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I はじめに

 本市では、平成１８年度から取り組んだ「宝塚市都市経営改革大綱」の成果と総括を踏まえ、その発展的・

継続的な取組と、さらには、行財政の仕組み自体を改革し、社会経済環境の変化に柔軟に対応できる簡素で

効率的な行政運営を目指すため、「宝塚市行財政運営に関する指針」を平成２３年７月に策定しました。 

 この指針では、基本方針「未来を開く自主的、自律的な行政運営、健全で持続可能な財政運営」に基づき

「最適な公共サービスの追及」、「質の高い行政運営の推進」及び「健全な財政運営の推進」という３つの「目

指す方向性」と、これらにおける「推進項目」を示すとともに、この推進項目を平成２３年度から平成２７

年度までに計画的かつ着実に実施するための「行財政運営アクションプラン」も策定し、その取組を行って

きました。 

 この取組については、毎年度、「行財政運営アクションプラン」に掲げる４０項目の取組成果の検証と見

直しを行うとともに、その進捗状況を市のホームページなどで公表してきましたが、このたび、取組最終年

度である平成２７年度の取組実績を踏まえ、５年間の取組結果をまとめましたのでお知らせします。 

1



II ５年間の取組結果おける総括

行財政運営アクションプランに掲げた４０項目の取組結果は、次項「行財政運営アクションプラン取組項

目総括表」のとおり、評価Ａ【目標達成・取組完了】が１７項目で４２．５％、評価Ｂ【取組中・一部目標

達成】が２１項目で５２．５％、評価Ｃ【取組中】が２項目で５％、評価Ｄ【実施に向けて検討中】は０項

目で、評価Ａと評価Ｂを合わせると９５％の取組項目で目標達成、一部目標達成となり、５年間の取組効果

額は、歳出減額約２８．７億円、歳入増額約１４．２億円で合計約４２．９億円と一定の成果を上げること

ができました（６１頁、６２頁参照）。 

 しかしながら、市民参画と協働による行財政運営の推進や、行政評価を核とした施策や事業の推進などは

取組の途上にあります。さらに、今後の財政状況としては市税収入の大幅な回復は見込めず、過去に発行し

た地方債の償還や、社会保障関連経費である扶助費の増大、公共施設の老朽化などが想定される中で、平成

２８年３月作成の財政見通しでは、平成２８年度から平成３０年度までに財源不足約３４．６億円が生じる

と見込まれており、財政構造の硬直化が懸念される厳しい状況にあります。 

 第５次宝塚市総合計画で目指す将来都市像である「市民の力が輝く共生のまち宝塚」の実現のためには、

健全で持続可能な行財政基盤の確立が、その前提となることは言うまでもなく、取組を終了した同指針の成

果や課題を検証、総括したうえで、引き続き時代の変化に適応した行財政運営の実現に向けた取組を今後も

継続する必要があります。 

 このことから、宝塚市行財政運営に関する指針及び同アクションプランにおいて達成できなかった取組項

目や、取組内容をさらに推進する必要があるものなどについては、その目標達成を目指し平成２８年度以降、

引き続き、第２次宝塚市行財政運営に関する指針及び同アクションプランにおいて取組を継続しています。 

 また、緊急対策として平成２８年度から平成３０年度までに生じると見込まれる財源不足を解消し、健全

で持続可能な財政基盤を確立することを目的に、平成２８年２月に定めた「行財政運営に関する重点取組項

目」を第２次宝塚市行財政運営アクションプランに継承し、その取組を推進しています。 

●平成１８年度以降、行財政運営にかかる取組の遷移 
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1  「目指す方向性」ごとの取組結果 

「はじめに」でも述べましたとおり「宝塚市行財政運営に関する指針」では、基本方針「未来を開く自

主的、自律的な行政運営、健全で持続可能な財政運営」に基づく「最適な公共サービスの追及」、「質の高

い行政運営の推進」及び「健全な財政運営の推進」という３つの「目指す方向性」と各方向性において「推

進項目」を示し、その取組を計画的かつ着実に実施するため、「行財政運営アクションプラン」に４０の

取組項目を掲げ、その取り組みを行ってきました。 

 その目指す方向性ごとにおける取組の結果は、次のとおりとなります。 

(1) 最適な公共サービスの追及 ・・・ 4 頁 から 31 頁 

(2) 質の高い行政運営の推進 ・・・ 32 頁 から 45 頁 

(3) 健全な財政運営の推進 ・・・ 46 頁 から 59 頁 
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(1) 目指す方向性１「最適な公共サービスの追及」の取組結果 

ア) 方向性 1に掲げる推進項目と取組項目 

推進項目(１)「市民参画と協働による行財政運営の推進」 

取組項目① 市民と行政との情報の共有 

取組項目② 市政への市民参画の推進 

取組項目③ 協働の推進 

取組項目④ 協働のための環境整備 

推進項目(２)「効果的で効率的な公共サービスの提供」 

取組項目① 事務・事業の見直し 

取組項目② 受益者負担のあり方の検討 

取組項目③ 補助制度の見直し 

取組項目④ 広域行政（連携）の推進 

推進項目(３)「公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用」 

取組項目① 公的施設の運営の適正化、公的施設のあり方の見直し 

取組項目② 市有財産の有効活用 

取組項目③ 指定管理者制度の活用 

推進項目(４)「行政マネジメントシステムの機能強化」 

取組項目① 行政評価の実施手法の見直し 

取組項目② 行政評価を核とする施策運営、事業の展開 

取組項目③ 戦略計画等と組織体制の有機的連携 

目
指
す
方
向
性
１

最
適
な
公
共
サ
｜
ビ
ス
の
追
及
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イ) 方向性 1の取組項目における成果 

① 方向性１の取組項目に掲げた２３項目の取組の結果 

② 取組項目に基づき実施した主な取組内容 

ｱ) ふれあいトークについて、テーマメニューを更新し、テーマの充実を図るとともに、制

度の充実を図った。 

ｲ) 市ホームページの更新を行い、機能を充実するとともに、広報たからづかと連携し、情

報が探しやすく、見やすいものになった。 

ｳ) 協働の指針（平成 25年 3月）を策定するとともに、協働型事業の推進や、きずなづくり

推進事業補助金の効果的な運用、公園アドプト制度などの推進を行った。 

ｴ) 使用料、手数料等の見直し、改定を行った。 

ｵ) 民間活力の活用、指定管理者制度の活用を行った。 

ｶ) 市有財産及び土地開発公社所有地の売却、貸付を行った。 

ｷ) 平成 24 年度から知識経験者などの外部の視点を取り入れた行政評価委員会を立ち上げ、

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た。 

③ 主な取組における効果額 

ウ) 方向性１の取組項目に掲げた２３項目の取組結果 

 取組項目に掲げた２３項目の取組結果については、次頁以降のとおりです。 

評価Ａ 【目標達成・取組完了】

 ※当初の目標を達成できていると認められるもの
11 項目 47.8% 

評価Ｂ 【取組中・一部目標達成】

 ※当初の目標の一部を達成していると認められるもの
10 項目 43.5% 

評価Ｃ 【取組中】

 ※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
2項目 8.7% 

評価Ｄ 【実施に向けて検討中】

 ※具体化に向け検討中のもの
- - 

計 23 項目 100% 

評価Ａと評価Ｂを合わせると２１取組項目で全体の９１.３％ので目標達成、一部目標達成とな

り、５年間の取組効果額は、約１０.４億円と一定の成果を上げることができました。

市有財産の有効活用の取組

効果額 約２.６億円（逆瀬台１丁目

土地の貸付、伊孑志４丁目土地の処分

など） 

受益者負担のあり方の検討の取組

効果額 約１.９億円（地域児童育成

会育成料 見直 ､道路占用料 見直

しなど）

事務事業 見直  取組

効果額 約２.９億円（一般廃棄物収

集・運搬業務委託費の削減､マイクロバ

 運行管理業務 民間委託  ）
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No. 1 

推進項目(1)「市民参画と協働による行財政運営の推進」の 9項目の各取組 

 取組１ 市民と行政との情報の共有  

進捗管理課： 総務課・広報課 

取組内容 
・「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する。 

成果指標 

a 広報たからづかを半分以上読む市民の割合 

 （平成 22 年度 55.5％⇒平成 27年度末目標 65％） 

b 市ホームページを見る市民の割合（平成 22 年度 19.8％⇒平成 27年度末目標 25％） 

c 行事参加者のうち広報誌を情報源とした人の割合 

 （平成 23 年度 31.8％⇒ 平成 27年度末目標 35％） 

d 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 

 （平成 23 年度 11.4％⇒ 平成 27年度末目標 15％） 

年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成26年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 広報を読む市民 40.3% - 38.6％ - - 

b 市ＨＰを見る市民 23.8% - 21.3％ - - 

c 広報を情報源 - 32.1％ - 30.2％ 36.3％ 

d 市ＨＰを情報源 - 5.7％ - 6.0％ 8.2％ 

取組効果額（千円） - 6,261 - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・ふれあいトークについて、テーマメニューを更新し、テーマの充実を図るともに、制度の充

実を行うことで、参加者が大幅に増加した。 

・平成 26 年 12 月からホームページの更新を行い、機能を充実するとともに、広報たからづか

と連携し、利用者にとって情報が探しやすく、見やすいものになった。 

・職員向けに情報発信に関する研修（パブリシティ研修）を行い、効果的な情報発信の体得を

図った。 

【平成 23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、22回開催し、737 人の参加があった。 

【平成 24年度】 

・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、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。 

【平成 25年度】 

・ふれあいトークについては、25回開催し、684 人の参加があった。 

・ホームページのリニューアルに向けて、平成 24年度に分析を行った課題等を整理した。 

【平成 26年度】 

・ふれあいトークについては、55回開催し、1907 人の参加があった。 

・平成 26年 12 月からホームページをリニューアルし、機能の充実、操作性の向上を図った。 

【平成 27年度】 

・ふれあいトークについては、55回開催し、1,680 人の参加があった。 

・市ホームページと広報たからづかとを連携させ、誌面各記事のＩＤ番号を市ホームページ上

で検索すると、一層充実した情報を提供できる仕組みを整えた。 

・広報たからづかのアプリ配信を開始し、スマートフォンアプリ「i 広報紙」から、いつでも

どこでも広報誌を閲覧できるようにした。 

実 施整 備

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ① 「市民と行政との情報の共有」 
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課題 

・アンケートに基づく広報たからづか・ホームページ活用度は目標値に届かなかったが、今後

も市民にとっての重要な情報源として、効果的な情報発信に努める必要がある。 

・災害時に迅速な情報発信が可能になるようホームページを運用する必要がある。 

・情報発信の手引きをもとにした職員向けの研修を行い、全庁的に情報発信力を高める必要が

ある。 

今後の取組 

・ふれあいトークについては、広報たからづか及び市ホームページで、引き続き PRを行うなど、

さらなる制度活用を図る。 

・利用者にとっては情報が探しやすい、また、職員にとっては情報発信がしやすく、かつ災害

時に迅速な情報発信が可能なホームページの運用に引き続き努めていく。 

・市民にとっての重要な情報源である広報たからづか・ホームページについて、今後も効果的

な情報発信に努めていく。 

・「情報発信の手引き」をもとにした職員向けの研修を行い、全庁的により効果的・効率的な情

報発信が行えるよう取り組む。 
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No. 2 

 取組２ 市政への市民参画の推進  

進捗管理課： 市民相談課 

取組内容 
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す

る。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

・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】 

パブリック・コメント実施件数 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） 

【平成 24年度】 

・パブリック・コメント実施件数 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  

【平成 25年度】 

・パブリック・コメント実施件数 4 件、提出意見数 68 件、1 件あたりの提出意見の平均件数

17 件  

【平成 26年度】 

・パブリック・コメント実施件数 11 件、提出意見数 362 件、1 件あたりの提出意見の平均件

数 33件  

【平成 27年度】 

・パブリック・コメント実施件数 16 件、提出意見数 463 件、1 件あたりの提出意見の平均件

数 29件  

課題・今後

の取組 

・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するなど、今後もよ

り多くの意見が寄せられるよう適切な運用に努める。また、意見募集の際には各担当課から

関係団体や記者クラブに対し情報提供を行う。 

実 施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ② 「市政への市民参画の推進」 
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No. 3 

 取組３ 市民との意見交換  

進捗管理課： 市民協働推進課 

取組内容 

・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する。 

 また、「車座集会」は、平成 24 年度までに 20 の全小学校区を一巡したため、平成 25 年度か

らは「市民と市長のテーブルトーク」として実施する。 

成果指標 

a 車座集会開催回数（年間）（平成 22 年度 4回⇒平成 24 年度末目標 6回 

b 車座集会参加者数（年間）（平成 22 年度 120 人⇒平成 24年度末目標 180 人 

c 平成 25 年度からは「市民と市長のテーブルトーク」として実施 

 開催回数（年間）（平成 24年度 0回⇒平成 27年度末目標 4回） 

年度 平成23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成26年度 平成 27年度

計画      

成果指標の

結果 

a 車座集会開催回数 7 回 5 回 - - - 

b 車座集会参加者数 112 人 95 人 - - - 

cテーブルトーク開催

回数 
- - 2 回 4 回 4 回 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度・平成 24年度】 

・平成 23 年度は市内 7 ケ所(高司、光明、良元、安倉、中山台、末成、長尾)で、平成 24 年度

は市内 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。  

【平成 25年度】 

・テーブルトークに変更し、西・東公民館で 2回開催。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。 

（車座集会からテーブルトークに制度改正するのに準備期間が必要であったため、年 2 回の開

催となった。） 

【平成 26年度・平成 27年度】 

・テーブルトークを平成 26 年度は 4回（まいたに人権文化センター、西公民館など）、平成 27

年度は 4 回（西谷ふれあい夢プラザ、男女共同参画センターなど）開催した。市長と担当部

職員が市民の生の声を聴き、情報共有を図った。 

課題・今後

の取組 

・市長と市民のテーブルトークを年４回開催する。毎回テーマを設定し、そのテーマについて

意見交換を行い、情報の共有を図り、協働のまちづくりを推進する。 

実 施整 備

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ② 「市政への市民参画の推進」 
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No. 4 

 取組４ 市民意識調査の実施  

進捗管理課： 政策推進課 

取組内容 
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

を反映させる。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

・市民アンケートは 2～3年毎に実施しており、市内在住の満 16歳以上の男女を無作為抽出し、

3,000 人を対象として行う。 

【平成 23年度】 

・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。  

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・市内在住の満 16 歳以上の男女を無作為に抽出し、平成 26 年 1 月～2月に、市民満足度調査・

定点観測調査それぞれ 3,000 人を対象として、市民アンケートを実施し、市民満足度調査

1,527 件（回答率：50.9 パーセント）・定点観測調査 1,630 件（回答率：54.3％）の回答を得

た。 

【平成 26年度】 

・第 5 次総合計画後期基本計画策定にかかる検討市民会議等でアンケート結果を基礎資料とし

て活用した。 

【平成 27年度】 

・平成 28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。 

・第 5 次総合計画後期基本計画策定にかかる総合計画審議会等でアンケート結果を基礎資料と

して活用した。 

課題・今後

の取組 

・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。 

実 施実 施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ② 「市政への市民参画の推進」 
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No. 5 

 取組５ 協働の推進  

進捗管理課： 市民協働推進課・各施策所管課 

取組内容 
・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

型事業を推進する。 

成果指標 

a 地域や NPO との協働事業数（平成 22年度 13 件⇒平成 23年度末目標 20件） 

b「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ことにより、平成 24年度から目標数値

を変更した。 

 地域や NPO との協働事業数（平成 24年度 352 件⇒平成 27年度末目標 600 件） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 協働事業数 19 件 - - - - 

b 協働事業数 - 352 件 554 件 620 件 643 件 

取組効果額（千円） 1,320 2,420 2,860 3,080 2,860 

進捗状況 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

・地域及びＮＰＯへ事業委託を実施した。 

・きずなづくり推進事業補助金の効果的運用、公園アドプト制度の推進や、応急手当普及員に

よる救急講習の推進などに取り組んだ。 

【平成 23年度】 

・地域やＮＰＯとの協働事業数は、19件であった。 

・きずなづくり推進事業補助金は、14件の応募があり、うち 11件に対して補助を行った。 

・公園アドプト制度の管理協定を行った公園数は 6箇所増え、計 35箇所となった。 

・応急手当普及員認定者数は計 8人となった。 

【平成 24年度】 

・地域やＮＰＯとの協働事業数について、協働の指針に基づく区分によりカウントした結果、

352 件となった。 

・きずなづくり推進事業補助金は、28件の応募があり、うち 17件に対して補助を行った。 

・公園アドプト制度の管理協定を行った公園数は 5箇所増え、計 40箇所となった。 

・応急手当普及員による救急講習の推進に取り組んだ結果、応急手当普及員認定者数は 35 人増

え計 43 人となった。 

【平成 25年度】 

・地域やＮＰＯとの協働事業数は、554 件に増加した。 

・きずなづくり推進事業補助金は、17件の応募があり、うち 10件に対して補助を行った。 

・公園アドプト制度の管理協定を行った公園数は 2箇所増え、計 42箇所となった。 

・応急手当普及員認定者数は 11 人増え計 54人となった。 

・市民参加（ワークショップの開催）により、観光集客戦略（案）を策定した。 

【平成 26年度】 

・地域やＮＰＯとの協働事業数は、620 件に増加した。 

・きずなづくり推進事業補助金は、21件の応募があり、うち 14件に対して補助を行った。 

・公園アドプト制度の管理協定を行った公園数は 1箇所増え、計 43箇所となった。 

・応急手当普及員認定者数は 14 人増え計 68人となった。 

【平成 27年度】 

・地域やＮＰＯとの協働事業数は、643 件に増加した。 

・きずなづくり推進事業補助金は、15 件の応募（1件は取り下げ）があり、うち 11 件に対して

補助を行った。 

・公園アドプト制度の管理協定を行った公園数は 1箇所減り、計 42箇所となった。 

・応急手当普及員認定者数は 8人増え計 76人となった。 

検討・検証・実施 

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ③ 「協働の推進」 
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課題 

・協働型事業の推進に向けては、各部局において今後の事業展開を協働の視点で検証していく

ことが重要である。 

・きずなづくり推進事業補助金を活用し、市民主体の公益的活動を促進していく必要がある。 

今後の取組 

・協働の指針や新たに策定した協働のマニュアルを活用し、事務事業評価や施策評価において、

各部局が今後の事業展開を協働の視点で検証し、協働型事業を推進していく。 

・きずなづくり推進事業補助金について、市民及び庁内に周知し、引き続き市民主体の公益的

活動を促進していく。 
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No. 6 

 取組６ 協働の指針の策定  

進捗管理課： 市民協働推進課 

取組内容 
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、さらに協働を推進する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

・市民の参画と協働を推進し、市民と行政が協力して、宝塚のまちをつくるための基本原則な

どをわかりやすくまとめた協働の指針を策定した。 

【平成 23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。  

【平成 24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。【平成 25年 3月に指針策定】 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・協働の指針を基に、協働事業を効果的に実施するために、活用しやすいマニュアルの策定に

取り組んだ。 

課題・今後

の取組 

・協働の指針や協働のマニュアル（平成 28年 4月策定）を活用し、様々な分野において協働を

推進していく。また、協働についてのわかりやすい事例の追加など、マニュアルの充実を図

る。  

実 施検討･策定

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ③ 「協働の推進」 
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No. 7 

 取組７ まちづくり協議会の合意形成システムづくりの支援  

進捗管理課： 市民協働推進課 

取組内容 

・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

働きかける。 

成果指標 
・自治会などによる議決機関のあるまちづくり協議会数 

（平成 22年度 8協議会⇒平成 27 年度末目標 20 協議会） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 
協議会数  9 協議会 9 協議会 9 協議会 9 協議会 9 協議会 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

取組結果の

概要 

・平成 24 年度から平成 27 年度までに、新たに議決機関を設置したまちづくり協議会はなかっ

た。 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・協働のまちづくり促進委員会（平成 25年 9 月設置）において、協働を進めるための効果的な

仕組みづくりに関し、まちづくり協議会の運営（意思決定の仕組み、まちづくり計画等）に

ついての検討を重ねた。 

・住民自治組織のあり方に関する調査専門委員(平成 26 年 11 月設置)において、自治会やまち

づくり協議会への支援のあり方などについて、検討を行った。 

課題 
・議決機関のあるまちづくり協議会数は、平成 23年度以降増加しておらず、まちづくり協議会

の運営について支援を行う必要がある。 

今後の取組 

・協働のまちづくり促進委員会での審議内容を、今後の各まちづくり協議会の運営に生かし、

意思決定の仕組みづくりを促進していく。 

・住民自治組織のあり方に関する調査専門委員の報告書（平成 28年 4月提出）及び自治会やま

ちづくり協議会の意見を踏まえ、本市の地域自治に係る取組を決定する。 

実 施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ③ 「協働の推進」 
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No. 8 

 取組８ 地域ごとのまちづくり計画に基づく取組の推進  

進捗管理課： 市民協働推進課・関係所管課 

取組内容 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む。 

成果指標 地域ごとのまちづくり計画の達成率（平成 22 年度 38％⇒平成 27 年度末目標 60％） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 
達成率 38％ 45％ 45％ 45％ 45％ 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

取組結果の

概要 

・まちづくり協議会補助金を支出し、地域ごとのまちづくり計画を推進した。 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・協働のまちづくり促進委員会（平成 25年 9 月設置）において、協働を進めるための効果的な

仕組みづくりに関し、まちづくり協議会の運営（意思決定の仕組み、まちづくり計画等）に

ついての検討を重ねた。 

・住民自治組織のあり方に関する調査専門委員(平成 26 年 11 月設置)において、自治会やまち

づくり協議会への支援のあり方などについて、検討を行った。 

課題 
・地域ごとのまちづくり計画は、地域及び市ともに進捗管理ができておらず、大幅な見直しが

必要となっている。 

今後の取組 

・協働のまちづくり促進委員会での審議内容を、今後の各まちづくり協議会の運営に生かし、

地域ごとのまちづくり計画の見直し及び推進を図っていく。 

・住民自治組織のあり方に関する調査専門委員の報告書（平成 28年 4月提出）及び自治会やま

ちづくり協議会の意見を踏まえ、本市の地域自治に係る方針を決定する。 

実 施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ③ 「協働の推進」 
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No. 9 

 取組９ 協働のための環境整備  

進捗管理課： 市民協働推進課 

取組内容 
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む。 

成果指標 市内の NPO 法人の数（平成 22年度 78 団体⇒平成 27 年度末目標 100 団体） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 
NPO 法人数 84 94 103 105 103 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度～平成 27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平成 23 年度に 7回、平成 24 年度に 6回、平成 25 年度に 8回、

平成 26 年度に 11 回、平成 27年度に 10回実施した。 

課題 

・市民活動促進事業の内容を精査し、さらに市民主体のまちづくりの推進を図る必要がある。 

・協働の指針の意義を理解し、協働についての認識を高めるため、引き続き、市民と職員それ

ぞれを対象とした啓発を実施する必要がある。 

今後の取組 
・地域活動やＮＰＯ活動に対する協働の認識を高め、「協働の指針」に基づいて、協働の推進に

取り組む。 

実 施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (１) 「市民参加と協働による行財政運営の推進」 
取組項目     ④ 「協働のための環境整備」 
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No.10 

推進項目(2)「効果的で効率的な公共サービスの提供」の 6項目の各取組 

 取組１０ 事務・事業の見直し  

進捗管理課： 各施策所管課・総務課 

取組内容 

・事務・事業を点検するための基準を整理する。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る。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む。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） 587 24,218 87,300 87,300 87,300 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・事業の整理・統廃合について検討し、事業の見直しを行った。 

【平成 23年度】 

・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

人）、学校事務の市費事務職員の引き上げ（1 人）、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。 

【平成 24年度】 

・正規の市費事務職員の引き上げ(2 人）、給食調理員の嘱託化（3人）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。 

【平成 25年度】 

・平成 25 年 10 月から、子ども発達支援センターのマイクロバス運行管理業務の民間委託を行

い、事務の効率化に努めた。 

・生活保護受給者への就労支援を行い、35人の就労につなげた。 

・一般廃棄物収集・運搬業務において、一部地域で競争入札を実施したことにより、大きな経

費削減効果があった。 

【平成 26年度】 

・事業の整理・統廃合について検討し、小学校から 3 人、中学校から 1 人の正規の市費事務職

員を計 4人引き上げた。また、複数校の用務員がチームを構成し、小中養護学校 37校を 2ブ

ロック 8班に分け、月 1回程度の割合で小規模修繕等の共同作業を行った。 

【平成 27年度】 

・生活保護受給者への就労支援を行い、38人の就労につなげた。 

・学校給食調理員について、嘱託職員の退職後に臨時職員を補充する取組を行うため、平成 27

年度 3月に平成 28年度～平成 34 年度までを運用期間とする新配置基準を策定した。 

課題・今後

の取組 

・小学校・中学校施設開放事業、学校給食の効果的で効率的な運営など未達成の事務事業の見

直し項目について、実施に向けて引き続き調査、検討を行う。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ① 「事務・事業の見直し」 

17



No.11 

 取組１１ 入札・契約制度の改革  

進捗管理課： 契約課 

取組内容 
・「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す

る。また、効率化の観点から入札・契約事務の見直しを行う。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・入札契約制度調査研究会（市職員で構成）において調査専門委員の提言をいかに実現するか

について検討を行った。 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24年度】 

・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 25年度】 

・市庁舎総合管理業務の案件を総合評価方式を用いた入札方式を用い決定した。 

【平成 26年度】 

・工事請負契約において予定価格が 6,000 万円以上の案件を対象に労働環境報告書の提出を求

めることを開始した。 

・入札契約制度調査研究会において、調査専門委員の提言の一つである最低制限価格の公表時

期その他算定方法の見直しについての検討を行った。 

・契約事務要領を一部改正し一般競争入札における取扱いを改善した結果、入札不調が低減し

事業執行の円滑化が図られた。 

【平成 27年度】 

・最低制限価格の算定方法及び公表方法の変更、公共工事の前払金及び部分払に関する取扱要

領の改正を行うなど、入札制度の一定の透明性、公平性、公正性の確保が可能となった。 

課題 

・入札及び契約に係る制度に関する調査専門委員の提言の実現に向けて、引き続き、入札・契

約事務の見直しを行う。また、時代の要請や社会経済状況に応じた入札・契約制度の見直し

（運用）が必要である。 

今後の取組 
・より一層の透明性、公平性、公正性、競争性の高い制度を目指し、今後の市の契約方針を構

築するため、平成 28 年度中の公契約条例制定に向けて取り組む。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ① 「事務・事業の見直し」 
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No.12 

 取組１２ 公共工事コスト縮減に関する新たな取組  

進捗管理課： 各施策所管課・契約課 

取組内容 ・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。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23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。 

【平成 24年度】 

・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。) 

【平成 25年度】 

・コスト縮減について兵庫県のチェックシートを準用し各工事において日々コスト縮減に取り

組む。平成 25年度終了時点で国・県による総括を受け新たな段階に進むと仄聞していたが、

その動きは無く兵庫県から現コスト縮減チェックリストによりその意識の高揚に努められた

いとの確認をしたところである。 

  建築工事のチェックシートについては、国・県の総括を受けて新たなシートを作成する予

定とした。【平成 25年度に取組完了】 

【平成 26年度・平成 27年度】 

・引き続き、公共工事のコスト縮減、入札及び契約に係る制度に関する調査専門委員の提言の

実現に向けて取り組んだ。 

課題 

・入札及び契約に係る制度に関する調査専門委員の提言の実現に向けて、引き続き、入札・契

約事務の見直しを行う。また、時代の要請や社会経済状況に応じた入札・契約制度の見直し

（運用）が必要である。 

今後の取組 ・公共工事の設計にあたっては、引き続きコスト縮減に努めていく。 

実 施検 討

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ① 「事務・事業の見直し」 
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No.13 

 取組１３ 受益者負担のあり方の検討  

進捗管理課： 各施策所管課・財政課 

取組内容 
・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。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） 2,400 38,327 43,356 51,520 55,604 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・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。 

【平成 23年度】 

・看護専門学校授業料の改定を実施した。 

・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

く条例改正を実施した。 

【平成 24年度】 

・道路占用料の改定を実施した。 

【平成 25年度】 

・市営住宅駐車場使用料の改定を実施した。 

【平成 26年度】 

・学校給食において自校炊飯を実施することで、米飯給食時は食材料費に含まれる委託炊飯費

が不要になることから、平成 26 年度から１食当たり 2円を光熱水費の一部に充当した。 

【平成 27年度】 

・市営住宅駐車場使用料の改定を実施した。 

・平成 26年度から学校給食費の一部を光熱水費の一部として１食当たり 2円充当しているが、

平成 28 年度から 4円充当することを決定した。 

課題 

・使用料等について、受益と負担の適正化を図るため、近隣各市の状況を踏まえ、コストに基

づく使用料、手数料などの見直しを行う必要がある。 

・小中学校の施設開放の利用者に関して、他のスポーツ施設利用者との負担の公平化を図るた

め、受益者負担金の徴収について検討する必要がある。 

今後の取組 
・小中学校施設開放受益者負担金の徴収など、未達成の取組項目の実施に向けて、引き続き調

査、検討を行う。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ② 「受益者負担のあり方の検討」 
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No.14 

 取組１４ 補助制度の見直し  

進捗管理課： 各施策所管課・財政課 

取組内容 
「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む。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） 6,617 7,637 7,762 7,762 7,762 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・補助金の効果、有効性について検証し、一部の補助金について、廃止又は減額を行った。 

・「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した。 

・補助金交付基準に基づき交付額（補助率）の確認や、補助金の改善点などの整理を行った。 

【平成 23年度】 

・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した。 

・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した。 

【平成 24年度】 

・スプリングフェスタ事業補助金を削減した。 

課題・今後

の取組 

・「補助金交付基準」に基づき、効果や適格性などを判断し、廃止、縮小などの見直しを行って

きた。今後も、時代に適合した有効な補助金のあり方について見直しを行い、また、補助金

の効果等について公表する必要がある。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ③ 「補助制度の見直し」 
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No.15  

 取組１５ 広域行政（連携）の推進  

進捗管理課： 各施策所管課・政策推進課 

取組内容 
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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） 300 300 300 300 300 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・兵庫県消防広域化推進計画で示された「宝塚市、川西市、猪名川町」の組合せによる消防広

域化を推進する。（平成 24 年度に工程表を見直した。 ） 

・鳥獣被害総合対策に伴う南丹・北摂地域鳥獣被害防止対策連絡協議会の広域行政での取組を

行う。 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24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。 

【平成 25年度】 

・消防の広域化に向けての目標や方向性を示した２市１町消防広域化将来ビジョンを策定した。

・消防広域化実現までの間、さらなる圏域住民の消防サービスに寄与する取組を図るため、総

務、予防、警防の各部門で個別事務について協議、検討し、平成 26 年度から救急出動体制を

除く 7項目について広域連携を実施することとなった。 

【平成 26年度】 

・圏域住民の消防サービス向上に寄与する取組を図るため、総務・予防・警防各部門で個別事

務 6 項目について広域連携を実施した。また、救急車の現場到着時間の短縮を目指し、新た

な救急応援出動体制について、応援協定の改正並びに覚書を締結し、平成 27 年 4月 1日から

の実施に向け協議を整えた。 

・平成 27 年 4 月から伊丹市と本市とが連携し、大学の協力を得て両市域での周産期医療の確保

に取り組むことにした。 

・不足する水道水の確保のため、平成 29 年 4 月から阪神間 4市で構成する「阪神水道事業団」

へ加入し受水することを決定した。 

【平成 27年度】 

・平成 27年 4 月から、救急車の現場到着時間を短縮し、住民サービス向上のため、宝塚市・川

西市・猪名川町で新たな救急応援出動協定を締結し、３つのエリア、６地域において、救急

事案が連続して発生した時に他市町の救急車が応援出動する体制を開始した。また、職員研

修（交流）や合同訓練・区域外警防調査を実施し、圏域住民の消防サービス向上を図った。 

課題・今後

の取組 

・国、県の動向を確認しながら、平成 27 年 4 月 1日から開始された救急応援出動体制の検証、

その他の消防広域連携の推進を行い、宝塚市・川西市・猪名川町住民の更なる安全・安心の

向上を図る。 

・阪神水道企業団からの受水により、小林浄水場・亀井浄水場を平成 30 年度に廃止する予定と

しており、廃止後の施設、財産の有効活用を図る必要がある。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (２) 「効果的で効率的な公共サービスの提供」 
取組項目     ④ 「広域行政（連携）の推進」 
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No.16  

推進項目(3)「公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用」の 3項目の各取組 

 取組１６ 公的施設の運営の適正化、公的施設のあり方の見直し  

進捗管理課： 各施設所管課・政策推進課 

取組内容 
・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る。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・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施設について、

存続・転用・廃止等の検討を行った。 

・公共施設及びインフラ最適化等検討会において、宝塚市公共施設マネジメント基本方針、宝

塚市公共施設等総合管理計画の策定に取り組んだ。 

【平成 23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、

高齢者介護予防事業施設（旧長尾支所）及び御殿山よりあい広場（旧勤労福祉会館）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。 

【平成 24年度】 

・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。 

・公共施設及びインフラ最適化等検討会で、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。 

【平成 25年度】 

・旧長尾支所跡地は、高齢者介護予防事業施設及び長尾地区の地区センターが入居し、地域の

福祉活動等の拠点としての役割を担ってきたが、耐震性の問題などから平成 25 年 3 月に建物

を閉鎖し、同年 11月には解体した。 

・ 中央公民館及び勤労市民センターについては閉鎖することを意思決定した（中央公民館は

移転先を検討中）。また、シルバー人材センターについては貸付先である公益社団法人宝塚市

シルバー人材センターが耐震工事を実施することを決定した。 

・宝塚市公共施設及びインフラ最適化等検討会において、宝塚市公共施設マネジメント基本方

針(案)の策定を行った。 

【平成 26年度】 

・新中央公民館について、現勤労市民センター敷地部分も活用した整備に向け、基本設計に着

手した。宝塚自然の家について、今後の施設のあり方を庁内検討会で検討した。また、さら

ら仁川の公益施設等について、運営方法の早期の適正化に向けて調査を行った。 

・宝塚市公共施設マネジメント基本方針を平成 26 年 12 月に策定するとともに、公共施設マネ

ジメントに関する市民アンケートを実施し、市民の意識調査を行った。 

【平成 27年度】 

・新中央公民館について、現勤労市民センターを解体し、当該敷地に建築する実施設計を策定

した。 

・宝塚市公共施設及びインフラ最適化等検討会において、宝塚市公共施設等総合管理計画（案）

を策定した。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (３) 「公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用」 
取組項目     ① 「公的施設の運営の適正化、公的施設のあり方の見直し」 
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課題 

・宝塚自然の家について、子ども達の自然体験、環境学習を中心とした体験施設として、より

魅力的な施設とするため、施設整備や学習プログラムの充実を行い、リニューアルを図る必

要がある。 

・さらら仁川とピピアめふの施設のあり方や位置づけを見直し、競争性を確保するため、プロ

ポーザルや入札などにより管理運営者を決定するよう取り組む必要がある。 

今後の取組 

・引き続き、耐震性の確保されていない施設の存廃について検討を行う。 

・旧長尾支所跡地は、平成 28年度に公募により民間事業者への貸付けに取り組む。 

・平成 28年度に宝塚市公共施設等総合管理計画（案）のパブリック・コメントを実施し成案化

すると共に、市民への周知・ＰＲに努める。 
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No.17 

 取組１７ 市有財産の有効活用  

進捗管理課： 管財課・政策推進課 

取組内容 
・市所有地及び土地開発公社所有地の活用・処分を行う。その他、市有財産の有効活用を検討

する。 

成果指標 公有地の活用・処分状況（平成 22年度 5ヶ所⇒平成 27年度末目標 10ヶ所） 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度

計画      

成果指標の結果 活用・処分状況 6 ヶ所 8 ヶ所 10 ヶ所 10 ヶ所 10 ヶ所 

取組効果額（千円） - - 224,182 19,440 19,440 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

・市所有地及び土地開発公社所有地の有効活用、貸付、処分を行った。 

【平成 23年度】 

・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。

【平成 24年度】 

・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。

【平成 25年度】 

・逆瀬台 1丁目の土地について、借受事業者と 9月に事業用定期借地権設定契約を締結した。 

・伊孑志 4丁目の土地について、売却までの間賃貸借契約を締結した後、12 月に売買契約を締

結し、土地の引き渡しを完了した。 

・中筋 2丁目の土地について、地域住民と協議を進め、公園用地として活用する方針となった。

・公社所有地である湯本町の元市民ホール予定地については、買受事業者と 6 月に売買契約を

締結し、土地の引き渡しを完了した。 

【平成 26年度】 

・旧西谷教職員住宅（大原野南穴虫）について、9 月に発生した台風、豪雨により被災された

武田尾地区の住民世帯の仮設住宅として利活用を図った。 

【平成 27年度】 

・旧長尾支所跡地の利活用については、民間活力の導入を図ることに決定した。 

・兵庫県から平成 27 年 3月に土地及び建物の返還があった旧阪神教育事務所（御殿山 2丁目）

について、同年 9月から貸付を行い、放課後児童クラブとして利活用を図った。 

課題 

・公共用地先行取得等事業債で取得した土地については、早期の有効活用を引き続き検討する

必要がある。 

・その他、普通財産の貸付等により有効活用に努めるほか、売却可能な物件については、早期

売却に向けて、その方策等を検討することが必要である。 

今後の取組 

・平成 28 年度は、旧長尾支所跡地（山本東 2丁目）について、民間事業者への貸付による利活

用を図るため、土地活用事業者を募集し、旧長尾支所跡地利活用事業者選定委員会による選

定を経て、貸付事業者を決定する。 

・土地開発公社所有地の処分等については、平成 27 年度末に策定した「第 4次宝塚市土地開発

公社経営健全化計画」に基づき、その取組を推進する。 

 引き続き、有効活用が図れていない土地、建物について、公共施設マネジメントの観点から

も、対応策を検討し利活用に努める。 

・公的施設の役割、利用状況、職員の配置状況、運営コストなどを考慮して、存続・転用・廃

止等の検討を進める。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (３) 「公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用」 
取組項目     ② 「市有財産の有効活用」 
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No.18 

 取組１８ 指定管理者制度の活用  

進捗管理課： 各施設所管課・政策推進課 

取組内容 

・「指定管理者制度運用方針（平成 22年 5月策定、平成 27 年 12 月改訂）」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る。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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - 82,000 82,000 82,000 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・市直営施設４ヶ所に新たに指定管理者制度を導入し、66 施設で指定管理者制度を導入してい

る。 

・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～平成 26 年

度実施内容分）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。 

【平成 23年度】 

・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制度を導入した。 

【平成 24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。 

【平成 25年度】 

・平成 25 年 4 月 1 日から老人ホーム福寿荘に、同 25 年 9 月 1 日から売布北グラウンドに、新

たに指定管理者制度を導入した。 

【平成 26年度】 

・宝塚市指定管理者制度運用方針（平成 22.5）について、施設間で、備品や余剰金などの取り

扱いが異なる例が見られる状況になってきたことから、運用方針を改定（平成 26 年 11 月）。

宝塚市指定管理者モニタリングマニュアルについても一部様式の改定（平成 27年 4月 1日施

行）を行い、取り扱いの統一化を図った。 

・指定管理者の選考に関する事項を調査審議するため、宝塚市指定管理者選定委員会条例を制

定（平成 27年 4月 1日施行）し、指定管理者選定委員会を執行機関の附属機関として位置付

けた。 

・平成 26年 11 月 1日から花屋敷グラウンドに、新たに指定管理者制度を導入した。 

【平成 27年度】 

・宝塚市指定管理者制度運用方針について、指定管理者指定の議案を、市議会が慎重に審議す

る機会、指定後における協定締結など準備のための期間を確保する必要があるため、その提

出時期を定める改正を行った。 

課題・今後

の取組 

・既に指定管理者制度を実施している施設について、指定管理者制度運用方針に則り、適切な

指導、監督を行う。 

・公民館、人権文化センターへの指定管理者制度の導入に向けて検討する。 

・他の市直営施設について、引き続き効率性及び市民サービス向上の観点から、指定管理者制

度の導入に向けた検討を行う。また、更新手続きが必要な既存の指定管理者施設について、

指定管理者選定等の必要な手続きを実施する。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (３) 「公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用」 
取組項目     ③ 「指定管理者制度の活用」 
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No.19 

推進項目(4)「行政マネジメントシステムの機能強化」の 5項目の各取組 

 取組１９ 行政評価の実施手法の見直し  

進捗管理課： 政策推進課・財政課 

取組内容 
・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う。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

取組結果の

概要 

・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るとともに、行政評価の客観性や

透明性を高めるため、平成 24年度から、知識経験者 3人、市内の公共的団体等の代表者 2人、

公募市民 1 人からなる行政評価委員会を設置し、委員会をにおいて市の施策及び事務事業の

推進、執行状況について審議を受け、効果的・効率的な施策展開に取り組んだ。 

・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、新年度予算に反映したほか、

評価結果等の公表を行った。 

【平成 23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。 

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・平成 24 年度から外部の視点を取り入れた行政評価委員会を設置しており、平成 25 年度は 8

月～9月に計 5回、平成 26 年度は 7月～9月に計 5回、平成 27年度は 7月～9月に計 6回開

催し、市の施策及び事務事業の推進、執行状況について審議を受けた。 

課題 

・行政評価を核として、実施計画の策定や予算の編成、組織体制などを有機的に連動させると

ともに、施策や事業の優先度の決定、事業の選択と集中、財源や人材の適正配分など、行政

マネジメントシステムの効果的な運用、改善に取り組む必要がある。 

・行政評価の客観性・透明性を保つとともに、行政評価委員会からの意見・提案などを踏まえ、

行政評価の運用改善に取り組む必要がある。 

今後の取組 

・平成 28年度は、行政評価委員会において、施設見学や前年度評価の振り返りを予定している。

・今後も引き続き、行政評価委員会による外部評価を継続し、評価の客観性・透明性を保つと

ともに、行政マネジメントシステムの強化に努めていく。 

実 施検 討

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (４) 「行政マネジメントシステムの機能強化」 
取組項目     ① 「行政評価の実施手法の見直し」 
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No.20 

 取組２０ 行政評価への外部の視点の導入  

進捗管理課： 政策推進課・財政課 

取組内容 ・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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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年度】 

・平成 24年 4月に、知識経験者 3人、市内の公共的団体等の代表者 2人、公募市民 1人からな

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。 

  【平成 24年度に行政評価への外部の視点の導入を完了】 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・平成 24年度に外部評価の仕組みを構築した。以後は、実施手法の検討を行っていく。 

課題 
・行政評価の客観性・透明性を保つとともに、行政評価委員会からの意見・提案などを踏まえ、

行政評価の運用改善に取り組む必要がある。 

今後の取組 

・平成 28年度は、行政評価委員会において、施設見学や前年度評価の振り返りを予定している。

・今後も引き続き、行政評価委員会による外部評価を継続し、評価の客観性・透明性を保つと

ともに、行政マネジメントシステムの強化に努めていく。 

実 施検 討

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (４) 「行政マネジメントシステムの機能強化」 
取組項目     ① 「行政評価の実施手法の見直し」 
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No.21 

 取組２１ 行政評価を核とする施策運営、事業の展開  

進捗管理課： 各施策所管課・政策推進課 

取組内容 

・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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・総合計画を効果的・効率的に推進するため、平成 24 年度～平成 28 年度までの戦略計画（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。 

・行政評価の評価結果等を受けて戦略計画、実施計画を策定し、新年度予算に反映させるよう

改善した。 

【平成 23年度】 

・平成 24年度戦略計画（重点取り組み方針）を策定し、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 24年度・ 平成 25年度】 

・平成 25 年度・平成 26 年度戦略計画（重点取り組み方針）を策定し、施策・事業展開に活用

した。 

【平成 26年度・平成 27年度】 

・平成 27 年度・平成 28 年度戦略計画（重点取り組み方針）を策定し、施策・事業展開に活用

した。なお、市ホームページに、戦略計画の内容やその進捗を市民に分かりやすく伝える、

部局長実行宣言を掲載した。 

課題 

・総合計画を効果的・効率的に推進するため、施策評価、事務事業評価、行政評価委員会によ

る外部評価の結果などを、戦略計画、実施計画、新年度予算へ反映させて、効果的・効率的

な施策・事業展開を行うよう運用改善に取り組む必要がある。 

今後の取組 

・施策評価、事務事業評価、行政評価委員会による外部評価の評価結果等を踏まえ、戦略計画

（重点取り組み方針）を策定し、施策・事業展開に活用する。 

・策定した戦略計画について、内容やその進捗を市民に分かりやすく伝えるため、部局長実行

宣言として市ホームページに掲載する。 

実 施検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (４) 「行政マネジメントシステムの機能強化」 
取組項目     ② 「行政評価を核とする施策運営、事業の展開」 
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No.22 

 取組２２ 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  

進捗管理課： 政策推進課・財政課 

取組内容 ・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、実施する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23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。 

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・行政評価の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ようなスケジュール

とした。 

【平成 26年度】 

・戦略計画は行政評価の評価結果等を受け策定し、実施計画は戦略計画に基づき策定し、新年

度予算に反映させた。 

【平成 27年度】 

・戦略計画は行政評価の評価結果等を受け策定し、実施計画は戦略計画に基づき策定し、新年

度予算に反映させた。 

・平成 28 年度予算において 300 万円未満の事業については、実施計画の対象外とし、各部のマ

ネジメントにより部の枠予算での対応とした。 

課題・今後

の取組 

・総合計画を効果的・効率的に推進するため、施策評価、事務事業評価、行政評価委員会によ

る外部評価の結果などを、戦略計画、実施計画、新年度予算へ反映させて、効果的・効率的

な施策・事業展開に取り組む。 

実 施検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (４) 「行政マネジメントシステムの機能強化」 
取組項目     ② 「行政評価を核とする施策運営、事業の展開」 
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No.23 

 取組２３ 戦略計画等と組織体制の有機的連携  

進捗管理課： 政策推進課・総務課 

取組内容 
・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る。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度～平成 25年度】 

・平成 24 年度～平成 26 年度の戦略計画(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 26年度・平成 27年度】 

・平成 27 年度・平成 28 年度の戦略計画（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、「部局長実行宣言」として市

ホームページで紹介した。戦略計画を施策・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。 

課題・今後

の取組 

・戦略計画、実施計画等と組織体制との有機的連携に向けて、より効率的な運用手法について

検討を進める。 

検討・実施

目指す方向性 １ 「最適な公共サービスの追及」 
推進項目   (４) 「行政マネジメントシステムの機能強化」 
取組項目     ③ 「戦略計画等と組織体制の有機的連携」 
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(2) 目指す方向性２「質の高い行政運営の推進」の取組結果 

ア) 方向性２に掲げる推進項目と取組項目 

推進項目(１)「職員力の向上」 

取組項目① 人事制度改革 

取組項目② 人材育成の推進 

推進項目(２)「機能的な組織づくり」 

取組項目① 機能的な組織づくり 

取組項目② 弾力的な組織運営 

推進項目(３)「定員・給与の適正化」 

取組項目① 定員管理の適正化 

取組項目② 給与の適正化 

推進項目(４)「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮」 

取組項目① ＩＣＴを活用した情報共有の推進 

取組項目② ＩＣＴ活用体制、情報セキュリティ対策の充実  

取組項目③ 環境に配慮した行政運営 

目
指
す
方
向
性
２

質
の
高
い
行
政
運
営
の
推
進
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イ) 方向性２の取組項目における成果 

① 方向性２の取組項目に掲げた９項目の取組の結果 

② 取組項目に基づき実施した主な取組内容 

ｱ) 公営企業職員を除く正規職員及び週５日勤務の再任用職員は、４３人の増員（平成 23年

4 月 1日～平成 28 年 4月 1 日）となったが、週４日勤務の再任用職員を含めた人数から

計画対象外職員を除いた職員数は、定員適正化計画の見通しどおり削減を行った。 

ｲ) 国や県、類似団体及び近隣市の動向を踏まえ、給与制度の適正化に取り組んだ。 

③ 主な取組における効果額 

ウ) 方向性の取組項目に取組項目に掲げた９項目の取組結果 

 取組項目に掲げた９項目の取組結果については、次頁以降のとおりです。 

評価Ａ 【目標達成・取組完了】

 ※当初の目標を達成できていると認められるもの
3項目 33.3% 

評価Ｂ 【取組中・一部目標達成】

 ※当初の目標の一部を達成していると認められるもの
6項目 66.7% 

評価Ｃ 【取組中】

 ※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
- - 

評価Ｄ 【実施に向けて検討中】

 ※具体化に向け検討中のもの
- - 

計 9 項目 100% 

評価Ａと評価Ｂを合わせると１００％の取組項目で目標達成、一部目標達成となり、５年間の

取組効果額は、約１６.４億円と一定の成果を上げることができました。

給与の適正化の取組

効果額 約４．６億円

（総人件費の抑制） 

定員管理 適正化 取組

効果額 約１１．６億円 

定員適正化計画 基  定員管理 適正化
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No.24 

推進項目(1)「職員力の向上」の 2項目の各取組 

 取組１ 人事制度改革  

進捗管理課： 人材育成課 

取組内容 

・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む。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24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。 

【平成 25年度】 

・昇格選考制度について、必要経験年数をさらに短縮し若手職員の受講を可能にし、意欲と能

力を持った職員が昇格する制度とした。 

・再任用職員の人事評価について、上半期の評価が良好でなかった職員に警告し、改善につな

がるなど一定の効果が見られた。 

【平成 26年度】 

・昇格選考制度について、係長級から課長級への昇格制度を新設し、人事評価を基にした各部

局からの推薦制度を導入することにより、適性を持った能力ある職員を昇格させる制度に改

正した。 

【平成 27年度】 

・昇格選考制度について、係長級から課長級への昇格に必要な経験年数をさらに短縮すること

により、意欲と能力を持った若手職員の昇格を可能にし、また、育児休業期間の経験年数か

らの除算制度の廃止により、女性の活躍を促す制度への改正を行った。 

課題・今後

の取組 

・人事評価制度の運用方法や昇格制度など人事諸制度の見直しや条件整備を進めており、引き

続き、職員の能力向上と効率的かつ効果的な組織づくりのため、人事諸制度の整備に努める。

検討・実施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (１) 「職員力の向上」 
取組項目     ① 「人事制度改革」 
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No.25 

 取組２ 人材育成の推進  

進捗管理課： 人材育成課 

取組内容 

・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する。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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23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。 

【平成 24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、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。 

【平成 25年度】 

・階層別研修では、新たに論理的文書作成の手法を習得する研修を実施した。 

・個別のテーマ研修として、「接遇」、「協働の指針」、「情報発信」などの研修を行った。 

・講演会として、「宝塚市政策アドバイザーによる講演会」、「男女共同参画」、「児童虐待防止」

等を実施した。 

・昨年度に引き続き、採用２年目の職員を東北に派遣し、被災地の現状から災害対策について

学ぶ機会とした。 

・職員能力開発事業として、「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、利用方法や管理・運営のしかたについて検討し、開設に向けて図書

の購入を行い、充実を図った。 

【平成 26年度】 

・階層別研修では、新たに折衝力・交渉力の向上のための研修、文書・データの整理と活用の

ための研修を実施した。 

・個別のテーマ研修として、「接遇」、「救命講習」、「評価者研修」などの研修を行った。 

・講演会として、「障がい者理解のための講演会」、「男女共同参画」、「児童虐待防止」等を実施

した。 

・平成 24 年度から引き続き、採用 2年目の職員を東北に派遣し、被災地の現状から災害対策に

ついて学ぶ機会とした。 

・職員能力開発事業として、「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。 

・4 月に学習室を開設し、職員のために開放した。図書は新規購入や職員からの提供により、

充実を図った。 

【平成 27年度】 

・監督職基本研修に「政策形成研修」を加え、監督職昇格者への研修を強化した。 

・階層別研修では、新たに問題力解決向上研修を実施した。 

・個別のテーマ研修として、「接遇」、「危機管理対応訓練」、「評価者研修」などの研修を行った。

・講演会として、「障がい者差別解消法」、「性的マイノリティ」、「児童虐待防止」等を実施した。

検討・実施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (１) 「職員力の向上」 
取組項目     ② 「人材育成の推進」 
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・平成 24 年度から引き続き、採用 2年目の職員を東北に派遣し、被災地の現状から災害対策に

ついて学ぶ機会とした。 

・職員能力開発事業として、「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。 

課題・今後

の取組 

・少数精鋭で高機能の体制づくりが不可欠なことから、高度で専門的な知識を習得できる派遣

研修を有効的に活用していく必要がある。また新しい時代の変化に対応できる資質、能力を

備え、市民の期待に応える職員を育成するために、政策形成能力向上のための研修など、幅

広い視点から研修を実施する必要があるため、常に内容を見直し、新しい題材を取り入れて

いく。 
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No.26 

推進項目(2)「機能的な組織づくり」の 2項目の各取組 

 取組３ 機能的な組織づくり  

進捗管理課： 総務課 

取組内容 
・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う。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・平成 26 年度組織改正では、文化政策を総合的に推進するための組織や子ども・子育て支援新

制度などの新たな制度の実施に対応する組織体制を整備した。また、副課長制度の廃止の方

針に基づき、平成 26 年度定員管理において、一部の副課長を廃止した。 

【平成 26年度】 

・平成 27 年度組織改正では、市長部局の部・室・課の数を平成 26 年 4 月 1 日から 1室 3 課増

やし、9部 21 室 54 課とした。 

 産業文化部に北部地域の振興を推進する課である北部振興企画課を新たに設置した。 

 福祉施策の推進体制を強化充実するため、健康長寿推進室を安心ネットワーク推進室と健康

推進室に分割した。いきがい福祉課を、高齢者サービス・生活支援、高齢者虐待・権利擁護、

認知症・医療介護連携、包括支援センター統括、介護予防対策などを担当する高齢福祉課と、

セーフティネットワークの構築、エイジフレンドリーシティの取組、災害時要援護者対策、

地域福祉計画などを担当する地域福祉課に分割した。 

 生活援護課を廃止し、生活保護業務を担当する生活保護課と、生活保護に係る医療、経理事

務・援護資金貸付事務・生活困窮者自立支援事業などを担当する生活支援課に分割した。 

【平成 27年度】 

・平成 28年度組織改正では、以下のような組織改正を行った。 

・行財政改革を推進するため、専任の担当部長及び行革推進課を設置した。 

・公共施設の効率的かつ効果的な管理を行うために施設マネジメント課を創設した。 

・職員の人材育成を推進するため、新たに人事室を設置し、人事課を人材育成課及び給与労務

課に分割した。 

・クリーンセンターに、新ごみ処理施設の建設を担当する施設建設課を設置した。 

課題・今後

の取組 

・類似団体、阪神間他市に対して所管組織に対する調査を行うとともに、組織体制の機能強化

に向けて、事務分掌、職務権限等の観点から見直しを引き続き行う。 

 また、第 5次総合計画後期基本計画の実現に向けた、組織体制の見直しを行う。 

検討・実施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (２) 「機能的な組織づくり」 
取組項目     ① 「機能的な組織づくり」 
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・簡素で効率的な組織運営を図るため、課の数や管理職の数を削減してきたが、組織の円滑な

運営には一定数が必要である。今後は、行政課題対策グループの新たなグループの設置の検

討、その他のプロジェクトチームや庁内連絡会議などとの連携を図ることにより、それぞれ

の制度が機動性や効率性の観点から的確に運用されるよう庁内周知を徹底していく必要があ

る。 
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No.27 

 取組４ 弾力的な組織運営  

進捗管理課： 総務課 

取組内容 
・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る。

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・平成 26 年に創立 100 周年を迎える宝塚歌劇団を中心とした魅力あるまちづくりを推進し、歌

劇のあるまち宝塚をシティプロモートする歌劇 100 年未来創造推進チームを設置した。また、

「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」及び「子育て世帯臨時特例給付金」に対応する簡素な

給付措置プロジェクトチームを設置するための検討や調整を行った。 

【平成 26年度】 

・「歌劇モニュメントと誘導サインの設置」と「訪日観光客や修学旅行の誘致活動」等の取組を

行うために、歌劇 100 年未来創造推進チームの設置期間の延長を行った。また、臨時給付金

について、当初は平成 26 年度のみの事業としていたが、平成 27 年度についても継続するこ

とが決まったため簡素な給付措置プロジェクトチームの設置期間の延長を行った。 

【平成 27年度】 

・北部地域の地域振興に係る調査や提案、基本構想の策定を行うため、「北部地域振興プロジェ

クトチーム」を新たに設置した。また、「歌劇 100 年未来創造チーム」の設置期間を延長し、

宝塚歌劇団を中心とした魅力あるまちづくりを推進した。また、「簡素な給付措置プロジェク

トチーム」の設置期間を延長し、「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」の

支給を行った。 

課題・今後

の取組 

・今後も、弾力的組織運営に資する他市の制度等について、調査研究し、庁内の連携体制につ

いて見直しを行う。 

実 施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (２) 「機能的な組織づくり」 
取組項目     ② 「弾力的な組織運営」 
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No.28 

推進項目(3)「定員・給与の適正化」の 2項目の各取組 

 取組５ 定員管理の適正化  

進捗管理課： 総務課・人材育成課 

取組内容 
・「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う。 

成果指標 地方公営企業の職員を除く職員数（平成 22年 4月 1 日 1,409 人⇒平成 28年 4 月 1日 1,324 人）

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

地方公営企業の職員

を除く職員数 
1,372 人  1,364 人  1,363 人  1,360 人  1,415 人 

取組効果額（千円） 117,000  245,000  306,000  340,000  150,000 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度～平成 26年度】 

・各部と定数ヒアリングを行い、諸課題を把握するとともに、課題の解決に向け、事務の執行

体制の見直しを継続して行っている。

【平成 27年度】 

・各部に定数ヒアリングを行い、諸課題を把握するとともに、課題の解決に向け、事務の執行

体制の見直しを継続して行っている。 

・これらの取組により職員数は、平成 27 年 4 月 1 日時点で 1,358 人、平成 28 年 4 月 1 日時点

で 1,415 人になった。 

・再任用職員が見通し以上の減員となったため、その補充をしたこと等により、正規職員の人

数は目標に至らなかったが、再任用職員を含めた人数から計画対象外職員を除いた職員数に

おいては、定員適正化計画の見通しどおりの削減ができた。 

課題・今後

の取組 

・平成 28 年度は、これまでの定員適正化計画に基づく取組み成果を踏まえつつ、組織体制の維

持や人材育成など組織管理の視点も考慮した、新たな定員管理に関する方針を策定し、効果

的で適正な定員管理に取り組む。 

実 施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (３) 「定員・給与の適正化」 
取組項目     ① 「定員管理の適正化」 
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No.29 

 取組６ 給与の適正化  

進捗管理課： 給与労務課 

取組内容 ・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う。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - 39,932 93,187 301,732 22,810 

進捗状況 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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 24年度】 

・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人 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。 

【平成 25年度】 

・住居手当及び通勤手当の適正化に向けた検討を行った。 

・幅広い見地からの意見を集約するため、宝塚市職員の給与のあり方に関する懇話会を開催し

た。 

・地方交付税の減額に伴う財源確保策として平成 26 年 1 月から 1 年間､5%～1.7%の給与減額措

置を実施した。 

【平成 26年度】 

・住居手当及び通勤手当の適正化に向け検討を行い、住居他手当については平成 27 年度から持

家区分の引下げを行うことで職員組合と妥結した。通勤手当については単車・自転車使用区

分の手当額を人事院勧告では引き上げ勧告となったが、据え置くことで国よりも低く設定し

た。 

・地方交付税の減額に伴う財源確保策として、平成 26年 1月から 12月まで 5％～1.7％の給与

減額措置を行った。嘱託職員は 4月から 1年間 1.3％の給与減額措置を行った。 

【平成 27年度】 

・持家に係る住居手当を平成 27 年 4 月から 800 円引き下げた。 

（新築購入 15年以内 6,800 円→6,000 円、15 年超 5,300 円→4,500 円） 

 さらに、平成 28 年度から毎年 1,500 円ずつ減額し、平成 31 年 4 月には全廃で職員組合と妥

結した。 

・嘱託職員報酬については、一般職の職員の給与制度の総合的見直しに準じて、平成 28 年度か

ら適用される報酬表について、平均△0.23％の改正を行った。 

課題・今後

の取組 

・平成 28年度から平成 30 年度まで、特別職の給料を 5％～10％、一般職の給料を 1.2％～4.5％

減額するとともに、その他の手当についても減額する。 

・引き続き、給与制度の適正化に取り組む。 

検討・実施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (３) 「定員・給与の適正化」 
取組項目     ② 「給与の適正化」 
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No.30 

推進項目(4)「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮」の 3項目の各取組 

 取組７ ICT を活用した情報共有の推進  

進捗管理課： 市民相談課・広報課・市民協働推進課・情報政策課 

取組内容 
・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する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度・ 平成 24年度】 

・庁内検討会を平成 23 年度に 3 回、平成 24 年度に 1 回開催。まちづくり協議会ごとの区域図

を作成した。 

【平成 25年度】 

・庁内検討会を開催し、平成 26年 1月 6日に地図情報システム内でまちづくり協議会ごとの区

域図及び人口、世帯数、高齢化率を情報配信した。 

【平成 25年度末までに、地図情報システム内でまちづくり協議会ごとの地域統計情報を配

信】 

【平成 26年度・平成 27年度】 

・宝塚市地図情報（地域統計情報等)の充実に取り組んだ。 

課題・今後

の取組 

・市が保有する情報を個人や企業等が利活用しやすい形で、市ホームページにおいてオープン

データとして公開していく。 

・宝塚市地図情報に掲載されている公共施設情報等と地域統計情報(まちづくり協議会別)を連

携させ、地域統計情報(まちづくり協議会別)の充実を図る。 

実 施調査・検討

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (４) 「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮」 
取組項目     ① 「ＩＣＴを活用した情報共有の推進」 
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No.31 

 取組８ ＩＣＴ活用体制、情報セキュリティ対策の充実  

進捗管理課： 情報政策課・各システム所管課 

取組内容 

・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

り組む。 

成果指標 
 公共施設予約などの申請に占めるオンライン率 

（平成 22年度 69％⇒平成 27年度末目標 80％） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 
オンライン率 72.0％ 73.6％ 74.5％ 76.2％ 79.1％ 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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。

【平成 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・本市にとって最適な次期基幹系システム更新事業の基本計画の策定に着手した。 

・データセンターでの運用を行うとともに、新たに文書管理システム及び保育業務システムを

データセンターで運用する準備を行った。 

【平成 26年度】 

・基幹系システム更新基本計画を策定し、本市にとって最適な次期市民税賦課収納システムの

調達を行った。 

・全庁的なシステムとして文書管理システム、ホームページシステムのデータセンターでの運

用を開始した。 

・校務支援システムの導入を行い、仮稼働を開始した。 

【平成 27年度】 

・副市長を本部長（CIO）とする情報化推進本部を設置し、情報化推進体制を整備した。あわせ

て、庁内の ICT 化の基本方針を示し、具体的な施策を取りまとめた ICT 戦略の策定を行った。

・年金機構の情報流出事故を踏まえ、ネットワーク構成の分離や標的型攻撃メール対策を行い、

セキュリティ対策の強化対策を実施しした。 

・校務支援システムの本稼働を開始し、あゆみ・通知表の作成を完全電子化した。 

課題・今後

の取組 

・今後のＩＣＴに関する取組については、「誰もが利便性、サービス向上を実感できる電子市役

所の実現」、「効果的な情報発信・情報交流のためのＩＣＴの活用推進」、「情報セキュリティ

の強化とＩＣＴの高度利用の推進」を基本理念として、平成 27 年度に策定したＩＣＴ戦略で

取りまとめた具体施策に取り組む。 

 情報セキュリティについては、国の要請をふまえ、平成 27年度から継続して行っており、抜

本的なセキュリティ強化対策に取り組む。 

策定・実施検討

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (４) 「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮」 
取組項目     ② 「ＩＣＴ活用体制、情報セキュリティ対策の充実」 
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No.32 

 取組９ 環境に配慮した行政運営  

進捗管理課： 環境政策課（～平成 26年度）、地域エネルギー課（平成 27年度～） 

取組内容 

・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

推進する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） △1,854 △9,137 △38,320 13,995 54,521 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の全市施設での運用や、学校園における学校版ＥＭＳ

の取組を推進し、エネルギー使用量、光熱水費の削減に努めた。 

【平成 23年度】 

・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。 

【平成 24年度】 

・新ＥＭＳ(環境マネジメントシステム)の運用を開始した。 

・街路灯のＬＥＤ化など施設・設備の省エネ化を推進した。 

・新エネルギー推進課を設置し、本市での再生可能エネルギー導入のための仕組みづくりの検

討を開始した。 

【平成 25年度】 

・大部分の街路灯をリース方式によりＬＥＤ化するなど、施設・設備の省エネ化を推進した。 

・再生可能エネルギー導入のための仕組みとして、審議会や基金を設け、条例制定やビジョン

策定につなげた。 

【平成 26年度】 

・本庁舎の空調設備改修により省エネ化を推進し、光熱水費の削減を図った。 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例にもとづき、市有地を活用した市民発電

所誘致や公共施設における太陽光発電設置を行った。 

【平成 27年度】 

・街路灯（デザイン灯）のＬＥＤ化等により、施設・設備の省エネ化を推進した。 

・平成 28 年度からの市の事務事業における実行計画であるＥＣＯオフィスプラン（第４次宝塚

市地球温暖化対策実行計画事務事業編）を策定した。 

・県補助金、再生可能エネルギー基金を活用し、公共施設において太陽光発電設備を導入した。

課題・今後

の取組 

・市の事務事業における実行計画であるＥＣＯオフィスプラン（第４次宝塚市地球温暖化対策

実行計画事務事業編：計画期間：平成 28 年度～平成 32 年度）に基づき、省エネ・省資源の

取組を促進するとともに、宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例、宝塚

エネルギー2050 ビジョンに基づき、再生可能エネルギー導入の取組を推進する。 

実 施

目指す方向性 ２ 「質の高い行政運営の推進」 
推進項目   (４) 「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮」 
取組項目     ③ 「環境に配慮した行政運営」 
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(3) 目指す方向性３「健全な財政運営の推進」の取組結果 

ア) 方向性３に掲げる推進項目と取組項目 

推進項目(１)「財政健全化」 

取組項目① 財政健全化に向けての取組の推進 

取組項目② 市税等債権の確保 

取組項目③ 新たな歳入の創出 

推進項目(２)「地方公営企業の経営健全化」 

取組項目① 地方公営企業の経営健全化の推進 

推進項目(３)「外郭団体等の経営健全化」 

取組項目① 外郭団体等の経営健全化及びあり方の検討 

目
指
す
方
向
性
３

健
全
な
財
政
運
営
の
推
進
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イ) 方向性３の取組項目における成果 

① 方向性３の取組項目に掲げた８項目の取組の結果 

② 取組項目に基づき実施した主な取組内容 

ｱ) 財政指標の改善や財政健全化に向けた取組を行った。 

ｲ) 市税、国民健康保険税などの収納率の向上や、その他の債権について債権管理の徹底、

未収額の圧縮に取り組んだ。 

ｳ) 広報たからづか、市ホームページなどへの有料広告の掲載や自動販売機の設置など新た

な歳入の確保に取り組んだ。 

ｴ) 市立病院、上下水道事業の経営健全化に取り組んだ。 

ｵ) 土地開発公社経営健全化計画に基づき、土地開発公社所有地の処分などを行った。 

ｶ) 外郭団体等の経営状況の検証を行い、外郭団体評価シートを市ホームページ等で公開し

た。 

③ 主な取組における効果額 

評価Ａ 【目標達成・取組完了】

 ※当初の目標を達成できていると認められるもの
3項目 37.5% 

評価Ｂ 【取組中・一部目標達成】

 ※当初の目標の一部を達成していると認められるもの
5項目 62.5% 

評価Ｃ 【取組中】

 ※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
- - 

評価Ｄ 【実施に向けて検討中】

 ※具体化に向け検討中のもの
- - 

計 8 項目 100% 

評価Ａと評価Ｂを合わせると１００％の取組項目で目標達成、一部目標達成となり、５年間の

取組効果額は、約１６.１億円と一定の成果を上げることができました。

市税等債権の確保

効果額 約１３．９億円（市税 介護保険料

の収納対策の充実など）

財政健全化に向けての取組

効果額 約１.９億円（補償金免除繰上償還 

実施など）
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④ 計画期間中における財政指標等の推移 

 財政指標について、目標数値を設定し、その状況を毎年度検証しました。 

 継続的な行財政改革の取組の結果、財政状況を示す指標は、次の表のとおり一定の健全性

は確保されています。 

※ 実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字がないため「－」と表示しています。 

ｱ) 健全化判断比率の推移 

 ※行財政運営アクションプランＨ27 年度末目標値 

    1 実質公債費比率  9.4％以下 

  2 将来負担比率   88.6％以下 

指     標 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 
目 標 値 

（Ｈ27年度） 

1 実質赤字比率 － － － － － － 
－ 

（0％以下） 

2 連結実質赤字比率 － － － － － － 
－ 

（0％以下） 

3 実質公債費比率 9.2％ 9.1％ 8.6％ 7.8％ 6.5％ 5.3％ 9.4％以下 

4 将来負担比率 78.5％ 64.6％ 64.2％ 49.5％ 48.8％ 43.0％ 88.6％以下 

5 地方債残高（普通会計） 797.8億円 772.8億円 779.6億円 757.8億円 744.1億円 736.7億円 

6 
地方債残高（普通会計、臨

時財政対策債等を除く。） 
540.4億円 496.5億円 483.1億円 441.0億円 414.6億円 392.5億円 400億円以下 

7 

基金残高 

（普通会計） 
110.3億円 112.1億円 114.8億円 120.3億円 109.0億円 100.6億円  

うち財政調整基金 43.3億円 47.6億円 50.7億円 54.9億円 54.3億円 51.8億円 40億円以上 

8 
実質単年度収支 

（普通会計） 

9.9 億円の

黒字 

2.0 億円の

黒字 

6.5 億円の

黒字 

4.7 億円の

黒字 

2.5 億円の

黒字 

0.4 億円の

黒字 
黒字 

9 経常収支比率 95.8％ 97.8％ 96.9％ 96.4％ 96.3％ 96.3％ 95.0％以下 

9.2

9.1
8.6

7.8
6.5

5.3

78.5

64.6 64.2

49.5 48.8
43.0

30.0

50.0

70.0

90.0

110.0
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5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

22 23 24 25 26 27

実質公債費比率 将来負担比率

（単位：％）

年度
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ｲ) 地方債残高と基金残高の推移（普通会計） 

 ※行財政運営アクションプランＨ27 年度末目標値   

 地方債残高（臨時財政対策債等を除く。） 400 億円以下 

ｳ) 経常収支比率の推移 

 ※行財政運営アクションプランＨ27 年度末目標値  95.0％以下 

ウ) 方向性の取組項目に取組項目に掲げた８項目の取組結果 

 取組項目に掲げた８項目の取組結果については、次頁以降のとおりです。 

797.8 772.8 779.6 757.8 744.1 736.7

540.4 496.5 483.1 441.0 414.6 392.5

110.3 112.1 114.8 120.3 109.0 100.6

0

200

400

600

800

1,000

22 23 24 25 26 27

単位：億円

年度

地方債残高（臨時財政対策債等 含  ）
地方債残高（臨時財政対策債等 除  ）
基金残高

95.8

97.8 

96.9 96.4 96.3 96.3

92

94

96

98

100

22 23 24 25 26 27

単位：％

年度

経常収支比率
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No.33 

推進項目(1)「財政健全化」の 5項目の各取組 

 取組１ 財政健全化に向けての取組  

進捗管理課： 財政課 

取組内容 

・「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（平成 21 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する。 

成果指標 

a 実質赤字比率（平成 21年度黒字（0％以下）⇒平成 27年度末目標黒字（0％以下）） 

b 連結実質赤字比率（平成 21年度黒字（0％以下）⇒平成 27 年度末目標黒字（0％以下）） 

c 実質公債費比率（平成 21 年度 9.4％⇒平成 27 年度末目標 9.4％以下） 

d 将来負担比率（平成 21年度 88.6％⇒平成 27 年度末目標 88.6％以下） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 実質赤字比率 黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 

b 連結実質赤字比

率 
黒字 黒字 黒字 黒字 黒字 

c 実質公債費比率 9.1％ 8.6％ 7.8％ 6.5％ 5.3％ 

d 将来負担比率 64.6％ 64. 2％ 49.5％ 48.8％ 43.0％ 

取組効果額（千円） 4,862 87 62,267 58,971 60,644 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度～平成 26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るとともに、

地方債の繰上償還などにより、財政健全化に努めた。  

【平成 27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るとともに、

地方債の繰上償還などにより、財政健全化に努めた。 

・平成 28 年度当初予算編成において、平成 28 年度から平成 30 年度までに約 34.6 億円の財源

不足が生じる見込みが明らかになったことから、財源不足の解消と健全で持続可能な財政基

盤の確立を目的に、行財政運営に関する重点取組項目を策定し、公表した。 

課題・今後

の取組 
・健全化判断比率（4指標）について、適正水準を保つことができるよう財政運営を行う。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (１) 「財政健全化」 
取組項目     ① 「財政健全化に向けての取組の推進」 
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No.34 

 取組２ その他財政指標等の改善  

進捗管理課： 財政課 

取組内容 
・健全化判断比率（4 指標）以外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する。 

成果指標 

a 地方債残高（普通会計ベース、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。）（平成 21年度 573 億円⇒平成 27 年度末目標 400 億円 ） 

b 市民 1人あたりの地方債残高（平成 21 年度 252 千円⇒平成 27年度末目標 180 千円） 

  ＊第 5次総合計画の将来推計人口に基づく ） 

c 財政調整基金（平成 21年度 40 億円⇒平成 27 年度末目標 40 億円） 

d 実質単年度収支（平成 21 年度黒字⇒平成 27 年度末目標黒字） 

e 経常収支比率（平成 21年度 99.2％⇒平成 27 年度末目標 95％） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 地方債残高 497 億円 483 億円 441 億円 415 億円 393 億円 

b 市民 1人あたり 

地方債残高 
216 千円 206 千円 189 千円 177 千円 168 千円 

c 財政調整基金 48 億円 51 億円 55 億円 54 億円 52 億円 

d 実質単年度収支 
195 百万円の

黒字 

654 百万円の

黒字 

467 百万円の

黒字 

250 百万円の

黒字 

40 百万円の

黒字 

e 経常収支比率 97.8％ 96.9％ 96.4％ 96.3％ 96.3％ 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度～平成 27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るとともに、

地方債の繰上償還などにより、財政健全化に努めた。  

・厳正、適正な予算の執行管理を行ったが、経常収支比率は平成 27 年度末目標 95％を達成で

きなかった。 

課題・今後

の取組 

・経常収支比率は平成 27 年度末目標 95％を達成できなかったため、より厳正な予算の執行管

理を行い、経常収支比率の改善に努める。 

・今後も必要に応じた改善措置を講じ、財政健全化を推進する。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (１) 「財政健全化」 
取組項目     ① 「財政健全化に向けての取組の推進」 
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No.35 

 取組３ 中期財政見通しの策定  

進捗管理課： 財政課 

取組内容 
・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

する。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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、市ホームページなどで市民へ

公表した。 

【平成 24年度】 

・平成 24年 10 月に中期財政見通しを策定し、市ホームページなどで市民へ公表した。 

・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。 

【平成 25年度～平成 27年度】 

・各年度 10 月及び 3月に中期財政見通しを作成し、市ホームページなどで市民へ公表した。 

課題・今後

の取組 

・今後も年 2 回中期財政見通しを策定し、財政状況を把握するとともに財政運営の基礎資料と

する。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (１) 「財政健全化」 
取組項目     ① 「財政健全化に向けての取組の推進」 
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No.36 

 取組４ 市税等債権の確保  

進捗管理課： 市税収納課・各債権所管課 

取組内容 

・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む。 

・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。 

※現年度分及び滞納繰越分の収納率を向上して、未納額の圧縮を図る。 

成果指標 

a 市税収納率 現年度分（平成 22年度 98.0％⇒平成 27 年度末目標 98.3％） 

b 市税収納率 滞納分（平成 22 年度 16.5％⇒平成 27年度末目標 17.9％） 

c 国民健康保険税収納率 現年度分（平成 22 年度 88.6％⇒平成 27年度末目標 90.9％） 

d 国民健康保険税収納率 滞納分（平成 22年度 10.5％⇒平成 27年度末目標 12.2％） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 市税 現年度分 98.2％ 98.3％ 98.4％ 98.6％ 98.7％ 

b 市税 滞納分 15.1％ 15.3％ 17.9％ 16.5％ 18.5％ 

c 国保税 現年度分 89.1％ 89.6％ 89.8％ 90.5％ 91.0％ 

d 国保税 滞納分 11.5％ 12.0％ 13.5％ 14.1％ 14.0％ 

取組効果額（千円） 46,998 152,737 304,494 390,059 496,766 

進捗状況 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度・平成 24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）と国民健康保険税（現年、滞納）の収納率が向

上した。                                     

・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。  

【平成 25年度・平成 26年度】 

・市税及び国保税については、①口座振替、コンビニ納付の推奨、②文書催告、③納税案内セ

ンターによる電話案内等を行った結果、市税（現年）と国民健康保険税（現年・滞納）の収

納率が向上した。 

 ・その他の債権については、夜間も含めた電話催告や訪問徴収、弁護士法人への徴収委託など

により債権確保に努めた。  

 ・債権管理マニュアルを平成 25 年 5 月に策定し、債権管理条例については、平成 25 年 12 月

市議会で議決され、平成 26 年 4 月 1 日から施行している。   

【平成 27年度】 

・市税及び国保税については、①口座振替、コンビニ納付の推奨、②文書催告、③納税案内セ

ンターによる電話案内等を行った。口座振替については、利用者の利便性向上を図るため、

平成 27 年 10 月にペイジー口座振替受付サービスを導入した。また、国保税については、課

税早期の納税相談を実施するため、国民健康保険課が実施する減免相談に併せ、休日納税相

談を 7月に 1日試行実施した。平成 27 年 9 月に市税徴収マニュアルを策定し、同マニュアル

に基づきさらなる徴収率向上を図った。 

 これらの取組により、収納率については、市税、国保税ともに現年、滞納の「市税収納率向

上アクションプラン（第 3次）」の最終目標数値を達成した。 

 ・その他の債権については、夜間も含めた電話催告や訪問徴収、弁護士法人への徴収委託など

により債権確保に努めた。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (１) 「財政健全化」 
取組項目     ② 「市税等債権の確保」 
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課題・今後

の取組 

・市税及び国保税について、これまでの取組を継続した「市税収納率向上アクションプラン（第

4次）」を策定し、引き続き、口座振替やコンビニ納付の推奨、納税案内センターの電話案内

や懇切丁寧な納税相談等により、自主納付の推進を図るとともに、納税相談時の聴取や財産

調査等により担税力の把握に努め、適切な滞納整理の執行により滞納額の圧縮に取り組む。

納税案内センターは休日の案内を月 2 回から月 3 回、休日納税相談は年 3 回、計 6 日から年

4回、計 8日にそれぞれ拡充する。

・その他の債権について、督促、電話催告など債権管理を徹底し、未収額の圧縮に努める。 
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No.37 

 取組５ 新たな歳入の創出  

進捗管理課： 各施策所管課・行革推進課 

取組内容 

・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、引き続き取り組む。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） 6,102 6,024 5,913 8,951 6,826 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・福祉医療助成受給者証送付用封筒への有料広告掲載した。 

・インターネットオークションによる公有財産売却した。 

・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

向け準備を完了した。 

【平成 24年度】 

・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。（平成 23 年度 30 件→平成 24 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。 

【平成 25年度】 

・平成 25 年度から、ひらい人権文化センターに自動販売機を設置し、また介護保険料決定通知

書送付用の封筒に広告を募集するなど、新たな歳入の確保に努めた。 

【平成 26年度】 

・平成 26 年度においては、新たに庁舎内に自動証明写真機の設置、末広中央公園に自動販売機

の設置、中央・西図書館に雑誌スポンサー制度の導入、機密性廃棄文書や廃棄対象パソコン

等の売却など、新たな歳入確保を図ることができた。 

【平成 27年度】 

・広報たからづかへの有料広告掲載件数は、平成 26 年度の 24 件から減少し、平成 27 年度は

10 件であったが、広告掲載代理業務をホームページと一括で委託し、かつ最低買い取り保証

額を設定しているため一定の広告料収入を確保した。広報たからづかは、昨年度に続き近畿

市町村広報紙コンクールで賞を受賞したが、引き続き見やすく、分かりやすく、親しみの持

てる広報誌として、今後もクライアントにとって魅力的なものになるよう努める。 

課題・今後

の取組 

・新たなクライアントの獲得と広告件数の増加に向け、広告代理店と引き続き協議を行うとと

もに、魅力的な広報誌作成に努める。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (１) 「財政健全化」 
取組項目     ② 「新たな歳入の創出」 
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No.38 

推進項目(2)「地方公営企業の経営健全化」の 2項目の各取組 

 取組６ 市立病院の経営健全化  

進捗管理課： 市立病院 

取組内容 
・「宝塚市立病院改革プラン」(平成 26年度からは「中期事業計画 2014」に承継)に基づき、果

たすべき役割の充実と経営効率化に取り組む。 

成果指標 

a 市立病院の経常収支比率（平成 22 年度 92.3％⇒平成 25 年度末目標 100.8％⇒平成 29 年度末

目標 100.9％） 

※宝塚市立病院改革プランで平成 25 年度末目標を、宝塚市立病院中期事業計画 2014 で平成

29 年度末目標を設定している。 

※経常収支比率は、公営企業法が適用される地方公営企業の場合は、経常収益を経常費用で

除して算出 

b 病床稼働率（平成 22年度 74.3％⇒平成 25年度末目標 90.7％⇒平成 29年度末目標 88.3％） 

c市立病院における地域医療機関からの紹介患者率（平成22年度39％⇒平成25年度末目標50％

⇒平成 29年度末目標 60％） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 

a 経常収支比率 96.2％ 97.2％ 95.5％ 96.8％ 98.9％ 

b 病床稼働率 87.2％ 87.2％ 87.3％ 85.5％ 85.7％ 

c 紹介患者率 44.7％ 50.1％ 52.5％ 54.7％ 58.0％ 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・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。 

  平成 23 年度目標 経常収支比率：   95.8％ 

         病床稼働率：   87.5％ 

         紹介患者率：   48.0％ 

【平成 24年度】 

・更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、病床稼働率は、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。            

 平成 24 年度目標 経常収支比率：   98.1％ 

          病床稼働率：    89.4％ 

          紹介患者率：    50.0％ 

【平成 25年度】 

・継続して地域医療連携の取組の結果、11月に県から地域医療支援病院として承認された。 

・退院支援により在院日数が短縮した一方で、救急受け入れ患者や、新入院患者が増加し、病

床稼働率は 0.1％上昇した。

【平成 26年度】 

・救急受入件数、救急車受入件数は、前年度比でそれぞれ 7.9％及び 5.3％増となった。 

・平成 20 年度より休止している産婦人科の医療体制について、本市と伊丹市が連携して両市の

適切な周産期医療を提供する体制を構築した。5 年後の本院での婦人科入院診療再開に向け

て一歩を踏み出した。 

・地域連携体制のさらなる推進への取り組みによって、紹介率と逆紹介率が、それぞれ 54.7％

と 89.5％となった。 

実 施 検証・実施 

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (２) 「地方公営企業の経営健全化」 
取組項目     ① 「地方公営企業の経営健全化の推進」 
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【平成 27年度】 

・平成 27 年 7 月に、それまで休床していた３階東病棟を救急医療センターとして再開し、救急

患者のスムーズな受け入れに努めた。救急医療センターの運用が安定した同年 11月以降は１

日当たりの入院患者数の目標を設定し、その達成に注力した結果、11 月以降の病床稼働率は

90.4％となった。 

・診療情報提供書の発行に努め、地域の医療機関や介護施設との連携を深める取組を推進した。

課題・今後

の取組 

・救急患者のスムーズな受け入れと１日当たりの入院患者数目標の達成、地域の医療機関や介

護施設との連携を深める取組を継続しつつ、給与費等の増加を抑制する。 

・平成 28 年度に、新たな計画として宝塚市新病院改革プランを策定し、経営基盤の強化と効率

化に取り組む。 
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No.39 

 取組７ 上下水道事業の経営健全化  

進捗管理課： 上下水道局 

取組内容 ・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む。 

成果指標 

水道事業の経常収支比率（平成 22年度 99.4％⇒平成 27 年度末目標 101.5％） 

※経常収支比率は、公営企業法が適用される地方公営企業の場合は、経常収益を経常費用で

除して算出 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

成果指標の

結果 
経常収支比率 100.4％ 97.0％ 96.5％ 105.4％ 104.1％ 

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

【平成 23年度】 

・組織の見直し、再任用職員の活用を図った。 

【平成 24年度】 

・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％減となった。 

【平成 25年度】 

・平成 25 年 10 月から、お客さまサービスの向上と効率的な事業運営を図るため、営業課業務

を、一部直営業務を除き民間会社へ包括委託を実施した。名称は「お客さまセンター」とし

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及び電気料金

の値上げに伴う動力費の増により、前年度比 0.5％減となった。                      

【平成 26年度】 

・お客様サービスの向上と効率的な事業運営を図るため、平成 25 年 10 月から引き続き、一部

直営業務を除き民間会社へ包括委託している。 

・下水道事業経営のあり方について、上下水道事業審議会に諮問し、経営健全化の取組につい

て答申をいただいた。 

【平成 27年度】 

・お客様サービスの向上と効率的な事業運営を図るため、平成 25 年 10 月から引き続き、一部

直営業務を除き民間会社へ包括委託している。 

・下水道使用料について、上下水道事業審議会の答申に基づき、平成 28 年度から改定すること

とした。 

課題・今後

の取組 

・平成 28 年度に新たな中長期計画として、宝塚市水道ビジョン 2025、宝塚市水道事業経営戦

略、宝塚市下水道ビジョン 2025 及び宝塚市下水道事業経営戦略を策定し、経営基盤の強化と

効率化に取り組む。 

策定・実施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (２) 「地方公営企業の経営健全化」 
取組項目     ① 「地方公営企業の経営健全化の推進」 
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No.40 

推進項目(3)「外郭団体等の経営健全化」の 1項目の各取組 

 取組８ 外郭団体等の経営健全化及びあり方の検討  

進捗管理課： 政策推進課・各施策所管課 

取組内容 

・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う。 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

計画      

取組効果額（千円） - - - - - 

進捗状況 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

取組結果の

概要 

・外郭団体の経営状況について、毎年度、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。 

【平成 23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 24年度】 

・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。 

【平成 25年度】 

・土地開発公社経営健全化計画については、湯本町保有地の民間売却を行ったほか、計画は順

調に進捗している。 

【平成 26年度】 

・土地開発公社については、経営健全化計画に基づき、市が土地開発公社から都市計画道路用

地の買戻しを行ったが、買戻し計画に遅れが生じている。 

【平成 27年度】 

・土地開発公社経営健全化検討会を開催し、第四次公社経営健全化計画を策定し、健全化に向

けた取組を継続していくこととした。 

課題・今後

の取組 

・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

在意義を慎重に検証し、存廃も含めたあり方の検討を行う。 

実 施

目指す方向性 ３ 「健全な財政運営の推進」 
推進項目   (３) 「外郭団体等の経営健全化」 
取組項目     ① 「外郭団体等の経営健全化及びあり方の検討」 
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