
  

              
平成３０年(2018年)１月 

宝 塚 市 

実  施  計  画 
（平成３０年度～平成３２年度） 



  

Ⅰ 実施計画の策定にあたって 
１ 総合計画における実施計画の位置付け 
（１）構成と期間 
平成２３年度から第５次宝塚市総合計画がスタートしています。基本構想は、計画

期間を平成３２年度までとし、また、前期５年間と後期５年間に分けて基本計画を定

め、平成２８年度より後期基本計画に基づく施策を推進していきます。 
   実施計画は、基本計画に基づき、事業の具体的な内容を決めており、社会経済情勢

の変化に柔軟に対応するため、計画期間は３年間とし、毎年ローリング方式により見

直し、機動的に運用します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）体系 
第５次宝塚市総合計画における将来都市像の実現をめざすために、社会経済情勢、

市民アンケート調査の結果、前期基本計画の評価、人口減少と超高齢社会に向けての

対応などを踏まえ、後期基本計画では７つの重点目標を掲げ、市民と市の協働のもと

に推進していくこととしています。 
これらの重点目標に向けては、６つのまちづくりの基本目標、３８の施策の中で具

体的な取組を定め、推進していくこととしており、この施策体系に沿って実施計画の

事業を決定しています。          



  

                          ６つのまちづくりの基本目標 

１　これからの都市経営
～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～

２　安全・都市基盤

～災害に強く、安全で
いつまでも快適に住
み続けることができる
まちづくり～

３　健康・福祉

～すべての市民が健
康で安心して暮らせ
る、人にやさしいまち
づくり～

５　環境

～都市の景観が美し
く調和し、花や緑に包
まれた、環境にやさし
いまちづくり～

６　観光・文化・産業

～個性と魅力にあふ
れ、文化の薫り高く、
にぎわいと活力に満
ちたまちづくり～

４　教育・子ども・人権

～子どもたちが健や
かに成長し、そして、
すべての人々の人権
が尊重される心豊か
なまちづくり～

 
市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 

 ～住み続けたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～ 
将来都市像 

 〈 計画の推進に向けて 〉 
   ① 市民と行政の協働による「新しい公共」の領域の拡充 
   ② 行政マネジメントシステムの機能強化と効果的運用 
 〈 施策展開において 〉 
   ① まちの個性を生かし、高めていくまちづくり（宝塚ブランドの強化） 
   ② 子どもたちの成長を地域全体で支えるまちづくり 
   ③ すべての市民が、安心を実感できるまちづくり 
   ④ 環境の保全と、循環型社会の構築に向けたまちづくり 
   ⑤ 超高齢社会に対応したまちづくり 

７つの重点目標 



  

                    
２ 実施計画（平成３０年度～平成３２年度）について 
（１）上限額 
本市の財政状況は依然として厳しい状況が続いていることから、実施計画に伴う投

資的経費等については、平成３０年度の上限額を、一般財源ベースで２５億円（投資

的経費に係る人件費、債務負担行為償還事業等を含む。）としています。  
（２）対象事業 
・既に実施計画で採択されている事業（名称採択事業を含む）。 
・原則、新規拡充事業は対象としませんが、地方創生に資する事業や１０分の１０

の補助金が見込める事業、法改正・制度改正への対応や緊急性がある事業等につ

いては、平成３０年度から３２年度における、いずれかの年度の事業費が３００

万円以上のものを対象とします（拡充事業については拡充部分）。ただし、施設整

備、修繕、老朽更新については、この限りではありません。  
（３）事業費の表示 
本計画書に掲げた各事業について、平成３０年度は、事業費総額及びそのうちの一

般財源額を計上していますが、平成３１年度以降については、現段階では事業費を計

上せずに実施の方針のみを示しています。

１．これからの都市経営 

（１）市民自治 

（２）市民と行政の協働 

（３）開かれた市政 

（４）情報化 

（５）危機管理 

（６）行財政運営 

２．安全・都市基盤 

（１）防災・消防 

（２）防犯・交通安全 

（３）土地利用 

（４）市街地・北部整備 

（５）住宅・住環境 

（６）道路・交通 

（７）河川・水辺空間 

（８）上下水道 

３．健康・福祉 

（１）地域福祉 

（２）健康 

（３）保健・医療 

（４）高齢者福祉 

（５）障がい者福祉 

（６）社会保障 

４．教育・子ども・人権 

（１）人権・同和 

（２）男女共同参画 

（３）児童福祉 

（４）青少年育成 

（５）学校教育 

（６）社会教育 

（７）スポーツ 

５．環境 

（１）都市景観 

（２）緑化・公園 

（３）環境保全 

（４）循環型社会 

（５）都市美化・環境衛生 

６．観光・文化・産業 

（１）観光 

（２）商業・サービス業・工業 

（３）農業 

（４）雇用・勤労者福祉 

（５）消費生活 

（６）文化・国際交流 

６つのまちづくりの基本目標における３８の施策 



  

Ⅱ 実施計画事業費の状況 
  前述のとおり、実施計画に伴う投資的経費等については、一般財源ベースの上限額を

２５億円（投資的経費に係る人件費、債務負担行為償還事業等を含む）としています。

平成３０年度における実施計画事業の状況は、下表のとおりです。 
                                  （単位：千円） 

 既採択事業 新規事業 合計  

 事業費計 10,079,726 1,785,209 11,864,935  

財源 

内訳 

国庫支出金 1,932,036 465,386 2,397,422  

県支出金 5,526 98,006 103,532  

地方債 5,843,200 895,600 6,738,800  

受益者負担金 12,128 20,430 32,558  

その他 577,738 143,205 720,943  

一般財源 1,709,098 162,582 1,871,680 ① 

 債務負担行為 3,089,110 1,019,406 4,108,516  

※ 上記「その他」欄金額は、子ども未来基金（1 億 2,552 万 3 千円）、公共施設等整備保全

基金（1 億 9,700 万円）、ふるさとまちづくり基金（8,900 万円）、障害福祉基金（2,768

万 2千円）を含みます。 

（単位：千円） 
投資的経費等に充当可能な一般財源 2,500,000  ② 

支弁人件費 160,000  ③ 

債務負担行為償還事業 434,854 ④ 

10,000千円以下の投資的経費に充当する一般財源 6,409 ⑤ 

実施計画に充当可能な一般財源 1,898,737  ⑥（=②-③-④-⑤） 

差引額（不足額） ▲27,057  ⑥-①   
Ⅲ 実施計画に係る各事業 
  実施計画に係る各事業は、第５次宝塚市総合計画に掲げる６つのまちづくりの基本目

標の３８の施策ごとに整理し、次ページ以降に記載しています。 
  なお、事業費は平成３０年度のみを表示しています。また、平成３０年度の事業費に

債務負担行為の額は含んでいません。  



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

＜１　これからの都市経営　～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～＞

（１　市民自治　－地域自治を確立し、協働による市民主体のまちづくりを実現します－）

住民自治組織支援事業 継続 10,000 5,000

地域ごとのまちづくり計画の見直しに向
けて、まちづくり協議会への支援を行
い、地域自治の確立を図る。

計 10,000 5,000

（２　市民と行政との協働　－協働が必要なあらゆる分野において、取組を進めます－）

自治会館建設等事業補助
金

継続 1,050 1,050

自治会館建設事業補助金交付要綱に
基づき、自治会館の改修事業等の補助
を行う。

共同利用施設管理事業 継続 44,410 10,968

中筋会館の耐震改修工事設計及び川
面会館の耐震改修工事を行う。

計 45,460 12,018

（３　開かれた市政　－対話と交流により、開かれた市政を推進します－　）

シティプロモーション推進
事業

継続 8,186 4,094

本市のブランドイメージ向上のため、ラ
イフスタイルブックやたからづかなフォト
グラファーによるフォトブックの発行等を
行う。

シティプロモーション推進
事業（ふるさと納税）

継続 18,405 18,405

ふるさと納税寄附金額の増額に伴い、
記念品等の拡充を行う。

総合選挙システム改修業
務

新規 3,180 3,180

改元に伴い、総合選挙システムにおい
て新元号の表示とデータ連携及び在外
選挙人名簿の登録制度に係る公職選挙
法の一部改正に伴うシステム改修を行
う。

計 29,771 25,679

（４　情報化　－ＩＣＴの利活用により、誰もが行政情報へ容易にアクセスでき、便利で豊かな生活を実感できるまちをめざします－）

基幹系システム更新支援
事業

継続 9,400 9,400

基幹系各システムの更新を円滑に行う
ため、機能要件書の作成、RFIの実施支
援等、支援業務を委託する。

サーバ統合化事業（二次
稼働分）

継続 10,860 10,860

仮想化によるサーバ統合を行い、サー
バ台数を削減することでコスト及び設置
場所の縮小を図る。（二次稼働分）

個人住民税特別徴収税額
通知書発送業務

継続 0 0

マイナンバーの導入に伴い、特別徴収
税額通知書に納税義務者のマイナン
バーを記載する。

名称採択

資産税賦課事業（基幹系
システム更新）

継続 64,607 64,607

新たな基幹系システムを調達し、現行シ
ステムのデータ移行を行ったうえで安定
的に運用する。

基幹系システム更新事業
（国民年金）

継続 1,206 0

国民年金業務の基幹系システムについ
て、パッケージシステムへの更新を行
う。

基幹系システム更新事業
（国民健康保険税）

継続 11,000 11,000

国民健康保険税システムをホストシステ
ムからオープン系パッケージシステムへ
移行する。

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

基幹系システム更新事業
（福祉医療等）

継続 13,638 13,638

福祉医療等業務の基幹系システムにつ
いて、パッケージシステムへの更新を行
う。

後期高齢者医療市町シス
テム更新事業

継続 10,151 10,151

現行システムのリース契約満了に伴
い、次期新システムへの更新を行う。

公園台帳システムサー
バー更新事業

継続 1,866 1,866

公園台帳システムサーバーの機器及び
システムの更新を行う。

学童保育システム更新事
業

継続 3,210 3,210

現行システムの契約満了に伴い、住基
情報及び税情報を取得するため共通基
盤への連携等に対応する新たなシステ
ムの導入を行う。

学事（就学）システム更新
事業

継続 9,559 9,559

基幹系システム内の学齢簿システムを
オープンパッケージに更新するととも
に、就学援助事務に用いるシステムを
組み入れる。

中央図書館管理運営事業
（コンピュータ更新）

継続 1,437 1,437

現行システムが耐用年数を迎えるた
め、新システムの導入を行う。

住基システム改修（改元対
応・国保連携対応）

新規 4,300 4,300

住基システムの改元対応及び国民健康
保険システムとの資格情報の連携機能
に係る改修を行う。

サーバ統合化事業（三次
稼働分）

新規 0 0

平成２８年度に一次稼働分としてサーバ
統合化基盤を稼働させ、平成２９年度に
二次稼働分の契約を締結し、平成３０年
度に三次稼働分として追加分のリソース
を調達する。

債務負担行
為

住基システム改修（旧姓併
記）

新規 0 0

女性活躍推進等に対応したマイナン
バーカード等の記載事項の充実を図る
ため、既存住基システムの改修を行う。

名称採択

住民票の写し等コンビニ交
付事業

新規 0 0

住民基本台帳法施行令改正に対応し、
平成30年度に住民票の写しに旧姓併記
を可能とするシステムの改修を行う。

名称採択

国民健康保険システムの
高額療養費制度改正対応
事業

新規 6,500 6,500

保険給付のうち高額療養費制度につい
て、平成３０年８月施行予定の区分の細
分化と限度額の引き上げに対応するよ
う国民健康保険ホストシステムを改修す
る。

計 147,734 146,528

（５　危機管理　－あらゆる危機に適切に対応できる体制の構築をめざします－）

（６　行財政運営　－戦略的な都市経営と協働型の行財政運営により、総合計画を推進します－）

資産税賦課事業（不動産
鑑定評価）

継続 0 0

市域内の標準地の不動産価格及びそ
の時点修正率の鑑定を専門の不動産
鑑定士に依頼し、不動産の鑑定評価を
行う。

名称採択

【財産管理事業】電気設備
改修工事

継続 5,260 1,360

市庁舎の電気設備改修の実施設計及
び改修（更新）工事を実施する。

【財産管理事業】市庁舎小
型PCB廃棄物処分

継続 0 0

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に基づき、市庁舎にて保管し
ている小型PCB廃棄物の処分を行う。

名称採択

【車両管理事業】公用車両
更新

継続 11,025 3,225

老朽化した公用車両を計画に基づき更
新する。



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

自治体連携事業（丹波少
年自然の家　建設費負担
金）

新規 856 856

平成29年度に実施した丹波少年自然の
家の改修に必要な費用を借り入れ、平
成30年度から10年間で償還するにあた
り、その償還金を7市1町で負担する。

第6次宝塚市総合計画策
定事業（市民意識調査等）

新規 7,818 7,818

平成33年度を始期とする第6次宝塚市
総合計画の策定に着手し、平成30年度
は市民意識調査等を実施する。

資産税課基幹系システム
更新に伴う滞納整理シス
テム改修業務

新規 5,160 5,160

固定資産税賦課情報等を滞納整理シス
テムに連携させるため、滞納整理システ
ムと資産税課新基幹系システムとの連
携プログラムを開発する。

国民健康保険税課基幹系
システム更新に伴う滞納
整理システム改修業務

新規 4,060 4,060

国民健康保険税賦課情報等を滞納整
理システムに連携させるため、滞納整理
システムと資産税課新基幹系システム
との連携プログラムを開発する。

計 34,179 22,479

＜２　安全・都市基盤　～災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり～＞

（１　防災・消防　－防災・消防体制の充実、地域の防災力の向上を図ります－）

災害対策事業（避難所井
戸、防災倉庫）

継続 5,312 1,012

指定避難所に災害時の生活用水用の
井戸及び防災倉庫を設置する。

地域防災力アップ事業 継続 2,696 2,489

地域の防災力アップや市民による防災
のまちづくりに対する支援を行う。

災害対策事業（ハザード情
報周知）

継続 2,062 2,062

浸水想定区域や土砂災害などのハザー
ド情報を紙媒体やＷＥＢで市民に周知
する。

防災情報伝達事業（防災
行政無線）

継続 155,595 6,695

移動系防災行政無線を配備するととも
に、同報系防災行政無線の整備を行う。

ふるさとまち
づくり基金

急傾斜地対策事業 継続 11,000 1,500

急傾斜地のうち土砂災害の危険度が高
い箇所について、対策工事を行う。

消防総務事業 継続 4,318 4,318

消防隊員の防火衣の更新、貸与等を行
う。

消防庁舎等整備事業 継続 11,000 2,800

各消防庁舎の老朽化に応じて、建築物
の長寿命化の観点から優先順位を付け
て効果的な庁舎修繕又は改修を進め
る。

非常備消防事業 継続 2,432 2,432

消防団の装備の基準に示されている装
備品の配備と環境整備を進め、消防団
員の災害活動中における安全対策の充
実強化を図る。

救助業務高度化対応事業 継続 1,700 600

宝塚市消防体制の災害危機対応戦略
に基づき、救助資機材の充実と、人材育
成を図る。

救急業務高度化対応事業 継続 648 648

消防組織における救急体制の充実及び
救急隊と市民との連携を含む救急業務
高度化を図る。

24ｈまちかどAEDステー
ション事業

継続 160 160

市街地における２４時間営業のコンビニ
エンスストアにＡＥＤの設置推進を進め
る。



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

消防車両整備事業 継続 37,000 1,985

宝塚市常備消防車両整備計画に基づい
て、近年の災害の傾向や地域の特性に
即した消防車両等の更新及び整備を行
う。

ふるさとまち
づくり基金

防火水槽整備事業 継続 7,600 7,600

既存防火水槽の管理用地又は水槽本
体の点検及び補修をし、適正な維持管
理を図る。

緊急援助隊・危機対応資
機材整備事業

継続 236 236

地震をはじめとする大規模自然災害や
テロ及び武力抗争などの特殊災害に対
する危機管理体制の充実強化を図る。

消防救急デジタル無線整
備事業

継続 1,000 1,000

消防救急デジタル無線を適正管理する
ため定期点検等の実施、障害発生時の
復旧対応を行う。

消防指令業務共同運用事
業

継続 12,127 6,432

高機能消防指令システムの定期交換修
繕及び地図データの更新を行う。

防災情報システム管理事
業

新規 5,000 5,000

新庁舎のひろば整備に伴い、県設置の
震度計を移設する。

計 259,886 46,969

（２　防犯・交通安全　－地域力を高め、安全で安心なまちづくりをめざします－）

街路灯管理事業 継続 11,531 11,531

街路灯の適正な管理を行い、また自治
会等からの要望を受けて街路灯の新設
を行い、市民の通行の安全を確保する。

防犯事業 継続 9,395 9,395

地域の安全・安心のため、自治会等の
地域団体の理解を前提にリース方式に
よる（仮称）安全安心カメラを設置する。

計 20,926 20,926

（３　土地利用　－歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりと北部地域の環境保全、活力維持・増進をめざします－）

新庁舎・ひろば整備事業 継続 68,759 11,159

ＮＴＮ㈱宝塚製作所跡地について、魅力
ある都市環境を創造するため、本市の
発展に資する有効な土地活用を図る。

都市計画基本図更新等業
務

継続 8,000 8,000

市が所有する都市計画図の経年変化を
修正する。また、新たな都市計画支援シ
ステムと窓口支援システムを導入する。

宝塚市立地適正化計画策
定業務

新規 6,840 3,420

平成26年8月に改正された都市再生特
別措置法に基づき、立地適正化計画を
策定する。

計 83,599 22,579

（４　市街地・北部整備　－良好な市街地形成と北部地域の活性化を推進します－）

ほ場整備事業 継続 28,550 5,950

不規則に存在する農地を拡大・整形し、
付帯する道路・用排水路等の改良整備
に必要な工事を一体的に施工する。

農業用施設改修事業 継続 23,059 1,223

老朽化した水路、ため池等の農業用施
設を整備改修する。



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

ソリオ宝塚第四駐車場修
繕事業

継続 26,570 26,570

ソリオ宝塚第四駐車場の老朽更新を行
い、便利で安心な施設を整備する。

売布公益施設修繕事業 継続 946 946

映画館チケット発券システムの老朽更
新をリース方式で実施する。

公益施設管理運営事業 継続 727 727

公益施設の活性化及び効率的な運営を
図るため、新たな管理運営方法の導入
を進める。

土地区画整理調査事業 継続 487 487

土地区画整理事業による良好な市街地
の形成を図るため、組合施行による土
地区画整理事業の事業化に向けた支援
を行う。

新名神高速道路利活用等
地域活性化推進事業

継続 750 375

北部地域において西谷自治振興、西谷
観光組合、ブランド協議会が連携して展
開する各種事業を補助する。

仁川公益施設修繕事業 新規 2,926 2,926

さらら仁川管理組合の修繕積立金の見
直しに伴う増額、夏期の空調不具合をレ
ンタル機器で対応する。

計 84,015 39,204

（５　住宅・住環境　－良好な住宅・住環境を整備し、住んでみたい、住み続けたいまちをめざします－）

市営住宅管理事業
（修繕）

継続 269,646 259

平成２２年２月に作成した「宝塚市公営
住宅等長寿命化計画」に基づき、長期
的な維持管理と適切な住宅管理を行う。

宝塚市住宅購入支援事業 継続 10,070 10,070

親世帯と同居・近居するために住宅の
取得等をし、市外から転入してきた子世
帯に助成金を交付する。

災害公営住宅借上事業
（賃貸借契約の更新）

継続 3,687 3,687

賃貸借契約の更新を行うことによって、
阪神・淡路大震災の被災による在宅困
窮者への住宅供給を図る。

空家等対策事業 継続 2,343 2,343

空家等対策の推進に関する特別措置法
に基づき空家等対策事業に取り組む。

宝塚市公営住宅等長寿命
化計画見直し等検討調査

新規 10,000 5,000

市営住宅の計画的な改修、保全等を行
うため、平成31年度で終了する「宝塚市
公営住宅等長寿命化計画」について、
計画の見直しを図る。

計 295,746 21,359

（６　道路・交通　－安全で快適なまちづくりのため、幹線道路網の効率的整備と人や環境に配慮した公共交通環境の向上を図ります－）

都市計画道路競馬場高丸
線整備事業

継続 78,880 13,380

阪急今津線で分断された鹿塩・仁川地
区を結ぶため当該路線を整備する。平
成30年度は詳細設計や地質調査等を
実施する。

一般市道新設改良事業 継続 195,300 20,300

一般市道の拡幅、改良等の事業に取り
組む。

都市計画道路荒地西山線
整備事業

継続 581,905 126,905

阪急今津線で分断されている小林・千
種地区を結ぶ小林工区について、早期
に都市計画道路を整備する。

阪急小林駅周辺整備事業 継続 0 0

阪急小林駅の現状や立地特性を勘案した
駅周辺の整備構想を策定する。短期、中
期、長期での実施計画を作成し、順次事業
を実施する。

名称採択



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

県施行都市計画道路等整
備負担金事業

継続 80,000 8,000

県が施行する街路事業（都市計画道路
尼崎宝塚線小浜南工区・宝塚平井線平
井工区）の整備に要した費用の一定割
合を市が負担する。

道路維持事業 継続 428,260 206,460

道路構造物の維持補修工事を施工す
る。

公共施設等
整備保全基
金

橋りょう維持事業 継続 200,000 17,100

橋りょう構造物の維持補修及び防災対
策としての耐震補強工事等を施工する。

道路バリアフリー化整備事
業

継続 30,000 1,400

既設歩道の拡幅、段差解消、路面の改
善、その他移動の円滑化のために必要
な道路構造の改良を行う。

道路交通安全施設整備事
業

継続 44,000 44,000

道路交通安全施設の設置及び維持管
理を行う。

道路交通安全施設整備事
業（通学路）

継続 19,800 1,100

通学路の安全対策を行う。

生活道路整備事業 継続 45,055 31,755

生活道路整備条例に基づき、建築確認
申請時に道路後退箇所において、後退
部分等の用地買収を行い拡幅整備を行
う。

一般市道新設改良事業
（北部整備課）

継続 212,350 10,100

北部地域の一般市道の拡幅改良整備
を行う。

北部地域内バス路線補助
事業

新規 1,500 1,500

北部地域内のバス便を増やすため、新
ルートの需要を確認する実証実験を行
う。

自転車ネットワーク整備事
業

新規 10,000 500

「安全で快適な自転車利用環境創出ガ
イドライン」に準拠した自転車ネットワー
ク計画に基づき、自転車の通行空間の
設計、整備工事を行う。

市道3259号線交差点改良
工事

新規 6,200 700

山本東１丁目地内の交差点において、
右折レーンを追加する道路改良工事を
行う。

花のみち舗装リニューアル
事業

新規 5,000 0

花のみち歩道部の舗装修繕を行う。 ふるさとまち
づくり基金

計 1,938,250 483,200

（７　河川・水辺空間　－河川の治水の向上と自然環境との調和を図り、うるおいや安らぎのある水辺空間を つくります －）

普通河川治水事業 継続 15,210 10,710

河川の適正な流水機能を確保を図るた
め､市管理河川の維持補修､施設修繕
等を実施する｡

計 15,210 10,710

（８　上下水道　－豊かな生活を支え、災害に強く安全で安心な施設整備を推進します－）

新庁舎建設事業 継続 0 0

上下水道局庁舎を隣接するＮＴＮ㈱宝塚
製作所跡地に危機管理センター及び
ネットワークセンターと合築で建て替え
る。

名称採択

流域下水道事業 継続 186,037 0

県が実施する流域下水道事業の建設整
備経費の内、流域加入の市町負担分を
負担金として支払う。



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

管路更新事業 継続 665,000 0

老朽化した水道管路を耐震化材料を使
用して更新することより、災害に強い管
路施設を構築する。

基幹施設耐震化（更新）事
業

継続 149,200 0

基幹的水道施設である配水池・加圧所
の耐震化を実施し、震災時における上
水の安全供給を図る。

阪神水道受水事業
（武庫川右岸地区新水源
開発事業）

継続 704,900 0

武庫川右岸の２つの浄水場による浄水
供給を阪神水道企業団及び県営水道か
らの受水に置き換えることにより、安定
水源の確保を実現する。

送配水施設機械設備等更
新事業

継続 46,600 0

各種設備の適正な点検・保守管理と合
わせて更新を計画的に行うことにより、
各施設の長寿命化、ライフサイクルコス
トの低減・平準化を図る。

耐震性貯水槽修繕事業 継続 3,900 0

飲料水兼用耐震性貯水槽の緊急遮断
弁の補修工事を順次行う。（平成29年度
は2箇所）

水洗化促進事業 継続 5,300 0

未水洗化世帯への戸別PR、排水設備
工事申請の受付・完了検査、水洗便所
改造資金の助成等を実施する。

公共下水道事業（雨水事
業）

継続 235,700 0

公共下水道事業認可区域における雨水
排水施設の整備を促進する。

公共下水道事業（汚水事
業）

継続 64,800 0

公共下水道事業認可区域における下水
道普及の早期完了を目指す。

公共下水道事業（改築事
業）（長寿命化・耐震化）

継続 92,700 0

ライフサイクルコストの最小化の観点を
踏まえた下水道長寿命化計画に基づ
き、耐震化と合わせて改築工事を促進
する。

公共下水道事業（武庫川
ポンプ場）

継続 250,575 0

武庫川左岸地区における低帯地の浸水
被害の減災を図るため、老朽化した武
庫川雨水ポンプ場の再構築を行う。

公共下水道維持管理事業
（雨水浸水対策事業）

継続 30,000 0

雨水台帳データの整備を行う。

公共下水道事業（雨水カメ
ラ装置）

継続 5,191 0

災害時における監視重点地区に監視カ
メラを設置し、インターネット回線を通じ
て水防本部や上下水道局内のパソコン
で監視を行う。

公共下水道維持管理事業
（調整池維持管理事業）

継続 12,200 0

市内各所の調整池において、土砂堆積
などにより機能が低下した施設の浚渫
および清掃を行い、災害予防を行う。

浄水場運転管理業務委託
事業

継続 37,500 0

小浜浄水場及び惣川浄水場の夜間・休
日・年末年始の運転管理業務について
民間委託を行う。

惣川浄水場浄水処理強化
事業

継続 19,000 0

惣川浄水場浄水処理強化詳細設計に
基づき活性炭注入施設の改良・整備工
事を実施し、平成31年度の完成を目標
とする。

配水池統廃合事業 新規 763,000 0

武庫川右岸地区にある逆瀬下配水池及
び加圧所、小林配水池の統合更新と既
存施設の廃止を図る。

計 3,271,603 0

＜３　健康・福祉　～すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり～＞

（１　地域福祉　－ふれあい、支え合いの地域づくり、人づくりを推進します－）



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32
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（単位：千円）

事　業　概　要

宝塚市地域福祉計画（第3
期）策定事業

新規 3,298 3,298

国の動きや社会福祉協議会の第６次地
域福祉推進計画を踏まえ、地域福祉計
画（第3期）を策定する。

計 3,298 3,298

（２　健康　－地域と連携し、市民一人ひとりの健康づくりを支援します－）

健康づくり推進事業（健康
たからづか２１（第２次後期
計画）策定）

新規 3,209 3,209

「健康たからづか２１（第２次）」の計画期
間が平成３０年度で終了するため、次期
計画を平成３０年度内に策定する。

自殺対策基本計画策定業
務

新規 2,089 2,089

平成28年4月に施行された改正自殺対
策基本法に基づき、本市においても平
成30年度に自殺対策基本計画を策定す
る。

計 5,298 5,298

（３　保健・医療　－保健・医療・福祉の連携による総合的なサービス提供をめざします－）

宝塚市立病院大規模改修
事業

継続 261,700 0

長期修繕計画に基づき年次的に病院大
規模改修を行う。

医療機器整備事業 継続 222,300 0

医療技術の向上に対応した医療機器の
導入と、耐用年数が経過し使用に支障
が生じた医療機器を順次更新する。

電子カルテを中心とした医
療情報システムの構築

継続 77,700 0

全ての部門システムと電子カルテが連
携することで、医療の質の向上を図り、
患者サービスの向上を図る。

外来棟などの適正改造事
業

継続 64,400 0

多職種による支援と地域医療連携によ
る患者総合サポートセンターの設置に
合わせて、各種患者相談室を集約して、
一体的運用を図る。

周産期医療連携負担金 継続 3,399 3,399

宝塚市立病院と市立伊丹病院が連携
し、宝塚市及び伊丹市域における産婦
人科医療の強化・充実を図る。

地域医療調査研究事業 新規 5,500 5,500

地域の医療需要調査や患者の動向調
査等を通じ、現状の分析と将来予測等
を行うことで、本市市立病院の今後のあ
り方を検討する。

計 634,999 8,899

（４　高齢者福祉　－住み慣れた地域で安心して暮らすことができる高齢者施策を推進します－）

総合福祉センター管理運
営事業

継続 5,174 5,174

社会福祉協議会が指定管理を行う総合
福祉センターについて、老朽化に伴い変
圧器の更新を行う。

福祉総務事業（エイジフレ
ンドリーシティ推進事業）

継続 6,915 3,477

エイジフレンドリーシティ行動計画に基
づき、市民や事業者との協働によりまち
づくりを目指し、計画の推進を行う。

地域密着型サービス拠点
整備事業

継続 0 0

高齢者が介護が必要な状態になっても
住み慣れた地域での生活を継続できる
よう拠点整備を行う。

名称採択

光明デイサービスセンター
屋上防水等改修事業

新規 25,488 6,388

光明デイサービスセンターについて、施
設の老朽化に伴い、屋上防水及び外壁
改修工事を行う。
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システム改修事業 新規 3,140 3,140

高齢者バス・タクシー運賃助成制度等に
おけるデータ管理等について、ホストコ
ンピュータで行っている処理を既存の障
害福祉システムを改修することで対応す
る。

介護保険システム改修事
業（平成３０年度８月制度
改正対応）

新規 14,900 14,900

介護保険法の改正に伴う制度改正に対
応するため、介護保険システムを改修
する。

第７期介護保険料低所得
者対策

新規 0 0

国の法令に基づき、公費による保険料
軽減の拡大を行う。

名称採択

計 55,617 33,079

（５　障がい者福祉　－障がいのある人が、安心して暮らせる社会の実現をめざします－）

相談支援事業委託業務
（委託・拡充）

新規 25,906 0

障害者総合支援法による「地域生活支援
事業」のメニューのうち、市町村の必須事
業である相談支援事業について、３箇所
ある委託先を５箇所に増やす。

障害福祉基
金

障害者就労支援事業（委
託・拡充）

新規 6,000 0

障がい者の就労及び就職後の定着を支
援するための委託相談事業について、相
談員を増員し、就労支援体制を強化する。

障害福祉基
金

グループホーム設備改修
費補助（スプリンクラー設
置）

新規 2,000 0

障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビスにおけるグループホームにおいて、開
設費用のうち、スプリンクラーの設置費用
に対して市が一部補助を行う。

障害福祉基
金

相談支援事業実施に係る
居室改修工事

新規 6,038 538

１階保育室にパーテーション・個別空調
を設置、扉付きのドアを更新し、新しく相
談支援面談用として使用する。

子ども未来基
金

やまびこ学園送迎用ワゴ
ン車購入（備品更新）

新規 2,765 765

やまびこ学園園児送迎用ワゴン（日産セレ
ナ）の新規車両購入（備品更新）を行う。

計 42,709 1,303

（６　社会保障　－いのちと健康を守るため、必要な生活支援と医療などが安心して受けられる社会をめざします－）

生活保護システム更新事
業

新規 0 0

現行の生活保護システムのサーバーが
平成３２年１月に終了することに伴い、シ
ステムを最新版に更新する。

名称採択

計 0 0

＜４　教育・子ども・人権　～子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり～＞

（１　人権・同和　－すべての人々の人権が尊重・保障されるまちを創造します－）

（２　男女共同参画　－だれもが自分らしく生活し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現をめざします－）

（３　児童福祉　－まっすぐにのびる元気な「たからっ子」を育成します－）

民間放課後児童クラブ運
営支援事業

継続 33,758 906

平成29年度に整備した民間放課後児童
クラブへ運営費の補助を行う。

子ども未来基
金
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次世代育成支援行動計画
及び子ども・子育て支援事
業計画策定事業

新規 1,476 476

宝塚市次世代育成支援行動計画及び
子ども・子育て支援事業計画の後期計
画の策定に着手する。

子ども未来基
金

児童扶養手当システム改
修事業

新規 6,060 6,060

現在の児童扶養手当システムが改元時
期を期限にシステム保守が終了となる
ため、平成31年3月に新システムに更新
する。

市立保育所整備事業
（川面保育所改修工事）

新規 3,942 42

市立川面保育所の老朽化に伴う改修を
行うため、改修工事に伴う設計委託に
着手する。

子ども未来基
金

私立保育所誘致整備・運
営事業（２ヵ所）

新規 460,922 212

宝塚市子ども・子育て支援事業計画に
基づき、平成３１年４月開園に向けて私
立保育園を２園誘致整備し、２４０名の
定員を確保する。

子ども未来基
金

児童福祉総務事業（保育
業務システム改修委託料）

新規 3,160 3,160

市の税システムが切り替わることから、
税の新システムとの連携を行うために
保育業務システムの改修を行う。

施設型等給付事業（施設
型等給付費・私立保育所
運営費助成金・認定こども
園助成金）

新規 102,367 977

平成３０年度に開設予定の保育所分園
１箇所及び施設型給付費へ移行する私
立幼稚園１箇所等にかかる施設型給付
費等を助成する。

子ども未来基
金

民間放課後児童クラブ運
営支援事業

新規 8,500 68

子ども・子育て支援事業計画に基づき、
平成３1年４月開設に向け民間放課後児
童クラブの整備を行い、開設準備の補
助を行う。

子ども未来基
金

地域児童育成会事業（山
手台小学校）

新規 11,924 278

山手台小学校地域児童育成会で新たに
第３支援（定員６０人）を開設するため、
支援員・補助員を配置する。

子ども未来基
金

計 632,109 12,179

（４　青少年育成　－未来を担う青少年の健やかな成長を地域全体で支えます－）

（５　学校教育　－「生きる力」を育み、社会を担う心豊かな子どもたちを育成します－）

小学校運営事業
（備品整備）

継続 24,669 15,669

校舎等改修工事に伴い、教室等の現状
を調査の上、老朽化又は使用不可能な
備品の更新等を行う。

ふるさとまち
づくり基金

中学校運営事業
（備品整備）

継続 7,391 7,391

校舎等改修工事に伴い、教室等の現状
を調査の上、老朽化又は使用不可能な
備品の更新等を行う。

幼稚園運営事業
（備品整備）

継続 6,100 6,100

園舎等改修工事に伴い、保育室等の現
状を調査の上、老朽化又は使用不可能
な備品の更新等を行う。

遊具安全管理事業 継続 1,415 1,415

外部業者による安全点検を行い、学校
園遊具の安全性の確保を図る。

小学校電話回線増設に伴
う機器更新事業

継続 1,191 1,191

小学校の電話回線が現状２回線しかな
く、学校業務に支障が生じることがある
ため、１回線増設をおこなう。

小学校運営事業
中学校運営事業
（図書室用図書）

継続 3,000 0

各小中学校の古い図書室用図書の更
新を行い、読書活動推進の環境を整え
る。

ふるさとまち
づくり基金

長尾中学校屋内運動場改
築事業（備品）

継続 9,400 4,400

老朽化が著しく、狭隘な長尾中学校屋
内運動場の移設、改築に必要な備品の
整備を行う。

ふるさとまち
づくり基金

学校施設管理事業 継続 17,900 17,900

建築基準法第12条に定められた施設点
検業務を実施する。
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学校トイレ改修事業 継続 10,821 10,821

学校トイレについて個室の洋式化を行う
とともに、老朽化が進行した箇所につい
ては全面改修を行う。

長尾中学校屋内運動場改
築事業

継続 768,666 124,880

老朽化が著しく、狭隘な長尾中学校屋
内運動場の移設、改築を行うとともに、
グランド面積の拡充を行う。

小学校施設整備事業 継続 477,654 106,846

市内公立小学校について、老朽化の状
況を見ながら校舎等の改修工事を実施
する。

公共施設等
整備保全基
金

中学校施設整備事業 継続 210,867 49,628

市内公立中学校について、老朽化の状
況を見ながら校舎等の改修工事を実施
する。

公共施設等
整備保全基
金

特別支援学校施設整備事
業

継続 8,463 8,463

特別支援学校の施設について、危険
度、緊急度等を勘案精査して優先すべ
き修繕や整備工事を実施する。

幼稚園施設整備事業 継続 138,073 30,611

市内公立幼稚園について、老朽化の状
況を見ながら園舎等の改修工事を実施
する。

ふるさとまち
づくり基金

除湿設備更新事業 継続 5,832 5,832

全館ダクト集中方式の除湿暖房設備の
老朽化が著しいため、それらを各室ごと
に制御できる個別空調方式の設備に更
新する。

PCB含有製品廃棄事業 継続 7,445 7,445

学校施設に保管されているPCB含有機
器について、法令に基づき廃棄処理を
行う。

米飯自校炊飯実施事業 継続 13,002 13,002

学校給食での米飯について、自校内で
炊飯ができるよう施設整備を進める。

給食事業 継続 7,000 7,000

耐用年数を超えた学校給食の調理機器
について、計画的に更新を行う。

学校図書館ネットワーク運
用システム更新事業

継続 2,494 2,494

教育総合センターや市立小中特別支援
学校に設置されている図書システム等
のネットワーク環境を更新する。

教育用コンピュータシステ
ム更新事業

継続 73,773 73,773

小・中・特別支援学校の教育用コン
ピュータ及び授業支援ソフト等の老朽化
に伴う機器更新を行う。

私立幼稚園補助事業（幼
稚園就園奨励費補助金）

新規 1,141 1,141

幼稚園就園奨励費補助金額算定に当
たって従来から利用していたシステムが
平成３０年度末に廃止されるため、新た
なシステムを導入する。

小学校運営事業 新規 4,054 4,054

小・中学校の学習指導要領の一部改定
に伴い、道徳の時間が「特別の教科　道
徳」と位置付けられ、新たに道徳の教科
書が採択されたため、教師用教科書及
び指導書の購入を行う。

売布小学校旧通学用地下
道埋戻事業

新規 12,960 12,960

昭和56年に閉鎖された売布小学校旧通
学用地下道の埋戻し工事を行う。

新入学学用品費支給事業 新規 9,216 4,693

準要保護児童生徒に対する就学援助費
のうち、新1年生を対象として支給する
新入学学用品費について、支給額を増
額するとともに、入学前支給を実施す
る。

子ども未来基
金

ひとり親家庭への給付型
奨学助成事業

新規 0 0

経済的に困窮している母子、父子、遺児
家庭を対象として、大学等の入学時に1
人当たり20万円を給付する奨学金を創
設する。

名称採択
奨学基金

中学校部活動推進事業 新規 525 525

市立中学校に対し、５名ないし６名の外
部指導者を配置し、教員による部活動
指導を補助し、生徒の活動を支援する。
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いじめ防止対策事業 新規 2,364 2,364

いじめ防止対策を推進するため、
「CAP」いじめ防止プログラム等を実施
する。

計 1,825,416 520,598

（６　社会教育　－生涯学習を充実させて、学びの成果で地域を変えていきます－）

中央公民館整備事業 継続 356,470 44,836

耐震化対応として、中央公民館を新築
移転し、公民館機能を継承する。第二期
開館を平成31年2月として整備を進め
る。

末広駐車場管理運営事業 継続 1,796 -5,014

中央公民館の施設整備に合わせ、勤労
市民センターと一体的に運営管理を
行っていた末広駐車場の指定管理業務
を引き継ぎ、指定管理による管理運営を
実施する。

中央公民館管理運営事業 継続 24,478 21,496

平成31年2月に第2期の供用を開始する
中央公民館の施設管理及び運営を行
う。

宝塚自然の家管理事業 継続 6,205 6,205

施設の休所中、里山をはじめとする野
外施設の維持管理を行う。

宝塚自然の家利活用推進
事業

継続 11,128 6,108

宝塚自然の家の老朽化した施設の除去
及び改修などの整備を行う。

中央図書館管理運営事業
(図書資料整備）

継続 18,000 15,000

図書を購入することにより、利用者の
ニーズに対応した資料の確保と図書館
サービスの向上充実を図る。

ふるさとまち
づくり基金

市史編集事業（西谷村役
場文書整理）

継続 2,595 2,595

西谷村役場文書（明治２１年から昭和３
１年・約３千文書）の整理、分析、記録、
保存を行い、宝塚市域の新たな歴史の
解明と公開等の有効活用を図る。

中央図書館管理運営事業
（外壁等改修工事）

継続 26,834 6,734

老朽化した中央図書館、ベガ・ホールの
外壁等改修工事を行う。

西図書館管理運営事業
（図書資料整備）

継続 15,000 13,000

図書を購入することにより、利用者の
ニーズに対応した資料の確保と図書館
サービスの向上充実を図る。

ふるさとまち
づくり基金

公民館管理運営事業 新規 216 216

平成３１年４月からの市立公民館３館の
指定管理者制度導入に伴い、平成３０
年度は指定管理者選定事務を行う。

文化財保護事業（発掘確
認調査及び収蔵物移設）

新規 3,770 2,270

開発事業に伴う埋蔵文化財の確認調査
について、国の補助金を活用して実施
する。また、旧中山桜台幼稚園に保管し
ている出土遺物等の移設を行う。

計 466,492 113,446

（７　スポーツ　－スポーツで人と未来が輝く「アクティブ宝塚」を実現します－）

花屋敷グラウンド整備事
業

継続 0 0

花屋敷グラウンドと北雲雀きずきの森と
の一体的利活用を促進するため、きず
きの森側のアクセス道路の整備等を行
う。

債務負担行
為

スポーツ施設管理運営事
業

継続 65,316 18,616

スポーツ施設でスポーツ活動が快適に
行えるよう各施設の保守、管理を行う。

計 65,316 18,616



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事　業　概　要

＜５　環境　～都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり～＞

（１　都市景観　－良好なまちなみの保全と「宝塚らしい景観」の創出に努めます－）

良好な景観を形成する建
築物等保全業務

継続 2,400 2,400

都市景観形成建築物や景観重要建造
物の維持・保全にかかる経費の助成を
行う。

計 2,400 2,400

（２　緑化・公園　－協働による緑化（花）と公園づくりを進めます－）

公園維持管理事業 継続 51,000 51,000

公園及び緑地、街路樹などの維持管理
（清掃、除草、剪定、伐採など）を行う。

既設公園整備事業 継続 58,000 21,200

市内既設公園の遊具・施設等の改修及
び更新等を行い、市民に安全、安心で
快適な公園利用を提供する。

栄町３丁目ゆめ公園整備
事業

継続 8,400 8,400

地域の良好な景観形成や子ども達の遊
び場とともに、災害発生時の一時避難
等の防災拠点機能を備えた公園を整備
する。

公園リノベーション事業 継続 5,000 700

市民からの提案に基づき遊具等の設置
や改修を行い、既存公園を超高齢化社
会に対応し、また住民の地域活動の促
進にも寄与する公園に再生する。

作業資機材等更新 新規 500 500

職員が作業に使用する古資機材の更新
と充実を図ることで、作業の効率化を図
り、迅速かつ充実した市民サービスの向
上を実現する。

緑の基本計画改定事業 新規 3,000 3,000

策定から15年以上が経過しているた
め、都市計画公園（計画）と併せて見直
しを行う。

計 125,900 84,800

（３　環境保全　－環境への関心を高めることで環境に配慮した行動をとり、環境保全を推進します－）

北雲雀きずきの森緑地環
境整備事業

継続 40,000 2,000

市民の憩い、地域活動、環境学習の場
として、また多様な地域性生態環境を再
生する実践の場として必要な環境整備
を行う。

再生可能エネルギー基金
活用事業

継続 1,700 0

再生可能エネルギー基金を活用し、既
築集合住宅再生可能エネルギー設備設
置導入支援や事業用太陽熱温水器導
入支援を行う。

計 41,700 2,000

（４　循環型社会　－市民・事業者・行政が一体となって、ごみゼロ都市をめざします－）

新ごみ処理施設整備事業 継続 11,264 7,858

平成36年度中の稼動を目指し、生活環
境影響調査、施設基本設計等を行い、
事業者選定業務等を進める。



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

30 31 32

・点線の矢印で表示
した事業は終結時期
が明確ではない

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
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継続
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（単位：千円）

事　業　概　要

塵芥処理事業（ごみ処理
施設整備）

継続 88,200 22,100

ごみ処理施設の機器整備を年次計画を
もとに実施し、現有施設の適切な維持管
理に努め、施設の延命化を図る。

塵芥処理事業（一般廃棄
物埋立処分事業）

継続 16,157 16,157

焼却灰・不燃物の最終処分場への埋め
立て処分を行う。

塵芥収集事業用業務車両
整備更新事業

継続 13,352 652

平成32年度末までに老朽化した塵芥収
集車両を5台、2tダンプを2台、ミニダンプ
を2台を売却し、塵芥収集車両を5台、2t
ダンプを2台、ミニダンプを3台購入する。

ふるさとまち
づくり基金

粗大ごみ受付等業務コー
ルセンター事業

継続 1,781 1,781

粗大ごみ等の電話受付業務を、平成27
年度から外部のコールセンターに委託し
ている。

計 130,754 48,548

（５　都市美化・環境衛生　－都市美化などに協働で取り組むとともに、マナーの向上を図り、清潔・快適な生活環境を創造します－）

長尾山霊園管理事業 継続 5,000 0

長尾山霊園の再貸出のためＰＲを行うと
ともに、長尾山霊園内の老朽化した設
備類を修繕する。

火葬場管理事業 継続 11,400 2,900

火葬場の適正な管理に努めるため、施
設内の老朽化した設備類を修繕する。

宝塚すみれ墓苑管理事業 継続 840 0

平成29年度末に宝塚すみれ墓苑内に
整備する合葬式墓所の貸出準備を進め
る。

計 17,240 2,900

＜６　観光・文化・産業　～個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活力に満ちたまちづくり～＞

（１　観光　－都市や自然の観光資源を生かし、まちの活性化を進めます－）

温泉施設等管理事業（施
設修繕）

継続 6,000 6,000

建築から約15年が経っている温泉利用
施設を維持するために更新・修繕を行
う。

海外誘客事業（ジャパン碁
コングレス）

継続 5,000 2,500

平成28年度・平成29年度に関西棋院と
連携し実施した「ジャパン碁コングレスin
宝塚」を再度誘致する。

宝塚魅力体験事業（宝塚
歌劇市民貸切公演）

継続 6,547 547

大劇場市民貸切公演を通じ、宝塚の魅
力を実感してもらい、市民からの情報発
信力を高める。

ふるさとまち
づくり基金

宝塚周遊パス事業 継続 5,100 2,550

旅行代理店や民間事業者と連携し、観
光集客施設等で利用できる周遊パスの
企画・運営を行う。

観光振興・宣伝事業（アニ
メの観光まちづくり事業）

継続 7,500 3,750

本市ならではのアニメや漫画を活用した
イベントとして「アニメフェスタ2018」等を
開催し、誘客を図る。

観光施設維持管理事業
（宝塚大劇場旧西駐車場
占用電源配線盛替工事）

新規 0 0

観光ダム・観光噴水の電源について、現
在、宝塚大劇場旧西駐車場敷地に埋設
された電線を利用しているが、新宝塚ホ
テルの建設に伴い、一度仮移設し、再
度埋め戻す工事を行う。

名称採択
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文化振興事業（第5回だん
じりパレード）

新規 3,000 1,000

市内各地域で保存されているだんじりが
一同に会し、パレードを実施することで
市内に残された貴重な文化財としての
存在価値を示す。

ふるさとまち
づくり基金

手塚治虫記念館　空調・換
気機器更新

新規 51,300 12,900

手塚治虫記念館の24年目を迎える空調
機器・換気器を更新する。

手塚治虫記念館　リニュー
アル事業

新規 150,000 12,800

手塚治虫記念館において、施設内部の
展示の改修（展示の内容更新・造形物
の意匠変更）等を行う。

計 234,447 42,047

（２　商業・サービス業・工業　－地域資源を生かし、まちの個性と魅力の創造をめざします－）

商工振興事業（商業活性
化推進事業補助金（商業
連携広域イベント事業拡
充分））

継続 800 800

商店街等の団体で構成する実行委員会
が、商業の活性化のために行う広域イ
ベントに要する経費の一部を補助する。

新事業創出総合支援事業
（ソーシャルビジネス創業
支援事業）

継続 2,500 1,250

起業セミナーに加え、ブラッシュアップス
クールを開催し、フォローアップしていく
ことにより、確実に起業を促進する。

商工振興事業（空き店舗
等出店促進補助金）

継続 3,000 3,000

市が指定する道路等に面した空き店舗
等に新規出店する場合に、出店者に対
し改装費の一部を補助する。

計 6,300 5,050

（３　農業　－市民とともにこれからの「宝塚の農」を育みます－）

フラワー都市交流事業 継続 374 374

毎年、各都市持ち回りで、フラワー都市
交流連絡協議会総会が開催されてお
り、参加者の交流研修費用の一部を助
成する。

ダリアで彩る花のまちづく
り事業

継続 4,750 2,375

ダリアを市民や観光客に知っていただく
ため、ダリアの花の魅力を生かしたイベ
ント等の開催や、宝塚ダリア園の充実を
図り、ダリア産業の振興を図る。

農業・園芸体験交流促進
事業

継続 500 250

市民による収穫体験や、新名神高速道
路の供用開始を契機とした来訪者との
体験交流をとおして地域活性化を図る。

長谷牡丹園管理運営事業
（魅力増進事業）

継続 3,000 1,500

園内施設の充実を図ると共に、先進地
からの栽培指導を受け、西谷地域の観
光施設の核としての魅力増進を図る。

園芸振興事業（あいあい
パーク時計塔修繕）

新規 2,139 2,139

あいあいパークの時計塔に腐食による
剥離が見られ、安全面を考慮し修繕す
る。

計 10,763 6,638

（４　雇用・勤労者福祉　－働く意欲を持つすべての人の就労を支援します－）

（５　消費生活　－豊かな消費生活の実現を図ります－）

（６　文化・国際交流　－多くの文化資源を生かし戦略的な文化施策・国際交流を展開します－）
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文化施設等改修事業 継続 39,986 12,786

ソリオホール、ベガ･ホール及び宝塚文
化創造館の改修や設備更新を実施す
る。

文化芸術振興事業 継続 2,537 1,969

他自治体と文化芸術に係る交流を行う
ほか、高校生等の文化活動の発表機会
を拡充するとともに、文化団体の活動の
充実を図る。

文化芸術振興事業
（文化芸術施設関連）

継続 760 456

宝塚ガーデンフィールズ跡地に予定して
いる文化芸術施設の整備に向けて、シ
ンポジウム、ワークショップを実施する。

文化芸術施設・庭園整備
事業

継続 1,260,345 76,634

宝塚ガーデンフィールズ跡地について、
新たな宝塚文化の創造に資する土地活
用を図るため、整備工事を行う。

ふるさとまち
づくり基金

手塚治虫記念館インバウ
ンド等推進事業

継続 24,170 12,085

近隣店舗との飲食コラボレーションによ
る連携を図るとともに、広報用新パンフ
レットの多言語増刷や、映像展示の英
語字幕化・内容拡充に加え、インバウン
ドを推進する。

計 1,327,798 103,930

　　　　平成３０年度実施計画分事業額の合計

総額（千円） 一般財源(千円)

11,864,935 1,871,680


