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1. 2009 年度事業実施状況 

 

 ●事業収入予算比 

定款上の事業名 
2009 年度 

予算 

2009 年度 

決算額 
予算比 

情報通信技術を活用した課題解決策の提案・提供事業 6,370,000 6,466,713 102% 

情報通信技術に関する業務受託事業 4,965,000 13,179,575 265% 

 

 ●事業支出予算比 

定款上の事業名 
2009 年度 

予算 

2009 年度 

決算額 
予算比 

情報通信技術を活用した課題解決策の提案・提供事業 5,318,000 5,958,517 112% 

情報通信技術に関する業務受託事業 5,109,000 13,783,330 270% 

 

 ●事業別収支差額 

定款上の事業名 
2009 年度 

収入額 

2009 年度 

支出額 
収支差額 

情報通信技術を活用した課題解決策の提案・提供事業 6,466,713 958,517 508,196  

情報通信技術に関する業務受託事業 13,179,575 13,783,330 -603,755  

 

 

2. 2009 年度事業におけるポイント 

 ・Ｈ21 年度宝塚市市民協働推進課委託事業（地域情報整備事業）を受託に合わせて社員１人雇用。 

 ・Ｈ21 年度経済産業省委託事業であるオンライン申請サポート事業を受託したＮＴＴ東日本より、当法人

が全国のＮＰＯのとりまとめ役として委託契約を締結。 

  

3. 会員数、寄付状況 

  ■正会員 １０名 

 ■賛助会員 法人会員１団体 

 ■寄付 逆瀬台自治会、近藤則子様、パソコン活用隊 

 

4. ボランティア 

 宝塚市市民協働推進課委託事業（地域情報整備事業）で、計 4 人のボランティアの方々にご支援を頂きまし

た。 

  近畿労金が実施しているＮＰＯパートナーシップ制度も活用しました。 
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5. 実施事業別の報告 

【ICT を活用した提案提供事業】 

 ＜ホームページ制作＞ 

 ・（株）イデア・ビジネスクリエイト 

 ・（特）再生塾 

 ・（株）Ｍ・Ｏ・Ｎ 

 ・La Curare 

 ・近畿大学前商店街ポータルサイト 

 ・（特）めふのお家 

 ・宝塚市自治会連合会 

 ・有限会社 office ぱれっと（作成中） 

 ・西宮のお店を紹介するポータルサイト（作成中） 

  

 

 

 ＜業務支援ツール開発＞ 

 ・（特）めふのお家 ヘルパー給与計算支援ツール 

 ・（特）みのお山麓保全委員会 会員管理ツール 

 ・キッピーＤＥネット（http://www.kippy-de.net/） モジュール改修作業 

 ・（特）フェリスモンテ 配食管理ソフトのバージョンアップ対応 

 ・宝塚市自治会連合会 会計処理ソフト開発 

 

 ＜パソコン講座＞ 

 ・05 月 14 日 宝塚ＮＰＯセンター主催 チラシ作成講座 

 ・07 月 07 日 リーフレット作成講座 実施 

 ・07 月 24 日 宝塚第一小学校区まちづくり協議会 ブログ講座 実施 

 ・07 月 30 日 富田林ブログ講座 実施 

 ・07 月 31 日 ブログ講座実施 

 ・08 月 08 日 山本山手コミュニティ（宝塚市のまちづくり協議会）でブログ講座 実施 

 ・09 月 09 日 ニュースレター作成講座 実施 

 ・10 月 21 日 初心者向けいきいきシニアケータイ活用セミナーを主催 

 ・02 月 12 日 山本山手コミュニティにてパソコン講座開催 

 ・03 月 02 日 山本山手コミュニティにてパソコン講座開催 

 ・03 月 12 日 川西市社会福祉協議会にてボランティアリーダー研修パソコン講座開催 

 ・03 月 15 日 川西市社会福祉協議会にてボランティアリーダー研修パソコン講座開催 

 ・03 月 17 日 宝塚 NPO センターにて報告書作成に向けたパソコン実務講座開催 

 ・03 月 18 日 宝塚 NPO センターにて個別ブログカスタマイズ講座開催 

  

＜パソコン出張サポート＞ 

・（特）よつ葉会 ホームページ更新作業、パソコン不具合対応 

・（特）あみーご メール設定、インターネット環境構築など 
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・（特）兵庫虹の会 メールの設定 

・（有）千歳 事務処理作業の支援 

・個人 ブログ講座 

・個人 メール設定・ＰＣセットアップ作業 

 

 ＜CHIZUBAN＞ 

①機能追加 

「やさしいお店」ブログのデータを CHIZUBAN に反映しました。 

※やさしいお店とは、宝塚市内にある車椅子、介護権・盲導犬・聴導犬が入れるお店の情報を紹介して

いるブログです。（http://blog.goo.ne.jp/v_ayumi/） 

CHIZUBAN のイベント情報をブログやＨＰ、メール等に貼付けできる機能を作成しました。 

②連携団体 

CHIZUBAN をプライベートα版で公開しています。CHIZUBAN をより良いものにする為に、実際に利

用して頂き貴重な意見を頂いています。 

 （１）逆瀬台小学校区まちづくり協議会（通常：ゆずり葉コミュニティ） 

    逆瀬台小学校区の地域情報を CHIZUBAN へ登録して頂いています。 

 

  ③H21 年度チャレンジ事業助成に採択され、以下の機能を実装。 

  ・GoogleMap 上に表示するコメントを Twitter のつぶやきを表示するように変更。 

   →現在流行している twitter を活用することで情報発信の壁を軽減。携帯からでもつぶやく事が可能であ

り、ＣＨＩＺＵＢＡＮへ参加しやすい仕組みを構築。 

  ・ＣＨＩＺＵＢＡＮにリアルタイムに動画を配信出来る仕組みを追加。 

    →地域イベントや、セミナー等をリアルタイムに市民に向けて配信が可能。 

  ・まちの良いところ、まちの良くないところのつぶやき数を表示する機能を追加。 

 

  ＣＨＩＺＵＢＡＮのアドレス；http://chizuban.communitylink.jp/new/ 

  ※アルファー版で公開中です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chizuban.communitylink.jp/new/


[2009 年度事業報告] 

 

[特定非営利活動法人コミュニティリンク]  5 

 ＜宝塚市 第５次総合計画 議事録作成支援＞ 

（特）宝塚ＮＰＯセンター受託の宝塚市第５次総合計画の議事録作成支援。 

  

 ＜（特）ひらかた市民活動支援センター実施の NPO アンケート調査 ICT 支援＞ 

  （特）ひらかた市民活動支援センターが実施する NPO アンケート調査事業で、Excel を活用したアンケー

トの集計方法や報告書作成に関わる Word・Excel の操作支援面で参画。 

 

 ＜インターネット中継＞ 

  ・デジタル京都祇園祭りのインターネット中継 

2011 年アナログ放送終了に向けて、日本（京都、東京、仙台など）と、すでにデジタル化が完了している

ハワイとインターネットで接続し、7 月 17 日に京都で実施される祇園祭をインターネットで生中継しなが

ら、オンラインで地デジの勉強やデジタル化の可能性について情報交換を行うイベント（デジタル京都祇

園祭り）が実施され、当法人は、インターネット中継の技術協力の面で参画。 

  ・ソーシャルビジネスメッセに参加およびインターネット中継の実施 

   3 月 4 日に東京で実施されたソーシャルビジネスメッセに大阪 NPO センターの推薦により参加。 

   ブースでＣＨＩＺＵＢＡＮの紹介・説明とソーシャルビジネスメッセのインターネット中継を実施。 

   

  ・近畿ソーシャルビジネスネットワーキング報告会インターネット中継の実施 

   3 月 7 日に大阪で開催された近畿ソーシャルビジネスネットワーキング報告会のインターネット中継を実 

施。 

     

＜その他の活動＞ 

  ・10 月 03 日  10 年後 宝塚をこんなまちにしたいから 私たちの活動がある！報告会で発表 

  ・12 月 10 日  近畿ソーシャルビジネスメッセに出席 

  ・02 月 04 日  宝塚市役所協働研修に参加 

  ・02 月 18 日  阪神北ネットワーク会議に参加 

 

 



[2009 年度事業報告] 

 

[特定非営利活動法人コミュニティリンク]  6 

【ICT を活用した業務受託事業】 

 ＜Ｈ21 年度宝塚市市民協働推進課委託事業（事業名：地域情報整備事業）＞ 

  以下が実施報告です。 

 

①インターネット中継実施 

№ 実施日 中継内容 主催者 
ページ 

ビュー 

ユニーク 

アクセス 

1 2009/4/5 小浜宿まつり 小浜宿まつり実行委員会 154 24 

2 2009/4/12 第 2回宝塚キンボールチャレンジカップ 市（スポーツ振興課） 等 197 35 

3 2009/4/25 宝塚市立宝塚文化創造館オープニングイベント 市（観光文化課） 163 20 

4 2009/5/9 宝塚市立宝塚文化創造館オープニングイベント 市（観光文化課） 243 39 

5 2009/5/10 あんぜん・あんしんフェスティバル 市（交通安全課） 等 

176 30 
6 2009/5/10 

宝塚市観光大使 リボンの騎士「サファイア」公開選考

会 
市（観光文化課） 

7 2009/6/14 「県民交流広場・みざ」開設記念講座 美座まちづくり協議会 68 11 

8 2009/6/20 第 1ブロックまちづくり連絡会 市（市民協働推進課） 165 29 

9 2009/6/28 第 5ブロックまちづくり連絡会 市（市民協働推進課） 
115 26 

10 2009/6/28 第 6ブロックまちづくり連絡会 市（市民協働推進課） 

11 2009/6/30 第 7ブロックまちづくり連絡会 市（市民協働推進課） 113 30 

12 2009/7/10 くらしと政治「地方自治を学ぶ」 市（教育委員会） 1308 146 

13 2009/7/11 第２ブロックまちづくり連絡会議 市（市民協働推進課） 
144 33 

14 2009/7/11 第３ブロックまちづくり連絡会議 市（市民協働推進課） 

15 2009/8/8 宝塚観光花火大会 
市（観光文化課）、宝塚市

国際観光協会 
743 194 

16 2009/8/22 宝塚サマーフェスタ２００９ 宝塚フェスタ実行委員会 2469 477 

17 2009/9/27 清荒神龍の道参道三昧 清荒神参道商店会 180 27 

18 2009/10/3 
10年後 宝塚をこんなまちにしたいから私たちの活動

がある！報告会 

市（政策推進課）、宝塚ＮＰ

Ｏセンター 
158 27 

19 2009/10/6 国際理解講演会・EU総合セミナー 
（特）宝塚市国際交流協会 

等 
159 21 

20 2009/11/7 「共に生きる」展 
共に生きるプロジェクトチー

ム 
126 41 

21 2009/12/23 第 5回宝塚ハーフマラソン大会 
宝塚ハーフマラソン大会実

行委員会 
2621 861 

22 2010/1/15 平成 21年度総合防災訓練 市（安全安心課） 374 64 

23 2010/1/17 阪神・淡路大震災 15周年事業 宝塚・語りつぐ震災 
市（政策推進課）、宝塚ＮＰ

Ｏセンター 
225 74 

24 2010/2/28 平成 21年度まちづくりフォーラム 
まちづくりフォーラム実行委

員会 
296 60 

25 2010/3/13 第 13回人形劇フェスタ宝塚 宝塚ふぁみりぃ劇場 64 17 
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26 2010/3/14 第 26回ふれあいコンサート 

宝塚障害福祉市民懇談

会・宝塚市社会福祉協議

会 

56 10 

                                     
②取材・撮影                             

№ 実施日 取材・撮影内容 主催者 中継不可の理由 

1 2009/5/8 協働のまちづくり公募補助金説明会 市（市民協働推進課） 主催者の意向 

2 2009/6/13 新自治会長研修会 宝塚市自治会連合会 主催者の意向 

3 2009/11/14 葉加瀬太郎先生による「ドコモみんなの特別授業」 ＮＴＴドコモ 
ＮＴＴドコモプロジェクト

の都合上 

4 2009/11/28 第 1回みんないっしょ（一小）文化祭 
宝塚第一小学校区まちづくり協

議会 
子どもの肖像権 

5 2009/11/29 第 7回逆瀬台文化際 逆瀬台自治会 主催者の意向 

6 2009/12/19 宝塚市立病院クリスマスコンサート 宝塚市立病院 
患者さんのプライバシ

ー保護 

7 2009/12/19 光のさんぽみち 宝塚ルネサンス実行委員会 
会場それぞれが離れて

いる為 

8 2010/2/20 第 15回宝塚市外国人日本語スピーチ大会 （特）宝塚市国際交流協会 等 主催者の意向 

9 2010/3/21,22 第 4回ミニたからづか 
第 4回ミニたからづか実行委員

会 
子どもの肖像権 

10 2010/3/27 
山本山手コミュニティ複合施設完成記念式典＆ふれあ

いイベント 

宝塚市山本山手地区まちづくり

協議会 
主催者の意向 

 

※宝塚地域情報メディアログのページビュー 37,453（ユニークアクセス 3,737） 

 

③市民団体・各課との連携状況 

 ・逆瀬台自治会 

 ・宝塚第一小学校区まちづくり協議会、美座まちづくり協議会、宝塚市山本山手地区まちづくり協議会 

 ・市民協働推進課、観光文化課、教育委員会、スポーツ振興課、安全安心課、交通安全課、政策推進課 

  市立病院経営統括部 

 

④連携についての課題など 

 ・各課にイベント情報が蓄積されてしまっている点や市ホームページのイベントカレンダーにも掲載されて 

  ない場合がある等、情報収集が難しい。 

 ・自治会やまちづくり協議会では、一度つながると継続的に情報をもらえる為に情報連携がしやすくなるが、

その分、まだ繋がっていない自治会や まちづくり協議会へのアプローチが手薄になってしまう。 
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⑤事業実施における課題 

 ・肖像権や著作権など権利関係の問題 

  特に子どもの映像の配慮。ミニたからづかなどの子ども達が中心となって実施されるイベントの様子をイン

ターネット中継する事は、会場まで見に来れないご家族にとってはメリットがあるが、インターネットに顔

が映る事に対してマイナスイメージを持っているご家族も多い為、トラブルやクレームの原因になりかねな

い。 

 ・ダイジェスト版公開のスピード化が必要 

  ダイジェスト版の公開までには、編集作業に加えて主催者による確認時間も必要とするため、イベント実 

  日からダイジェスト版公開までにどうしても時間が空いてしまい、主催者や関係者にも十分な情報発信効果

が出せていない。ダイジェスト版公開までに、例えば写真のみの公開や一部の映像公開等の対策が必要だと

思われる。 

 ・地域情報整備事業自体の告知不足 

  市報や庁内連絡（メール）などによって、市民や庁内職員に対して事業認知度を向上させる。 

 

 ⑥その他 

  7 月 10 日に実施した宝塚市長公開授業『くらしと政治「地方自治を学ぶ」』のイン

ターネット中継について、7月9日発行の朝日新聞朝刊に掲載して頂きました。 

 

 

 

  ＜宝塚地域情報メディアログ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事務作業受託＞ 

 ・（特）くつろぎの家らく 

 ・（特）市民活動フォーラムみのお 

 ・（特）ひらかた市民活動支援センター 

 ・西田電気株式会社 
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 ＜オンライン申請サポート事業に伴うＮＰＯ参加団体の取り纏め及び講習会の実施＞ 

平成21年度総務省の事業としてＮＴＴ東日本様の事務局の下、コミュニティリンクはオンライン申請講習会

を実施する全国のＮＰＯ様の取りまとめ及びオンライン申請サポート講習会を実施。 

  ・取りまとめさせて頂いたＮＰＯ数 ：29 団体 

  ・取りまとめさせて頂いた教室数 ：45 教室 

  ・45 教室での受講者数（45 教室） ：2983 人 

  ・コミュニティリンクが開催した教室での受講者数：96 人 

 

 

6. Ｈ21 年度職員研修実施状況 

 日々進化する ICT 技術の習得・情報交換を目的に、ICT に関するフォーラムやセミナー、交流会に参加し勉

強を重ねてきました。詳細については以下の通りです。 

 

 ・10 月 17 日 WordCamp 京都 参加（ICT 技術勉強） 

 ・12 月 04 日 兵庫県ニューメディア推進協議会設立 25 周年記念講演会 参加（情報政策の取り組みの調査） 

 ・12 月 13 日 WordBench 大阪セミナー 参加（ICT 技術勉強） 

 ・12 月 18 日 Flex 勉強会 参加（ICT 技術勉強） 

 ・02 月 15 日 情報化シンポジウム・イン神戸 参加（情報政策の取り組みの調査） 

 ・02 月 19 日 地域を楽しくするネットワーク 参加（情報政策の取り組みの調査） 

 ・02 月 27 日 CssNite 参加（ICT 技術勉強） 

 ・03 月 13 日 ＯＳＣ神戸 参加（ICT 技術勉強） 

 


