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宝塚市行財政運営に関する指針・宝塚市行財政運営アクションプラン体系表

１ 最適な公共サービスの追求

(1) 市民参画と協働による行財政運営の推進

① 市民と行政との情報の共有

② 市政への市民参画の推進

③ 協働の推進

④ 協働のための環境整備

(2) 効果的で効率的な公共サービスの提供

① 事務・事業の見直し

② 受益者負担のあり方の検討

③ 補助制度の見直し

④ 広域行政（連携）の推進

(3) 公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用

① 公的施設の運営の適正化、公的施設のあり方の見直し

② 市有財産の有効活用

③ 指定管理者制度の活用

(4) 行政マネジメントシステムの機能強化

① 行政評価の実施手法の見直し

② 行政評価を核とする施策運営、事業の展開

③ 戦略計画等と組織体制の有機的連携

２ 質の高い行政運営の推進

(1) 職員力の向上

① 人事制度改革

② 人材育成の推進

(2) 機能的な組織づくり

① 機能的な組織づくり

② 弾力的な組織運営

(3) 定員・給与の適正化

① 定員管理の適正化

② 給与の適正化

(4) 　ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮

① ICTを活用した情報共有の推進

② ＩＣＴ活用体制、情報セキュリティ対策の充実

③ 環境に配慮した行政運営

３ 健全な財政運営の推進

(1) 財政健全化

① 財政健全化に向けての取組の推進

② 市税等債権の確保

③ 新たな歳入の創出

(2) 地方公営企業の経営健全化

① 地方公営企業の経営健全化の推進

(3) 外郭団体等の経営健全化
① 外郭団体等の経営健全化及びあり方の検討

計 　　28計 3 計 11

目指目指目指目指すすすす
方向性方向性方向性方向性

推進推進推進推進
項目項目項目項目

取組項目取組項目取組項目取組項目

指針指針指針指針 アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン



宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン    

 宝塚市行財政運営アクションプランは、「宝塚市行財政運営に関する指針」に掲げる推進項目に基づき、基本的な取組
項目を定め、平成27年度までの5年間を取組期間としてその進捗管理を行うものです。
 取組項目に基づき実施した具体的な内容については、毎年度、達成度、進捗状況、効果等を検証、公表し、次年度以
降の取組に反映させるとともに、行政環境の変化に応じて、取組項目を追加、変更するなど、柔軟かつ適切な運用を図
っていきます。
 ※　各進捗管理課は、主体的に本プランの実現に取り組み、その推進を図ります。
 ※　内容欄中の数値の（現状）は、平成22年度時点です。

23 24 25 26 27

1

●「情報の徹底公開に関する基本指針」に基づき、分かりやすい情報
を迅速かつ効果的に提供し、市政情報の共有化を推進するため、仕
組みの構築と推進体制を整備します。
　　　　　　　　　　　　　　　　 （現状）(H27年度末目標)
　広報たからづかを読む市民の割合  55.5％ 　　　65％
　市ホームページを見る市民の割合　19.8％ 　　　25％ 達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1
●パブリック・コメント制度の活用など、市民の市政への主体的な参画
を促進する取組を推進します。

2

●市民との対話によって、説明責任を果たし、市政運営に対する市民
の理解を高めるため「車座集会」を小学校区単位で定期的に実施しま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （現状）　　　（H27年度末目標）
　開催回数・参加者数（年間）　　　4回・120人　　　　6回・180人

達成達成達成達成

3
●定期的に市民アンケート等を実施し、第５次総合計画前期基本計画
の推進について、市民の声を反映させます。

23 24 25 26 27

1

●様々な施策や事業について、実施主体のあり方、市の関わり方及び
実施方法を検証し、協働型事業を推進します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　地域やNPOとの協働事業数　　13件　　　　　　　20件

達成達成達成達成

2
●市民と行政がそれぞれの責任のもと、互いの力を十分に発揮し協働
を推進するため、協働の基本原則や形態などを定めた「協働の指針」
を策定し、さらに協働を推進します。

3

●まちづくり協議会の運営に地域住民の意向がさらに反映され、地域
の重要な方針や予算の配分などが審議される仕組みとして、同協議会
内に自治会などによる議決機関を設置するよう働きかけます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　自治会などによる議決機関のある　　 　8協議会　　　　20協議会
　まちづくり協議会数

達成達成達成達成

4

●市民が取りまとめた地域ごとのまちづくり計画の実現に取り組みま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　地域ごとのまちづくり計画の達成率　　38％　　　　　　　　60％

達成達成達成達成

目指目指目指目指すすすす方向性方向性方向性方向性    １１１１    最適最適最適最適なななな公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの追求追求追求追求

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((1111))))    市民参画市民参画市民参画市民参画とととと協働協働協働協働によるによるによるによる行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの推進推進推進推進

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    市民市民市民市民とととと行政行政行政行政とのとのとのとの情報情報情報情報のののの共有共有共有共有

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    市政市政市政市政へのへのへのへの市民参画市民参画市民参画市民参画のののの推進推進推進推進　　　　

№ 取組項目[進捗管理課]

協働の推進

　[市民協働推進課]
　[各施策所管課]

地域ごとのまちづくり計画
に基づく取組の推進

　[市民協働推進課]
　[関係所管課]

協働の指針の策定

　[市民協働推進課]

市政への市民参画の推
進

　[市民相談課]

市民との意見交換

　[市民協働推進課]

市民意識調査の実施

　[政策推進課]

まちづくり協議会の合意
形成システムづくりの支
援
　[市民協働推進課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    協働協働協働協働のののの推進推進推進推進

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容
計画期間

№

内　　　　容

市民と行政との情報の共
有

　[総務課]
　[広報課]

内　　　　容

計画期間

計画期間
取組項目[進捗管理課]

実実実実　　　　施施施施

実施実施実施実施 実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

検証検証検証検証・・・・検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施整備整備整備整備

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討････策定策定策定策定

1



23 24 25 26 27

1

●コミュニティビジネスの起業を促進するなど、まちづくり協議会、NPO
などの多様な主体の自主的、自立的活動を推進するための環境整備
に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　 （現状）　　（H27年度末目標）
　市内のNPO法人の数　　　78　　　　　　　100 達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1

●事務・事業を点検するための基準を整理します。そして、行政評価
（施策評価、事務事業評価）などを踏まえ、重要度、優先度の視点から
事務・事業の取捨選択や改善を図ります。また、公共サービス提供手
段として、市民、団体、NPO等を含めた民間活力の導入に取り組みま
す。

2
●「入札及び契約に係る制度に関する調査専門委員会」からの提言の
実現に向けて検討し実施します。また、効率化の観点から入札・契約
事務の見直しを行います。

3
●公共工事コスト縮減に関する新たな取組を推進し、工事のコスト縮
減に努めます。

23 24 25 26 27

1
●公共サービスの利用における受益と負担の適正化を図るため、コス
ト（原価）に基づく使用料、手数料などの見直しを行います。

23 24 25 26 27

1
●「補助金交付基準」に基づき、施策推進の有効性について検証し、
整理統合を行うなど、補助金の適正化に取り組みます。

23 24 25 26 27

1
●他の地方自治体との広域的又は共通する行政課題について、必要
性、有効性の観点から県や近隣自治体との連携した取組を検討しま
す。

23 24 25 26 27

1

●公的施設について、施設の設置目的、将来における必要性、利用
状況等を検証し、適正な施設運営を図ります。その上で、存続・転用・
廃止等の具体的な検討を進めます。

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((2222))))    効果的効果的効果的効果的でででで効率的効率的効率的効率的なななな公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    事務事務事務事務・・・・事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しししし

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担のありのありのありのあり方方方方のののの検討検討検討検討

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    補助制度補助制度補助制度補助制度のののの見直見直見直見直しししし

№

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ④④④④    広域行政広域行政広域行政広域行政（（（（連携連携連携連携））））のののの推進推進推進推進

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((3333))))    公的施設公的施設公的施設公的施設のありのありのありのあり方方方方のののの検討及検討及検討及検討及びびびび市有財産市有財産市有財産市有財産のののの活用活用活用活用

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    公的施設公的施設公的施設公的施設のののの運営運営運営運営のののの適正化適正化適正化適正化、、、、公的施設公的施設公的施設公的施設のありのありのありのあり方方方方のののの見直見直見直見直しししし

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容
計画期間

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ④④④④    協働協働協働協働のためののためののためののための環境整備環境整備環境整備環境整備

計画期間
内　　　　容

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容
計画期間

計画期間

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容
計画期間

№

事務・事業の見直し

　[各施策所管課]
　[総務課]

入札・契約制度の改革

　[契約課]

広域行政（連携）の推進

　[各施策所管課]
　[政策推進課]

取組項目[進捗管理課]

内　　　　容

協働のための環境整備

　[市民協働推進課]

公共工事コスト縮減に関
する新たな取組

　[各施策所管課]
　[契約課]

補助制度の見直し

　[各施策所管課]
　[財政課]

受益者負担のあり方の検
討

　[各施策所管課]
　[財政課]

取組項目[進捗管理課]

公的施設の運営の適正
化、公的施設のあり方の
見直し
　
　[各施設所管課]
　[政策推進課]

取組項目[進捗管理課]№ 内　　　　容
計画期間

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施検討検討検討検討

2



23 24 25 26 27

1

●市所有地及び土地開発公社所有地の活用・処分を行います。その
他、市有財産の有効活用を検討します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　市有地の活用・処分状況　　　　　　5ヶ所　　　　　　10ヶ所

達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1

●平成22年5月に策定した「指定管理者制度運用方針」に従い、指定
管理者制度導入施設について、モニタリングを実施し、結果を公表す
ることにより、公の施設としての市民サービス水準の向上及び適正な
管理運営に努めます。市直営施設について、引き続き、指定管理者制
度の導入の要否を検討します。

23 24 25 26 27

1

●行政マネジメントシステムの核となる行政評価（施策評価、事務事業
評価）について、分かりやすさや客観性等の観点から実施手法の見直
しを行います。

2

●行政評価の客観性や透明性を高めるため、外部の視点による評価
を導入します。

　行政外部からの視点の導入　・・・　H24年度導入

23 24 25 26 27

1

●行政評価の結果を施策運営や事業展開に着実に結びつけるため、
第5次総合計画前期基本計画に掲げる各取組項目の中から重点目標
のさらなる重点化を図る戦略計画のあり方や策定プロセスを見直すと
ともに、重点事業についての進行管理を強化します。

2
●戦略計画の実現に資する実施計画のあり方や予算編成方法を検討
し、実施します。

23 24 25 26 27

1
●行政評価の結果に基づく戦略計画、実施計画等の内容を組織体制
に反映する仕組みを強化し、それぞれの有機的連携を図ります。

№ 取組項目[進捗管理課]

行政評価を核とする施策
運営、事業の展開

　[各施策所管課]
　[政策推進課]

戦略計画に基づく実施計
画策定、予算編成の仕組
みの見直し
　[政策推進課]
　[財政課]

取組項目[進捗管理課] 内　　　　容

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    行政評価行政評価行政評価行政評価をををを核核核核とするとするとするとする施策運営施策運営施策運営施策運営、、、、事業事業事業事業のののの展開展開展開展開

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    市有財産市有財産市有財産市有財産のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの活用活用活用活用

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((4444))))    行政行政行政行政マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムのののの機能強化機能強化機能強化機能強化

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    行政評価行政評価行政評価行政評価のののの実施手法実施手法実施手法実施手法のののの見直見直見直見直しししし

取組項目[進捗管理課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    戦略計画等戦略計画等戦略計画等戦略計画等とととと組織体制組織体制組織体制組織体制のののの有機的連携有機的連携有機的連携有機的連携

計画期間

内　　　　容
計画期間

行政評価への外部の視
点の導入
　[政策推進課]
　[財政課]

№

№

戦略計画等と組織体制の
有機的連携

　[政策推進課]
　[総務課]

行政評価の実施手法の
見直し

　[政策推進課]
　[財政課]

取組項目[進捗管理課]

市有財産の有効活用

　[管財課]
　[政策推進課]

指定管理者制度の活用

　[各施設所管課]
　[政策推進課]

内　　　　容
計画期間

№

内　　　　容
計画期間

№ 取組項目[進捗管理課]

計画期間
内　　　　容

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施検討検討検討検討

実実実実　　　　施施施施検討検討検討検討

検討検討検討検討････
実施実施実施実施

検討検討検討検討････
実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

3



23 24 25 26 27

1

●人材育成を基本に据え、再任用職員の人事評価や上司評価の導
入、係長級以下の職員への人事評価結果を処遇に反映する仕組みの
構築など、人事評価制度を拡充するとともに、研修制度との連携など、
人事制度の見直しに取り組みます。

23 24 25 26 27

1

●地方分権の時代に必要な政策法務能力、コミュニケーション力、コー
ディネート力など、職員の資質、能力向上のための階層別研修を計画
的に実施します。また、職員の自発的な研究活動の成果を活かす仕
組みを検討します。

23 24 25 26 27

1
●適切で迅速な意思決定を行うなど機能的な執行体制となるよう、組
織、機構、事務配分及び権限について必要に応じて見直しを行いま
す。

23 24 25 26 27

1
●組織横断的な行政課題や新たな行政ニーズに迅速かつ適切に対
応するため、プロジェクトチームや行政課題対策グループの検討、設
置など庁内連携体制を活用した柔軟な組織運営を図ります。

23 24 25 26 27

1

●「定員適正化計画」に基づき、正規職員、再任用職員、非常勤嘱託
職員、臨時職員それぞれの職種について、業務に応じた適正な定員
管理を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　地方公営企業の職員を除く職員数　   　1,409人　　　　　1,324人 達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1
●国や県、類似団体及び近隣市の動向を踏まえ、常に適正な給与制
度の運用を行います。

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((1111))))    職員力職員力職員力職員力のののの向上向上向上向上

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((2222))))    機能的機能的機能的機能的なななな組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり

目指目指目指目指すすすす方向性方向性方向性方向性    ２２２２    質質質質のののの高高高高いいいい行政運営行政運営行政運営行政運営のののの推進推進推進推進

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    人事制度改革人事制度改革人事制度改革人事制度改革

№

№

内　　　　容

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

弾力的な組織運営

　[総務課]

取組項目[進捗管理課]

取組項目[進捗管理課]

機能的な組織づくり

　[総務課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    弾力的弾力的弾力的弾力的なななな組織運営組織運営組織運営組織運営

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((3333))))    定員定員定員定員・・・・給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    定員管理定員管理定員管理定員管理のののの適正化適正化適正化適正化

人事制度改革

　[人事課]

№ 取組項目[進捗管理課]

給与の適正化

　[人事課]

№

№

内　　　　容

人材育成の推進

　[人事課]

内　　　　容

定員管理の適正化

　[総務課]
　[人事課]

取組項目[進捗管理課]

取組項目[進捗管理課] 内　　　　容

取組項目[進捗管理課] 内　　　　容

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    機能的機能的機能的機能的なななな組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり

№ 内　　　　容

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

4



23 24 25 26 27

1
●市の保有する統計情報等を地域情報として整理し、計画的な事業
執行や地域ごとのまちづくり計画の推進に活用します。

23 24 25 26 27

1

●全体最適化、業務標準化の観点からＩＣＴの活用を推進するととも
に、調達プロセスの標準化、ルール化を検討します。また、防災対策や
個人情報をはじめ市の保有する様々な情報を保護するため、平成23
年度以降データセンターを活用するなど、情報セキュリティ対策に取り
組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　諸証明などの申請に占める
　オンライン率　　　　　　　　　　　　　　　　69％　　　　　　　80％

達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1
●行政運営における環境負荷を引き続き低減させるため、環境マネジ
メントシステムを改善し、運用の拡充を図るとともに、省エネ機器の導
入による市施設の省エネ化など、適切な運用を推進します。

23 24 25 26 27

1

●「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく「健全化判
断比率（4指標）」については現行数値以下（H21決算）を目指すなど、
適正水準に保持し、早期健全化及び財政再生基準への悪化を回避し
ます。
 　    　  　　（目標）     　     （早期健全化基準）
　<1>実質赤字比率　  ：    0％以下   　11.25％～15.0％
　<2>連結実質赤字比率：    0％以下　 　16.25％～20.0％
　<3>実質公債費比率  ：  9.4％以下 　   　　25.0％
　<4>将来負担比率　  ： 88.6％以下     　　350.0％

●その他の財政指標等についても、その動向を常に注視、点検し、必
要に応じた改善措置を講じるなど、財政の健全化を推進します。
　<1>地方債残高（普通会計ベース）の漸減
　　　 臨時財政対策債等の国の交付税措置(100%)のある地方債
 を除く残高を標準財政規模（415億円）程度に縮減します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　　　　　　　　（H27年度末目標）
　　　 地方債残高　　H21年度末残高「573億円」　　　「400億円」
　　　 （市民1人あたりの地方債残高
　　　　　　　　　　　　　H21年度末残高「252千円」　　　「180千円」
　　　　　　　　　　　　　　＊第5次総合計画の将来推計人口に基づく　）

達成達成達成達成

　<2>財政調整基金の適正管理
　　　 標準財政規模の概ね10％「40億円」を維持します。
　　　 H21年度末残高「40億円」

　<3>実質単年度収支の黒字化
　　　 実質単年度収支を毎年度黒字化し、収支均衡の財政運営
　　　 を目指します。

　<4>経常収支比率の低減化
　　　 経常収支比率を95%とし、財政構造の弾力性を改善します。
　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　（H27年度末目標）
　　　 経常収支比率　　99.2％　　　　　　　95％

達成達成達成達成

3
●国の制度変更や社会経済情勢、本市の実情を踏まえながら、中期
財政見通しを策定し、公表します。

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ活用体制活用体制活用体制活用体制、、、、情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ対策対策対策対策のののの充実充実充実充実

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした行政運営行政運営行政運営行政運営

内　　　　容№

ＩＣＴ活用体制、情報セ
キュリティ対策の充実

　[情報政策課]
　[各システム所管課]

計画期間

計画期間

内　　　　容

財政健全化に向けての取
組

　[財政課]

取組項目[進捗管理課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化にににに向向向向けてのけてのけてのけての取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((1111))))    財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化

計画期間

目指目指目指目指すすすす方向性方向性方向性方向性    ３３３３    健全健全健全健全なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進

№

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容

2

取組項目[進捗管理課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴをををを活用活用活用活用したしたしたした情報共有情報共有情報共有情報共有のののの推進推進推進推進

№

環境に配慮した行政運営

　[環境政策課]

中期財政見通しの策定

　[財政課]

取組項目[進捗管理課]

計画期間

ICTを活用した情報共有
の推進

　[市民相談課]
　[広報課]
　[市民協働推進課]
　[情報政策課]

内　　　　容

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((4444))))    ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術））））のののの活用及活用及活用及活用及びびびび環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮

その他財政指標等の改
善

　[財政課]

実実実実　　　　施施施施

調査調査調査調査・・・・

検討検討検討検討 実実実実　　　　施施施施

策定策定策定策定・・・・実施実施実施実施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

検討検討検討検討

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

5



23 24 25 26 27

1

●市税及び国保税ついて、平成23年度からの「市税収納率向上アク
ションプラン」に基づき、未収額の圧縮に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　　　　（H23年度末目標）
　（市税）　　　　　　　現年98.04％　 　現年98.3％
　　　　　　　　　 　 　滞納16.48％　 　滞納17.9％
　（国民健康保険税） 　 現年88.64％　 　現年90.9％
　　　　　　　　　　  　滞納10.49％　 　滞納12.2％
●その他の債権については、納期内納付を勧奨し、未納額を発生させ
ない取組を推進し、未収額の圧縮に取り組みます。

達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1

●市のホームページをはじめ情報媒体等への有料広告の掲載、イン
ターネット公売などにより、新たな歳入の創出に取り組み、歳入確保を
図ります。また、ネーミングライツの導入について、引き続き取り組みま
す。

23 24 25 26 27

1

●「宝塚市立病院改革プラン」に基づき、果たすべき役割の充実と経
営効率化に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　 　（H25年度末目標）
　市立病院の経常収支比率    92.3％　　 　100.8％
　稼動病床利用率　　　　    74.3％ 　　 　95.1％
　市立病院における地域医療
　機関からの紹介患者率　　　 39％　　　 　50％

達成達成達成達成

2

●平成23年度に新たな改革プランを策定し、経営基盤の強化と効率化
に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現状）　　　（H27年度末目標）
　水道事業の経常収支比率　　99.4％　　　　101.5％

達成達成達成達成

23 24 25 26 27

1

●第三セクター等経営検討会及び土地開発公社経営健全化検討会に
おいて、各団体の経営状況を検証し、引き続き経営改善について検討
するとともに、公益性、存在意義を踏まえ、存廃も含めたあり方の検討
を行います。

外郭団体等の経営健全
化及びあり方の検討

　[政策推進課]
　[各施策所管課]

内　　　　容№
計画期間

市税等債権の確保

　[市税収納課]
　[各債権所管課]

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ②②②②    市税等債権市税等債権市税等債権市税等債権のののの確保確保確保確保

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ③③③③    新新新新たなたなたなたな歳入歳入歳入歳入のののの創出創出創出創出

計画期間
内　　　　容№ 取組項目[進捗管理課]

計画期間

新たな歳入の創出

　[各施策所管課]
　[行財政改革担当]

計画期間

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((2222))))    地方公営企業地方公営企業地方公営企業地方公営企業のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    地方公営企業地方公営企業地方公営企業地方公営企業のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化のののの推進推進推進推進

　　　　    推進項目推進項目推進項目推進項目    ((((3333))))    外郭団体等外郭団体等外郭団体等外郭団体等のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化

　　　　    取組項目取組項目取組項目取組項目    ①①①①    外郭団体等外郭団体等外郭団体等外郭団体等のののの経営健全化及経営健全化及経営健全化及経営健全化及びありびありびありびあり方方方方のののの検討検討検討検討

内　　　　容№

上下水道事業の経営健
全化

　[上下水道局]

№ 取組項目[進捗管理課] 内　　　　容

取組項目[進捗管理課]

取組項目[進捗管理課]

市立病院の経営健全化

　[市立病院]

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

策定策定策定策定・・・・実施実施実施実施

検証検証検証検証・・・・実施実施実施実施
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