
（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

１　取組の方向性や内容を見直したため、取組を中断するもの　（　1項目　） ※実施年度、各年度の指標、見込額は変更があったもののみ表示しています。

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

53 1

看護専門学校 看護専門学校入学金等の見直し ・事務事業見直しにより取組項目を見直し、【表
示番号74、項目ID親番164看護専門学校のあり
方の検討】を追加したため、本件は取組を中断
する。

２　新規追加する取組細項目　　一般会計　（　13項目　） ※新規追加のため、修正前は表示していません。

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

1 43 163 1

医療助成課 特定疾病患者見舞金の廃止 ・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
見舞金支給事業については、国において難病
法の施行により医療費助成の対象疾病が拡充
されたところであり、兵庫県下では本市のみしか
実施していない状況も踏まえて、受給者に周知
した上で、平成31年度から廃止する。

平成31年
度実施

廃止年度 平成31年度 46,247 46,247

2 44 167 1

高齢福祉課 介護ファミリーサポートセンター事
業のあり方の検討

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
介護ファミリーサポートセンター事業について、
元気な高齢者により一層活躍してもらう仕組み
づくり、制度設計を検討し、経費の削減に努め
る。また、当該事業については、現在市が事業
委託しているもののほか、民間で取り組まれて
いる同様の事業もあるため、今後の制度のあり
方を検討する。

平成30年
度以降検
討

１カ月あたりの
実稼働提供会
員数（年間平
均）

90 91 93

3 45 168 1

高齢福祉課 はり・きゅう・マッサージ施術扶助
料の廃止

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
高齢者の健康増進・介護予防のために、いきい
き百歳体操などの介護予防事業や、社会参加
のためにバス・タクシー料金助成などを行ってお
り、はり・きゅう・マッサージ施術扶助料について
は、利用者などへ説明したうえで、平成31年度
から廃止する。

平成31年
度実施

廃止年度 平成31年度 1,675 1,675

4 46 169 1

高齢福祉課 生活援助サービスの廃止 ・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
生活援助サービスについては、平成31年度から
廃止する。なお、廃止する際は、生活援助サー
ビスを利用している方が他のサービスを利用で
きるよう調整する。

平成31年
度実施

廃止年度 平成31年度 570 1,073 1,073
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（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

5 47 170 1

地域福祉課 社会福祉協議会への補助金の見
直し

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
平成30年度から社会福祉協議会への補助金を
見直すとともに、国からの補助金の活用を検討
する。

平成30年
度実施

社会福祉協議
会人件費補助
金の削減額（平
成29年度比）

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6 49 171 1

障害福祉課 地域活動支援センターや障害者
小規模作業所への監査の徹底及
び補助金の見直し

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
地域活動支援センターや障害者小規模作業所
について、適切な運営、経理が行われるよう監
査、指導を徹底する。県基準より上乗せしている
補助金を、事業所の運営に支障をきたさない範
囲で段階的に見直しを行う。

平成30年
度実施

7 60 172 1

商工勤労課 空き店舗活用事業補助金などの
見直し

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
空き店舗活用事業補助金などを統合整理し、魅
力や継続性の高い店舗の出店を促進するため
の新たな補助金制度を検討する。

平成30年
度実施

4,496 5,596 8,584

61 1

開館時間の拡
大等のサービ
ス向上

9時30分から
の開館の実
施、９時開館
の検討

62 2
指定管理者制
度の研究

図書館協議
会に諮り指
定管理者制
度の研究を
行う。

9 72 162 1

宝塚駅前サービスステー
ション・窓口サービス課

宝塚駅前サービスステーションの
休日業務の見直し及び各サービ
スセンター・サービスステーション
のあり方の検討

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
平成28年6月から証明書のコンビニ交付を実施
していることから、宝塚駅前サービスステーショ
ンの休日の証明発行業務を見直すとともに、各
サービスセンター・サービスステーションのあり
方の検討を行う。

平成30年
度以降実
施

1,370 1,370 1,370

平成30年
度実施

8 174

西図書館 図書館のサービス向上の検討 ・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
開館時間の延長など利用者のサービス向上に
努めるとともに、指定管理者制度の研究を深め
る。
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（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

10 73 164 1

看護専門学校 看護専門学校のあり方の検討 ・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
第2次宝塚市行財政運営アクションプランにおい
て入学金等の見直しを掲げていたが、事務事業
見直しの中で今後の看護専門学校のあり方を
検討することとした。今後、市医師会からの要望
を受けて看護専門学校を設立した経緯も踏ま
え、市医師会や近隣施設、市立病院の考え方、
医療介護福祉分野における今後の看護師需要
等、幅広い視野であり方を検討する。

平成30年
度以降実
施

11 74 165 1

くらんど人権文化センター 蔵人共同浴場（ほっこり湯）のあり
方の検討

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
蔵人共同浴場（ほっこり湯）の木造部は耐震性
などに問題があり、利用者の安全、費用対効果
などの観点からそのあり方を検討する。

平成30年
度以降実
施

12 75 166 1

高齢福祉課 小林よりあいひろばの廃止 ・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
小林よりあいひろばは、老朽化に加えて、耐震
基準を満たしていない等の問題があり、今後、
大規模な修繕や建て替えが必要となってくる。し
たがって、平成31年度からの保健所の移転に合
わせて、よりあいひろばを廃止の方向で検討す
る。その際には、地域包括支援センター及び地
区センターの移転先並びに利用者（団体）が利
用可能な代替施設の確保等の課題についても
整理する必要がある。

平成31年
度実施

廃止年度 平成31年度 7,666

13 79 173 1

観光企画課 ナチュールスパ宝塚のあり方の
検討

・事務事業見直しにより取組項目を追加
（取組内容）
ナチュールスパ宝塚は、施設や配管などの設備
の老朽化が進んでいるため、今後施設修繕料
が増大すると考えられる。現在の指定管理期間
終了後の施設のあり方を検討する。

平成30年
度以降実
施
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（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

３　指標、取組内容などを細分化するもの　　病院事業会計　（　6項目　） ※●印が現行アクションプランに掲載している指標です。新たに指標を追加して取組細項目を細分化します。

既存
取組

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

189 175 1

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(救急医療の推
進)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化 平成28年

度実施
救急車断わり
件数(件)

860 820 800

190 1
年間放射線治
療件数

200 250 300

191 2
外来化学療法
年間実施件数

450 500 550

192 3
年間がん手術
件数

700 750 750

193 4

がん患者指導
管理料１算定
件数

170 180 190

194 1

入退院支援加
算１算定件数
（件）

1,200 1,300 1,300

● 195 2 紹介患者率 64.0 65.0 66.0

196 3 逆紹介率(%) 110 110 110

197 1
医業収益対給
与費比率

59.4 58.6 57.9

● 198 2 削減額 129,890 12,465 12,465 129,890 12,465 12,465

199 179 1

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(材料費削減)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化

平成28年
度実施

医業収益対材
料費比率（H31
から消費増税
あり）

23.6 23.8 24.1

● 200 1
稼働病床利用
率

90.0 90.0 90.0

● 201 2
市立病院の経
常収支比率

100.0 100.0 100.0

202 181 1

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(医師の確保)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化 平成28年

度実施

平成28年
度実施

平成28年
度実施

平成28年
度実施

平成28年
度実施

176

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(がん医療の推
進)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化

177

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化 (地域連携強
化)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化

180

市立病院経営統括部

178

市立病院経営統括部 宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(給与費削減)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化

宝塚市立病院改革プラン2017に
基づく経営健全化(収益の確保)

・市立病院のアクションプランに基づき、指標、
取組内容などを細分化
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（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

４　会計を変更する取組 ※実施年度、各年度の指標、見込額は変更があったもののみ表示しています。

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

166 73 1

生活環境課 市営長尾山霊園の空き区画の貸
出し

・会計を変更
(前)一般会計→(後)宝塚市営霊園事業

167 78 1

生活環境課 火葬場、霊園への指定管理者制
度の導入の検討

・会計を変更
(前)一般会計→(後)宝塚市営霊園事業

５　取組内容や効果見込額などを変更した取組 ※実施年度、各年度の指標、見込額は変更があったもののみ表示しています。

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

50 41 1

地域エネルギー課・各施
設所管課・各担当課

電力の調達方法の見直し（全事
務事業における省エネルギー、省
資源の徹底）

・効果額を設定
(前)設定なし
→(後)54,442

(前)設定なし
→(後)54,442

(前)設定なし
→(後)54,442

51 42 1

クリーンセンター業務課 一般廃棄物収集・運搬業務委託
事業

・効果額を設定
(前)設定なし
→(後)34,872

(前)設定なし
→(後)34,872

(前)設定なし
→(後)34,872

52 43 1

保育事業課 私立保育所助成金（保育運営事
業）の見直し

・効果額を設定
(前)設定なし
→(後)64,836

(前)設定なし
→(後)64,836

(前)設定なし
→(後)64,836

54 45 1

教育企画課・小学校・中
学校・スポーツ振興課・施
設課

小中学校施設開放事業 ・効果額を設定
(前)設定なし
→(後)14,496

(前)設定なし
→(後)14,496

(前)設定なし
→(後)14,496

56 47 1

行革推進課・市民協働推
進課・各担当課

アウトソーシングの推進 ・事務事業見直しにより取組内容を修正
(前) 「宝塚市の民間活力の導入に関する基準
（平成14年5月）」に基づき、積極的に民間活力
を活用し、行政サービスの向上、事務事業の効
率化を推進する。
→(後) 「宝塚市の民間活力の導入に関する基
準（平成14年5月）」に基づき、積極的に民間活
力を活用し、市民サービスの向上、事務事業の
効率化を推進する。また、市民サービスの向上
とともに行政の効率化や新たな公共サービスの
担い手育成による新しい公共の領域拡充を図る
ため、市の事務事業を対象に市民団体や民間
事業者などから提案を募る提案型業務委託制
度の構築に取り組む。

・担当課を修正
(前) 行革推進課・各担当課→(後) 行革推進
課・市民協働推進課・各担当課

5



（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

67 1

68 2

（指標追加）
建物施設保有
量の最適化に
向けた方針の
策定年度

平成31年度

78 65 1

文化政策課 小浜工房館の施設のあり方の見
直し

・事務事業見直しにより取組内容を修正
(前) 施設の利用方法などの課題について、関
係団体と協議を行ってきたが、課題解決への見
通しが立たない状況である。このため、平成27

年度末で一旦休館し、施設のあり方を見直した
上で今後の再開を目指す。
→(後) 施設の利用方法などの課題について、
関係団体と協議を行ってきたが、課題解決への
見通しが立たない状況である。このため、平成
27年度末で一旦休館し、施設マネジメントの観
点から転用を含む施設の利活用の方法を検討
する。

81 67 1
管財課 旧勤労福祉会館の跡地の返却 ・指標を修正 (前)設定なし

→(後)2,138

86 72 1

施設マネジメント課 旧西谷教職員住宅の有効活用 ・取組内容を修正
(前) 平成29年度中、又は平成30年度から旧西
谷教職員住宅の空部屋を賃貸する。
→(後) 旧西谷教職員住宅の空部屋を有効活用
するため賃貸する。

59

施設マネジメント課・各施
設所管課

公共施設マネジメントの推進 ・取組項目を修正
(前)公共施設等総合管理計画の策定及び公共
施設マネジメントの推進→(後)公共施設マネジメ
ントの推進

・取組内容を修正
(前) 「宝塚市公共施設等総合管理計画(平成28

年7月策定)」について、各まちづくり協議会の
方々への周知を図り、理解・協力を得る取組を
継続するとともに、各施設の効果的・効率的な
維持修繕の実施による長寿命化や施設保有量
の最適化、有効活用などの取組（公共施設マネ
ジメント）が実効的なものとなるよう、個別の長寿
命化計画や保全計画を策定・運用し、施設の効
果的・効率的な維持修繕の実施により長寿命化
を図っていく。
→(後) 宝塚市公共施設等総合管理計画（平成
28年7月策定）に掲げる取組について、市民の
理解や協力を得るため情報発信や意見交換等
を実施する。また、学校規模適性化や全事務事
業見直しにおける公共施設マネジメントに関す
る取組など庁内で連携したマネジメントを推進し
ながら、建物施設保有量の最適化に向けた方
針を市民の意見等を踏まえて検討する。

・指標を追加
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（参考資料）　第２次宝塚市行財政運営アクションプラン　平成30年度改訂における新旧対照表

表示
番号

項目ID
親番

項目
ID枝
番

担当課（AP表示用） 取組細項目 2018修正内容 実施年度 指標定義見直 指標H30 指標H31 指標H32 見込額H30 見込額H31 見込額H32

87 74 1

施設マネジメント課 旧中山桜台幼稚園跡地の有効活
用

・取組内容を修正
(前) 地域のニーズを踏まえて旧中山桜台幼稚
園跡地の利活用方法を検討し、貸付け、売却な
どにより有効活用を図る。
→(後) 旧中山桜台幼稚園跡地の有効活用を図
るため、地域の意見を踏まえて活用方法を検討
する。

120 107 1

財政課・国民健康保険課 特別会計国民健康保険事業への
繰出金の抑制

・取組内容を修正
(前) 保険給付の適正化及びデータヘルス計画
に基づく保健事業等を進め、歳出の抑制を図り
つつ、保険税の改定を含め、収納率の向上等に
より歳入を確保し、単年度財政の健全化を図る
ことにより、一般会計からの繰出金を抑制する。
→(後) 保険給付の適正化及びデータヘルス計
画に基づく保健事業等を進め、歳出の抑制を図
りつつ、保険税の改定を含め、収納率の向上等
により歳入を確保し、単年度財政の健全化・安
定化を図ることにより、一般会計からの繰出金
を抑制する。

(前)163,000
→(後)-

(前)80,000→
(後)-

(前)61,000→
(後)-

(前)163,000
→(後)-

(前)80,000→
(後)-

(前)61,000→
(後)-

162 137 1

国民健康保険課 国民健康保険財政の健全化・安
定化

・取組細項目名を修正
(前)国民健康保険財政の健全化→(後)国民健
康保険財政の健全化・安定化

・取組内容修正
(前) 保険給付の適正化及びデータヘルス計画
に基づく保健事業等を進め、歳出の抑制を図り
つつ、保険税の改定、収納率の向上等により歳
入を確保し、財政の健全化を図る。（目標効果
額については、平成28年度は税率改定による収
入増が見込まれる額を、平成29年度以降は収
支予測に基づく見込額を記載。なお、平成30年
度以降は県へ広域化されるため効果額が大きく
変動する可能性がある。）
→(後) 保険給付の適正化及びデータヘルス計
画に基づく保健事業等を進め、歳出の抑制を図
りつつ、保険税の改定、収納率の向上等により
歳入を確保し、財政の健全化・安定化を図る。
（目標効果額については、平成28年度は税率改
定による収納見込額を、平成29年度は収支予
測に基づく見込額を記載。なお、平成30年度以
降は県へ広域化されるため効果額が大きく変動
する可能性がある。）

(前)467,000
→
(後)304,000

(前)547,000
→
(後)304,000

(前)608,000
→
(後)304,000

(前)467,000
→
(後)304,000

(前)547,000
→
(後)304,000

(前)608,000
→
(後)304,000

平成28年度は税率改定により収入増が見込まれる額を、平成29年度以降は収

支予測に基づき税率改定による保険税の増収額を指標、効果見込額として掲

げていたが、H28年度決算で累積赤字が解消し、H30年度は税率等の改定を

行っていないことから、平成30年度以降の指標、効果見込額を修正する。 

なお、Ｈ30年度から県広域化が開始し、納付金を県に納める制度となったが、

県全体の医療費や県から示される納付金や標準保険料率により、市の国民健

康保険の財政運営が大きく左右されることから、今後、これらの動向も注視しな

がら国保運営協議会での議論も踏まえ検討していく。 

7


