のご報告について

(防犯交灘安全草壁)(5分)� 

9.市民協儀後進隷からのお知らt主(10分〉� 
(1) FM玄海泌演予定


令和元年 6 月〈出演8識型~rj:J) 宝塚市良元治箆まちづくり協議会

令和元年� 6月4B(火) "li湾市光明地緩まちづくり溺議会
 

(2) r転Eilと市祭のテーブルト}クについて� 

(3)市民活動!促進支援事君臨について

(ヰ}平成31年度〈却191:糟〉まちづくり溢議会代表苦言の翻人情織の縫供依頼につい
一て� 

(5)部会主霊童話へのあ減員の参加について� 

(6)兵慾要員� f焦民受流広重量をを宣言語震とし1e主主主ま刀の強化事業纂纂案内Jについて

市兵庫県� f慾滋樹益見守りでデJレ挙事提(蛸婆となり鉛〉のご案内j について
 

10.その他� 

1 1.今後の悶程

次臨日軍事;令給元年� (2019零)6F.!12B(水)14:α)---16・Eお


く妻鹿面1;:続く〉� 
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盟議 所:市役所3霊童� 3-3会議霊能

《配布資料》

・2まちづくり協議会に係る令秘おま手度の地戚鐙さ務総について

.市民交流怒鎗域8治後進渥当次撲の窓援について

・宝並富市議議会総織図 平成31王手〈加19まわ� 4F.11日混夜

・宝塚市まちづくり髭議会代表獲交流会(平成初年護軍・議� 11悶〉議事機撃を

・平成� 30年度� f治主翼活童書家ザな係修J研修内容及び研修受講電器評鶴一貫

..qz露草初年後 f地滋活動をきずな研修織をきaJ(各まちづくり箇議会配型軽淘)C※代渓望書の
みに覇ei"ti)

・平成� 30年度� f地減活動さすな研修j まちづくり箇議会へのアンケ-t句集計俗芸展…覧� 
• I階部容器草地主要活動きずな研修 出害事・従事状況一覧表

・令策協毎度治滋活動さすな研修〈犠警護〉

・令繁況年度宅苦手磯重量伝覇軍参観潟察署長� 

.rJn織だからづかjへの各地漢でのまちづくり窓畿の総介記事の鶏畿について


.まちづくり協議会会計扱当誉会¢勝儀
 

•rまちづくり協議会会計獲労者会j事前アンケート

・玄館市安全・安砂カメラ〈防犯カメラ〉設置のど華霊祭について

.第21(QJ市民とF寝袋のテーブルトーク

・市民活動促進x媛事畿のお知ら惣
 
.~襲民受流広費量を総量農とし去三池滋カの強{じ事業募集案内


・地滋絡豆見守りモデル事業く慾減となり組〉のご猿内

・令和元年度(<ヨ)19年度〉代3後者交流会臼程� 
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令和冗年度若手職員行事参加調整表

回舘賠霞:令和先時5月288(金〉
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.~まちづくり混議会!こっき、若手織ぬは2名います。
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また、役書』を脱務レた資料考察tJ1あれば、事前に事苦手務員にお渡しいただきま~ょうお縦いいだし5まず。
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をE手職員が参加ザる跨間 参加を事務謹する若手鞠翁!こ希望すあj 雌串
(陣撞絡罰事没rJ掛悶の殿様・片づけ崎郡書官〉 若手職員人獄! 役駁� ? 欄事線聞大告書著書E嬰置

彼等宮宵宮むをと寝入くだ容い� E
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令和元年� (2019年)� 5 jj嘗� a
君主塚市自治会連合会 様

さ立塚市市民交流怒 きずなづく号室霊祭後

〈主患者主IH会後進綾部

市民協調量後進議長� 

fL主導量たからづかj への各絶望車でのまちづくち総動の紹介書記事の掲電ll~ついて

ヰZ講理i立、本市の協調障のまちづく号施策へのご理解とご泌カ合織り、翼手くお礼申し上げます。

機語己の終につきまして、以下のとおり実織させていただくこととなりましたので、お知らせいたし

ます。� 

1 織識の図的� 

fまらJH主みよくするために地績の皆さんが童文号線主rまちづくり活動を務介することによ号、惨

事動による滋要ぬの費量しさや魅力会伝え、市民の皆さん照全がつながるきっかけをつくるため。� 

2 事島義ベ…ジ縁、費量殺療費語、事毒殺事軽量産雲寺類、縄畿量産� 

(I) 事態毒寵パ…ジ重量:各修学ベージ ~1ページ程度{渇車車内容や草寺舞請により変動します}
紛縫裁燃費高・� 3ヶ月ごと


ゆ 事愚毒患詩書総書寺織:令和元年8月号 
  

(4) 泌総販:後襲撃J!li記事草地輪車・お緑地繊の交互� 

3 割高電車する地核での-;;ちづくり活動

地繊において市民全体で行われているもので、協働によるまちづくりを機滋することができる活動。� 
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fスポーツタラ:121ひょうごj強化事聾について

歯車E霊

平成23年からの穏査で、スポ}ツ毒とする小学生の務合は微増しているものの増加惑は


依しまた、全国体カ・運動能力、務動曹積雪態調査においても会開平均令下回る種務も多

いとこと7J"IS.. rスポーツクラブ� 21ひょうご(以下rSC21Jという� )Jに義礎体力向上の

ための勝訴や新体力テスト測定器具駒繍し、� SC21等での滋動において体力向


上に向けた滋総及び灘動菅僚会後立さ号きるために策境整儀会行う。


ゑ事象内容
体力を向上させる上で麓婆とされる幼児湯の運動遊びから小学校以糠の発達段階に配慮

した運動やスポーツが爽銭志れるよう� SC21に体力向上の君主義を潟める環境令盤偏する

こととし、運動器具毒事{基礎体力向jこのための灘動器具や新体力草場定器具当事)を設設する

とともに、地域住民対象どした体力書簡定イベントを実施し、成人の運動実織率向上にi却す

た務発iこ取り総む。� 

3 .裳漢語障に向けて 

(13遣職犠臭事事長体力テスト着信定怨典的昆布について

嫌気柱(※)、金クラブに(上限1.00万円分}器具令配布し3ます。

購入器兵については、� SC21市町扱き筆者連絡協議会と母子クラブや学校のエーズを踏

まえ決定することとします。{廷し、器具については県でー怨購入し、業者から市町、設

たは、s.スポーツクラブに配布します。

包}臨布後の怒F震について

配布しまと器器具については鰻慣に基づ泳、学校絡にも望書復的に墾:供するな巴宇野町のス

ポーツ蓮華事患の実態1::応じ‘事担力的に訟匁出来るも笠とん家主立� 

(3) 器具の管穫について

総主主の管獲については原則 SC21~ しますが、学綾の教育活費ちとの併用も踏まえ、
市町の所管する学校で管環することもEすとします。{呈し、学校で竜野獲する場合は、市街

教育委E議会及び繁殺と事前に鱒整裏腹いますa 

"4 12布までのスケジュール� 

a 時 内 毒事� 

4Jl泌総{金) SC21市町怒さ筆者逮絡協議会{事業説明 総}� 
1 

4刃� 22i3 (月} SC21所管棟、市町教育委員会、� SC21、学校君事と希議事器薬や� 

:~5 Jl 31 日{金〕 管灘方議毒事の灘整� 

i6Jl1U 制 緩集配布1立制柑糾幡野切

日j※旦討烹す町ま 娠にて購入器具の集約及び集者発投� 
j たは4}スポーツクラブへの配布時織については、� 8Jl頃を目途とする。 
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るよう、 

2019 -2021 

【お問い合わせ~.書類送付先・
予 650-喜567 神戸命中央蕊下
兵海銀全濁県民都県民主食m霊祭ふる-aと交涜磁

も発簿され

釦 19年度も実施します。 

1間体  1臨撮り

花 L : 078-341-7111 (肉 28位、 2725) 字紙:07吾-362-3鈎 S

事摂き詰募集富民向や惨言語書績は兵目軍事量*ームページ輩、らダウンロードでをまず.

仁三三竺ニーミニ三手五¥孟ユl 

I助成額上限1199e車問
印象となる期間交付決定自 

- 2020 年 3~
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2019年度活動助成金配布表{葉)� 

!i'. 数: 配{信い書襲也rム千E FI 代表f苫重語専務省� 

① 光ガf主クラブ� w総会・ぞき入クラブ)� 90位〉� o泉・童買事事

。ヌモヌfEクラブ (話通f弘主総動〉� 30(全土) 小緩Jt子� 

③ 途尊重台桜まつり� 3 0 ($ 4) 大襲撃事弘� 

(1) 1鐙瀬ぜ~~き芸り 6u(f桁 4) 大手製喜善弘

なD i綾瀬台文化祭� 80(市 4) 大津篠弘� 

⑤ 逆瀬台~総会{蓄量主上部さっき会・-!fロンド逆瀬台} 30 (従} 大津重要ミム� 

I⑦③ ゆずり薬事軍機づくり推進活動・重量策路整後会議� 1 0 ($主主〉 中村 F ーま華

シネマ シアタータフブ 主 主0¥再育活) 手私設ま藍

。ゆずり禁事事療カラオケ教室{逆襲員JlIMj集会家}� 20(市主主) 尾)11三代子� 

{⑮ ゆずり薬事主主義カうオケサロン{逆瀬台ディ� stント}� 10(市議) 久長率正義� 

⑪ お費量)11の自然会守る会� 20(術活} 主主谷清明� 

⑬ 手ヨ謀議Jli雨降集合住宅協議会� 3¥)(m滋〉 れ谷清時時� 

⑬ 話事西学院大学グザークラブ演奏会� 20(市議} 浜崎史孝

電量� i草激)11グ� Pーンハイツ笈まつ乃� 20(術活〉 語長崎禁~;.;亭

主義 ゆずり葉γニアサuン(会場使奴料4]j) 1 0+(4 O} 
内悩徐1'-

{設} 

⑧ ゆず号業いけばな子ども教室装� 20i市緑J 清水妙子� 

{③ ゆずりは文化教家� 30($主主) 右主主治明

ゆ ふれあいずE ン・アヴι ノレデ� 10(効:J 大iil.規子� 

⑬ 午後のふれあいザP ン・ひまわり 1 0 (社) '8"棄容鶴子町 

③ なごみザロン� 3 (M:) 
岩織修吾]

70n活〉

長島ゆザり濃緑地元気�  1 0 (術活〉 タト山事華疹

電話 常態台老人ヂラブ� l育祭会j 20($主義} 7t村正栄 

③ サ自ン青葉� 2 0 (ifif，雪) 光村jE生� 

i予算滋活動27巷削、い山明、佐蹴明ゆ二千f'l)� 610十� (40)

*年来年始総量産さきえ受理事業3万fIll :j6Bの役員会で決定する。土1ひJ
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