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▼平成24年度までに目標達成・取組完了したもの：全体40項目中 9項目（22.5％）

▼平成24年度の取組効果額： 513,806千円

※詳細は、別紙進捗状況総括表をご参照ください。

【進捗状況の判定について】

　アクションプランの取組細項目の進捗状況を、下表の「A～D」の4つの基準で判定しています。

当初の目標の一部を達成していると認められるもの

具体的取組を行っているもの又は継続的な取組を行っているもの

B 取組中（一部目標達成）

C 取組中

D 実施に向けて検討中

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　　　　平成平成平成平成24242424年度年度年度年度（（（（2012201220122012年度年度年度年度））））実績報告実績報告実績報告実績報告

判定基準

当初の目標を達成できていると認められるもの

進捗状況

　地方公共団体を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、このような時代の変化に適応して公共サービスを維持していくためには、これま
での行財政運営の仕組みをこれからの時代に相応しいものへと転換することが求められています。
　このようなことを踏まえ、幅広い行政課題に的確に対応し、公共サービスを維持するため、市民と行政が共に知恵を出し合い、自らの責任と
判断で持続可能な行財政運営を推進していくことを基本として、平成23年（2011年）7月に「宝塚市行財政運営に関する指針」を策定しました。
　この「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たものが、「宝塚市行財政運営アクションプラ
ン」であり、計画期間は平成27年度（2015年度）までの5年間としています。
　市は、このアクションプランに従い取組を進めており、このたび平成24年度（2012年度）における進捗状況がまとまりましたので、報告します。

A 目標達成・取組完了

具体化に向け検討中のもの
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目指す
方向性

推進項目 取組項目
取組細
項目数

A：目標達成・
取組完了

B：取組中
（一部目標達成）

C：取組中
D：実施に向
けて検討中

(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

(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

(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

28 40
9

（22.5%）
25

（62.5%）
6

（15.0%）
0

（0.0%）
513,806

（参考）平成23年度実績　　　　 40 6 27 7 0 184,332

2 3

合計

3

5

2

1

3 健全な財政運営の推進

0

2

2

2 質の高い行政運営の推進

0

0

進捗状況総括表進捗状況総括表進捗状況総括表進捗状況総括表

市施設の設置や改修時における省エネ化の推進等:△9,137
※電気・ガス使用量は削減できたものの、光熱費単価が高騰

税の収納対策の見直し等：152,824
広告付き行政情報モニターの設置等：6,024

0 2

-

生活ガイドブックの発行：6,261
公園の運営管理の推進（公園アドプト制度）：2,420

市営住宅の適正な維持保全等：24,218
地域児童育成会育成料の見直し等：38,327
市議会政務調査費の見直し等：7,637
鳥獣被害防止総合対策に伴う広域行政（連携）の推進：300
※学校給食・学校事務業務の見直しは定員管理の適正化に計上

定員管理の適正化：245,000
特別職の報酬の見直し及び自主カット：39,932

△ 9,137

158,848

-

進捗状況（取組細項目単位）

-

284,932

0 3 0

取組効果額
（千円）

4

取組効果額の内訳

1 最適な公共サービスの追求

8,6810

宝塚市行財政運営に関する指針

0 70,482

宝塚市行財政運営アクションプラン

9

-

-

-

5 1 0

0

0 0

0

3 2

6

3

0

5

0

0 1 1

1 1 0

2

2 1 0

0 1 1 0

2 3 0

0 1 0 0
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 ※　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、計画策定時点です。 　

計画

達成達成達成達成

実績

広報を読む市民 40.3%

市ＨＰを見る市民 23.8%

広報を情報源 32.1%

市ＨＰを情報源 5.7%

進捗状況 Ｂ Ｂ 　

計画 　 　 　 　 　

進捗状況 Ａ Ａ 　

計画

達成達成達成達成

実績

開催回数 7回 5回

参加者数 112人 95人

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ａ Ａ

・市内5ケ所(売布、西山、美座、宝塚第一、宝塚)で車座集会を行い、
その実施報告をホームページで公表し、広く市民の声を発信した。

今後の取組内　　　　容 H27 H24年度までの取組概要

№ H24年度までの取組概要

●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

H24 H25

●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。

今後の取組

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

№

取組細項目[進捗管理課]

取組細項目[進捗管理課]

H23

　 H23 H24 H25 H26

・利用者にとって情報が探しやすく、
職員にとって情報発信のしやすく、災
害時に迅速な情報発信の可能になる
ホームページを作成する。
・情報発信の手引きをもとに職員向け
の研修を行うことで、全庁的により効
果的・効率的な情報発信が行えるよう
にする。

●「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)
　広報たからづかを半分以上読む
　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％

　　　　　　　　　　　　（現状（H23））（H27年度末目標）
　行事参加者のうち広報誌を
　情報源とした人の割合　　　　　　31.8％ 　　　35％
　行事参加者のうち市ホームページ
　を情報源とした人の割合　　 　　　11.4％　 　 15％

市民と行政との情報の共
有

　[総務課]
　[広報課]

1

H23年度

H24年度

・市民に分かりやすい情報を提供するため、広報戦略の素案
の検討を行った。
・ふれあいトークについては、平成23年6月にテーマメニューを
更新するとともに、自治会連合会に対し制度のPRを実施した。
22回開催し、737人の参加があった。

・多様な広報媒体検討作業部会を設置し、市ホームページの
課題と解決策の分析を行った。
・情報発信部会を設置し、情報発信の手引きをまとめた。
・ふれあいトークについては、平成24年6月にテーマメニューを
更新するとともに、自治会連合会を通じて自治会に啓発リーフ
レットを回覧した。27回開催し、760人の参加があった。
・市役所の各種手続きや文化・観光情報などを掲載した「生活
ガイドブック」を、平成24年度に民間事業者と共同発行した。生
活ガイドブック作成費用は、広告料でまかなった。

内　　　　容 　

実績

H26

●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。 実施 実施

H27

　　　　    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　　　　

・パブリック・コメント実施担当課に対
し、制度についての説明会を実施し、
適切な運用に努める。

H23年度

H24年度

1
市政への市民参画の推進

　[市民相談課]
・パブリック・コメント実施担当課に対し、意見募集用資料の表紙の作
成や副題（キャッチコピー）の付与のほか、関係団体等に対しても意
見提出の依頼を行うよう要請した。
・平成24年度実施件数10件、提出意見数　252件、1件あたりの提出
意見の平均件数25件

・パブリック・コメント実施担当課に対し、意見募集の表紙づくりや副題
（キャッチコピー）の付与のほか、関係団体に対しても意見提出の依
頼を行うよう指導した。
・平成23年度実施件数10件、提出意見数211件、1件あたりの意見提
出件数21件（平成22年度は、1件あたりの意見提出件数13件）

3
市民意識調査の実施

　[政策推進課]

実績 実施

H23年度

H24年度

・引き続き、市民と本市の協働のまち
づくりを進めていくための課題などに
ついての意識、活動状況を把握し、今
後の市政に反映するために定期的に
市民アンケート調査を実施する。
・平成25年度に実施予定の市民アン
ケート調査結果については、第5次宝
塚市総合計画後期基本計画策定の
ための基礎資料とする。

・市民アンケートは隔年毎に実施しており、平成24年度は、平成25年
度の市民アンケート実施に向けて予算要求等の準備事務を行った。

2
市民との意見交換

　[市民協働推進課]

H24年度

H23年度

・4年間で20の全まちづくり協議会を
一巡したので、今後の展開について
は、再度検討する。

・市内在住の満16歳以上の男女を無作為抽出し、3,000人を対象とし
て、平成24年1月に市民アンケートを実施し、1,815件（回答率：61％）
の回答を得た。

・市内7ケ所(高司、光明、良元、安倉、中山台、末成、長尾)で車座集
会を行い、その実施報告をホームページで公表し、広く市民の声を発
信した。

-

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　　　　施施施施整備整備整備整備

実実実実　　　　施施施施
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計画

達成達成達成達成

実績

協働事業数 19件 352件

進捗状況 Ｂ Ａ

計画

進捗状況 Ｂ Ａ

計画

達成達成達成達成

実績

協議会数 9協議会 9協議会

進捗状況 Ｃ Ｃ 　 　

計画

達成達成達成達成

実績

達成率 38% 45%

進捗状況 Ｃ Ｃ

計画

　　　　 達成達成達成達成

実績

NPO法人数 84 94

進捗状況 Ｂ Ｂ

・まちづくり協議会補助金を支出し、まちづくり計画を推進した。

・まちづくり協議会補助金を支出し、まちづくり計画を推進した。

H23年度

H24年度

・中間支援法人である宝塚NPOセンターへ委託し、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
整備に努めた。
・協働に関する各種セミナー等を6回実施した。

・中間支援法人である宝塚NPOセンターへ委託し、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
整備に努めた。
・協働に関する各種セミナー等を7回実施した。

H24年度 ・平成24年度に、議決機関を設置したまちづくり協議会はなかった。

・末成小学校地域まちづくり協議会が規約を改正し議決機関を設置し
た。

H23年度

策定

H23年度

H24年度
・まち協・自治会、NPO関係者等で構成する「協働の指針策定委員
会」を９回、小委員会を４回開催し、協働の指針を策定した。

・まち協・自治会、NPO関係者等で構成する「協働の指針策定ワーク
ショップ」及び協働の取組推進検討会(庁内検討会)を各々5回開催
し、協働の現状と課題の整理を行った。

H23年度

H24年度

・地域及びＮＰＯへ事業委託を実施した。
・協働のまちづくり公募補助金の効果的運用、市民力を活用した協働
事業の推進、公園アドプト制度の推進、普及員による救急講習の推
進に取り組んだ。

・地域及びＮＰＯへ事業委託を実施した。
・協働のまちづくり公募補助金の効果的運用、市民力を活用した協働
事業の推進、公園アドプト制度の推進、普及員による救急講習の推
進に取り組んだ。

1
協働のための環境整備

　[市民協働推進課]

H26

●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

№ 今後の取組H24年度までの取組概要　 H23 H24 H25 H27

・中間支援のNPO法人に市民活動促
進支援事業を委託し、ＮＰＯ法人化相
談や運営相談、市民活動団体等のコ
ミュニティビジネス等起業・経営支援、
まちづくり協議会等の自主財源確保
に向けた支援及び市民と行政の協働
環境構築に向けた業務を実施する。

今後の取組

　　　　    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

取組細項目[進捗管理課] 内　　　　容

実績

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]

●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％

内　　　　容

●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

（「宝塚市協働の指針」が平成24年度に策定され、協働の捉え方が、従
来の委託のみから、補助・助成、寄附・協賛及び共催、後援まで広めら
れた。）

●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

●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。

協働の指針の策定

　[市民協働推進課]

取組細項目[進捗管理課] H24年度までの取組概要№

　　　　    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

　 H23 H24 H25 H26 H27

検討

・地域活動やＮＰＯの活動を職員が一
層認識を深め協働の推進に取り組
む。
・協働のまちづくり公募補助金をきず
なづくり事業補助金に名称変更すると
ともに、より効果的になるよう仕組み
を見直す。
・平成25年度以降は以下の指標とす
る。
地域やＮＰＯとの協働事業数
 (現状(Ｈ24))　　(Ｈ27年度末目標)
　　　352件　　　　　　　600件

・平成25年度からは協働のまちづくり
促進委員会を設置し、「協働のマニュ
アル」の策定や仕組づくりの点検など
を行う。

1

協働の推進

　[市民協働推進課]
　[各施策所管課]

2

3

4
・協働の取組がより効果的に推進で
きるよう課題を整理し、計画の進捗を
図る。

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]

・規約改正にとらわれず、実質的に自
治会員等の合意を得るシステムの推
進を図る。

H23年度

H24年度

実実実実　　　　施施施施

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　　　　施施施施検討検討検討検討････策定策定策定策定

4



計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｃ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

H23年度

H24年度

H23年度

H24年度

H26

・事業の整理・統廃合について検討し、国際観光振興機構からの脱
退、開票事務従事者の削減（48人）、給食調理員の嘱託職員化（3
名）、学校事務の市費事務職員の引き上げ（1名）、生活保護受給者
へのよりきめ細かい就労支援を実施した。

実績
検討・
実施

検討・
実施

H23年度

H24年度

H23年度

・コスト縮減に関する新たな取組を進めるため、従来の計画を一部見
直し、平成24年度試行のための様式を作成した。

H24年度
・スプリングフェスタ事業補助金を削減した。
・「補助金交付基準」のうち、根拠規定と終期設定の有無を整理。

・「補助金交付基準」に基づき、補助
金の適正化に取り組む。

検討・
実施

検討・
実施

実績

・消費者問題調査研究事業補助金、傷痍軍人会補助金、青少年関係
団体補助金を廃止。
・市議会政務調査費、市議会議員互助会健康診断費用助成事業補
助金を減額。
・「補助金交付基準」に基づき、根拠規定と終期設定の有無を整理。

H23年度

H24

実績
検討・
実施

検討・
実施

●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。

・平成25年度も平成23年度作成のコ
スト縮減シートを使用した試行期間と
する。コスト縮減計画は貨幣換算から
計画・設計・工事実施における対応ポ
イントによる判断であり、原課の取り
組み姿勢がその目的達成を左右する
ので技術部会の中で早急にその周知
と建築対応シートの作成を急ぐ。平成
26年度には新様式によるコスト縮減
計画をスタートさせる。

今後の取組　 H23

検討 検討

H24年度

H26H23 H24 H25

・未達成の事務事業の見直しの実施
も含めて、引き続き調査、検討を行
う。

　

・提言内容の実現に向けて、引き続き
調査研究を行い、可能なものから順
次実施していく。
・実施結果についても検証し、必要に
応じて改善していく。

・使用料、手数料全般について、受益
と負担の適正化を図るため、統一的
な基準を検討する。

・事業の整理・統廃合について検討し、正規市費事務職の引き上げ(2
名）、給食調理員の嘱託化（3名）を行い、施設の長寿命化を促進する
ために、市営住宅の維持保全を行った。
・ハローワークと協定を結び、生活保護者等の就労対象者を紹介して
積極的な就労支援を実施した。また、学校用務員の共同作業チーム
での活動を行った。。

・長期継続契約の改正を行うとともに、賃金台帳の提出について試行
開始した。
・入札契約制度調査研究会（市職員で構成）において9回の会議を開
催し、提言をいかに実現するかの検討を行った。

・使用料、手数料全般について、そのコスト、受益者の費用負担率及
び近隣各市の状況などを調査した。

・看護専門学校授業料の改定を実施。
・地域児童育成会育成料及び火葬場使用料（市外住民利用のみ）
は、平成24年度から改定すべく条例改正を実施。

・平成24年度の当初契約から年度開始前の契約準備行為について
は、原則として債務負担行為の設定または長期継続契約によることを
基本とし、随意契約（見積合せ）から入札へ移行することとした。
・平成24年度も入札契約制度調査研究会において８回の会議を開催
し、調査専門委員の提言をいかに実現するかの検討を行った。

・コスト縮減の実施期間の初年度として平成24年度中に新様式を作
成しスタートとするところが、準用しようとする兵庫県のコスト縮減計画
表の宝塚版様式について検討するも、結論を得ず、特に建築工事へ
の対応が急がれる。(兵庫県のシートは土木対応タイプであり、建築
工事を対象としていないので、宝塚市独自のシート作成が必要であ
る)

1

内　　　　容 H24年度までの取組概要

補助制度の見直し

　[各施策所管課]
　[財政課]

取組細項目[進捗管理課]

●「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。

●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。

内　　　　容

　　　　    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

　　　　    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

検討・
実施

検討・
実施

H24年度までの取組概要取組細項目[進捗管理課]

事務・事業の見直し

　[各施策所管課]
　[総務課]

実績

今後の取組

　　　　    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

受益者負担のあり方の検
討

　[各施策所管課]
　[財政課]

取組細項目[進捗管理課] 　 H23 H24 H25 H26 H27

1

2

1

№

3 実績
●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。

№

H27

　　　　    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

H24年度までの取組概要 今後の取組H27

H25

入札・契約制度の改革

　[契約課]

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]

内　　　　容

№

●「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。

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
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計画

進捗状況 Ｂ Ｂ 　 　

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

達成達成達成達成

実績

活用・処分状況 6ヶ所 8ヶ所

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

H23年度

H24年度

・市有建築物の耐震診断結果を踏まえ、施設のあり方の見直し対象
としている8施設のうち、2施設（高齢者介護予防事業施設（旧長尾支
所）、御殿山よりあい広場（旧勤労福祉会館））については、施設を貸
し付けている団体と協議を行い、平成24年度末をもって建物を閉鎖し
た。中央公民館については、耐震対応について具体的な検討を進め
た。また、勤労市民センターについては、所管部局と今後のあり方に
ついて協議を進めた。
・平成23年度に設置された公共施設及びインフラ最適化等検討会で
は、本市所有の公共施設及びインフラに関する情報収集、状況把握
等を行い、公共施設（市有建築物）白書を作成した。

・市有建築物の耐震診断結果を踏まえ、施設のあり方の見直し対象
としている8施設のうち、2施設については、建物を閉鎖の方向で検討
を進め、施設を貸し付けている団体や土地を借り受けている所有者等
に方向性の説明を行い、他の6施設については、所管部署で協議し検
討課題等に係る認識を共有した。
・公共施設及びインフラ最適化等検討会を設置し、本市所有の公共
施設及びインフラに関する情報収集、状況把握等を行った。

検討・
実施

検討・
実施

H23年度

H24年度

・消防の広域化に必要な各準備作業課題に関して調査、検討及び協
議を行い、「2市1町広域消防運営計画」完成を目指したが、その計画
の基本となる「消防広域化将来ビジョン」が作成に至らなかったため、
未着手に終わった。

・消防の広域化に必要な各準備作業の課題に関して調査、検討及び
協議を行い、平成23年度中の「2市1町広域消防運営計画」完成を目
指したが、その計画の基本となる「消防広域化将来ビジョン」の策定に
至らなかったため、未着手に終わった。
・鳥獣被害総合対策として、南丹・北摂地域で広域的な取り組みを
行った。

H23年度

H24年度

　　　　    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

H27

H27

・湯本町の土地について、国の緊急防災・減災事業を活用し、防災
（水防）倉庫と活動スペース整備のための予算措置を行い、事業の準
備に着手した。
・市議会会派に市及び公社所有地の現状を説明し、特に逆瀬台1丁
目及び中筋2丁目の土地については、市としての今後の対応方針等
の説明を行い、意見を求めた。

H23年度

1

H24年度までの取組概要H25

指定管理者制度の活用

　[各施設所管課]
　[政策推進課]

実績
検討・
実施

H23 H24　内　　　　容 今後の取組

・伊孑志４丁目の土地については、近
隣との調整を行い、平成25年度内に
売却する。
・中筋２丁目の土地については、地域
住民との協議を進め、具体的な活用
方針を定め取組みを進める。
・その他の市及び公社所有地につい
ては、具体的な活用・処分の方針が
定まるまで、引き続き貸付け等によ
り、有効活用に努める。

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]

●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。

1 実績

H25H23 H24

●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。

　　　　    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

H26

・関西広域連合の動向を注視しつつ、
新たな広域連携の可能性等につい
て、検討を行う。
・「消防広域化将来ビジョン」の完成に
向けて引き続き取り組むとともに、消
防組織法第34条第1項に規定する「広
域消防運営計画」の策定着手に取り
組む。

1

H24年度までの取組概要

市有財産の有効活用

　[管財課]
　[政策推進課]

　　　　    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

実績

・逆瀬台１丁目の土地については、土地活用事業プロポーサルを実
施し、借受事業者の優先候補者を決定した。
・公社所有地である元市民ホール予定地の土地活用事業プロポーザ
ルを実施し、買受事業者の優先候補者を決定した。

広域行政（連携）の推進

　[各施策所管課]
　[政策推進課]

・施設のあり方の見直し対象としてい
る8施設のうち、建物を閉鎖した2施設
について建物解体や土地の賃貸借契
約の解除に向けた取り組みを進め
る。他の6施設についても、具体的な
検討を進める。
・公共施設及びインフラ最適化等検討
会で作成した公共施設（市有建築物）
白書をベースに、本市所有の公共施
設及びインフラの保全・更新等に関し
て、さらに分析、調査・研究に取り組
む。

●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）
　公有地の活用・処分状況　　　　　　5ヶ所　　　　　　10ヶ所

内　　　　容

№ 内　　　　容

№

　　　　    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

取組細項目[進捗管理課] 今後の取組H24年度までの取組概要

今後の取組

・平成25年秋にオープン予定の売布
北グラウンドの指定管理者制度導入
に向けて、必要な手続きを進めるとと
もに、他の市直営施設への指定管理
者制度導入について、引き続き検討
する。
・更新手続きが必要な既存の指定管
理施設について、指定管理者の選定
等の必要な手続きを実施する。

H24年度

・老人ホーム福寿荘については、平成25年4月1日からの指定管理者
制度導入を決定し、入所者へのサービスの向上とQOL（生活の質）の
向上を図り、効果的管理運営を目指すこととした。
・指定管理者モニタリング結果（平成23年度分）について、市ホーム
ページで公表を行った。

・平成23年度から新たに市立宝塚文化創造館に指定管理者を導入し
た。
・指定管理者導入施設のモニタリングを実施し、モニタリング結果（平
成22年度分）について、市ホームページで公表を行い、公の施設とし
ての市民サービス水準の向上、適正な管理運営に努めた。

検討・
実施

●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。

H25 H26　 H23 H24

取組細項目[進捗管理課]

内　　　　容 H27

№ 　 H23 H24

1

取組細項目[進捗管理課] H24年度までの取組概要 今後の取組

取組細項目[進捗管理課]

H25

№

H27

H26

H26

　

　　　　    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

検討・
実施

検討・
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

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施

6



計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ A

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 A A

計画

進捗状況 Ｃ Ｂ

・平成24年度より行政評価委員会による外部評価を実施しており、評
価結果等を戦略計画と実施計画、新年度予算に反映させるため、ス
ケジュール等について整理を行った。

・前年度に引続き、総合計画を効果的・効率的に推進するため、平成
25年度戦略計画（重点取り組み方針）を策定した。この計画（方針）に
沿い、施策評価や事務事業評価、平成24年度から開始した行政評価
委員会による外部評価の評価結果等も踏まえ、各部局における戦略
計画（重点取り組み）を定め、施策・事業展開に活用した。

H23年度

・戦略計画と実施計画の関係について整理を行い、各部戦略計画に
基づく新規・拡充事業を実施計画の新規提案事業とするなど、予算編
成までのプロセスをより明確にした。

H23年度

H24年度

H24年度

H24年度

・平成20年度事務事業評価より2次評価を導入し、平成22年度事務事
業までの3年で全事業を対象とし、評価の機能充実を図った。
・平成24年度からの施策評価及び事務事業評価の実施方法等につ
いての改善に向けて、調査・研究を行うとともに、行政評価システムの
リース契約を行い、外部評価の導入に向けて準備を進めた。

・第5次総合計画の施策体系における事務・事業の目的をより明確に
して事務事業評価を行った。また、「妥当性」、「有効性」、「効率性」の
視点から評価し、今後の事務の方向性を評価した。
・平成24年度から行政評価システムによる施策評価、事務事業評価
の入力を行い、行政評価委員会で評価表の審議を受けた。行政評価
委員会の評価については、各部戦略計画、実施計画、新年予算に反
映したほか、評価結果等の公表を行った。

　　　　    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

●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。

●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。

H26H25

実施実績

●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。

検討・
実施

実施実績

実績
検討・
実施

検討・
実施

・戦略計画、実施計画等と組織体制と
の有機的連携については、引き続き
その手法、仕組みについて検討を進
める。

戦略計画等と組織体制の
有機的連携

　[政策推進課]
　[総務課]

・平成24年度戦略計画(重点取り組み方針)に沿い、施策評価や事務
事業評価もふまえ、各部局における戦略計画(重点取り組み)を定め
た。これを施策・事業展開に活用するとともに、組織体制との連携に
努めた。

・平成25年度戦略計画（重点取り組み方針）に沿い、施策評価や事務
事業評価も踏まえ、各部局における戦略計画（重点取り組み）を定め
た。これを施策・事業展開に活用するとともに、組織体制との連携に
努めた。

1

H23年度

H24年度

・総合計画の推進状況を見ながら、次
年度以降も戦略計画の策定を行って
いく。
・平成24年度より実施している行政評
価委員会による外部評価の結果につ
いても、戦略計画、実施計画、予算に
反映させていく手法等について、改善
を図っていく。

・行政評価、戦略計画、実施計画、予
算編成の流れが、より明確かつ円滑
なものとなるよう、引き続き検討・改善
に努める。

・総合計画を効果的・効率的に推進するため、平成24年度戦略計画
（重点取り組み方針）を策定した。この計画（方針）に沿い、施策評価
や事務事業評価等も踏まえ、各部局における戦略計画（重点取り組
み）を定め、施策・事業展開に活用した。
・都市経営会議について、会議内容の公表の方法、職員への周知方
法、総括課長会議との役割分担などについての取り決めを行い、会
議の改革・改善を図った。

・平成25年度も引き続き施策評価及
び事務事業評価の実施方法等につ
いて改善を図り、行政評価のより効果
的な運用を目指す。
・外部評価による評価の客観性や透
明性を高める。

・行政評価委員会の意見・提案・評価
を、より効果的に戦略計画、実施計
画、新年度予算等に反映させるた
め、今後もスケジュールや実施手法
について検討を重ねていく。

・平成24年度から、外部評価を導入するための調査・研究等の準備を
行い、外部評価の組織として行政評価委員会を条例に位置付けた。

・平成24年4月に、知識経験者3名、市内の公共的団体等の代表者2
名、公募市民1名からなる行政評価委員会を立ち上げ、平成24年8月
から9月にかけて委員会を計6回開催。市の施策の推進状況、事務事
業の執行状況について外部評価を実施し、行政評価委員会の意見・
提案・評価を、戦略計画、実施計画、新年度予算に反映させた。

H24年度までの取組概要 今後の取組

実施

H25 H26

1

取組細項目[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

H27

今後の取組　 H23 H24

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]

2

●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。

1

2

行政評価の実施手法の見
直し
　[政策推進課]
　[財政課]

行政評価への外部の視点
の導入
　[政策推進課]
　[財政課]

取組細項目[進捗管理課] 内　　　　容

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]

H26

H24年度までの取組概要

H23年度

H23年度

H24年度

取組細項目[進捗管理課]

H23 H24 H25　

●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

　 H23 H24

実績 検討 実施

実績 検討

H24年度までの取組概要

検討・
実施

H27

　　　　    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

今後の取組

№

内　　　　容№

内　　　　容

　　　　    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

№

H27

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 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
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計画

進捗状況 Ｃ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ａ A

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

H24年度

H24年度

H23年度

実績
検討・
実施

検討・
実施

H23年度

H24年度

・昇格選考制度について、勤務状況による推薦制度を設けるなど、意
欲と能力を持った職員が昇格する制度に改正した。
・再任用職員の人事評価について、年２回の実施とし、上半期の勤務
状況が良好でない場合は警告する制度に改正した。

H26

H23年度

・「チームたからづか」の活動を継続して支援するとともに、平成23年
度から新たに第5次総合計画を見据えた研修や、高度でかつ専門的
な知識を高めるため、経済団体が主催する講演会に職員を派遣する
など新たな人材育成策に取り組んだ。
・職員図書室については平成24年度開設に向けて準備を行った。

・「チームたからづか」の活動を継続して支援するとともに、職員の専
門的な知識を高めるため、経済団体が主催する講演会への受講助成
を引き続き行った。
・職員図書室については、開設に向け、利用方法や管理・運営のしか
たについて検討した。
・階層別研修では、協働の意義を理解し市民とのコミュニケーションを
考える研修と、創造力を向上させる研修を新たに実施した。

・係長級以下の職員について人事評価結果に基づく処遇の反映を行
うことに重点を置き、人事制度の見直しに向けた制度や条件整備を
行った。制度設計、条件整備を順次進めているが、数項目については
関係機関と協議が整わない状況にある。

H24 H25

　　　　    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

・特例市に定数条例に関する調査、危機管理体制に関する調査、地
域担当制に関する調査を行った。
・庁内に組織課題に関する調査を行った。
・平成24年度の組織改正では、危機管理体制強化のために危機管理
監を設置し、危機管理及び防災業務に特化した総合防災課を設置し
た。また、市が主体的にエネルギーの導入や利活用の推進に取り組
むために新エネルギー推進課を設置した。

機能的な組織づくり

　[総務課]

・特例市及び阪神間6市に対してファシリティマネジメント、債権管理等
の組織体制に関する調査を行った。また、副課長制を廃止する方針
を決定し、平成25年度定員管理において、各課配置の副課長を段階
的に廃止することとした。
・平成23年度に第5次総合計画の基本目標を目指した組織体制を整
備するとともに、平成24年度に危機管理等の施策を充実する組織改
正を行ったことを踏まえ、平成25年4月1日は、現組織体制による各施
策の推進を図ることとし、必要最小限の見直しにとどめた組織改正を
行った。

実績
検討・
実施

検討・
実施

・食育グループの活動としては、平成23年3月に策定したたからづか
食育推進計画に基づき、専門家等で構成する推進会議を開催して、
平成23年度の基本方針を策定し、それに基づきグループで活動した
実績を推進会議に報告した。
・新たなグループの検討としては、公共施設及びインフラ最適化等の
課題や債権管理の課題などの新たな行政課題に関してグループの設
置を検討した。
・他市への調査としては、効率的組織として弾力的な組織運営の事例
を他市に調査した。

・ファシリティマネジメントについては、政策推進課が所管とすることと
した。
・債権管理に関する組織については、債権管理マニュアル完成後に
条例を検討することとしており、それに合わせて組織体制の検討を行
うこととした。

H23年度

H24年度

実績

●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。

弾力的な組織運営

　[総務課]
1

1

1

　　　　    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

・今後も引き続き弾力的な組織運営
に関して研究する。

人材育成の推進

　[人事課]

●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。

●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。

人事制度改革

　[人事課]

取組細項目[進捗管理課] 内　　　　容

取組細項目[進捗管理課] H25

実績
検討・
実施

検討・
実施

　

　 H23 H24 H25

・引き続き創造力・コミュニケーション
能力の向上をねらった研修を行うとと
もに、住民満足の向上と業務効率化
を図るための論理的文章作成の研修
を行い、職員の能力向上に努めてい
く。また、専門的知識を高めるため、
外部研修機関の研修を効果的に活
用する。

今後の取組

・今後もより効率的な事務の執行体
制を確立するために、適宜組織の見
直しを行う。

H23

　　　　    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

取組細項目[進捗管理課] 内　　　　容

1

№

内　　　　容

№

　　　　    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

H27H26

H26

№

今後の取組

●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。

取組細項目[進捗管理課]

H24年度までの取組概要

H24年度までの取組概要H23 H24 H25 H26

今後の取組H24年度までの取組概要H27

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

H27

№

　 H23 H24

内　　　　容 H27　

H24年度までの取組概要

・係長級以下の職員への人事評価結
果の処遇反映に関して、引き続き関
係機関と協議を進め、制度設計や条
件整備を進めていく。

　　　　    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    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

今後の取組

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

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施
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計画

達成達成達成達成

実績

職員数 1,372人 1,364人

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

進捗状況 Ｃ Ｃ

計画

進捗状況 Ｃ Ｃ

計画

達成達成達成達成

実績

オンライン率 72.0% 73.6%

進捗状況 Ｂ Ｂ

・データセンターでの運用を行うとともに、ＩＣＴ調達ガイドラインやBCP
（情報システム障害発生時の対応計画）の検討を行った。
・農地台帳の電子化を実施した。

H23年度

H24年度

H26

・データセンターの利用を開始するとともに、ＩＣＴ調達ガイドラインや
BCP（情報システム障害発生時の対応計画）の検討を行った。
・児童虐待防止相談体制強化のためのシステムを導入した。

H26

　　　　    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

調査・
検討

調査・
検討

H24年度までの取組概要

H25

●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）
　公共施設予約などの申請に
　占めるオンライン率　　　　　　　　　　　　　69％　　　　　　　80％

1

H23年度

H27

　　　　    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

取組細項目[進捗管理課] 今後の取組H24年度までの取組概要

●「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

定員管理の適正化

　[総務課]
　[人事課]

H24年度

H26

1

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]

・平成25年度は、導入済みシステム
の運用を行うとともに、BCP（情報シス
テム障害発生時の対応計画）の策定
や、各校に通知表の電子化システム
の導入を行い、ＩＣＴの活用を推進す
る。

取組細項目[進捗管理課] H27№ 　 H23 H24

H25 H26取組細項目[進捗管理課] 　 H23 H24内　　　　容

1

・各部が抱える諸課題を把握するとともに、課題解決に向け効率的な
事務の執行体制を確立するために、各部と定数ヒアリングを行った。

・各部が抱える諸課題を把握するとともに、課題解決に向け効率的な
事務の執行体制を確立するために、各部と定数ヒアリングを行った。

1
給与の適正化

　[人事課]

●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    ((((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

実績
検討・
実施

検討・
実施

実績

　　　　    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

№

●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。

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]

H23年度

H24年度

・庁内検討会を3回開催。まちづくり協議会ごとの区域図を作成した。

今後の取組

・平成25年度地図情報システム更新
に合わせ、データ整理を行い、取組を
進めていく。

・庁内検討会を1回開催。まちづくり協議会ごとの区域図を作成した。

H24年度までの取組概要

・関係機関との連携を密にし、引き続
き各種手当等の適正化に向けて取り
組む。

・平成24年度から見直しを図るべく、住居手当及び通勤手当の適正
化に向けた検討を行った。

・平成25年度から見直しを図るべく、住居手当及び通勤手当の適正
化に向けた検討を行った。
・報酬審議会の答申に基づき、特別職、市議会議員、非常勤特別職
の報酬を、平成24年度から引き下げた。また、特別職、市議会議員
は、報酬の自主カットを行った。（市長10％、副市長7％、教育長他2名
5％、市議会議員5％）
・管理職員特別勤務手当の支給対象を4時間以上の勤務とした。

H23年度

H24年度

H27

・定員適正化計画の達成のために計
画の適正な進行管理を行う。

今後の取組H24年度までの取組概要内　　　　容

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

取組細項目[進捗管理課] 今後の取組内　　　　容№ H27　 H23 H24 H25

№ 　 H23 H24 H25

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・・・・実施実施実施実施検討検討検討検討

検討検討検討検討・・・・実施実施実施実施
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計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

実績

実質赤字比率 - -

連結実質赤字比率 - -

実質公債費比率 9.1% 8.6%

将来負担比率 64.6% 64.1%

進捗状況 Ａ Ａ

計画

達成達成達成達成

実績

地方債残高 497億円 483億円

市民1人あたり
地方債残高

216千円 206千円

計画

実績

財政調整基金残高 48億円 51億円

計画

計画

達成達成達成達成

実績

経常収支比率 97.8% 96.9%

進捗状況 Ｂ Ｂ

・今後も必要に応じた改善措置を講
じ、財政の健全化を推進する。

その他財政指標等の改善

　[財政課]

実績
１９５百万
円の黒字

　<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。

H24年度

・本庁舎、学校園においてエネルギー使用量の節減を図った。
・適用範囲を市の全施設に広げる環境マネジメントシステムの構築を
行い、同システムにおいて実績・結果の”見える化”や省エネ法の報
告との共通化を図ることとした。

・新ＥＭＳ(環境マネジメントシステム)の運用を開始した。
・学校版ＥＭＳの取組みを推進した。
・街路灯のＬＥＤ化など施設・設備の省エネ化を推進した。

　<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％

H24年度

H23年度

・投資的経費の抑制及び不急事業の進度調整などにより、地方債の
発行抑制に努めた。
・厳正、適正な予算の執行管理及び不急事業の進度調整等を行っ
た。

・投資的経費の抑制により、地方債の発行抑制に努めた。
・厳正、適正な予算の執行管理を行った。

●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　）

　<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」

H23年度

2

・引き続き適正水準を保つことができ
るよう財政運営を行う。

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％

財政健全化に向けての取
組

　[財政課]

・投資的経費の抑制及び不急事業の進度調整などにより、地方債の
発行抑制に努めた。

・投資的経費の抑制により、地方債の発行抑制に努めた。

H23年度

H24年度

・学校園を含めEMSの取組みを進め、
省エネルギーや光熱水費の削減に努
める。

●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。

環境に配慮した行政運営

　[環境政策課]
実績 実施 実施

取組細項目[進捗管理課]

1

H23 H24 H25 H26

654百万
円の黒字

　 H23 H24№

　　　　    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

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

今後の取組H27内　　　　容 H24年度までの取組概要　№

　　　　    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

H27

　　　　    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

H24年度までの取組概要内　　　　容 今後の取組H25 H26

取組細項目[進捗管理課]

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

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施
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計画

進捗状況 Ａ Ａ

計画

達成達成達成達成

実績

市税　  現年 98.2% 98.3%

　　　　  滞納 15.1% 15.3%

国保税　現年 89.1% 89.6%

　　　　　 滞納 11.5% 12.0%

進捗状況 Ｃ Ｂ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

　 H23 H24 H25

H23 H24 H25

H23年度

H24年度までの取組概要

H23年度

H24年度

・市税及び国保税について、①滞納整理の強化②口座振替加入率の
向上③民間活力を導入した電話催告等を行い、市税（現年）と国民健
康保険税（現年、滞納）の収納率は対Ｈ22年度比で向上したが、各指
標とも目標数値には至らなかった。
・その他の債権について、夜間電話催告、訪問徴収及び弁護士徴収
委託などにより債権確保に努めた。

・広報たからづかへの有料広告掲載件数を大きく増やした。（Ｈ23年
度30件→Ｈ24年度47件）
・平成24年度から、広告付き行政情報モニターを設置するとともに、
庁舎内公共施設案内板への広告掲載を実施した。

 ・市税及び国保税について、①滞納整理の強化②口座振替加入率
の向上③納税案内センターによる電話催告等を行った結果、市税（現
年・滞納）及び国民健康保険税（現年・滞納）の収納率は、対平成23
年度比で向上した。市税（現年）は目標数値に到達したが、市税（滞
納）と国民健康保険税（現年・滞納）は目標数値に至らなかった。
 ・その他の債権について、夜間電話催告、訪問徴収及び弁護士徴収
委託などにより債権確保に努めた。

H24年度

・今後も年2回の中期財政見通しを策
定し、財政状況を把握するとともに、
今後の財政運営に活用していく。

　　　　    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

●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。

実績

今後の取組

・平成23年10月及び平成24年3月に中期財政見通しを策定し、公表を
行った。

・平成24年10月に中期財政見通しを策定し、公表を行った。
・平成25年3月予定分については、平成25年度当初予算が骨格予算
となったため、平成25年6月の作成、公表に変更した。

実施

内　　　　容

実施

・引き続き、市税及び国保税につい
て、平成25年度からの「市税収納率
向上アクションプラン」に基づき、①滞
納整理の強化②口座振替加入率の
向上③納税案内センターによる電話
催告等により、収納率の向上と滞納
額の圧縮に取り組む。
・その他の債権について、督促、夜間
電話催告など債権管理を徹底し、未
収額の圧縮に努める。

H26

●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。

新たな歳入の創出

　[各施策所管課]
　[行財政改革担当]

実績

H23年度

H24年度

●市税及び国保税について、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）　　　　　（H24年度末目標）
　（市税）　　　　　　　現年98.0％　 　現年98.3％
　　　　　　　　　 　 　滞納16.5％　 　滞納17.9％
　（国民健康保険税） 　 現年88.6％　 　現年90.9％
　　　　　　　　　　  　滞納10.5％　 　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。

市税等債権の確保

　[市税収納課]
　[各債権所管課]

取組細項目[進捗管理課]

1

内　　　　容

取組細項目[進捗管理課]

中期財政見通しの策定

　[財政課]
3

H27H26

今後の取組

　　　　    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

実施 実施

・広告募集の仕組みや体制の見直
し、既存の広告媒体についての見直
し、新たな媒体での広告掲載の実施
により、歳入増を図る。

1

・福祉医療助成受給者証送付用封筒への有料広告掲載
・インターネットオークションによる公有財産売却
・行政情報モニター、庁舎内公共施設案内板への広告掲載につい
て、平成24年度からの実施に向け準備を完了。

№ 　 H24年度までの取組概要

№

H27

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施

実実実実　　　　施施施施
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計画

達成達成達成達成

実績

経常収支比率 96.2% 97.2%

病床利用率 87.2% 87.2%

紹介患者率 44.7% 50.1%

進捗状況 Ｂ Ｂ

計画

達成達成達成達成
実績

経常収支比率 100.4% 97.0%

進捗状況 Ｂ Ｃ

計画

進捗状況 Ｂ Ｂ

H25 H26 H24年度までの取組概要

H24年度

・第三セクター等経営検討会を開催し、外郭団体に係る情報収集及
び情報共有に努めるとともに、外郭団体評価シートの取りまとめを進
めた。
・土地開発公社の経営健全化を進めるため、新たに平成23年度
（2011年度）～平成27年度（2015年度）の経営健全化計画を策定し
た。

・平成23年度の外郭団体の経営状況について、外郭団体評価シート
を作成し、市ホームページ等により公開した。
・宝塚市都市整備公社については、すみれ墓苑事業を市に移管し、
市の直営事業とすることになり、公社を解散した。

H24年度

・さらなる地域医療連携推進に取り組んだ結果、紹介率は50.1％、逆
紹介率も77.4％に向上した。
・急性期治療が終了した患者の早期退院に向けて、地域の医療機関
との連携を図りながら、円滑な退院に向けて取り組んだ。これにより、
稼動病床利用率は、平成23年度と同等であったが、在院日数の短縮
による新入院患者数の増加につながった。
　
　Ｈ24年度目標　経常収支比率：　　98.1％
　　　　　　　　　　　稼動病床利用率：89.4％
　　　　　　　　　　　紹介患者率：　　　50.0％

・組織の見直し、再任用職員の活用を図った。

・営業課業務の包括委託について方針を固めた。
・経常収支比率について、有収水量減少による給水収益の減及び分
担金収入の減といった収益の減少により、前年度比3.4ポイント減と
なった。

H23年度

H24年度

H24年度までの取組概要

・地域医療連携の推進にむけた種々の施策を実施した。
・薬品費、診療材料費削減にむけた在庫管理の徹底を図った。
・救急受入れの充実に向けて取り組んだ。
・改革プランの達成に向けて、職員意識の向上を図るため、研修や説
明会等を開催した。

 Ｈ23年度目標　経常収支比率：　　95.8％
　　　　　　　　　　　稼動病床利用率：87.5％
　　　　　　　　　　　紹介患者率：　　　48.0％

H23年度

・引き続き、各団体の経営状況の把
握及び詳細な経営状況の公開に努
め、各団体の公益性、存在意義を吟
味し、存廃も含めたあり方の検討を行
う。

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]

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。

実績 実施 実施

H23年度

●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％

上下水道事業の経営健全
化

　[上下水道局]

2

H26　 H23 H27

№

●「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％ 　　 　90.7％
　市立病院における地域医療
　機関からの紹介患者率　　　 39％　　　 　50％

市立病院の経営健全化

　[市立病院]
1

　　　　    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

取組細項目[進捗管理課]

№ 取組細項目[進捗管理課] 今後の取組H24 H25

　 H23 H24 H27 今後の取組

・救急受入れ件数が年々増加してい
るが、現在のところ、夜間・休日用の
救急病床の確保が円滑とはいえな
い。平成25年度は病床の確実な確保
の仕組みを構築する。
・地域医療支援病院の承認申請を
行ったが、平成25年度はさらなる地域
医療連携強化に向けて、従来の地域
連携パス適用患者数の増加ととも
に、がん地域連携パスについても推
進していく。

※なお、改革プランの数値目標の変
更によって、稼動病床利用率は、平
成24年度89.4％（変更前91.8％）、平
成25年度90.7％（変更前95.1％）に変
更した。

・平成25年10月から、営業課業務の
包括委託を実施する。
・新たに定めた経営改革プラン（H23
年度～H27年度）に基づき経営健全
化を進める。

内　　　　容

内　　　　容

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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