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平成１８年度 予算編成大要

基本的考え方

平成１８年度の一般会計予算は、４月に市長選挙が実施されることから、義務的経費や

経常的経費に加えて、継続的に取り組んでいる事業や市民生活に密着した事業など停滞が

許されない経費を盛り込んだ骨格予算を編成するものであり、原則として新規・拡充事業

及び政策議論を要する事業は計上しないものとするが、次に掲げる事業については、精査

の上計上した。

① 法令等により実施が定められている事業

② 近隣都市連携等による事業

③ 実施計画対象事業で、継続の事業

④ 国県等の補助金確保の時期を失する事業

⑤ 市民生活における安全・安心の確保などの観点から、年度初期に着手が必要な事業

特別会計及び企業会計については、通常予算とした。

平成１８年度の地方財政計画においては、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせつ

つ、給与関係経費、投資的経費、一般行政経費等の地方歳出全般について徹底した見直し

を行い、地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制し、財源不足の縮小に努めるとともに、

地方団体の自助努力を促していくことを進め、地方交付税総額を抑制するとしている。

このような状況を踏まえ、本市の平成１８年度予算編成を行ったところであるが、歳入

の根幹である市税収入は、市民税はゆるやかな景気回復による個人所得の増や税制改正に

よる定率減税の半減等により、前年度に比べ微増となったものの、国の三位一体改革の影

響により、所得譲与税で補てんされる額よりも国庫補助負担金の廃止額が多額になるなど

一段と厳しい財政状況である。
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予算規模

○ 一般会計は６５６億円で、前年度に比べ、１．１％、金額で７億４，０００万円の減

となっている。

、 、 、 、 、 、歳入予算は 市税 地方譲与税 財産収入 市債等が増となったものの 地方交付税

国庫支出金、繰入金、諸収入等が減となっている。

歳出予算は、民生費、公債費等が増となったものの、総務費、衛生費、土木費、教育

費等が減となっている。

○ 特別会計は６会計で、４６０億１，７００万円で、前年度に比べ、０．１％、金額で

６，８４０万円の増となっている。

主な増減は、国民健康保険事業費が保険給付費等により増、老人保健医療事業費が療

養給付費等により増、介護保険事業費が保険給付費等により増となり、公共用地先行取

得事業費が土地取得がないため減となっている。

○ 企業会計は３会計で、２８５億４，７０７万１千円で、前年度に比べ、３．０％、金

額で８億８，６３１万１千円の減となっている。

・ 水道事業会計は、８３億７，４３７万４千円で、前年度に比べ、１３．２％、金額

で１２億７，０７８万７千円の減となっている。

・ 病院事業会計は、１２３億６，１３９万８千円で、前年度に比べ、３．３％、金額

で３億８，９２４万４千円の増となっている。

・ 下水道事業会計は、７８億１，１２９万９千円で、前年度に比べ、０．１％、金額

で４７６万８千円の減となっている。

○ 全会計は１，４０１億６，４０７万１千円で、前年度に比べ、１．１％、金額で

１５億５，７９１万１千円の減となっている。
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 各会計別歳入歳出予算総括表
（単位　千円）

比　　　　較 予算総額の割合

会　　計　　名
本年度

（Ａ）

前年度

（Ｂ）

増　減　額

(A)-(B)

対前年比

(A)/(B)%
本年度 % 前年度 %

一般会計　(ｱ) 65,600,000 66,340,000 △ 740,000 98.9 46.8 46.8

国民健康保険事業 18,783,900 17,480,700 1,303,200 107.5 13.4 12.3

国民健康保険診療施設 148,500 116,800 31,700 127.1 0.1 0.1

農業共済事業 65,400 64,700 700 101.1 0.0 0.0

老人保健医療事業 16,566,600 16,150,800 415,800 102.6 11.8 11.4

介護保険事業 10,339,300 9,692,900 646,400 106.7 7.4 6.9

公共用地先行取得事業 113,300 2,442,700 △ 2,329,400 4.6 0.1 1.7

特別会計　合計 (ｲ) 46,017,000 45,948,600 68,400 100.1 32.8 32.4

小　　計　(ｱ+ｲ) 111,617,000 112,288,600 △ 671,600 99.4 79.6 79.2

企業会計　水道事業 8,374,374 9,645,161 △ 1,270,787 86.8 6.0 6.8

企業会計　病院事業 12,361,398 11,972,154 389,244 103.3 8.8 8.5

企業会計　下水道事業 7,811,299 7,816,067 △ 4,768 99.9 5.6 5.5

企業会計　合計 (ｳ) 28,547,071 29,433,382 △ 886,311 97.0 20.4 20.8

全会計　合計 (ｱ+ｲ+ｳ) 140,164,071 141,721,982 △ 1,557,911 98.9 100.0 100.0

予　算　額
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一般会計歳入歳出予算の概要
（歳入）

○ 市税は、３４２億９，２００万円余で、前年度に比べ２．５％、８億３，２００万円

余の増となっている。

・ 個人市民税は、ゆるやかな景気回復による個人所得の増や税制改正による定率減税の

半減等により、前年度に比べ１０．９％、１５億４，１００万円余の増となっている。

・ 固定資産税は、地価の下落や評価替えにより、５．２％、７億１，９００万円余の減

となっている。

、 ， 、 、○ 地方譲与税は １４億４ ５００万円で 三位一体改革に伴う所得譲与税の増により

前年度に比べ１４．６％、１億８，４００万円の増となっている。

○ 地方交付税は、２６億３，７００万円で、前年度に比べ２７．１％、９億８，０００

万円の減となっている。これは、市税の増収等により普通交付税が減となっている。

○ 基金繰入金は、財政調整基金８億８，５００万円、市債管理基金３億円、長寿社会福

祉基金２億円等の１４億３００万円余で、前年度に比べ５３．４％、

１６億９００万円余の減となっている。

○ 市債は、道路橋りょう整備事業債等の借換債の増により、前年度に比べ１７．６％、

１１億８，０００万円余の増となっている。

（歳出）

○ 総務費は、第６１回兵庫県国民体育大会開催事業、市長選挙事業等の増の一方、西谷

ふれあい夢プラザ整備事業、国勢調査事業等の減により、前年度に比べ３．４％、

２億７，１００万円余の減となっている。

○ 民生費は、特別会計老人保健医療事業費及び介護保険事業費繰出金、児童手当事業等

の増の一方、特別会計国民健康保険事業費繰出金、生活保護事業等の減により、前年度

に比べ３．３％、６億３，１００万円余の増となっている。

○ 衛生費は、その他プラスチック製容器包装処理施設整備事業等の増の一方、公害対策

事業、健康センター管理運営事業等の減により、前年度に比べ４．４％、

２億５，５００万円余の減となっている。

○ 商工費は、中小企業振興資金融資斡旋預託事業等の減により、前年度に比べ１９．５

％、１億５，０００万円余の減となっている。

○ 土木費は、一般市道新設改良事業、都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区 、）

中筋ＪＲ北土地区画整理事業等の増の一方 （仮称）鹿塩第２公園整備事業、下水道事、

業会計補助金等の減により、前年度に比べ２．８％、２億６，８００万円余の減となっ

ている。

○ 消防費は、あんしん防災システム導入事業等の増の一方、防火水槽整備事業、消防庁

舎等整備事業等の減により、前年度に比べ７．０％、１億６，０００万円余の減となっ

ている。

○ 教育費は、小学校施設冷房化事業、養護学校施設整備事業等の増の一方、仁川小学校

校舎等改築事業、長尾小学校校舎改築事業、スポーツセンター管理運営事業等の減によ

り、前年度に比べ１４．８％、１３億７，０００万円余の減となっている。

○ 公債費は、借換に係る元金償還金の増の一方、償還金利子の減により、前年度に比べ

１０．３％、１０億６，５００万円余の増となっている。

○ 諸支出金は、公益施設床等取得償還金、特別会計公共用地先行取得事業費繰出金の増

等により、前年度に比べ１２．２％、４，３００万円余の増となっている。
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一般会計歳入歳出の款別構成比

市　　　税
52.3%

市　　　債
12.0%

国庫支出金
8.5%

県支出金
4.8%

地方交付税
4.0%

使用料及び手数料
2.7%

そ　の　他
3.9%

地方消費税交付金
2.5%

地方譲与税
2.2%

地方特例交付金
2.1%

繰　入　金
2.1%

寄　附　金
1.3%

諸　収　入
1.6%

歳　　入

65,600,000千円
100.0％

民　生　費
30.0%

公　債　費
17.4%

土　木　費
14.0%

教　育　費
12.1%

総　務　費
11.7%

衛　生　費
8.5%

消　防　費
3.2%

商　工　費
0.9%

そ　の　他
1.4%

議　会　費
0.8%

歳　　出
　

65,600,000千円
100.0％
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一　　般　　会　　計
（歳　入） （単位　千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

款
金     額 構成比 % 金     額 構成比 % 金     額 対前年比 %

1. 市 税 34,292,992 52.3 33,460,000 50.4 832,992 102.5

2. 地 方 譲 与 税 1,445,000 2.2 1,261,000 1.9 184,000 114.6

3. 利 子 割 交 付 金 183,000 0.3 221,000 0.3 △ 38,000 82.8

4. 配 当 割 交 付 金 152,000 0.2 177,000 0.3 △ 25,000 85.9

5. 株式等譲渡所得割交付金 157,000 0.2 41,000 0.1 116,000 382.9

6. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,663,000 2.5 1,515,000 2.3 148,000 109.8

7. ゴル フ場 利用 税交 付金 253,000 0.4 263,000 0.4 △ 10,000 96.2

8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 415,000 0.6 371,000 0.6 44,000 111.9

9.
国有提供施設等所在市町村
助 成 交 付 金

26,000 0.0 26,000 0.0 0 100.0

10. 地 方 特 例 交 付 金 1,374,000 2.1 1,490,000 2.2 △ 116,000 92.2

11. 地 方 交 付 税 2,637,000 4.0 3,617,000 5.5 △ 980,000 72.9

12. 交通安全対策特別交付金 40,000 0.1 40,000 0.1 0 100.0

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 816,929 1.3 872,021 1.3 △ 55,092 93.7

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,747,033 2.7 1,934,472 2.9 △ 187,439 90.3

15. 国 庫 支 出 金 5,561,455 8.5 5,778,476 8.7 △ 217,021 96.2

16. 県 支 出 金 3,124,720 4.8 3,077,383 4.6 47,337 101.5

17. 財 産 収 入 495,117 0.8 194,176 0.3 300,941 255.0

18. 寄 附 金 868,282 1.3 844,127 1.3 24,155 102.9

19. 繰 入 金 1,403,118 2.1 3,012,919 4.5 △ 1,609,801 46.6

20. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 100.0

21. 諸 収 入 1,074,651 1.6 1,453,725 2.2 △ 379,074 73.9

22. 市 債 7,870,702 12.0 6,690,700 10.1 1,180,002 117.6

合　　　計 65,600,000 100.0 66,340,000 100.0 △ 740,000 98.9
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（歳　出） （単位　千円）

本年度予算額 前年度予算額 比　較　増　減 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 対前年
特　　定　　財　　源 一般財源

％ ％ 比　％
国県支出金 地方債 その他

1. 議 会 費 532,945 0.8 524,374 0.8 8,571 101.6 532,945

2. 総 務 費 7,648,301 11.7 7,920,289 11.9 △ 271,988 96.6 570,832 259,810 6,817,659

3. 民 生 費 19,709,846 30.0 19,078,105 28.8 631,741 103.3 6,560,113 1,044,859 12,104,874

4. 衛 生 費 5,601,396 8.5 5,856,439 8.8 △ 255,043 95.6 170,256 167,500 509,989 4,753,651

5. 労 働 費 169,322 0.3 172,921 0.3 △ 3,599 97.9 2 95,396 73,924

6. 農 林 業 費 208,202 0.3 216,919 0.3 △ 8,717 96.0 13,479 7,400 7,929 179,394

7. 商 工 費 618,526 0.9 768,613 1.2 △ 150,087 80.5 333 299,005 319,188

8. 土 木 費 9,164,825 14.0 9,433,402 14.2 △ 268,577 97.2 1,196,562 1,217,000 796,450 5,954,813

9. 消 防 費 2,118,459 3.2 2,278,498 3.4 △ 160,039 93.0 1,231 39,800 5,026 2,072,402

10. 教 育 費 7,910,224 12.1 9,281,125 14.0 △ 1,370,901 85.2 173,365 1,383,000 230,236 6,123,623

11. 災 害 復 旧 費 1 0.0 1 0.0 0 100.0 1

12. 公 債 費 11,417,388 17.4 10,352,365 15.6 1,065,023 110.3 2,701,000 568,043 8,148,345

13. 諸 支 出 金 400,565 0.6 356,949 0.5 43,616 112.2 6,170 394,395

14. 予 備 費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 100.0 100,000

65,600,000 100.0 66,340,000 100.0 △ 740,000 98.9 8,686,173 5,515,700 3,822,913 47,575,214合　　　計
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第４次宝塚市総合計画・基本構想の体系 
 

まちづくりの基本目標 ４２の施策の方向 
安全で快適なまちづくり ① 防災・消防体制の充実  

② 防犯・交通安全対策の充実  
③ 適正な土地利用の実現  
④ 市街地の整備  
⑤ 総合交通体系の確立 
⑥ 道路整備の推進 
⑦ 下水道や河川の整備の充実  
⑧ 上水道の整備と安定供給 

健康で安心して暮らせるまちづくり ① 健康づくりの推進  
② 保健・医療の充実  
③ 高齢者福祉の充実  
④ 障害者福祉の充実  
⑤ 児童福祉の充実 
⑥ 社会保障の充実 
⑦ 消費生活の向上 

人にあたたかく、豊かな心をはぐくむ 
まちづくり 

① 人権の尊重 
② 同和問題の解決 
③ 男女共同参画社会の実現 
④ 国際理解・交流の推進  
⑤ 学校教育の充実 
⑥ 社会教育の振興 
⑦ 生涯スポーツの推進 
⑧ 青少年の健全育成  
⑨ 市民文化の創造 

いきいきと活力のあるまちづくり ① 観光の振興 
② 商業・サービス業の振興 
③ 工業の振興 
④ 農業の振興 
⑤ 北部地域の整備 
⑥ 雇用の安定と勤労者福祉の向上  
⑦ 情報化の推進  

花や緑があふれ、自然と共生する庭園の 
まちづくり 

① 都市景観の保全と創出  
② 緑化（花）の推進と公園の整備  
③ 住宅・住環境の整備と保全  
④ 水辺空間の整備 
⑤ 環境の保全と創造  
⑥ 環境への負荷が少ない循環型社会の構築 
⑦ 都市美化と環境衛生の推進  

ふれあいと協働のまちづくり ① 地域福祉の推進 
② コミュニティ活動の推進 
③ 市民主体のまちづくりの推進 
④ 開かれた市政の推進 
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施策別事業概要

◎：新規事業　○：拡充事業　

１．安全で快適なまちづくり
（１）防災・消防体制の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

ＡＥＤ整備（財産管理事業）
(02-01-06)

1,235 市役所庁舎、フレミラ宝塚、図書館等の
市公共施設に、ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）２０台を整備する。
　・ＡＥＤ(自動体外式除細動器)借上

企画調整課

ＡＥＤ整備（常備消防事業）
(09-01-01）

4,714 救命率の向上を更に図るため消防車９台
に自動体外式除細動器を積載する。
　・ＡＥＤ（消防車車載用）

消防本部総務課

急傾斜地崩壊対策事業
(08-03-01)

7,980 崖崩れ危険箇所等の調査及び危険箇所等
の市民への広報を行う。
　・急傾斜地等点検調査委託

水政課

◎ 洪水ハザードマップ作成事業
(08-03-01)

16,984 浸水想定区域、避難場所等の情報をマッ
プにまとめ配布する。
　・洪水ハザードマップ作成委託

水政課

常備消防事業
(09-01-01）

147,416 火災、救急等の消防活動及び予防活動を
行う｡
　◎薬剤投与のできる救命士を養成
　・一般市民を対象に救命手当(ＡＥＤ
　　の使用を含む)講習を行い応急手当
　　の普及啓発を図る
　・火災予防啓発用経費
　・消防緊急情報処理ｼｽﾃﾑ保守管理

消防本部総務課

自主防災組織促進事業
(09-01-01）

505 自主防災組織が未結成である自治会に対
し結成の促進を行うとともに、自主防災
会の育成及び充実強化を行い、地域防災
の活性化を図る｡
　・自主防災会の結成促進　 　300千円
　・自主防災資器材修繕等   　 50千円

消防本部総務課

非常備消防事業
(09-01-02)

38,504 消防団の消防活動及び防災活動を推進す
る。
　・消防団員報酬及び出動費用弁償
　・消防分団運営補助金 　  1,800千円
　・小型動力ポンプ付積載車 1台
 　 13,851千円

消防本部総務課

防火水槽整備事業
(09-01-03)

1,100 既設防火水槽等の維持管理を行う。
　・施設修繕　　    　     1,000千円
　・耐震性貯水槽維持管理負担金
 　  　100千円

消防本部総務課

消防車両整備事業
(09-01-03）

56,942 消防車両等の充実強化を図るため、更新
整備を行う｡
　・消防ポンプ自動車　 　 26,000千円
　・査察広報車　　　　　　 2,200千円
　・消防はしご自動車　　　28,50 0千円
　　　　　　　　　　　　(ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ)

消防本部総務課

消防庁舎等整備事業
(09-01-03）

1,050 東消防署庁舎の空調設備改修工事を行う。
　・東消防署庁舎改修工事 　1,050千円

消防本部総務課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

消防緊急情報処理システム整備事業
(09-01-03)

3,825 消防車両32台に搭載する車両動態位置管
理端末装置の地図データを更新する。

消防本部総務課

水防対策事業
(09-01-04)

4,891 水防対策の推進を図る。
　・水防活動業務委託　　　　 600千円
　・雨量計等点検整備委託　 1,784千円

建設総務課
水政課

災害対策事業
(09-01-05)

7,689 震災・水害等の災害に備えるための防災
対策業務及び啓発活動を推進する。
　・防災訓練等諸経費　 　  2,054千円
　・防災情報システム諸経費
　　　　　　　　　　　　　 1,234千円
　・地域防災計画　  　  　 1,145千円
 ・防災リーダー育成支援　　　95千円

地域防災計画に基づく生活救援対策とし
て､備蓄物資を整備･充実する｡
　･アルファー化米､乾パン等
　　　　　　　　　　　　　 2,996千円

防災対策課

○ 国民保護計画策定事業
(09-01-05)

1,208 武力攻撃事態等における国民の保護のた
めの措置に関する法律（国民保護法）に
基づき、市民の生命・身体及び財産を保
護するため、市国民保護計画を策定する｡

防災対策課

1.1 7は忘れない地域防災訓練事業
(09-01-05)

475 県では、１月１７日を「ひょうご安全の
日」と定め、阪神・淡路大震災の経験と
教訓を継承するため、地域住民と学校が
連携した防災訓練を推進しており、本市
においても、訓練を通じて大震災を忘れ
ず将来の備えの充実を図る｡

防災対策課

◎ あんしん防災システム導入事業
(09-01-05)

5,598 自然災害等から市民を適切に避難誘導す
る事や浸水等の被害想定区域の把握が出
来るほか、被災証明の発行も行える様に
して行く。
　・システム機器借上  　 　  367千円
　・システム作成等委託　　 5,231千円

防災対策課

（２）防犯・交通安全対策の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

交通安全対策事業
(02-01-11)

4,286 交通安全意識高揚のため、幼児・高齢者
等の交通弱者の交通安全教育・啓発を実
施する。
　・幼児交通安全クラブ等開催
　・老人クラブへの交通安全教室等開催
　・春夏秋年末の交通安全キャンペーン
　・交通安全啓発事業補助金　 366千円
　・交通安全市民カーニバル事業補助金
　　　　　　　　　　　　   　679千円

防犯交通安全課

○ 防犯事業
(02-01-19)

5,051 地域防犯組織の結成及び活動支援を行う｡
防犯情報を市民に提供する。
ＪＲ武田尾駅前の防犯対策を行う。
　・地域防犯活動支援経費   1,564千円
　・啓発グッズ経費　　　   　458千円
　・ひょうご防災ネットシステム使用料
　　　　　　　　　　　   　1,260千円
　・防犯カメラ諸経費　   　　353千円
　・防犯対策鉄腕アトムイラスト著作権
　　使用料　　           　1,050千円
　・バイク用パトロールステッカー作成
 経費 　　　　　      　　233千円

防犯交通安全課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

街路灯管理事業
(08-02-07)

109,773 街路灯の新設・修繕・維持管理により、
市道等における歩行者等の夜間の通行の
安全を図る。
　・光熱水費　街路灯電気料金
　　　　　　　　　　　　　73,20 0千円
　・街路灯修繕　　　　  　10,368千円
　・街路灯補修業務委託    15,000千円
　・街路灯整備工事　   　 11,000千円

防犯交通安全課

自転車対策事業
(08-02-08)

285,742 駅周辺地域の放置自転車等の解消を図り､
歩行者全員の通行の安全を確保し、併せ
て良好な景観を形成することを目的とす
る。
　・自転車駐車場管理委託 202,938千円
 ・放置自転車整理等委託　32,1 24千円
 ・自転車駐車場設備保守点検委託
　　　　　　　　　　　     9,021千円
 ・自転車駐車場用地借上  15,521千円

防犯交通安全課

道路交通安全施設整備事業
(08-02-08)

54,000 道路交通安全施設の整備により、交通
事故の防止及び道路交通環境の改善を
図る。
　・安全施設の修繕等　　  4,602千円
　・安全施設整備工事　 　49,398千円

道路保全課

（３）適正な土地利用の実現

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市計画推進事業
(08-04-01)

4,925 都市計画の決定に必要な基礎調査や、用
途地域の見直しを行うことにより、良好
な都市環境の形成を推進する。
　・都市計画基礎調査　　　 2,341千円
　・用途地域見直し　　　　 2,500千円

都市計画デザイン課

○ 都市計画管理事業
(08-04-01)

29,858 都市計画基本図の更新及び、窓口閲覧サ
ービスなど都市計画支援システムの拡
充、機器の更新を行い、市民サービスの
向上を図る。
　・都市計画基本図の更新　23,52 0千円
　・ハード機器借上　　　　 1,476千円

都市計画デザイン課

地区計画等指定推進事業
（08-04-01）

2,300 地域の住民自らがまちのルールを作ろう
とする活動に対し専門家の派遣等支援す
ることにより、良好な都市環境を形成す
る地区計画等の指定推進を図る。
　・まちづくりアドバイザー謝礼
　　　　　　　　　　　　　 　300千円
　・まちづくり活動助成金　 2,000千円

都市計画デザイン課

公共用地先行取得事業
(特別会計)

113,300 土地開発公社保有の公共用地を取得する
ことにより土地開発公社の経営健全化を
図る。

財政課

（４）市街地の整備

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

ソリオ宝塚駐車場管理事業
(02-01-06)

45,311 宝塚駅前地区市街地再開発事業等により
取得した「ソリオ第１棟駐車場」及び
「ソリオ第４街区駐車場」の管理を行
う。

市街地整備課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

公益施設管理運営事業（仁川地区）
(02-01-06)

23,438 公益施設の管理運営に係る事業経費
（さらら仁川共益費等）

市街地整備課

公益施設管理運営事業（売布地区）
(02-01-06)

22,140 公益施設の管理運営に係る事業経費
（ピピアめふ共益費等）

市街地整備課

都市計画推進事業
(08-04-01)

12,590 再開発事業特別融資制度預託金 市街地整備課

再開発事業融資等活性化支援事業
(08-04-01)

200,750 再開発事業特別融資制度預託金及び逆瀬
川都市開発㈱貸付金

市街地整備課

中筋ＪＲ南土地区画整理事業
(08-04-05)

25,225 中筋ＪＲ南地区において、生産緑地と良
好な住宅市街地の調和を図りながら、駅
前地区にふさわしいまちづくりをすすめ
ていく。

市街地整備課

中筋ＪＲ北土地区画整理事業
(08-04-05)

610,560 中筋ＪＲ北地区において、道路、駅前広
場等の公共施設を整備することにより、
良好な住環境を有するまちづくりをすす
めていく。

市街地整備課

住宅市街地総合整備事業
（高松・末成地区）
(08-04-05)

400,000 高松・末成地区において、生活道路、公
園等の公共施設の整備を行い、老朽住宅
の再建を促進するとともに、防災性の向
上、居住環境の改善を図る。

住環境整備課

（５）総合交通体系の確立

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

バス交通対策事業
(02-01-11)

6,298 仁川～武庫川新橋～ＪＲ中山寺を結ぶバ
ス路線の需要把握のため、バス路線試走
運行経費を補助する。また、乗合バスの
利便性の向上を図るためバスカードシス
テム整備費用の一部をバス事業者に補助
する。
　・バス路線試走運行補助金 6,000千円
　・バスカードシステム整備費補助金
　　　　　　　　　　　　　 　175千円

道路政策課

ノンステップバス購入助成事業
（02-01-11)

1,330 すべての人が安心して外出できるように
市内バス路線のノンステップバス化を促
進するため、バス事業者にバス更新費用
の一部を助成する。
　・超低床ノンステップバス購入補助金
　　　　　　　　　　　　　1,32 5千円

道路政策課

北部地域内バス路線補助事業
(02-01-11)

23,096 西谷地域のバス路線維持のために、路線
維持費及び車両更新費用の一部を補助す
る。
　・地方バス路線維持費補助金
 　　13,588千円
　・車両購入補助金      　9,508千円

道路政策課

ＪＲ宝塚駅周辺整備事業
(08-04-01)

41,300 ＪＲ宝塚駅周辺地域について、駅前広場
機能拡充やＪＲ宝塚駅橋上駅舎化による
バリアフリー化と一体となった整備など
を行い、駅前広場における円滑な交通処
理、ＪＲと阪急電鉄間の乗り換え利便性
の向上など交通結節点機能の更なる強化
を図る。
　・測量・詳細設計委託　   8,820千円
　・建物等調査委託 　　   32,245千円

道路政策課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（６）道路整備の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

住居表示整備事業
(02-03-02)

2,384 新築家屋について住居表示の付定及び台
帳の整備外を行う。

道路管理課

地籍調査事業
(08-01-01)

1,032 地籍調査素図等を作成する。
　・地籍調査素図等作成業務委託
　　　　　　　　　　 　  　  856千円

道路管理課

道路管理事業
(08-02-01)

67,557 私道の市道化にかかる測量経費等の補助
　・市道化測量等助成金     5,000千円
　　幅員４ｍ以上　　１０割補助
　　限度額　１路線5,00 0千円
道路関係公共施設、道路排水施設等が、
十分に機能するよう定期的に点検する等、
道路施設が安全で快適に利用できるよう
に維持管理を図る。
　・道路施設等維持管理委託
　　　（長尾山ﾄﾝﾈﾙ外）　  44,044千円
　・道路施設光熱水費等    14,804千円

道路管理課
道路保全課
道路建設課

道路政策事務事業
(08-02-01)

646 中国縦貫自動車道の適切な維持管理、一
般国道１７６号及び都市計画道路尼崎宝
塚線等の維持整備促進を要望する。

道路政策課

道路調査事業
(08-02-01)

9,058 法定外・法定公共物譲与に係る調査を行
う。
　・法定外・法定公共物譲与調査業務委
 託　　　　　　　　　 　 4,000千円

道路管理課

私道舗装工事助成金
(08-02-01)

3,000 一定の条件を満たす私道の舗装工事に対
し、市が定める標準工事費の５割以内の
額を助成する。

道路保全課

第二名神高速道路建設促進事業
(08-02-01)

324 第二名神高速道路の建設促進を図るため
要望活動を展開する。

道路政策課

道路台帳整備事業
(08-02-02)

9,862 道路台帳の整備、運用を図る。
　・道路台帳管理システム保守委託
　　　　　　　　　　 　　 1,929千円
　・道路台帳管理システム整備委託
　　　　　　　　　　　  　6,255千円
　・法定外公共物管理システム保守
　　委託                   900千円

道路管理課

道路維持事業
(08-02-03)

359,773 道路の機能が十分発揮できるよう、道路
維持補修の迅速化を図ると共に適時適切
な対応処置に努め、安全かつ円滑に利用
できるように維持管理を図る。
　・道路維持補修等委託　 25,636千円
　・道路維持補修等工事　330, 000千円
　・道路維持用消耗品等　  4,137千円

道路保全課

環境美化推進事業
(08-02-03)

5,567 年２回の市民一斉清掃運動による、道路
側溝の泥の回収を行う。
　・土砂処分委託　　　　  5,563千円
　・消耗品　　　 　 　　 　 　4千円

道路保全課

一般市道新設改良事業
(08-02-04)

705,137 一般市道１２路線を対象として、道路詳
細設計及び改良工事を実施する。
　・物件調査等委託　   　  6,100千円
　・道路詳細設計委託等     7,500千円
　・道路改良工事　　　　 410,700千円
　・工事負担金　　　　 　280,000千円

新都市整備課
道路建設課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

生活道路整備事業
(08-02-04)

120,000 生活道路整備条例に基づき、狭あい道路
及び指定する道路について、後退用地の
取得、拡幅工事を行う。
　・狭あい道路　幅員1.8～4.0ｍ未満の
　　　　　　　　市道を4.3ｍに拡幅
　・指定する道路　主として6.0ｍ又は
　　　　　　　　6.3ｍに拡幅（19路線）
　・測量等委託　　 　　　23,674千円
　・整備工事　　　　 　  89,435千円
　・移設等負担金等　 　   6,891千円

道路保全課

競馬場周辺整備事業
(08-02-04)

40,000 競馬場周辺における交通の円滑化、安全
性の向上及び環境改善等を図るため、競
馬場西側水路を活用して、歩道、緑地等
の整備を行う。
　・競馬場西側歩道拡幅工事
　　　　　　　　　　　 　40,000千円

道路建設課

橋りょう維持事業
(08-02-05)

5,000 橋りょう機能が十分発揮できるよう、
補修の迅速化等適切な対応に努め、安全
で快適に利用できるように維持管理を
図る。
　・維持補修工事　 　　　 5,000千円

道路保全課

道路バリアフリー化整備事業
(08-02-08)

47,600 交通バリアフリー法等に基づき、歩道
の段差改良等の工事を行う。
　・歩道改良工事（鹿塩蔵人線外）
　　　　　　　　　　 　　40,314千円

道路保全課

都市計画道路荒地西山線整備事業
（小林工区）
(08-04-02)

505,000 武庫川右岸地域における東西幹線道路と
して整備し、交通の円滑化を図る。
　・立体交差部工事負担金400, 000千円
　・用地買収　　　      100,000千円
　・測量調査等委託   　 　2,000千円

道路建設課

県施行都市計画道路等整備負担金事業
(08-04-02)

451,175 都市計画道路整備プログラムに基づき、
地方財政法第２７条の規定により事業費
の一部を負担する。
　・宝塚平井線　        241,250千円
　・尼崎宝塚線　        209,925千円

道路建設課

都市計画道路武庫川通線整備事業
(08-04-02)

71,431 住宅市街地総合整備事業（高松・末成地
区）に関連する都市計画道路武庫川通線
の整備を行い、高松・末成地区の居住環
境の改善、防災性の向上を図る。

住環境整備課

（７）下水道や河川の整備の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

合併処理浄化槽設置整備事業
(04-01-09)

2,847 生活排水処理計画に基づいて、合併処理
浄化槽の設置費の一部を補助することに
より、北部地域の生活環境の改善を図る。

新都市整備課

普通河川治水事業
(08-03-02)

8,000 市管理河川の維持管理を行う。
　・維持管理工事　　　　　4,00 0千円

水政課

荒神川都市基盤河川改修事業
(08-03-03)

103,502 河川改修事業を実施することにより、浸
水被害から市民を守る。
　・河川改修工事

水政課

流域下水道事業 965,115 公共下水道に整合した流域下水道（武庫
川、猪名川）の計画的な整備、建設及び
維持管理に要する経費を負担する。

上下水道局
総務課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

公共下水道整備事業 503,482 公共下水道施設の整備により排水区域内
の下水（雨水、汚水）を排除し、生活環
境を改善、浸水の防除、公共用水域の水
質の保全を図る。

下水道建設課

公共下水道雨水貯留施設設置事業 1,200 雨水の流出抑制及び雨水の再利用を図る
ため雨水タンクを設置しようとする市民
に助成金の交付を行う。

下水道建設課

公共下水道維持管理事業 298,787 公共下水道施設の維持管理の為、清掃・
点検・修繕等を行う。

下水道管理課

水洗化促進事業 18,903 公共下水道供用開始区域内の水洗化工事
の費用の一部や私道の排水設備工事に対
する補助金の交付を行う、また各戸訪問
等により水洗化の促進を図る。
　・水洗便所改造資金補助金
 　3,040千円
　・私道排水設備布設工事補助金
 4,000千円

給排水設備課

水洗便所改造資金貸付事業 1,800 公共下水道供用開始区域内の水洗化工事
の費用の一部を貸付けることにより水洗
化を促進する。

給排水設備課

（８）上水道の整備と安定供給

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

 管路更新事業 445,836 水需給計画に基づく必要水量の安定供給
を図るとともに、災害に強い管路施設に
更新することで、赤水の発生や水道管の
破裂事故を未然に防ぎ、安定して水を市
民に送ることのできるよう整備する。
　・老朽管の更新
　・水道管の耐震化
　・配水管のループ化

水道建設課

小浜浄水場整備事業 1,870,000 稼働後４０年を迎え老朽化した水処理施
設を全面的に更新し、高品質でかつ安定
した水の供給ができるよう整備する。
　・浄水処理施設整備工事
　・集中監視施設整備工事
　・排水処理施設整備工事
　・場内整備工事等

水道建設課

◎ 北部地域送配水施設整備事業 50,000 北部給水地域のより安全で安定した水の
供給を図るため、南部給水区域との連絡
管を整備し、南北給水区域の統合を行い
併せて、一部給水未普及地域を解消する
よう整備する。
　・実施設計業務委託等

水道建設課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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２．健康で安心して暮らせるまちづくり
（１）健康づくりの推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

母子保健相談指導事業
(04-01-05)

3,579 各乳幼児健診等において「要経過観察」
と診断された乳幼児及び育児不安を持つ
保護者の相談に応じ、乳幼児の心身の健
全な発達を促す。また、乳幼児の発育や
育児に関する不安や悩みなどに対して、
電話相談などにより子育てを支援し、乳
幼児の健全な育成を図る。
　・乳児相談（２９回／年）
　・ラッコ教室（２３回／年）
　・ニコニコ育児相談（１２回／年）
　・離乳食学級（１２回／年）

健康推進課

母子保健訪問指導事業
(04-01-05)

3,648 妊娠・出産について適切な指導を行い、
母体の健康の保持増進及び心身共に健や
かな子どもの出生を図る。また、育児不
安の軽減を図り新生児・乳児の健やかな
発達を促すとともに育児の支援を行う。
　・妊婦訪問（２０件／年）
　・新生児訪問（２００件／年）
　・赤ちゃん訪問（８５０件／年）

健康推進課

母子保健健康診査事業
(04-01-05)

15,633 乳幼児を対象に健康診査を行い、疾病の
早期発見や乳幼児のより健やかな発達を
促すとともに育児の支援を行う。また、
市民税非課税世帯の妊婦の方を対象に健
康診査を行い、安全な分娩と健やかな子
どもの出生を図る。
　・４カ月児健診（２４回／年）
　・１歳６カ月児健診（２５回／年）
　・３歳児健診（２８回／年）
　・妊婦健診

健康推進課

健康づくり推進事業
(04-01-06)

1,780 健康づくり推進員を中心として地域の特
性に応じた市民主体の健康づくり活動を
推進する。

健康推進課

健康教育・健康相談事業
(04-01-06)

2,304 ４０歳以上６５歳未満の市民を対象とし
た生活習慣病等の予防及び健康増進など
健康に関する正しい知識の普及と啓発を
目的に教育・相談業務を実施する。
　・健康教育（２５０回／年）
　・健康相談（３７０回／年）

健康推進課

成人病検診事業
(04-01-06)

415,554 老人保健法等に基づく、基本健康診査、
歯周疾患検診、各種がん検診等を委託に
より実施。また、老朽化した胃部Ｘ線機
器及び子宮頸がん検診台を更新する。
　・集団検診　市立健康センター等
　・個別検診　市内各実施医療機関

健康推進課

健康増進事業
(04-01-10)

78,521 医学的検査とその結果に基づく医師の判
定により、疾病の早期発見、健康の保持
を図る。
　・総合健診コース（８０日／年）

健康推進課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（２）保健・医療の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

救急医療対策事業
(04-01-01)

33,033 救急医療体制整備
　・第２次病院確保対策に要する経費
　・広域災害・救急医療情報システム運
　　営経費
　・阪神６市１町休日診療体制（眼科・
　　耳鼻咽喉科）に要する経費
◎（仮称）阪神北広域小児急病センター
　　整備事業分担金　11,1 16千円

健康推進課

予防接種事業
(04-01-02)

233,841 予防接種法に基づき、市が実施主体とな
る各種予防接種を市医師会に委託し実施
　・集団接種（ポリオ等）
　・個別接種（二・三混、麻疹・風疹、
　　　　　　　日脳、インフルエンザ）

健康推進課

結核予防事業
(04-01-03)

7,428 結核予防法に基づくＢＣＧ接種（乳児）
と胸部X線撮影を実施

健康推進課

訪問指導等事業
(04-01-06)

471 保健師等が訪問し、健康上何らかの問題
を抱えている方に対し、必要な保健指導
を行い、健康の保持増進を図る。

健康推進課

機能訓練事業
(04-01-06)

4,214 心身機能の維持回復を図るために必要な
訓練を行い、日常生活の自立を図り、ね
たきりを予防する。

健康推進課

休日応急診療所事業
(04-01-07)

25,418 日、祝日、年末年始における内科・小児
科の急病患者に応急処置を実施する。
　・診療時間　１０時～１７時
　・診療日数　７０日

健康推進課

休日歯科応急診療事業
(04-01-07)

9,331 日、祝日、年末年始における歯科の急病
患者に応急処置を実施する。
　・診療時間　１０時～１３時
　・診療日数　７０日

健康推進課

眼科疾患治療事業
(04-01-10)

285 トラホーム後遺症による睫毛抜去治療を
市医師会及び市薬剤師会に委託し、実施
する。

健康推進課

障害者（児）歯科診療事業
(04-01-12)

7,392 一般の歯科医院での治療が困難な障害者
（児）に対して、歯科治療及び歯科保健
指導を行う。
　・診療日　２回／週（木・金）
　　　　ただし、年末年始・祝日を除く
　・診療時間　１４時～１６時

健康推進課

在宅ねたきり高齢者歯科保健推進事業
(04-01-12)

1,783 在宅ねたきり高齢者の口腔内の状況等の
調査及び訪問診療を行うことにより在宅
高齢者の歯科保健上の療養を支援する。

健康推進課

看護専門学校事業
(04-01-13)

36,164 資質の高い看護職を育成するため、看護
専門学校の運営をおこない、地域医療に
貢献する看護師を育成する。
　・３年課程全日制　１学年定員５０名

看護専門学校

○ 電子カルテを中心とした医療情報シス
テム整備事業

180,000 画像管理や現在口頭やペーパーが主体の
看護業務の電子記録化、またレセプト電
算化を導入し、電子カルテ導入の環境整
備を図る。

市立病院事務局

事　　　　　項
（費　　　目）



-　18　-

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

医療機器整備事業 200,000 通常の医療機器購入と別枠として、医療
機器の整備を行う。

市立病院事務局

◎ 市立病院大規模改修事業 200,000 長期的保全計画。医療活動に支障が出な
いよう施設・各設備の改修による保全を
行う。

市立病院事務局

（３）高齢者福祉の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

老人クラブ活動助成事業
(03-02-01)

15,309 老人クラブの活動に対し、これに要する
費用の一部を補助することにより、その
健全な育成を図る。
　・老人クラブ活動助成金　12,78 8千円
　・老人クラブ連合会活動助成金
　　　　　　　　　　　　　 1,465千円
　・老人福祉大会助成金　　 1,050千円

いきがい福祉課

高齢者社会参加・健康促進事業
(03-02-02)

63,658 高齢者の社会参加の促進及びねたきり予
防、健康促進を図る。
　・はり・きゅう・マッサージ施術費助
　　成（対象７０歳以上）　 5,354千円
　・バス料金助成（対象７０歳以上）
 　 35,848千円
　・入浴料金助成（対象６９歳以上）
 　 20,189千円

いきがい福祉課

老人保護措置事業
(03-02-02)

15,195 心身上の事情又は家庭の事情、経済的事
情等により、在宅では生活できない高齢
者を養護老人ホームに入所措置する。

いきがい福祉課

高齢者見守りネットワーク事業
(03-02-02)

22,523 独居老人等緊急通報システムの活用によ
り高齢者の不安の解消と地域の見守り体
制を確立する。
　・緊急通報装置　　　　　14,10 2千円
　・緊急通報体制整備業務委託
　　　　　　　　　　　　　 1,523千円
　・緊急通報システム保守点検委託
　　　　　　　　　　　　　 6,898千円

いきがい福祉課

高齢者住宅改造資金助成事業
(03-02-02)

45,023 高齢者が安心して自立した生活を送るこ
とができる住環境を整備するため、住宅
を改造する費用を助成する。

いきがい福祉課

民間老人福祉施設整備助成事業
(03-02-02)

93,645 社会福祉法人が建設した特別養護老人ホ
－ム等の建設費借入償還金を補助する。
　・聖隷福祉事業団補助金(宝塚栄光園）
　　　　　　　　　　　　 　5,800千円
 ・聖隷福祉事業団補助金
　　（花屋敷栄光園）　　　46,46 2千円
　・宝成会補助金　　　　  21,945千円
　・愛和会補助金　　　　　19,12 9千円
第３期介護保険事業計画で位置づけられ
ている施設整備を適正なものとするため
整備法人選考委員会を設置する。
　・高齢者福祉施設等整備法人選考委員
　会委員報償費　　　　　　　 260千円

介護保険課

ファミリーサポートセンター事業
(03-02-02)

7,293 日常生活で何らかの支援を必要とする高
齢者が、地域で安心して生活ができるよ
う支援する。

いきがい福祉課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

家族介護支援事業
(03-02-02)

5,438 在宅の要介護老人の介護者に、手当の支
給やおむつを給付することにより、介護
者の経済的・精神的負担軽減を図る。
　・家族介護者ヘルパー受講支援助成金
　 　　　　　　　　　　　　　100千円
　・おしめ扶助料 　　 　　 4,138千円
　・在宅老人介護手当　     1,200千円

いきがい福祉課

介護保険利用者負担金対策事業
(03-02-02)

9,183 ・訪問介護利用者負担額軽減
介護保険の円滑実施のための経過措置が
あり、障害者ホームヘルプサービスにつ
いては、１６年度末終了の予定であった
が１７年度も継続され、また１８年度に
おいても引き続き事業を継続する。
具体的には利用者負担（通常１割）を３
％に減額し差額を公費負担。
・社会福祉法人による利用者負担軽減
社会福祉法人が定められたサービスにつ
いて利用者負担を４分の１に軽減した場
合、その軽減額の一部を助成する。

介護保険課

在宅高齢者自立支援事業
(03-02-02)

17,899 自立高齢者の日常生活を支援し、生活の
安定を図るとともに、要介護状態への移
行を予防する。
　・生活援助等サービス　  14,703千円
　・予防型デイサービス　　 2,376千円
　・老人短期入所扶助料       820千円

いきがい福祉課

生活支援ハウス運営事業
(03-02-02)

8,072 高齢等のため居宅において生活すること
に不安のある者に対し、必要に応じ住居
を提供するとともに、各種相談、助言等
を行う。　　　　　　　　　定員１０人

いきがい福祉課

老人福祉センター事業
(03-02-02)

85,052 高齢者の身体機能の衰退を予防し、日常
生活を豊かにするための活動の場を提供
するため、老人福祉センター事業を運営
する。
　・指定管理料  　　　    53,544千円
　・建物取得費            31,508千円

いきがい福祉課

老人ホーム運営事業
(03-02-04)

35,255 養護老人ホーム福寿荘の運営費
（定員５０名、人件費除く）

老人ホーム

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

介護保険事業
（特別会計）

10,339,300 平成１８年度から第３期介護保険事業計
画が始まると同時に、平成１８年４月か
ら介護保険制度が改正される。その骨子
として、介護予防の推進、地域密着型サ
ービスの創設及び介護保険料や要介護認
定の見直しと保険者機能の強化などを中
心に事業を展開する。
　・介護認定事業
　○認定調査委託料　　　48,2 58千円
【介護サービス】
　・介護サービス等給付事業
 7,230,303千円
　◎地域密着型介護サービス等給付事業
　　　　　　　　　　 　586,232千円
【介護予防サービス】
　◎介護予防サービス給付事業
 　   1,639,179千円
　◎地域密着型介護サービス等給付事業
　　　　　　　　　　  　35,360千円

介護保険課

【地域支援事業の創設】
要支援・要介護状態になるおそれのある
高齢者を対象とした効果的な介護予防事
業を介護保険制度に位置づけ、地域にお
ける包括的・継続的なマネジメント機能
を強化する。また現行の老人保健事業、
介護予防・地域支え合い事業などの保健
福祉事業を再編し、介護保険サービス給
付費の２％の範囲内で実施をする。
　◎特定高齢者把握事業　  5,715千円
　◎通所型介護予防事業   24,837千円
　◎訪問型介護予防事業  　4,785千円
 ◎介護予防特定高齢者施策評価事業
 284千円
　◎介護予防普及啓発事業  2,100千円
　◎地域介護予防活動支援事業
　　　　　　　　　　　　  9,163千円
 ◎介護予防一般高齢者施策評価事業
　　　　　　　　　　　　　　221千円
 ◎包括的支援事業　　104,892千円
 ◎介護給付等費用適正化事業
　　　　　　　　　　　　　　946千円
 ◎家族介護支援事業　　  　228千円
 ◎成年後見制度利用支援事業
 　　　　　          2,561千円
 ◎地域自立生活支援事業 20,771千円
 ◎介護相談員等派遣事業  2,917千円

事　　　　　項
（費　　　目）
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（４）障害者福祉の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

阪神福祉事業団分担金
(03-01-01)

48,666 阪神６市１町により設立した事業団の運
営に要する事業費及び各施設の整備費を
負担することにより、市民が利用できる
施設を確保し、福祉の向上を図る。
　・知的障害児施設（ななくさ学園）
　・救護施設（ななくさ厚生院）
　・知的障害者更正施設
　　　　　　（ななくさ育成園）
　・知的障害者更正施設
　　　　　　（ななくさ新生園）　 外

健康福祉総務課

障害者小規模通所援護事業
(03-01-02)

189,586 小規模作業所を設置する団体に対して、
その経費の一部を補助する。
　○障害者小規模作業所補助金
　・宝塚育成事業所
　・キントーン宝塚作業所
　・すみれ共同作業所　等
　・新規開設分（７カ所）

障害福祉課

知的障害者居住施設建設事業
(03-01-02)

10,082 知的障害者居住施設「いきいき宝夢」建
設に係る償還金を補助することにより、
知的障害者の福祉サービスの向上に努め
る。
　・宝塚さざんか福祉会

障害福祉課

知的障害者福祉事業
(03-01-02)

16,865 知的障害者が地域の中で自立した生活が
送れるよう支援する。
　・自立生活訓練事業
　・相談員謝礼

障害福祉課

特別障害者手当等給付事業
(03-01-02)

99,404 障害者及びその介護者の経済的負担の軽
減を図り、障害者の福祉の増進を図る。
　・重度障害者（児）介護手当の支給
　・特別障害者手当、障害児福祉手当、
　　経過的福祉手当の給付

障害福祉課

自立支援事業
(03-01-02)

1,802,828 障害の種別にかかわらず、障害のある人
が利用できるサービスを一元化し、障害
のある人の地域生活と就労を促進し、
自立を支援する。
　・介護給付（居宅介護、短期入所、
　　施設入所支援）
　・訓練等給付（自立訓練、就労移
　　行・継続支援、共同生活援助）
　◎認定審査会委員報酬　３０人
　◎社会福祉法人減免補助金
　◎社会福祉法人さざんか福祉会運営
　　補助金

障害福祉課

社会参加促進事業
(03-01-02)

12,273 ノーマライゼーションの理念の実現に向
けて、障害者の需要に応じた事業を実施
することにより、障害者の自立と社会参
加の促進を図る。
 ・要約筆記者派遣事業委託
 ・手話通訳者派遣事業委託
 ・要約筆記者養成講座委託
 ・手話通訳者養成講座委託
 ・生活訓練事業委託
 ・視力障害者パソコン講座事業委託
 ・身体障害者自動車改造費助成
 ・障害者自動車運転免許取得費助成
　 　等

障害福祉課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

精神障害者生活支援事業
(03-01-02)

16,869 精神障害者の福祉に関する相談に応じ、
必要な助言・指導を行うとともに、関係
機関との連絡調整を図り、精神障害者の
自立と社会参加を促進するため精神障害
者地域生活支援センターを設置する。
 ・新設改修工事
 ・開設初年度備品
 ・運営委託

障害福祉課

身体障害者居住施設建設事業
(03-01-02)

3,965 身体障害者授産施設「希望の家ワークセ
ンター」の老朽化に伴い、身体障害者の
地域福祉の拠点として在宅支援事業にも
対応できる設備・機能を兼ね備えた施設
に改築するために、「社会福祉法人希望
の家」が借り入れた建設資金償還金の一
部を助成する。
 ・補助総額　　　　　　　70,4 61千円

障害福祉課

知的障害者通所施設建設事業
(03-01-02)

1,907 養護学校を卒業し、就労等が困難な知的
障害者の地域での自立生活を支援するた
めに自宅等から通所し、自立生活訓練、
職業訓練を行う授産施設を設置する「社
会福祉法人宝塚さざんか福祉会」が借り
入れた建設資金償還金の一部を助成する。
　・補助総額　　　　　　　33,88 3千円

障害福祉課

障害者就労支援事業
(03-01-02)

19,000 障害者の社会参加を実現し、自立生活の
安定を図り、就労の促進を図るため、障
害の種別を問わず、一つの実施主体に
より、職域開発・就労の場の確保・職場
定着、就業生活支援等の一貫した就労
支援を行う。
　・事業委託

障害福祉課

身体障害者デイサービスセンター管
理運営事業
(03-01-02)

160,289 身体障害者が住み慣れた地域で生活でき
るよう日常生活支援等のサービスを提供
する事業を委託し、社会参加等の促進を
図る。
　　・指定管理料　　　 156,000千円

障害福祉課

（５）児童福祉の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

民間保育所育成事業
(03-03-01)

44,380 私立保育園の建設費等に係る借入金の償
還金相当額を補助することにより、社会
福祉法人の育成及び事業運営の安定を図
る。
 ・宝塚すみれ福祉会補助金 2,568千円
　　（伊孑志保育園）
 ・萬年青友の会補助金　   6,184千円
　　（やまぼうし保育園）
 ・あひる福祉会補助金　　15,8 17千円
　　（あひる保育園）
 ・宝塚さくら福祉会補助金 5,194千円
　　（宝塚さくら保育園）
 ・ソフィア福祉会補助金   4,109千円
　　（バラホ－ム保育所）
 ・愛和会補助金　　　　   6,013千円
 　（なかよし保育園）
 ・聖隷福祉事業団補助金   4,495千円
　　（御殿山あゆみ保育園）

保育課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

児童館整備事業
(03-03-01)

13,441 児童育成計画及び次世代育成支援行動計
画に基づき児童館を整備。社会福祉法人
が建設した児童館の建設費等借入償還金
を補助する。
　・大型児童センター建物取得費
　（38年間の割賦払い。平成18年度分）
　　　　　　　　　　　　　11,07 1千円
　・愛和会償還金補助金
　（中筋児童館建設費等補助金）
　　　　　　　　　　　　　　 293千円
　・聖隷福祉事業団償還金補助金
　（御殿山児童館建設費等補助金）
　　　　　　　　　　　　　 2,077千円

子育て支援課

ファミリーサポートセンター事業
(03-03-01)

8,374 子どもを産み育てやすい環境づくりの観
点から保育施策等を補完する事業として
さらに地域の子育て支援事業として、会
員制による相互援助事業を実施。運営は
保健福祉サービス公社に委託する。

子育て支援課

児童館運営事業
(03-03-01)

99,348 児童館の運営については、平成１８年度
から、全公立児童館を指定管理者（社会
福祉協議会及びＮＰＯ法人）に委託す
る。私立児童館は法人等に補助金を支出
し、事業運営の安定を図る。
　・大型児童センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　32,69 5千円
 ・安倉児童館指定管理料
　　　　　　　　　　　　　15,33 8千円
 ・高司児童館指定管理料
　　　　　　　　　　　　　13,74 2千円
 ・西谷児童館指定管理料
 9,725千円
　・西谷会館等共用部分指定管理料
 　（西谷児童館負担分）   2,411千円
　・出前児童館事業委託料　 5,400千円
 ・中筋児童館運営補助金　 7,452千円
 ・御殿山児童館運営補助金 9,936千円
 ・平井児童館運営補助金　 1,600千円

子育て支援課

児童虐待防止施策推進事業
(03-03-01)

229 児童を虐待から守るため、関係機関と連
携を図り早期発見・早期対応を行うとと
もに、市民や関係者への啓発等の事業を
実施する。また、平成１８年度から、児
童虐待防止ネットワーク会議を要保護児
童対策協議会へ移行する。

子育て支援課

地域小規模児童養護施設運営事業
(03-03-01)

9,053 法人の運営の安定を図るため、運営費を
助成する。
 ・御殿山ひかりの家運営補助金

子育て支援課

子ども家庭支援センター運営事業
(03-03-01)

3,078 子育て支援の中核施設として、子どもと
家庭に関する総合相談、在宅子育て家庭
への支援、子育てに関する地域のネット
ワークづくりなどの事業を実施するとと
もに、講座等の開催や情報提供等を行
う。

子育て支援課

次世代育成支援行動計画推進事業
(03-03-01)

432 次世代育成支援行動計画に基づき、次世
代育成支援行動計画推進地域協議会及び
庁内推進会議を設置し、計画の進行管
理、進捗状況の把握、評価、検証等を行
う。
　・次世代育成支援行動計画推進地域協
　  議会委員等報償費 　　　　402千円

子育て支援課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

産後ヘルパー派遣事業
(03-03-01)

2,444 産後の体調不良のため家事や育児が困難
な家庭や、多胎児を出生した家庭にホー
ムヘルパーを派遣し、産後の健康管理と
安心して子育てができる環境整備を図る。
サービス内容は家事援助、育児援助、
母親への援助等を実施する。
 ○産後ヘルパー派遣事業委託料
　　　　　　　　　　　　2,40 0千円

子育て支援課

○ 児童手当事業
(03-03-02)

1,581,480 小学６年生までの児童を養育している者
に支給する。（所得制限あり）
　・支給月額　第１・２子　５千円
 第３子以降１万円

生活援護課

母子生活支援施設利用委託事業
(03-03-02)

21,000 配偶者のいない女子が監護すべき児童の
福祉に欠けるところがあると認められる
ときは、母子生活支援施設に保護者及び
児童の入所利用を委託する。

生活援護課

児童扶養手当事業
(03-03-02)

680,098 父母の離婚等により、父と生計をともに
できない児童を養育している母等に
支給する。（所得制限あり）

生活援護課

母子福祉総務事業
(03-03-04)

6,037 母子家庭等の健全な育成を図るために、
相談、激励及び自立支援事業を行う。

生活援護課

市立保育所保育実施事業
(03-03-05)

355,794 保育に欠ける児童を公立保育所で保育を
するための経費
　対象　　　　9保育所(定員930人)

保育課

私立保育所助成金
(03-03-05)

435,698 公私立間の保育内容（延長保育等の特別
保育事業、職員配置等）の格差を是正す
るため助成金を支出する。
　対象　　10保育園(定員1200人)
　　　　　　　分園含む

保育課

私立保育所保育実施事業
(03-03-05)

1,189,892 保育に欠ける児童を私立保育所で保育を
するための経費
　対象　　10保育園(定員1200人)
　　　　　　　分園含む

保育課

指定保育所助成金
(03-03-05)

165,571 保育に欠ける児童が市の指定保育所に入
所した場合に、保育経費の一部を保育所
に助成することにより、待機児童の解消、
保育水準の確保及び保護者の負担の軽減
を図る。
　対象　　　　9　施設

保育課

市立保育所整備事業
(03-03-05)

50,000 保育所の安全対策の一環として、不審者
の侵入を防ぐため、門扉をオートロック
方式に改修する。今年度、２保育所で実
施。すべての公立保育所の設置が完了す
る。
　門扉ｵｰﾄﾛｯｸ工事費　　     3,000千円
保育環境の整備のため、老朽化が進む保
育所の改修工事を実施する。
　　わかくさ保育所内部改修工事費
　　　　　　　　　　　　　 47,000千円

保育課

乳幼児健康支援デイサ－ビス事業
(03-03-05)

5,661 保育に欠ける乳幼児及び小学校低学年の
児童が病気の回復期にあたり、未だ集団
生活ができない時期に、一時的にデイサ
ービスを行うことにより、保護者の子育
てと就労の両立を支援する。
　実施施設　あいわ診療所(中筋２丁目)
　定員　　　1日2人

保育課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

駅前保育ステ－ション事業
(03-03-05)

9,780 保育所待機児童解消の一環として、駅前
等利便性の高い場所に保育ステーション
を設置し、立地条件等で欠員が生じてい
る保育所への送迎及び送迎前後の保育を
実施する。
　・対象年齢　　３歳以上児

保育課

児童福祉施設事業
（すみれ園・やまびこ学園）
(03-03-06)

50,701 心身に障害をもった就学前の児童に対し
て、診察、訓練、保育等の早期療育を行
う。
　定員　すみれ園　　 　　　４０名
　定員　やまびこ学園　　　 ３０名

療育センタ－

在宅児（者）支援事業
(03-03-06)

4,763 在宅障害児（者）のライフステ－ジに応
じた地域での生活を支援するため、発達
支援、生活支援を行う。

療育センタ－

（６）社会保障の充実

見舞金支給事業
(03-01-01)

68,975 特定疾病患者に対して月額３，５００円
の見舞金を支給する。（１年以上の居住
要件あり。）
　・特定疾病患者見舞金　　68,88 0千円

医療助成課

重度障害者特別給付金
(03-01-02)

3,983 国民年金制度上障害基礎年金を受給でき
ない外国人に支給する。
　・重度障害者特別給付金 　3,983千円

医療助成課

障害者（児）医療費助成事業
(03-01-02)

670,363 重度心身障害者（児）医療費助成は、身
体障害１～４級、知的障害重度・中度、
精神障害１～２級の人を対象に保険診療
の自己負担額のうち一部負担金を除く額
を助成する。
　・重度心身障害者（児）医療扶助料
　　　　　　　　　　　　 388,236千円
 ・入院生活福祉給付金　     989千円

高齢障害者医療費助成は、老人保健法該
当者で身体障害１～４級、知的障害重度
・中度、精神障害１～２級の人を対象に
保険診療の自己負担額のうち一部負担金
を除く額を助成する。
◎平成１８年７月１日から自己負担額の
うち一部負担金を支払う現物給付を実施
する。
　・高齢心身障害者医療費助成金
　　　　　　　　　　　　 238,446千円
　・重度（高齢）精神障害者（児）医療
　　扶助料　　　　　　　　 2,232千円
　・入院生活福祉給付金　     767千円

医療助成課

福祉金・給付金支給事業
(03-01-02)

207,061 障害者が社会、経済、文化活動等への参
加を図るために活用されることを目的と
して福祉金を支給する。
　・知的障害者福祉金    　21,747千円
　・精神障害者福祉金　 　 17,828千円
　・身体障害者福祉金     167,486千円

医療助成課

国民年金事業
(03-01-04)

1,389 国の国民年金事業の一部を法定受託事務
として市が行っている。主な事務は国民
年金第１号被保険者の届出受付業務であ
る。

医療助成課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

福祉金・給付金支給事業
(03-02-02)

31,962 高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、７７
歳、８８歳、９９歳及び１００歳以上の
人に支給する。
　・敬老祝金　　　　　　　16,92 6千円
国民年金制度上老齢基礎年金を受給でき
ない外国人に支給する。
　・高齢者特別給付金      14,383千円

医療助成課

老人医療費助成事業
(03-02-03)

307,766 ６５～６９歳の人を対象に、保険診療の
自己負担額のうち一部負担金を除く額を
助成する。
　・老人医療扶助料　　　 271,221千円

医療助成課

乳幼児医療費助成事業
(03-03-03)

379,869 ０歳から６歳到達後最初の３月３１日ま
での間にある（＝就学前の）乳幼児に対
して保険診療の自己負担額のうち一部負
担金を除く額を助成する。
１歳以上は保護者の所得制限あり。
入院：一部負担なし
外来：０歳児・１歳児・２歳児は外来一
 部負担なし。
　・乳幼児医療扶助料　　 327,663千円
　・入院生活福祉給付金       135千円

医療助成課

母子家庭等医療費助成事業
(03-03-04)

133,071 母子家庭などで１８歳以後最初の３月
３１日までの子ども及びその母など（高
校などに在学中の場合は、２０歳になる
月の末日までの間を含む。）を対象に保
険診療の自己負担額のうち一部負担金を
除く額を助成する。
　・母子家庭等医療扶助料 118,347千円
　・入院生活福祉給付金  　    18千円

医療助成課

福祉金・給付金支給事業
(03-03-04)

51,330 母子、父子、遺児の人が社会、経済、文
化活動等への参加を図るために活用され
ることを目的として福祉金を支給する。
　・母子福祉金　 　 　　　47,892千円
　・父子福祉金　　　 　　　2,976千円
　・遺児福祉金　　　 　　　　462千円

医療助成課

生活保護適正実施推進事業
(03-04-01)

16,087 生活保護事業の適切な運営を確保するた
めに実施する事業

生活援護課

生活保護事業
(03-04-02)

2,560,000 生活が困窮する市民に対し、必要な保護
を行い、最低限度の生活を保障し、その
自立を助長する。

生活援護課

国民健康保険事業
（特別会計）

18,783,900 自営業者等、被用者保険（職域保険）に
加入していない人を対象として疾病、負
傷、出産及び死亡に関して必要な給付を
行う。
◎平成１８年度の被保険者証一斉更新時
から被保険者証をカード化する。
　・保険給付事業　　　12,702,103千円
　・老人保健拠出金 　　3,898,506千円
　・介護納付金   　　　1,110,169千円
　・共同事業拠出金　　　 318,656千円
　・保健事業（健診助成等）72,78 9千円
 ・総務費      　 　　　277,352千円
　・その他       　　　　404,325千円

一般会計からの繰入　 　1,974,122千円
国保財政調整基金繰入　   115,000千円

国民健康保険課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

国民健康保険診療施設事業
（特別会計）

148,500 市国民健康保険及び職域保険等の被保険
者に対して診察、治療、健康診断等を行
う。
　・施設管理事業　        86,114千円
　・医業                  57,928千円
　・歯科保健ｾﾝﾀｰ事業       1,703千円
 ・その他　　　　　　 　　2,755千円

一般会計からの繰入　　    45,061千円

国民健康保険課

老人保健医療事業
（特別会計）

16,566,600 高齢者の医療に要する費用のうち一部負
担金額を除く分を公費で負担する。
平成１４年１０月の制度の改正により対
象は７５歳以上に（ただし、昭和７年９
月３０日以前の出生の者及び６５歳以上
の寝たきり認定を受けている者を含む。
）。また、世帯の所得等により１割・２
割の負担割合を決定する。
　・療養給付費等　　　16,425,100千円

一般会計からの繰入金 　1,240,333千円

医療助成課

（７）消費生活の向上

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

消費生活対策事業
(07-01-04)

16,030 消費者の保護と自立した消費者の育成に
努めるとともに、特例市としての計量検
査事務を実施する。
　・消費生活法律相談委託
　　　　　　　　　　　1,5 88千円
　・市民からの消費生活相談、苦情処理
　・消費者教育啓発出前講座、生活大学
　　の実施
　・特定計量器定期検査業務委託
　　　　　　　　　　　1,2 72千円

勤労対策課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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３．人にあたたかく、豊かな心をはぐくむまちづくり
（１）人権の尊重

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

人権啓発総務事業
(02-01-17)

1,247 人権施策に係る総合調整を行う。
　・人権審議会等の開催
　・外国人市民懇話会の開催
　・宝塚市人権擁護委員会の活動支援

人権啓発課

人権啓発推進事業
(02-01-17)

4,309 同和、障害者、女性、高齢者、子ども、
外国人市民等の人権問題についての啓発
事業を行い、人権意識の高揚を図る。
　・講演会等の開催
　・人権啓発資料の発行
　・市広報紙等への啓発記事掲載
　・８月「人権文化をすすめる市民運動
　　月間」の取り組み
　・人権週間記念事業の開催
　・人権尊重都市宣言記念事業の開催
　・人権啓発講師派遣等

人権啓発課

非核平和都市推進事業
(02-01-17)

857 平成元年３月に行った「非核平和都市宣
言」及び平成１５年９月に策定された「
宝塚市核兵器廃絶平和推進基本条例」の
精神に基づき、平和の大切さや命の尊さ
を訴え、次の世代に伝える。
　・「平和を願う市民のつどい」の開催
　・平和映画会等の開催
　・核実験等に対する抗議等

人権啓発課

人権教育総務事業
(10-06-08)

8,557 人権教育に係る総合調整を行う。 人権教育課

人権教育推進事業
(10-06-08)

5,744 学校教育、社会教育において、人権尊重
社会の実現に向けて、教育・啓発の事業
を実施する。

人権教育課

人権教育文化事業
(10-06-08)

6,101 人権文化センターを拠点として、家庭・
地域の教育力の向上をめざして教育文化
事業を実施する。

人権教育課

（２）同和問題の解決

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

人権文化センター総務事業
(02-01-18)

235 ３人権文化センター総務事業
　・３人権文化センター間の連絡調整
　・県隣保館連絡協議会との連絡調整

くらんど人権文
化センター

人権文化センター管理運営事業
(02-01-18)

67,895 基本的人権尊重の精神に基づき、すべて
の人々の人権が保障され、互いに尊びあ
うことのできる人権文化の創造と推進を
図るため次の事業を実施する。
　・人権講座等の啓発講演会
　・定例、随時講座
　・センター管理事業

くらんど人権文
化センター
まいたに人権文
化センター
ひらい人権文
化センター

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（３）男女共同参画社会の実現

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

男女共同参画センター事業
(02-01-14)

8,934 男女共同参画社会の実現に向けての各種
相談、講座等事業の実施
　・女性のための相談（法律、からだと
　　性の相談、起業相談、女ごころ何で
　　も相談（電話、面接）
　・各種啓発講座（男女共同参画推進講
　　座、女性のチャレンジ支援講座等）
　・男女共同参画社会づくりをめざす出
　　前講座
　・センター周知のためのフェスティバ
 ル事業
　・情報提供
 ・情報・啓発紙の発行

男女共同参画課

男女共同参画施策推進事業
(02-01-14)

1,406 男女共同参画社会の実現に向けての総合
的施策の実施
　・男女共同参画プラン推進フォーラム
　　の実施
　・男女共同参画推進審議会の開催

男女共同参画課

女性ボード事業
(02-01-14)

1,363 市政の各分野に女性の参画を推進し、男
女共同参画のまちづくりを進めることを
目的として実施。当年度は女性ボード第
１４期（Ｈ１７年度委嘱）構成員の２年
目の活動としてグループ毎に調査・研究
活動を行う。

男女共同参画課

（４）国際理解・交流の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

国際交流総務事業
(02-01-15)

7,190 松本・土井ｱｲﾘﾝ海外留学助成金
　　　　　　　 　　　　　  6,000千円
松本・土井ｱｲﾘﾝ海外留学助成基金設置目
的に基づき青少年の海外留学に要する費
用の一部を助成する。
　・１年以上の海外留学

国際文化課

国際・文化センター企画実施事業
(02-01-15)

1,370 日本に来られて間もない外国人や、海外
へ行かれる日本人に対し、生活上の習慣
の違いや悩みの相談に応じる。
　・異文化間生活相談等業務委託
　　　　　　　　　　　　　1,370千円

国際文化課

異文化相互理解事業
(02-01-15)

410 歴史的にも関わりが深い韓国・朝鮮を中
心とするアジアの人々の生活や文化を紹
介することにより、異文化への理解を深
め、互いに尊重しあえる街づくりを推進
する。

国際文化課

（５）学校教育の充実

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

結核予防事業
(04-01-03)

957 結核対策検討委員会委員謝礼等
　学校における結核感染の防止、感染者
及び発病者の早期発見・早期治療を実施
するための検診方法等の管理検討する事
及び､学校教育活動における配慮事項、
地域における結核発生状況等を把握し、
学校保健と地域保健の連携を強化する。

学校教育課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

各種検診検査
(04-01-03)(10-02-01)(10-03-01)
(10-04-01)(10-05-01)

16,749 心臓・尿・脊柱・ぎょう虫・結核検診等
手数料

学校教育課

教職員総務事業
(10-01-01)

22,673 市立小、中、養護学校に勤務している市
職員と県費負担教職員、教育委員会事務
局や幼稚園に勤務する市職員の人事管理
全般を行う。
　・非常勤職員等公務災害補償費
　・文部科学省地方教育行政実務研修旅
　　費等
　・県費負担教職員健康診断手数料
　・学校教職員健康相談業務委託料

職員課

学校教育指導事業
(10-01-02)

30,267 学校教育の充実を図る。
・学校安全対策事業　 　　　 1,945千円
・教育研究・研修事業   　　 1,636千円
・教育計画の大要等の作成   　 210千円
・のびのびパスポート   　　　 424千円
・対外課外活動等参加補助事業
 　　　　　　　　　　　　　 2,469千円
・小・中学生文化・スポーツ奨励事業
 　　　　　　　　　　　　　　 104千円
・新教育課程支援事業   　　11,308千円
・指定研究教育研究事業　　　6,220千円
・教科用図書採択事業　　　　　817千円
・社会科副読本　　　　　　　3,335千円
・福祉読本　　　　　　　　　　 34千円
・その他事業   　　　　　　 1,765千円

学校教育課
教育研究課

教育国際化推進事業
(10-01-02）

6,794 世界の中の日本人を育成するために、
国際理解、国際交流、英語運用力を促進
するととに、外国人児童・生徒の教育も
支援する。

教育研究課

障害児教育推進事業
(10-01-02)

6,545 障害児教育の充実を図る。
　・障害児就学指導委員会事業 511千円
　・障害児教育専門研修　　　 120千円
　・障害児備品等整備事業 　3,288千円
 ○介助員配置事業　　　　 2,437千円
　・障害児教育交流事業　　　 121千円
　・その他事業　　　　　　　　68千円

学校教育課

障害児教育推進事業
（障害児北海道派遣事業）
(10-01-02)

9,738 市内在住の障害児学級及び養護学校の中
学３年生を北海道浦河町へ派遣し、現地
での乗馬体験等を通して自立心を育てる。

学校教育課

「地域におけるいきいき教室」
推進事業
(10-01-02)

500 学校週５日制の趣旨をふまえ、児童生徒
が主体的に体験活動に参加する機会や場
を提供し、学校支援ボランティアの支援
を得て、児童生徒を対象とした芸術文化
活動「地域におけるいきいき教室」を実
施する。

学校教育課

特別支援教育推進事業
(10-01-02)

2,138 　特殊教育から特別支援教育への転換に
あたり、支援の必要な児童生徒はその対
象がこれまでの養護学校及び障害児学級
在籍の児童生徒から普通学級に在籍する
軽度発達障害のある児童生徒にも広がる
ことになる。これに対応するための施策
のうち、人的支援と巡回相談による支援
を行う。
○支援ボランティア報償費　 1,890千円

学校教育課

教育総合センター管理運営事業
(10-01-03)

43,560 教育総合センター維持管理 教育研究課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

視聴覚センター事業
(10-01-03)

1,498 視聴覚機器・教材等の貸し出し及び視聴
覚教材の制作や機器操作の講習会を実施
する。

教育研究課

スクールネット活用事業
(10-01-03)

30,818 スクールネット宝塚のネットワーク関連
の環境を整える。教育におけるコンピュ
ータ活用やネットワーク関係の情報教育
講座を実施する。

教育研究課

教育相談事業
(10-01-03)

14,237 教育相談事業として、子どもの心理的問
題、適応障害や発達障害等、教育上の諸
問題についての相談活動の充実を図る。
また、不登校状態の続いている児童生徒
に対し、適応教室の運営、訪問指導、訪
問ボランティアの派遣等、不登校対策事
業の充実を図る。更に、配慮を要する子
どもの指導にあたる教職員に対して、専
門家を学校に派遣し、子どもへの対応の
あり方について指導助言を行う等、学校
支援事業の充実を図る。

教育相談課

研究・研修事業
(10-01-03)

7,618 教職員の意識改革と実践的指導力の向上。
教職員自らが、豊かな人間性の涵養に努
め、確かな子ども理解のもと、子どもた
ちに「生きる力」を育むために研修の充
実を図る。

教育研究課

○ 子ども支援サポーター配置事業
(10-01-03)

14,283 学校における緊急課題として、一斉指導
になじみにくく、不適応を起こしがちな
ＡＤＨＤ・高機能自閉症児や不登校傾向
の児童生徒に対する個別的な支援ができ
る心理相談員及び別室登校指導員を課に
置き、必要とする小中学校へ、サポーター
として派遣している。本年度は、拡充事
業として、サポーター１２名のうち、
３名の勤務日数週３日を４日に増やした。
また、軽度発達障害の子どもが中学校入
学当初、集団や学習にスムースに適応で
きるようサポートするコーチングサポー
ターを中学校に派遣する。

教育相談課

学校図書館ネットワーク運用事業
(10-01-03)

1,376 学校図書館及び教育総合センターにある
ネットワークで結んだコンピュータを活
用して、図書館教育の活用を図る。

学校教育課

教育の充実事業
(教育総務事業)
(10-01-04)

185,241 私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対
し、補助金を交付することにより、保護
者負担の軽減を図る。
　・私立幼稚園就園奨励費補助金
　対象人員　　2,699人　　175,225千円
市内私立幼稚園に対して研修費等の一部
を助成することにより、幼稚園教育の充
実を図る。
　・私立幼稚園助成金　　　 4,900千円
伊丹朝鮮初級学校及び尼崎朝鮮中級学校
に在籍する市内在住の児童・生徒の保護
者に対し、補助金を交付することにより、
保護者負担の軽減を図る。
　・伊丹朝鮮初級学校児童保護者就学
　　補助金　　　　　　　　 4,060千円
　・尼崎朝鮮中級学校生徒保護者就学
　　補助金　　　　　　　　 1,056千円

学事課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

奨学助成事業
(10-01-04)

56,453 修学資金　　　　　　　　52,836千円
 　 経済的理由により修学困難な高校生
　や大学生等に対して修学資金の給付又
　は貸付を行う。
私立高校入学支度金融資あっせん事業
　  経済的理由により修学困難な私立高
　校進学予定者に対して入学支度金の融
 資あっせんを行うとともに貸付金利子
 の補給を行う。また、償還の免除等に
 より損失が  生じた場合、金融機関に
 対して損失の補償をする。
 貸付限度額300千円　貸付利息4％
　  ・融資あっせん預託金　 3,020千円
　  ・利子補給金　　　　　　 170千円
奨学生選考委員会委員報酬等
　　　　　　　　　　　　　　 427千円

学校教育課

小学校施設整備事業
(10-02-01)

329,000 市立小学校の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
　・校舎等改修（工事１校、設計１校）
　・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置（工事２校）
　・外壁改修（工事１校）等

施設課

◎ 小学校施設耐震化事業
(10-02-01)

13,950 市立小学校施設の耐震化を図り、施設の
安全を確保すると共に、施設を適正に維
持保全する。
　・対象施設の耐震化優先度調査委託

施設課

校医等報酬
(10-02-01)(10-03-01)(10-04-01)
(10-05-01)

52,056 内科、眼科、耳鼻科、歯科、整形外科医
薬剤師等の学校園における検診等に係る
報酬

学校教育課

小学校運営事業、中学校運営事業、
養護学校運営事業、幼稚園運営事業
(10-02-01)(10-03-01)(10-04-01)
(10-05-01)

841,509 学校運営経費。備品の老朽更新・管理、
施設の美化・管理など、教育環境の向上
を図る。
・小学校運営事業　　　 472,830千円
・中学校運営事業　　　 317,745千円
・養護学校運営事業　　  14,885千円
・幼稚園運営事業　　　  36,049千円

教育委員会
総務課

開かれた特色ある学校園づくり
推進事業（ＴＡＫＡＲＡっ子・
わくわくスクール）
(10-02-01)(10-03-01)(10-04-01)
(10-05-01)

5,110 教育課程や教育活動を創意工夫し、子ど
もたちがのびのび学ぶ中で、存在感、充
実感や自己実現の喜びを味わえるような
特色と魅力ある学校園を創造する。学校
園を地域に開き連携を深める中で、地域
の教育力や教育資源を活用することによ
り開かれた学校園づくりを推進する。
　・小学校　　　　　　　　 3,360千円
　・中学校　　　　　　　　 1,320千円
　・養護学校　　　　　　　　　80千円
　・幼稚園　　　　　　　　　 350千円

学校教育課

小学校施設冷房化事業
(10-02-01)

632,900 市立小学校の普通教室等の冷房化未実施
校において、各室ごとに制御できる個別
冷房設備を設置する。
前年度に着工した第１期冷房化工事を継
続実施する。
第２期冷房化工事を設計し、２カ年工事
に着手する。

施設課

児童・生徒就学援助事業
(10-02-02)(10-03-02)

69,865 経済的理由により就学が困難となる
児童・生徒の保護者に対して援助を行う
ことにより、円滑な義務教育の遂行を図
る。

学事課

自然学校事業
(10-02-02)

41,850 学習の場を教室から豊かな自然の中へ移
し、様々な体験的学習をとおし、人と自
然のふれあいを深め、心身共に調和のと
れた健全な児童の育成を図る。

学校教育課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

要保護及び準要保護児童・生徒医療費
扶助
(10-02-02)(10-03-02)

1,730 要保護及び準要保護児童・生徒に対する
医療費扶助

学校教育課

教育指導の充実事業
（小・中学校行事振興事業）
(10-02-02)(10-03-02)

16,791 小・中学校の行事を支援し、教育の充実
を図る。
小学校
　・小・養合同音楽会　　　　 838千円
　・運動競技大会　　　　　 　837千円
　・小学校体力テスト　　　　 140千円
　・その他事業　　  　 　　　 46千円
中学校
　・県中学校総合文化祭　　　 210千円
　・中学校合同音楽祭　　　 　112千円
　・中学校連合陸上競技大会 　111千円
 ・中学校駅伝　　　　　　　　39千円
　・宝塚歌劇鑑賞　　　　　　 950千円
 ・クラブ活動振興
　　　吹奏楽発表　　　　　　 300千円
　　　指導委託　　　　　　 4,685千円
　　　指導力向上　　　　　　 100千円
　　　武道指導推進　　　　　 135千円
　　　外部指導者活用　　　 8,208千円
 ・その他事業    　　　　 　 80千円

学校教育課

特殊教育就学奨励事業
(10-02-02)(10-03-02)(10-07-04)

4,947 障害児学級へ就学している児童・生徒の
保護者に学用品等・給食費の費用の一部
を補助する。

学校教育課

障害児学級整備事業
(10-02-02)(10-03-02)

2,000 障害児学級の教室・プレイルームのカー
ペット張替

学校教育課

「いきいき学校」応援事業
(10-02-02)(10-03-02)(10-04-01)

4,218 総合的な学習の時間等において、学校支
援ボランティアの様々な支援を得るとと
もに、地域を学習の場とした活動の推進
を図る。また、特定分野に専門性の高い
郷土出身者を「ふるさとの先輩」として
招聘し総合的な学習の支援を図る。

　　小学校　　　　　　　　 2,736千円
　　中学校　　　　　　　　 1,368千円
　　養護学校　　　　　 　 　 114千円

学校教育課

教育用コンピュータ運用事業
(10-02-02)(10-03-02)(10-04-01)
(10-05-01)

199,511 学習指導要領に基づき、情報教育推進の
ために導入した教育用コンピュータの運
用・更新を図る。
　・運用
　　　小学校　　　　　 　128,118千円
　　　中学校　　　　　　　67,518千円
　　　養護学校　　　　　　 2,440千円
 　幼稚園　　　　　　　 1,435千円

学校教育課
教育研究課

長尾小学校校舎改築事業
(10-02-03)

60,000 校舎改築外工事を実施する。
また、児童増対策として仮設校舎を継続
使用する。

施設課

中学校施設整備事業
(10-03-01)

239,800 市立中学校の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
　・校舎等改修（工事１校、設計１校）
　・技術棟改修（工事１校）
　・外壁改修（工事１校）等

施設課

中学校施設冷房化事業
(10-03-01)

379,400 市立中学校の普通教室等の冷房化未実施
校において、各室ごとに制御できる個別
冷房設備を設置する。
前年度に着工した冷房化工事を継続実施
する。

施設課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

◎ 中学校施設耐震化事業
(10-03-01)

14,550 市立中学校施設の耐震化を図り、施設の
安全を確保すると共に、施設を適正に維
持保全する。
　・対象施設の耐震化優先度調査委託
　・屋内運動場の耐震診断及び耐震化
　　工事設計委託（１校）

施設課

中学校行事振興事業
（英語祭)
(10-03-02)

25 平成16年度から英語暗唱大会を発展さ
せ､英語祭として実施

教育研究課

トライやる・ウィーク推進事業
(10-03-02)(10-04-01)

13,310 中学２年生を対象に、地域や自然の中で
様々な体験活動を実施することにより、
地域に学び、自分を見つめ、他人を思い
やる心情を育てるとともに、自立性を高
め、「生きる力」を育むことを目指す学
校教育活動を推進する。
　　中学校　　　　　　　　13,160千円
　　養護学校　　　　　　　　 150千円

学校教育課

養護学校施設整備事業
(10-04-01)

65,700 市立養護学校の既存施設を改修等整備
し、教育環境の改善及び向上を図る。
　・北棟除湿設備更新工事
　・保健室個別空調整備工事等

施設課

◎ 養護学校施設耐震化事業
(10-04-01)

300 市立養護学校施設の耐震化を図り、施設
の安全を確保すると共に、施設を適正に
維持保全する。
　・対象施設の耐震化優先度調査委託

施設課

幼稚園施設整備事業
(10-05-01)

47,826 市立幼稚園の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
　・トイレ改修（設計１園）
　・内部改修工事等

施設課

学校保健備品（ＡＥＤ）整備事業
（学校保健事業）
(10-07-01)

803 突然の心停止状態に陥ったとき、心臓に
電気ｼｮｯｸを与えて正常な状態に戻す医療
機器を心疾患児童生徒の在籍する学校
に、必要に応じて順次配置する。
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借上料
（13台）

学校教育課

学校管理下事故救済事業
(10-07-01)

302 学校管理下における事故で、児童・生徒
に対する見舞金・賠償金等

学校教育課

給食事業
(10-07-04)

162,417 学校給食の充実を図る。
　・給食用備品購入　　　　22,000千円
　・給食室施設備品整備
　・給食用消耗品
　・学校給食会運営委託他
　・準要保護児童生徒給食費補助
　　小学校　1,335人　中学校　595人

学事課

（６）社会教育の振興

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

社会教育関係団体の育成
（社会教育総務事業）
(10-06-01)

1,949 社会教育団体の諸活動を助成することに
より社会教育の充実を図る。
　・社会教育関係団体への補助金等

社会教育課

社会教育推進事業
(10-06-01)

5,005 社会教育に関する事業の実施により社会
教育の充実を図る。
　・家庭教育学級、ファミリースクール
　　事業
　・親子ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催
　・ことばの教室補助金、障害セミナー
　　等の実施

社会教育課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

生涯学習推進事業
(10-06-01)

2,694 市民の高度化する学習ニーズに対応する
ため学習機会の充実を図る。
　・市民講座の開催等
　・こども情報紙「夢ｸﾙｰ」の発行

社会教育課

公民館施設の管理運営
(10-06-03)

159,597 中央公民館管理運営事業　　48,596千円
東公民館管理運営事業　　　60,163千円
西公民館管理運営事業　　　50,838千円

中央公民館
東公民館
西公民館

生涯学習活動の推進
(10-06-03)

12,606 公民館講座事業
（宝塚市民カレッジ、市民セミナー、
人権啓発推進、ＩＴ推進、ｻﾏｰｽｸｰﾙ等）

中央公民館
東公民館
西公民館

中央図書館管理運営事業
(10-06-07)

88,984 公共図書館として幅広く資料を収集・整
理・保存し市民に広く提供するとともに
快適な環境を整え、時代に対応したサー
ビスの拡充を行う。また、蔵書盗難防止
のため、ＩＣタグゲート等の設置を行う。
 ・管理運営費等　　　　　69,410千円
　◎蔵書無断持ち出し禁止システム等
　　　　　　　　　　　　　 3,074千円
　・図書等　　　　　　　　16,500千円

中央図書館

西図書館管理運営事業
(10-06-07)

40,654 公共図書館としての役割を十分に果たす
ため、幅広く資料を収集・整理・保存し
市民に広く提供すると共に快適な環境を
整え子どもから大人まで楽しめる図書館
創りに努める。

西図書館

（７）生涯スポーツの推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

第６１回兵庫県国民体育大会開催事業
(02-01-08)

109,960 第６１回国民体育大会の会場地市として
バドミントン競技及びゴルフ競技を開催
する。
　・実行委員会負担金　   108,700千円

国体推進課

市民スポーツ振興事業
(10-07-02)

5,474 社会体育の振興を図るため、以下の事業
を実施する。
　・市民ｽﾎﾟｰﾂ大会（２５大会）
　・市民ｽﾎﾟｰﾂ教室（１７教室）
　・少年ｽﾎﾟｰﾂ振興事業
　・地域ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ活性事業
　・宝塚市・松江市ｽﾎﾟｰﾂ交歓会
・阪神地区都市対抗駅伝競走大会
・遠的大会

スポーツ振興課

学校体育施設開放事業
(10-07-02)

20,878 社会体育の振興を図るため、市立小学校
の体育館、運動場を市民のスポーツやレ
クリエーション活動の場に、またプール
を小学生に開放する。

スポーツ振興課

ハーフマラソン実施事業
(10-07-02)

8,037 社会体育の振興を図るため、宝塚・西宮
の両市域の武庫川河川敷をコースとして
ハーフマラソンを実施する。

スポーツ振興課

スポーツセンター管理運営事業
(10-07-03)

115,597 社会体育振興の環境づくりを図るため、
（財）宝塚市スポーツ教育振興公社を
指定管理者に指定し、適正な管理運営を
行う。

スポーツ振興課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）



-　36　-

（８）青少年の健全育成

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

青少年育成事業
(10-06-04)

1,037 ・青少年問題協議会の開催
・各種青少年関係団体への補助
　（単位子ども会、ボーイスカウト、
　　ガールスカウト、少年少女合唱団、
　　ボーイズエコー）

青少年育成課

青少年育成啓発事業
(10-06-04)

3,414 地域ぐるみでの青少年育成啓発及び健全
育成活動の推進
　・青少年問題啓発事業委託

青少年育成課

青少年セミナー事業
(10-06-04)

740 （社）宝塚青年会議所に委託し市内中学
生を対象に体験学習を中心とした宿泊研
修を実施
　・日時　　平成18年７月下旬頃
　・研修地　和歌山県東牟婁郡北山村
　・参加者　中学生８０人と関係者

青少年育成課

地域児童育成会事業
(10-06-04)

133,307 下校後、保護者が家庭にいない児童を対
象に家庭機能の補充を兼ねた生活指導を
行う。
 ・対象　小学校１～３年生
 ・市立小学校２４校全校に地域児童育
 成会を開設
平成1７年度４月から育成会料の有料化
を実施。同時に、午前９時から午後１時
までとしていた土曜日の開設時間を午後
５時まで延長。

青少年育成課

子ども会育成事業
(10-06-04)

1,107 市内単位子ども会の育成と活動の活性化
を図る。子ども会連絡協議会主催事業の
実施
　・役員研修、新聞発行、夢まつり等

青少年育成課

少年音楽隊事業
(10-06-04)

14,549 音楽を通じて、青少年の情操を深め、心
豊かで個性的な人づくりを図る。
　・市立９小学校と市立全中学校に設置

青少年育成課

２０歳のつどい事業
(10-06-04)

3,781 新成人を祝福し、成人としての自覚を促
す契機とするため、成人式を開催
　・対象　昭和６１年４月２日～
　　　　　昭和６２年４月１日生まれ

青少年育成課

子ども議会事業
(10-06-04)

157 小・中・高校生に議会制度の仕組みを学
んでもらうとともに、子ども達の声を行
政に反映させる意見表明の場とする。

青少年育成課

青少年センター運営事業
(10-06-05)

801 青少年センター運営に関わる一般運営事
業を行う。

青少年センター

青少年相談事業
(10-06-05)

1,441 非行防止・健全育成活動の一環として少
年や保護者等の悩みについての相談に応
じ、助言等を行うとともに、関係機関と
の連携による継続指導を行う。

青少年センター

青少年補導事業
(10-06-05)

10,386 青少年の健全な育成を目指し、非行に陥
らないよう問題行動の早期発見・早期指
導・継続指導に努める。

青少年センター

環境浄化事業
(10-06-05)

175 青少年を有害環境から守るための環境浄
化を推進する。

青少年センター

啓発事業
(10-06-05)

662 青少年の非行防止・健全育成に関する各
種啓発活動を行う。
「アトム１１０番連絡所」事業を行う。

青少年センター

少年自然の家管理運営事業
(10-06-06)

44,905 恵まれた自然の中で、自然環境を保全す
るとともに、日帰りによる自然体験型施
設として活用を図る。

少年自然の家

事　　　　　項
（費　　　目）
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（９）市民文化の創造

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

文化振興事業
(02-01-13)

1,200 宝塚映画祭実行委員会が実施する自主事
業に対して補助する。
　・宝塚映画祭事業補助金　1,200千円

国際文化課

文化施設管理運営事業
(02-01-13)

185,985 平成１８年度より宝塚市文化振興財団を
指定管理者と定め、ソリオホール及びベ
ガ・ホールの施設管理運営等を行う。
　・文化施設ソリオホール及び文化施設
　　ベガ・ホール指定管理料
　　　　　　　　　　　  182,016千円

国際文化課

小浜工房館管理運営事業
(02-01-13)

11,300 平成１８年度より小浜工房館運営委員会
を指定管理者と定め、小浜工房館の施設
管理運営等を行う。
 ・小浜工房館指定管理料  11,300千円

国際文化課

手塚治虫記念館管理運営事業
(02-01-16)

87,188 手塚治虫氏の業績に関する貴重な資料を
展示し、定期的な企画展を実施する。
　・管理運営等委託　　　　42,131千円
　・企画事業委託 　　　　 30,000千円

国際文化課

市史編集事業
(10-06-01)

3,750 「宝塚市史研究紀要たからづか」第２３
号の発行

中央図書館

小浜宿まつり助成事業
(10-06-01)

1,358 江戸時代の町並みを残す小浜地域で実施
される「小浜宿まつり」の実施に対して
助成することにより同地域の活性化及び
文化活動の振興を図る。
　・小浜宿まつり実行委員会への助成

社会教育課

ウォーキングホリデイ事業
(10-06-01)

400 市内の公共施設や文化財、歴史的建造物
を巡り市民のふるさと意識の高揚を図る
と共に市民相互のコミュニケーションや
健康づくりに資する。
　・ウォーキングホリデイ委託

社会教育課

桜ガ丘資料室維持管理事業
(10-06-01)

1,385 市へ寄贈された旧松本安弘邸を中央図書
館市史資料室の分室として、資料の保存
・整理などに利用する。

中央図書館

歴史民俗資料館管理運営事業
(10-06-02)

7,790 小浜地域の小浜宿資料館と西谷地域の旧
東家住宅と米谷地域の旧和田家住宅の各
資料館の管理運営を行う。
　・旧東家住宅屋根修繕

社会教育課

文化財保護事業
(10-06-02)

2,674 文化財の調査と指定・保存及び国・県・
市指定文化財の保守管理点検を行う。
　・仁川五ヶ山古墳フェンス修繕

社会教育課

中山荘園古墳整備事業
(10-06-02)

14,000 国指定史跡中山荘園古墳を史跡公園とし
て整備し文化財保護の啓発とふるさと意
識の高揚を図る。

社会教育課

事　　　　　項
（費　　　目）
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４．いきいきと活力のあるまちづくり
（１）観光の振興

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

観光振興・宣伝事業
(07-01-03)

41,892 観光振興のため観光案内所を運営。
　・案内業務委託　      　13,997千円
観光客誘致のためキャンペーン等実施。
　・観光宣伝事業補助金　 　1,800千円
市民レクリエーション及び観光客誘致の
ため、大正初期以来の歴史と伝統のある
花火大会を実施。
　・花火大会事業補助金    18,000千円
外国人観光客の誘致を積極的に行う。
　・県外客誘致促進委員会事業負担金
　　　　　　　　　　　　　 1,000千円
　・海外観光宣伝事業補助金   550千円

観光振興課

温泉施設等管理事業
(07-01-03)

16,542 温泉を安定給湯するための泉源地の維持
管理、温泉施設及び市民給湯場の運営及
び設備の維持管理等を行う。
　・泉源地及び市民給湯場設備保守点検
 業務等委託　　　　　　 5,028千円
　・温泉給湯配管維持費補助金
 　   500千円

観光振興課

観光施設維持管理事業
(07-01-03)

8,647 観光ダム、観光噴水の維持管理を行う。
　・観光ダム・観光噴水施設等点検業務
 委託　　　　　　　　 　3,178千円

観光振興課

（２）商業・サービス業の振興

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市再生プロジェクト推進事業
(02-01-08)

8,833 中心市街地地域における都市再生を図る
ため、アクションプランを策定し、また
実験店舗等の社会実験の支援を行う。
　・都市再生フォーラム等　　 833千円
　・都市再生アクションプラン支援業務
　　委託　　　　　　　　　 5,000千円
　・都市再生支援助成金　　 3,000千円

都市産業活力総務課

商工振興事業
(07-01-02)

16,102 商工会議所と連携して、市内商工業の振
興を図る。
　・商工会議所事業運営補助金
 　   4, 200千円
　・商店街空き店舗活用事業補助金
 4,200千円
 ・商業活性化推進事業補助金
 　     2,076千円
 ・特産品開発等事業補助金
　　　　　　　　　　　　   2,000千円
　・元気づくり事業補助金
　　　　　　　　　　     　1,000千円
　・商工業共同施設補助金
 　     1,000千円
　・競輪事業訴訟対策負担金
　　　　　　　　　　　　 　1,206千円

商工振興課

中小企業振興資金融資斡旋事業
(07-01-02)

3,400 市融資斡旋制度における小規模企業振興
資金の借受者が支払う信用保証料の補助
を行う。
　・中小企業振興資金融資補助金
　　　　　　　　　　　　　 3,400千円

商工振興課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

中小企業振興資金融資斡旋預託事業
(07-01-02)

295,710 市融資斡旋制度に基づき市が中小企業者
に斡旋した融資残高に応じ所定の率によ
り取扱金融機関に預託する。
　・中小企業振興資金融資斡旋制度
　　預託金　　　　　　   225,710千円
　・商工組合中央金庫預託金
　　　　　　　　　　　　  70,000千円

商工振興課

中心市街地商業等活性化事業
(07-01-02)

23,592 中心市街地の商業の活性化を図る。
　・テナント・ミックス管理事業補助金
　　　　　　　　　　　　 　3,940千円
　・広域ソフト事業補助金
　　　　　　　　　　　　 　5,350千円
　・タウン・マネージメント事業補助金
　　　　　　　　　　　　　13,95 8千円

商工振興課

（３）工業の振興

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

産業振興支援事業
(07-01-02)

11,981 宝塚テクノタウン協同組合に対し、利子
補給を行う。
　・工場等集団化事業利子補給金
　　　　　　　　　　　　　11,98 1千円

商工振興課

商工振興緊急支援事業
(07-01-02)

3,993 宝塚テクノタウン協同組合に対し、緊急
措置として１０％の利子補給を行う。
　・工場等集団化事業緊急利子補給金
　　　　　　　　　　　　　 3,993千円

商工振興課

新事業創出総合支援事業
(07-01-02)

3,687 起業家の発掘から啓発、事業立ち上げま
でを、総合的に支援し、起業気運の高ま
りに応えるとともに、市内商工業の活性
化を図る。
　・起業家支援事業補助金
　　　　　　　　　　　　　 2,000千円
　・起業融資活用者利子補給金
　　　　　　　　　　　　　　 387千円
　・ビジネススク－ル事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　 500千円
　・起業家支援セミナ－事業補助金
　　　　　　　　　　　　　 　800千円

商工振興課

（４）農業の振興

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

◎
農業共済事業
園芸施設共済勘定
（特別会計）

1,270 農作物を栽培するためのパイプハウス等
が自然災害で被災した場合に加入者に補
償を行う。
　・園芸施設保険事業　　     363千円
　・園芸施設共済事業　　     907千円

農政課　

農業委員会事業
(06-01-01)

10,793 農地の適正な利用等を推進し、農業の振
興と農業従事者の福祉の向上を図る。
　・農業委員会委員報酬　　10,17 6千円

農業委員会

農業事務事業
(06-01-02)

3,932 農業施策全般に関わる事務費等・農会事
務委託等

農政課　

自然休養村運営事業
(06-01-02)

997 自然休養村区域の地域資源を活用した観
光農業の推進並びに特産物の育成及び販
売促進を図る。

農政課　

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

農業振興事業
(06-01-03)

2,432 農用地利用の高度化、水稲の生産調整等
農業の総合的な振興を図る。

農政課　

市民農園事業
(06-01-03)

737 都市住民の余暇活動の一環として開設し
ている市民農園の維持管理委託等を行う。

農政課　

園芸振興事業
(06-01-03)

18,314 花き植木産業の振興を図るため、植木ま
つり開催に合わせ展示会や品評会等を実
施する。また、平成１８年度より宝塚山
本ガーデン・クリエイティブ㈱を指定管
理者に定め、園芸振興センターの施設管
理運営等を行う。
　・花き展示会事業委託　   　822千円
　・観賞植物品評会事業委託
　　　　　　　　　　　　　 1,274千円
　・里帰り牡丹保存育成委託
　　　　　　　　　　　　　   521千円
　・園芸振興センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　13,00 0千円

農政課　

長谷牡丹園管理運営事業
(06-01-03)

6,350 平成１８年度より長谷牡丹園芸組合を指
定管理者と定め、施設管理運営等を行う。
　・長谷牡丹園指定管理料　 5,400千円
　・里帰り牡丹保存育成委託   950千円

農政課　

農業振興施設管理事業
(06-01-03)

3,437 兵庫六甲農業協同組合を指定管理者と
定め、農業振興施設の管理運営を行う。
　・農業振興施設指定管理料 1,837千円
　・西谷会館等共用部分指定管理料（農
　　業振興施設負担分）  　 1,000千円

農政課　

林業振興事業
(06-01-04)

2,739 有害鳥獣の駆除及び里山林の植栽整備補
助等を行う。
　・農作物被害防止事業補助金
　　　　　　　　　　　　   1,800千円
 ・里山林植栽事業補助金　 　500千円

農政課　

農業用施設改修事業
(06-02-02)

33,600 農業用ため池や水路等農業用施設の老朽
化に伴う機能回復及び破堤による災害を
防止するため、改修整備を行う。
　・団体営ため池改修事業費
　（ジゲ池）　　    　    20,000千円
　・農業用施設測量設計委託
　（中部新池・茶屋池水路） 2,375千円
　・農業用施設改修工事
　（中部新池・ジゲ池水路） 9,000千円
　・県営イヤ谷池改修事業負担金
　　                       2,225千円

新都市整備課

（５）北部地域の整備

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

北部地域整備事業
(02-01-08)

2,730 新都市建設と北部地域の都市基盤の整備
を進めるため、協議検討を図る。

新都市整備課

（６）雇用の安定と勤労者福祉の向上

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

阪神野外ＣＳＲ施設建設促進事業
(02-01-08)

241 阪神野外ＣＳＲ施設の整備促進のため県
との協議を進めるとともに、住民と協働
で用地の利活用を図る。

新都市整備課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

労働行政事業
(05-01-02)

8,226 若者等の求職・就職に関する相談業務や
就労支援セミナー等の開催及び労働問題
審議会の開催等
　・労働問題審議会
　・若者しごと相談広場
　・就労支援セミナー等
　・技能功労者等の表彰

勤労対策課

高年齢者職業相談室事業
(05-01-02)

5,777 ５５歳以上の高年齢者を対象に職業相
談、職業紹介、求人受付・公開、その他
雇用に関する相談を実施する。

勤労対策課

高年齢者就業機会確保事業
(05-01-02)

18,010 高年齢者の生きがいづくりと活力ある地
域社会づくりに貢献するシルバー人材セ
ンターに対する助成
　・高年齢者就業機会確保事業費等
 補助金
　　　　　　　　　　　　　17,84 5千円

勤労対策課

勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金
(05-01-02)

77,701 勤労者福祉の向上を図るため、勤労者住
宅資金を融資斡旋してきたが、それに伴
う金融機関への預託金
　・一般融資預託金　　　　49,61 5千円
　・災害融資預託金　　　　28,08 6千円

勤労対策課

勤労市民センター管理運営事業
(05-01-02)

22,294 勤労者・市民の文化及び教養の向上並び
に福祉の増進のために活動の場を提供す
る。

勤労対策課

（７）情報化の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

総合窓口化推進事業
(02-01-01)

42,275 各業務の窓口機能の連携効率化により、
市民サービスの向上を図る。

窓口サービス課

情報ネットワークシステム管理事業
(02-01-04)

374,171 庁内の情報化による行政事務の迅速化、
効率化及び市民の多種多様なニーズに対
応するサービスの向上を図るため、情報
ネットワーク基盤の整備、管理運用を行
う。また、ホストコンピュータの更新を
行う。
 　・システム運用業務委託
 71,442千円
　 ・電子計算機借上　 　180,985千円

情報政策課

電子自治体化推進事業
(02-01-04)

43,775 高度化、多様化する住民ニーズに対応し
た質の高い行政サービスを提供するため
に、情報通信技術（ＩＴ）を用い、高度
に情報化された「電子自治体」の実現に
向けたシステムの整備を行う。
　・電子計算機借上
　　　　　　　　　　　　 39,849千円
　・電子申請共同運営システム負担金
　　　　　　　　　　　　　3,78 6千円

情報政策課

戸籍・住民基本台帳管理事業
(02-03-01)

26,381 戸籍・住民基本台帳の適正な管理を図
る。

窓口サービス課

住民基本台帳ネットワークシステム事
業
（02-03-01）

1,782 住民基本台帳ネットワークシステムの導
入により、住民基本台帳カードの交付、
広域的な住民票の発行、転入転出手続き
の特例処理など、市民の負担を軽減し、
住民サービスの向上を図る。

窓口サービス課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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５　花や緑があふれ､自然と共生する庭園のまちづくり
（１）都市景観の保全と創出

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市景観保全・創出事業
(08-04-01)

1,175 都市景観形成地域の指定や一定規模以上
の開発にかかる景観に対する指導助言を
行い、良好な都市景観の保全・創出を図
る。

都市計画デザイン課

屋外広告物事務推進事業
(08-04-01)

1,963 違法看板の撤去等を行うことにより、良
好な景観形成の推進を図る。

都市計画デザイン課

（２）緑化（花）の推進と公園の整備

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

公園維持管理事業
(08-04-03)

358,952 既設公園等の維持管理を行い、市民に憩
いとやすらぎの場を提供し、快適な公共
空間を創出する。

公園緑地課

既設公園整備事業
(08-04-03)

15,000 既設公園のバリアフリー及び施設補修、
整備工事を行う。

公園緑地課

武庫川河川敷公園整備事業
(08-04-03)

5,000 武庫川河川敷を軽スポーツも可能な公園
として整備する。
　・整備工事　　　　　　　5,00 0千円

公園緑地課

花と緑の市民活動推進事業
(08-04-04)

33,874 地域緑化モデル地区指定団体の育成、花
と緑のフェスティバルの開催、緑化推進
基地（小林フラワーガーデン）の管理等
花と緑にあふれたまちづくりを市民との
協働で推進する。

公園緑地課

緑化基金活用事業
(08-04-04)

3,300 災害に強いまちづくりと緑のあるまちづ
くりを図るため、ブロック塀の生垣化及
び保護樹等の助成を行う。

公園緑地課

（３）住宅・住環境の整備と保全

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

優良建築物等整備事業
(08-04-06)

104,080 被災マンションの建て替えを支援するこ
とにより、優良な建築物の建築促進、防
災安全性の向上等を図る。

住環境整備課

市営住宅管理事業
(08-05-01)

179,002 市営住宅の適切な維持管理に努め居住環
境の確保を図る。
 ・施設修繕　　　　　　 40,000千円
 ・施設管理業務等委託 　21,390千円
 ・施設維持補修工事　 　90,370千円
　・明渡費用予納金等手数料6,00 0千円

住宅政策課

災害公営住宅借上事業
(08-05-01)

27,240 都市基盤整備公団が建設した賃貸住宅の
うち３０戸を借り上げ、公営住宅として
提供する。
　・フレール宝塚御殿山借上

住宅政策課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

住宅政策推進事業
(08-05-01)

3,035 住宅や住環境を取り巻く住宅政策等の大
きな変化により、発生する諸問題の解決
に向けて住宅政策の総合的な情報の提供
や高齢社会の進展に対する住まいづくり
の支援を行う。
　・共同住宅バリアフリー改修費補助金
　　　　　　　　　　　　　2,56 0千円
　・民間分譲マンション管理専門相談・
　　セミナー開催　　　　　　475千円

住宅政策課

特定優良賃貸住宅供給促進事業
(08-05-02)

92,106 災害復興準公営住宅として提供した特定
優良賃貸住宅（たからづか市民住宅）の
家賃補助事務を促進する。
　・９団地、２５８戸　 　90,710千円

住宅政策課

（４）水辺空間の整備

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

環境美化推進事業
(08-03-02)

37,603 河川の環境美化の促進を図る。
　・法定河川美化事業委託
　・普通河川美化事業委託

水政課

河川堤防等アメニティゾーン整備事業
(08-04-03)

49,962 河川堤防等をアメニティゾーン（快適
空間)として整備する。
　・緑地整備工事（天神川）

水政課

（５）環境の保全と創造

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

環境保全対策事業
(04-01-09)

10,996 事業者や市民と連携し、健全で恵み豊か
な環境を共に育むまちづくりを目指す。
また、地球温暖化防止対策に向けた啓発
活動を進める。
　・地域省エネルギービジョン策定業務
 委託　　　　　　　     4,655千円
　・ISO内部環境監査員研修等
 1,193千円
　・環境展等委託             908千円

環境管理課

公害対策事業
(04-01-09)

54,772 良好な環境を確保するために公害の防止
と施策の充実を図る。
　・河川等水質調査委託　　29,64 6千円
　・テレビ受信障害防止対策助成事業補
　　助金　　　   　        6,144千円
　・民家防音工事助成金     2,764千円
　・西谷地区生活排水対策推進事業助成
　　金　　　　　　　　　 　4,498千円

環境管理課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（６）環境への負荷が少ない循環型社会の構築

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

ごみ減量化・資源化推進事業
(04-02-02)

45,349 宝塚市一般廃棄物処理基本計画に基づき
ごみの発生抑制、減量化・資源化を推進
するため次の事業を実施する。
　・再生資源集団回収奨励金
 　               　      36,489千円
　・施設見学案内・説明者謝礼
　　　　　　  　　　　　 　　360千円
 ・生ごみ堆肥化容器有償斡旋
　　　　　　　 　　　　　  1,050千円
　・生ごみ処理機購入助成金
 　                　        800千円

ごみ政策課

塵芥収集事業
(04-02-03)

698,872 ごみ細分別収集業務を迅速かつ正常に遂
行する。また、円滑に収集を行うため
に、老朽化した塵芥収集車両の買い換え
を行う。
　・ごみ収集・運搬業務委託
 625,012千円
　・塵芥収集車購入
　　　　　　　　　　　　　30,24 8千円

業務課

塵芥処理事業
(04-02-04)

926,415 ごみの再資源化及び適正処理を行うこと
により生活環境の負荷の低減に努める。
　・ごみ処理施設整備修繕
　　　　　　　　　 　    155,000千円
　・塵芥焼却灰搬送業務委託
　　　　　　　　　 　　 　22,027千円
　・一般廃棄物埋立処分業務委託
　　　　　　　　　 　　 　51,628千円
　・ごみ選別業務委託
　　　　　　　　　 　　 　16,000千円
 ・ペットボトル選別・処分業務委託
 　　　　　　　        25,345千円
 ・ごみ焼却施設集中監視制御装置借上
　　　　　　　　      　  23,638千円
　・一般廃棄物処理施設精密機能検査業
　　務委託　　　 　　　　　5,000千円
 ・ごみ等計量業務委託
 7,051千円
　・焼却灰処分場建設事業負担金
 9,374千円

管理課

不燃物埋立処分事業
(04-02-04)

4,877 下流地域への環境対策として処分地から
浸出する汚水処理を行う。
　・汚水処理装置運転管理業務委託
　　　　　　　　 　　　　　1,200千円

管理課

緑のリサイクル事業
(04-02-04)

57,050 植木ごみをチップ化し、ごみの資源化・
減量化を図る。
　・チップ化処理業務委託  56,070千円

管理課

◎ その他プラスチック製容器包装処理
施設整備事業
(04-02-04)

211,350 容器包装リサイクル法に基づく、その他
プラスチックの容器包装を分別収集・処
理することにより、可燃ごみ量の削減、
資源化を図る。
　・処理施設設計委託　  　 4,500千円
　・処理施設工事(建築)   136,850千円
　・処理施設工事(機械設備)
　　　　　　　　　　　 　 70,000千円

ごみ政策課

事　　　　　項
（費　　　目）



-　45　-

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

し尿収集事業
(04-02-05）

48,654 し尿収集事業を実施する。
　・し尿収集運搬委託　　　47,85 8千円
　・手数料還付金　　　  　   100千円

環境総務課

し尿処理事業
(04-02-06)

45,001 し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理する。
　・施設清掃等委託　　　　 3,695千円
　・し尿処理装置運転管理業務委託
　　　　　　　　　　　　　14,49 0千円
　・公共下水道使用料　 　  7,000千円

管理課

（７）都市美化と環境衛生の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

畜犬対策事業
(04-01-01)

3,370 犬の登録申請の受付、狂犬病予防注射済
票の交付を行う。
　・畜犬登録事務委託     　2,400千円

生活環境課

霊園管理事業
(04-01-08)

27,646 市営霊園の施設の維持管理を行う。
　・施設管理等委託      　17,814千円

生活環境課

火葬場管理事業
(04-01-08)

31,838 市営火葬場の施設の維持管理を行うとと
もに、火葬業務を円滑に行う。
　・施設管理等委託        10,542千円

生活環境課

新公園墓地整備事業
(04-01-08)

92 進入路、墓地区画造成等の工事を
（財）宝塚市都市整備公社において施行
する。

生活環境課

都市美化推進事業
(04-01-09)

19,864 空き缶等の散乱防止や啓発、地域美化活
動を推進し、「クリーン都市・宝塚」の
実現を図る。
　・不法投棄ごみ撤去作業委託
　　　　　　     　　　　　2,000千円
　・ごみ箱ごみ収集業務委託
　　　　　　　　  　　　　 3,141千円
　・散乱ごみ収集業務委託
　　　　    　　　　　　　11,728千円
　・夜間花火巡回委託 　　　　500千円

生活環境課

害虫駆除衛生事業
(04-01-09)

12,981 不快害虫を駆除し、環境衛生の向上に努
める。
　・害虫駆除業務委託    　12,280千円

生活環境課

環境衛生推進事業
(04-01-09)

1,662 宝塚を美しくする市民運動の実施と、ご
み減量化及び環境問題等の啓発活動を行
う。
　・環境美化推進事業委託　   756千円
　・環境衛生活動促進事業委託
　　　　　　　　　　     　  350千円
　・環境衛生推進協議会運営補助金
　　　　　　　　　　　　  　 359千円

環境総務課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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６．ふれあいと協働のまちづくり
（１）地域福祉の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

民生児童委員活動事業
(03-01-01)

30,147 民生委員・児童委員が地域住民の身近な
相談者、支援者として住民や世帯に対し
て行う個別援助活動をはじめ、いろいろ
な調査活動による福祉需要等の実態把握
など福祉活動に対して補助することによ
り、地域福祉の向上を図る。
　・民生委員・児童委員定数　　 284人
　　　　　（うち主任児童委員17人）
　・民生児童協力委員定数　　 　534人

いきがい福祉課

成年後見制度利用支援事業
(03-01-01)

2,189 市内に住所又は居所を有し、知的障害・
精神障害の状態にあるために判断能力が
十分になく、財産管理・介護サービス等
の契約等の法律行為ができない状況にあ
る方で、親族がいない等で申立ができな
い場合、市長が補助、保佐及び後見開始
の審判の申立を行う。

いきがい福祉課

地域福祉活動施設管理事業
(03-01-01)

15,152 地域福祉活動のための拠点を、既存の公
共施設の活用により整備し、地域福祉の
推進を図る。

いきがい福祉課

地域福祉推進事業
(03-01-01)

160,380 社会福祉協議会の職員の人件費、ボラン
ティア活動及び地域福祉活動費等を助成
することにより、地域福祉活動の推進を
図る。
 ・社会福祉協議会補助　 145,406千円
　・地域福祉活動振興補助  10,397千円
　・ボランタリー活動支援事業に対する
 補助 　　　　　　　　  4,500千円

いきがい福祉課

（２）コミュニティ活動の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

コミュニティ活動推進事業
(02-01-12)

16,814 地域住民主体の活動費を助成することに
より地域の活性化を図る。
　・自治会館等管理費助成金
　　　　　　　　　　　 　　5,220千円
　・コミュニティ活動施設使用料助成金
　　　　　　　　　　　　　 　 68千円
　・まちづくり協議会補助金
 10,600千円

まちづくり推進課

中山台コミュニティセンター管理運営
事業
(02-01-12)

12,158 中山台コミュニティセンターを地域活動
の拠点として管理運営することにより、
コミュニティ活動の活性化を図る。
　・指定管理料　　        11,800千円

まちづくり推進課

地域利用施設管理事業
(02-01-12)

23,792 地域利用施設を管理運営することにより
コミュニティ活動の活性化を図る。
　・地域利用施設指定管理料 9,994千円
　・（仮称）地域利用施設高松会館設計
　　業務委託               3,000千円
　・高松会館仮設借上　　　 1,605千円

まちづくり推進課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）



-　47　-

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

共同利用施設管理事業
(02-01-12)

41,606 共同利用施設を管理運営することにより
コミュニティ活動の活性化を図る。
　・施設改修工事　　　　　18,00 0千円
　・共同利用施設指定管理料 4,900千円
　・高松会館解体設計委託
　　　　　　　　　　　　　 　620千円
　・高松会館解体工事
　　　　　　　　　　　　　12,39 0千円

まちづくり推進課

自治会活動支援事業
(02-01-12)

19,733 地域活動の推進のため、自治会活動の活
性化及び自治会事業助成を行う。
　・自治会行政事務委託　　19,61 5千円

まちづくり推進課

自治会館建設事業補助金
(02-01-12)

1,400 自治会館の建設・改修費用等の一部を補
助することによりコミュニティ活動の活
性化を図る。

まちづくり推進課

（３）市民主体のまちづくりの推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

市民活動促進支援事業
(02-01-12)

8,966 ＮＰＯ活動の支援や市民の主体的な公益
活動の促進に向けた業務を委託し、市民
と市の協働のまちづくりの推進を図る。
　・市民活動促進支援事業委託
　　　　　　　　　　　　　 8,200千円

まちづくり推進課

（４）開かれた市政の推進

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

用度管理事業
(02-01-01)

6,029 公共工事及び物品調達の公正で適正な入
札・契約事務を行う。また、県下で共同
運営する電子入札システムの運用を開始
する。

契約課

広報事業
(02-01-02)

55,267 広報誌、ホームページ、CATV等の媒体を
用いて市政情報を市民に伝える。

広報課

広聴事業
(02-01-02)

5,281 各種相談を行うとともに広聴活動を行う。
　・法律相談等委託　　　　 4,685千円
　・(財)法律扶助協会兵庫支部補助金
　　　　　　　　　　　　　　 200千円

広聴相談課

コミュニティ・FM放送事業
(02-01-02)

54,096 FM放送を通じて、地域に密着した行政、
生活情報を発信する。
　・番組制作及び放送業務委託

広報課

パブリック・コメント審議会事業
(02-01-02)

476 パブリック・コメント審議会を通じて、
本市で実施するパブリック・コメントの
手続きに関する苦情の処理、評価、市民
パブリック・コメント条例の点検等を行
う。
　・パブリック・コメント審議会委員報
 酬   　　　　　　　　　　 472千円

広聴相談課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

財産管理事業
(02-01-06)

294,628 庁舎の維持管理及び補修、普通財産の売
却を進め、より効率的な財産管理及び運
用を行う。
　・施設修繕　　　　　　　15,00 0千円
　・施設保守管理等委託　 144,070千円
　・市庁舎施設整備工事　 　4,500千円

管財用地課

企画調整事業
(02-01-08)

3,791 広域連携における課題の解決に向けた調
査研究を行う。
　・阪神広域行政圏協議会等分担金
　　　　　　　　　　　　　 3,220千円

企画調整課

市民税賦課事業
市税徴収事業
（市税コンビニ収納事業）
(02-02-02)

2,616 納税機会を拡大し納税者の利便性向上を
図るため、平成１８年度軽自動車税から
コンビニエンスストアでの市税収納事務
を行う。
　・コンビニ収納代行業務委託
 1,969千円

税務管理課
市民税課

指定統計調査事業
(02-05-02)

6,819 国が実施する指定統計調査等を実施する。
　・事業所・企業統計調査　 5,614千円
　・事業所・企業統計調査区設定
 137千円
　・工業統計調査　　　       311千円
　・教育統計調査等　　　     230千円

広聴相談課

７．その他

予 算 額
　（千円）

説 明 担 当 課 名

施設保全計画管理事業
（08-01-01）

2,318 市有建築物等の保全計画作成支援及び関
連基準の管理、保全情報の管理を行う。
　・事務用品及び調査費用等2,31 8千円

建築保全課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）


