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企画経営部

中西　清純

　早期に整備する新庁舎をはじめ、保有する公共施設を限られた財源の中で最適に維持管理するため、公共施設
マネジメントを全庁的に推進します。

　宝塚市が「選ばれるまち」「活力あるまち」となるよう、地方創生を推進するとともに、本市の魅力を広く発
信するシティプロモーションに取り組みます。

　第6次総合計画の策定及びエイジフレンドリーシティの推進に取り組みます。

　市立病院経営健全化の取組を推進します。

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

２　重点取組事項

重点取組事項

　公共施設マネジメントの推進

１ 重点取組方針

(4)

　市立病院経営健全化の推進

具体的な取組内容

（1）新庁舎・ひろば整備（NTN跡地利活用）事業について、実施設計に基
　　づいて安全かつ早期に事業を進めるとともに、福祉施設の供用開始に向
　　けて関係機関と連携しながら進めます。
（2）関係部局と連携しながら建物施設最適化方針を早期に策定し、その方
　　針に基づいて廃止する建物施設や土地を処分又は貸付をすることにより
　　生じる財源を建物施設の保全費用に充当します。

（1）「宝塚市立病院改革プラン2017」を推進し、市立病院の経営改善に
　　向けて取り組みます。

　宝塚市ICT戦略にもとづく施策を推進し、行政事務の効率化とサービスの向上を図ります。

　第6次総合計画の策定及びエイ
ジフレンドリーシティの推進

（1）基本構想の策定に向けて、市民ワークショップ「タカラ　ミライ　ラ
　　ボ」を開催し、本市の将来都市像等について意見を取りまとめるととも
　　に、基本計画の策定も含めて、総合計画審議会で審議します。
（2）「お互いさま」があふれるまちの実現に向けて、行動計画に掲げた取
　　組を推進します。

　ＩCT施策の推進

　夢・未来　たからづか創生総合
戦略の推進

（1）ＡＩ・ＲＰＡの導入等、効果的・効率的なＩＣＴ活用による行政事務
　　の効率化とサービスの向上を推進します。
（2）「宝塚市情報システム調達ガイドライン」を庁内に徹底し、情報シス
　　テム調達の最適化を図ります。

（1）国や兵庫県の動向や第6次総合計画の策定状況を踏まえて、総合戦略
　　の改訂や2021年度を始期とする次期総合戦略の策定に取り組むととも
　　に、地方創生推進交付金を活用しながら、魅力ある施策の展開を図りま
　　す。
（2）「宝塚市シティプロモーション戦略」の基本方針に基づく事業を展開
　　するほか、ふるさと納税制度を通して本市の魅力を広く発信することで、

　　定住人口・交流人口・関係人口の増加を図ります。
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２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

市民に対する財政運営、市税に関
する情報提供及び認識の共有

（1）市民や職員に対して、財政状況に関する情報をわかりやすく提供し、
　　情報を共有することにより、市財政についての理解及び協力を得る。
（2）市税の賦課徴収について、わかりやすく情報提供し市民に市税に対す
　　る理解を深めてもらう。

(3)

市税収入の確保と効果的な収納対
策の推進

財政健全化に向けて、効率的で効
果的な行財政運営の推進

(2)

（1）平成３０年１１月に示した「将来を見据えた健全で持続可能な行財政
　　運営をめざして」に基づき、財政見通しにおける収支不足に対応すると
　　ともに、働き方改革に資するテクノロジーの活用などにより生産性を向
　　上させ新たな課題にも対応し、将来を見据えた行財政運営に取り組むこ
　　とで市民サービスを維持し、その質を向上させる。
（2）第2次行財政運営に関する指針に基づく第2次行財政運営アクションプ
　　ランが着実に実行されるよう進捗管理を行う。
（3）事務事業評価により事業内容、実績、成果などを検証し、事務事業の
　　改善や見直しにつなげるとともに、施策評価及び事務事業評価の結果を
　　施策、予算等に反映できるよう取り組む。
（４）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大を図るため、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事業委託の仕組みを
　　構築する。

開かれた市政運営を目指し、よりわかりやすい行財政情報を公表する。

(1)

　本市の歳入の根幹である市税収入の確保と税負担の公平性の確保を図るた
め、所得や固定資産など課税対象の捕捉に努めて市税の適正課税を推進する。
あわせて、市税と国民健康保険税の納税案内や納税相談を充実し、早期に適切
な滞納整理を実施するなど効果的な収納対策を推進する。

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

企画経営部行財政改革担当

柴　俊一

１ 重点取組方針

市税の適正課税及び市税収納率向上アクションプラン（第4次）の取組に基づく市税及び国保税収納率の向上と
滞納額の圧縮を図る。

将来を見据えた健全で持続可能な行財政運営をめざす。
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(4)

国民健康保険事業の健全化・安定
化及び国民健保険診療所の経営改
善

　国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、引き続き歳入の確保に努める
とともに、データヘルス計画に基づく保健事業の実施などにより歳出の抑制に
努める。また、県から示される納付金、標準保険料率等、国・県の動向を注視
し、適切に対応していく。
　国民健康保険診療所について、西谷地区の住民アンケートの結果等を踏ま
え、利用促進や経費節減等に努め経営改善を図る。

(5)

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

　窓口サービスの利便性及び効率性の観点から、各サービスセンター・サービ
スステーションの利用件数の推移や立地状況等を検証の上、公共施設保有量最
適化も踏まえた課題整理を行い、今後のあり方に関する検討及び取組を進め
る。
　また、コンビニエンスストアでの諸証明の交付など、個人番号カードを活用
した市民サービスの向上に努める。

(3)

開かれた市政（対話と交流、情報
共有の推進）

　広報たからづかや市ホームページ、エフエム宝塚など各種広報媒体を庁内各
部局と連携して活用し、市政に関する情報をタイムリーかつ分かりやすく発信
することにより、協働の前提となる「市民との情報共有」を推進する。
　市民と市長のテーブルトークを概ね２つのまちづくり協議会のエリアごとに
開催するほか、パブリックコメント手続の効果的な運用、広聴カードや広聴
メールの活用などにより、市民の意見を施策に反映していく。

(2)

市民と行政との協働（協働型の事
業の拡大）

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

市民自治（地域自治の確立） 　「地域自治の推進に向けての今後の取組」に掲げている項目について、関係
団体と十分協議しながら着実に推進する。特に、地域ごとのまちづくり計画の
見直しについては、平成31年度末までの見直し完了に向けて、地域自治推進
担当次長を中心に積極的に地域に出向き支援し、各まちづくり協議会とともに
エイジフレンドリーシティの視点をもって、地域の将来像や基本目標等の策定
に取り組む。
　また、自治会の加入率向上に向けて自治会と協働で取り組むほか、まちづく
り協議会を条例で位置付けることについて、協働のまちづくり促進委員会の審
議を踏まえ具体的な取組を進める。

　協働の指針及び協働のマニュアル、協働の事例集を活用して、市民説明会及
び職員研修、若手職員を対象とする「地域活動きずな研修」を実施し、協働に
ついての意識醸成と協働の推進に努める。
　きずなづくり推進事業補助金を市民活動団体等に交付し、市民の公益的な活
動を支援する。きずなの家事業補助金を活用し、各関係部局との連携のもと、
地域の居場所づくりの推進及び補助金終了後の事業継続を図る。

市民との情報共有、対話と交流による開かれた市政の推進

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

市民交流部

古家　健志

１ 重点取組方針

地域自治の確立、市民主体のまちづくりの推進

協働型事業の推進による「新しい公共」の領域の拡充

社会保障制度の適切な運用（必要な医療などが安心して受けられる社会づくり）

効率性、利便性、サービス向上を目指した行政窓口
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(3)

給与の適正化 ・県や他団体の状況も参考にしつつ、基本的には国に準拠した給与制度とな
　るよう、給与の適正化に取り組みます。

(4)

土地・建物など、市が保有する資
源の最適かつ効果的な活用

・防災の拠点施設である現市庁舎の改修工事（電気設備）を実施し、安全、
　安心のまちづくりを推進します。
・公共施設マネジメントの視点から蔵人共同浴場及び看護専門学校について
　設置目的や経営状況等を踏まえながら、今後のあるべき方向性を導き出し
　ます。

(5)

「第３次人権教育及び人権啓発基
本方針」及び「第２次男女共同参
画プラン」に基づく総合的かつ効
果的な事業の実施

・エイジフレンドリーシティ、性的マイノリティに寄り添うまちづくりなど
　本市が推進する誰もが生きやすいまちづくりの取組を推進するため、その
　基礎となる人権について市民の理解、関心を一層深めるべく、講演会や出
　前講座を実施し、多様な周知方法を活用して、より多くの人に情報を届け
　参加を促進します。
・インターネット上に掲載された差別的表現についてのモニタリングを実施
　し、差別事象の早期発見と拡散防止に取り組みます。
・育児に関する休暇取得の促進など男女共同参画社会の推進、ワークライフ
　バランスの実現に取り組みます。

市が保有する資源の最適かつ効果的な活用を図ります。

部落差別問題をはじめとする様々な人権問題の解決と、人権が尊重され、保障される社会の実現に向けて取組を
進めるとともに、すべての人が性別にとらわれず、自分らしくいきいきと暮らせるまちづくりに取り組みます。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

自ら考え、自らを律し、自ら行動
する職員の育成、組織の活性化と
効率的な運営

・市民の満足を追求し続ける「自律型」の職員を育成するため、人材育成基
　本方針に基づき、求められる能力に応じた研修を実施し、人事諸制度と研
　修との連携に取り組みます。
・やる気に満ちた多様な職員が活躍する組織づくりとして、個々の職員に応
　じたキャリア形成を支援する仕組みを構築します。
・課組織の見直し、各部署間の連携強化など効率的な組織運営を推進します。

・事務改善を推進し、時間外勤務の削減に取り組みます。

(2)

入札及び契約制度に関する改革 ・公契約の適正化、労働者の福祉の向上及び品質の確保に着目しながら、公
　契約条例の制定及び入札契約制度の改革に取り組みます。

給与の適正化に取り組みます。

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

総務部

近成　克広

１ 重点取組方針

これからの協働型の行政運営を担う、意欲と能力を持った職員を育成し、簡素で効率的な行政運営を推進しま
す。

入札及び契約制度の改革を進めます。
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防災、減災の推進 （1）地域分断の解消、地域をつなぐ主要道路の整備推進
　・（都）荒地西山線は、国庫支出金の確保に努め、計画的に道路整備工事
　　を進める。
　・（都）競馬場高丸線は、地域住民に丁寧な説明を行うとともに、個々の
　　権利者の意向を踏まえながら、物件調査や用地取得を行う。
　・市道1509号線は、西谷地域への緊急輸送路であり、国庫支出金の確保
　　に努め、桃堂峠工区の道路整備工事を完成させる。
（2）治水、治山対策の推進
　・長期化した荒神川都市基盤河川改修事業について、既存護岸の活用など
　　効率的な整備手法を検討し、事業見直しを行う。
　・県の土砂災害特別警戒区域等の指定に伴い、住民への啓発や相談に対応
　　するとともに県や関係部署との調整に努める。また、市所有地について
　　安全対策工事等の対応を検討する。

犯罪や交通事故のない安全安心の
まちづくり

（１）防犯カメラの設置、市民啓発による犯罪抑止と被害者支援
　・市と自治会等の地域団体が協働しながら市の防犯カメラ、補助事業によ
　　る地域の防犯カメラをそれぞれの役割分担のもと設置する。
　・防犯講習会の開催や防犯情報の提供など市民啓発を推進しながら、「市
　　民力による防犯強化」を目指す。
　・H30 年度改正をした宝塚市犯罪被害者支援条例により被害者支援内容
　　を充実させて、被害者に寄り添った支援に取り組む。
（２）第10次交通安全計画に基づく交通安全施策の推進
　・自転車事故や学童・高齢者の事故の抑制を重点課題として、積極的に交
　　通安全教室を実施し交通安全教育・啓発に努める。併せて、自転車安全
　　利用推進員や市民モニターにより、ヘルメットの着用などの啓発に取り
　　組む。
　・自転車ネットワーク整備事業により、歩行者と自転車の分離を行い安全
　　な道路環境を整備する。
　・通学路の安全確保のため合同点検により取りまとめた「宝塚市通学路交
　　通安全プログラム」に基づき、カラー舗装や防護柵設置などの整備を計
　　画的に進めるとともに、地域との協働のもと車両の通行規制などに取り
　　組む。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

(2)

持続可能なまちづくり

市民がともに生きるまちづくり

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

都市安全部

尾崎　和之

１ 重点取組方針

少子超高齢化社会に対応するまちづくり

災害に強い安全なまちづくり

安心で快適に暮らせるまちづくり



(3)

(4)

お互いさまが溢れるまち（エイジ
フレンドリーシティ）の推進

（１）市民をはじめ多くの人の活動に支えられ、市民とともに成長する施設
　　の創造
　・文化芸術センター庭園において文化施設と一体となった高質な庭園を整
　　備する。また、庭園を活用して植木のまち宝塚を情報発信するとともに
　　市民サポーターとの連携により子どもたちを始めとするあらゆる世代が
　　集い、憩える「市民の庭」を実現する。
（２）地域活動による公共交通の整備
　・地域特性を踏まえた交通手段について住民が主体となって検討し、新た
　　なコミュニティを育み、市と交通事業者が協働しながら、市民生活に密
　　着した公共交通の整備に向け取り組む。
（３）地域の声を聴き、ともに育む公園整備の推進
　・地域ニーズを基に公園の有効利用と更なる地域活動を促すため、公園リ
　　ノベーション事業により、地域のコミュニティスペースとなる公園の整
　　備を推進する。
（４）緑地や里山・まち山の保全、有効活用
　・北雲雀きずきの森環境整備事業により、トイレや園路等の整備を行い、
　　ボランティア団体であるきずきの森きずな会との協働により北雲雀きず
　　きの森緑地での自然環境学習、野外活動を促し、有効活用を図る。
（５）アドプト制度の推進
　・地域活動の活性化と地域ニーズに合った快適な公園の運営管理を目指し
　　公園アドプト制度を推進する。
　・市民生活に密着した道路やポケットパークにおいても道路アドプト制度
　　の導入を図る。
（６）歩道、休憩ポイント及び散策路の整備
　・すべての人が安心して歩いて暮らせるよう、道路バリアフリー計画に基
　　づき、歩道の段差や路面隆起の改善工事を実施する。
　・歩いて出かけられるまちづくりのため、ベンチや腰かけの整備を工夫し
　　地域とともに休憩ポイントを整備する。
　・武庫川河川敷緑地において魅力的な水辺のアメニティ空間を創出するた
　　め、市役所左岸の河川敷で散策路等の整備を行う。
　・中心市街地の活性化に資する「憩い」や「賑わい」の場づくりを目的に
　　市、県が連携して「武庫川（宝来橋～宝塚大橋）周辺散策空間整備事業」

　　の施行により、観光プロムナードを形成する市道、県道のリニューアル
　　と武庫川河川敷の環境整備を推進する。
　

コンパクトで歩いて暮らせるまち
づくりの推進

（１）地域公共交通総合連携計画に基づく公共交通の充実
　・北部地域まちづくり構想と整合した西谷地域のバス路線の改善に向け、
　　生活路線として基軸となる路線の再編について、地域の西谷交通問題幹
　　事会と検討を行う。
　・仁川山手地区、売布山手地区の両地区においては、地元組織と共に検討
　　したルート変更やダイヤ改正などの実施に向け地元、バス会社と調整を
　　行う。
（2）ＪＲ武田尾駅整備の調査、検討
　・北部まちづくり基本構想において、JR武田尾駅は主要な交通結節点とし
　　て位置づけられており、駅舎のバリアフリーなどの機能拡充について地
　　元、JR西日本で組織する研究会を設け検討していく。

既存ストックを活用した賢い整備
と維持管理

（１）道路網基本構想に基づく整備計画と整備プログラム
　・道路網基本構想に基づき効率的効果的に道路網機能の発現を図るため道
　　路整備計画を策定するとともに、都市計画道路及び一般市道の整備の優
　　先度を示した道路整備プログラムを策定する。
（２）緑の基本計画の見直しによる既存ストックの活用
　・H30に実施した緑の基本計画見直しに伴う市民アンケート結果を踏まえ
　　素案を作成して審議会に諮るなどの改定作業を進める。これに基づき適
　　正な公園配置の検証や狭小公園統廃合等の検討を行い、協働による公園
　　整備を推進する。

(5)



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

№

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

危機管理 （1）多様な危機や複合的な危機に的確・迅速に対応するため、危機管理指
　　針に基づき各部署において個別の危機管理マニュアルを充実させると共
　　に、危機事態に対処するため、全庁的な危機管理想定訓練、避難所運営
　　訓練（ＨＵＧ）も含めた研修会や講習会を実施し、市全体の危機管理能
　　力を高める。
（２）危機の類型ごとに想定される業務継続計画の策定
（３）突発発生を含むあらゆる危機事案に対し、迅速且つ的確に統括指揮す
　　るための拠点として、組織体制を含めて危機管理センターの整備を推進
　　する。
（４）緊急情報の伝達手段として、防災行政無線の整備の推進
（５）災害時協定の推進

(2)

防災 （１）地区防災計画作成推進
（２）防災アドバイザー派遣及び地域版防災マップ作成支援制度の活用促進
（３）情報伝達手段の多ルート化の促進として、安心メールの普及拡大、
　　Facebookの利用拡大、エリアメールの積極活用
（４）大規模災害時における受援支援体制の構築
（５）大規模災害時における業務継続計画に基づく訓練の実施
（６）原子力災害対策に関する調査研究
（７）より実効性の高い地域防災計画の見直し
（８）避難行動（要配慮者利用施設における避難確保計画作成支援）及び避
　　難所環境におけるインクルーシブな防災力の充実

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

都市安全部
（危機管理・防災）

山中　毅

１ 重点取組方針

「宝塚市危機管理指針」に基づき、総合的かつ計画的な危機管理対策の推進を図り、市民の生命、身体及び財産
に関する安全及び安心を確保する。

防災体制の継続的な見直しと、防災情報伝達基盤整備など災害に対する実効性を高めると共に、地域防災力向上
に向けた地域の取組みを総合的に支援する。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

良好なまちなみの保全・形成 　景観計画に掲げる景観形成の方針や基準に基づき、市民や事業者と協働し
て、良好なまちなみの保全と宝塚らしい景観の創出に努める。
　また、市民ボランティアの違反広告物除却の活動支援、屋外広告物の違反指
導などを引き続き実施し、良好なまちなみの保全・形成を図る。

安心して快適に住み続けられる住
まいづくりの推進

　地震から市民の生命を守るため、住宅の耐震化に関する情報を発信し、知識
の普及と意識の啓発に取り組むとともに、簡易耐震診断推進事業（簡易耐震診
断費の補助）や住宅耐震化促進事業（耐震改修計画策定費や耐震改修工事費等
の補助）など耐震化に関する施策を推進する。
　またこれらの取り組みを実施することで、住宅の耐震化率を９７％とするこ
とを目指す。

(2)

市営住宅の協働による効率的な管
理及び長寿命化計画の実施と適正
戸数の把握

　新たな指定管理者及び市営住宅入居者とともに、高齢化が進む市営住宅の入
居者に対する見守り活動の推進や団地内のコミュニティ形成の支援に取り組む
など、高齢者に配慮した適切な管理運営を行う。また、長寿命化計画を執行
し、施設を資産として適切に維持管理するとともに、適正戸数の把握に取り組
む。家賃滞納者に対する取り組みについては、継続した取り組みができるよう
債権回収に係る職員の育成に継続して取り組む。

(3)

(4)

駅前市街地再開発事業の施行区域
の再生及び公益施設の有効利用

　平成３１年４月から民間事業者による効率的な管理と施設の活性化を図るた
め、指定管理者による運営を開始した。新たな管理者とともに、駅前の活性化
に向けて取り組みを進め、利用率の向上など課題の解消に努める。

(5)

空家の適正な維持管理 　空家の適正な管理を推進するために、「宝塚市空家等対策計画」に基づき、
個別相談やセミナーの開催により市民への啓発を実施する。また、空き家の利
活用促進するため専門家団体と連携し、空き家の所有者に対して利活用の機会
を創出するとともに、空き家の利用希望者とマッチングできる制度の策定に取
り組む。

「宝塚市空家等対策計画」に基づき、空家の適正管理に取り組む。

駅前市街地再開発事業の施行区域の再生に向けて、公益施設の有効活用を図る。

景観計画に基づき、良好なまちなみの保全と「宝塚らしい景観」の創出に努める。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

都市整備部

増田　充宏

１ 重点取組方針

耐震改修促進計画に基づき、公共施設や住宅の耐震化を進める。

市営住宅の適切な管理運営に取り組む。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№  
(3)

障碍（がい）者の生活の場の確保
や就労支援を含む障害福祉サービ
スの充実

・市民福祉金の代替策として整備を予定している障碍（がい）者のための総
　合的な施設について、自立支援協議会や当事者団体等の意見を踏まえて、
　整備計画案を固める。また、就労支援の充実を図るために、利用者の工賃
　の上昇に繋がる共同受注窓口設置のため費用面を含めた支援を行う。
・地域生活支援拠点の整備に向け、自立支援協議会や当事者団体等の意見交
　換を踏まえて、整備の方向性や仕組みの決定を行う。

健康寿命の延伸、健康格差の縮小に向けて取り組みます

「最後のセーフティネット」である生活保護制度を適切に実施するとともに、生活困窮者への包括的かつ継続的
な相談支援体制の充実を図ります

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

地域で誰もが活躍できるお互いさ
まがあふれるまちづくりの推進

・お互いさまがあふれるまち宝塚を目指し、市民とともに居場所づくりや人
　材バンク、情報発信などについて住民参加型の地域活動の取組を支援する
　とともに、エイジフレンドリーシティ行動計画に即した部局横断的な取組
　を進める。

(２)

医療と介護と福祉の連携体制の充
実

・現在3つの若葉を育てる会など市内専門職種による自発的な勉強会が多数
　あることから、今後それらの取組を継続的かつ安定的、効果的に運用でき
　るよう（仮称）医療介護福祉連携協議会を設置し、医療介護福祉の連携課
　題を多職種により検討、解決できる体制を整える。
・病院で治療を終えてもすぐには在宅に戻れない方が増えていることから、
　医療と介護、福祉の連携体制を強化する。
・日常的に寄せられる住民からの多数の相談事案を基に、今後増大する医療
　介護の専門職種と行政の福祉分野との連携課題を的確に分析する。併せて、

　行政の分野横断的な相談支援体制の在り方を検討し、特定分野だけでは支
　えきれない複合事案に対しての対応機能を強化する。

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

健康福祉部

赤井　稔

１ 重点取組方針

超高齢、人口減少社会に対応した「エイジフレンドリーシティ」の取組を推進します

「地域包括ケアシステム」構築に向けて取り組みます

障碍（がい）のある人が住み慣れた地域社会の中で、安心して暮らせるため、障害福祉サービスなどの基盤整備
を行います



(5)

生活保護制度及び生活困窮者自立
制度の適切な実施

・支援が必要な人に対し、確実に保護を実施するとともに、就労支援プログ
　ラム等の活用により生活保護からの脱却・自立促進を推進する。
・生活保護法改正による被保護者健康管理支援事業の創設に対応するため、
　レセプトデータの分析により、頻回受診・重複受診等の適正受診指導対象
　者や、生活習慣病の重症化予防等、健康管理支援対象者を抽出し、対象者
　に対して指導・援助を行い、医療扶助の適正化を推進する。
・複合的な課題を抱え、制度の狭間に置かれた生活困窮者に対し、包括的か
　つ継続的な相談支援体制を強化するとともに、生活困窮者の早期発見、早
　期支援に向け、庁内や関係機関との連携体制を強化する。

(4)

健康意識の向上とライフステージ
に応じた健康づくりの推進

・平成30年度（2018年度）に策定した、健康たからづか２１（第２次後
　期計画）に基づき、保健事業を実施する。
・重複服薬や多剤服薬を防止するため、65歳以上の宝塚市国民健康保険被
　保険者を対象として、服薬適正化勧奨事業に取り組む。
・石綿ばく露に関する健康不安に対応するため、国が実施する、「石綿ばく
　露者の健康管理に係る試行調査」に参加する。
・健康格差対策の一環として、生活保護受給者の生活習慣病予防・重症化予
　防のための健康管理支援事業の実施に向けて、基本健康診査の受診勧奨や
　保健指導に取り組む。
・安心して子どもを産み、育てることができるよう、新生児聴覚検査、産婦
　健診、産後ケアの実施に向けて検討する。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

(3)

・次世代育成支援行動計画たか
らっ子育みプラン後期計画（第２
次子ども・子育て支援事業計画）
の策定

・子どもの貧困対策の取組強化

・平成29年度の子どもの貧困実態調査報告書及び平成３０年度下半期に実施
　した子どもと保護者を対象としたニーズ調査の結果を基に令和２年度から
　６年度を期間とする後期計画を策定し、子ども・子育て支援施策をさらに
　推進していく。
・子どもの貧困の課題に対応するため、引き続き福祉、教育、就労等の庁内
　関係部局で検討会を開催し、各部局が関係する課題に取り組んでいくとと
　もに、地域食堂（子ども食堂）を運営している団体や支援を検討している
　市内企業等との地域連携を進めていく。またひとり親家庭への市民福祉金
　廃止による４つ目の代替施策として、子どもの貧困実態調査報告書及び日
　常の相談業務において、保護者のニーズが高かった高校進学のための子ど
　もの学習・生活支援事業を立ち上げる。

(1)

保育ニーズに応じた保育施設の定
員確保及び、保育士の確保と保育
の質の維持、向上の取組

(2)

放課後児童健全育成事業のニーズ
に応じた地域児童育成会と民間放
課後児童クラブの受け入れ枠の確
保及び、学童保育の質の維持、向
上の取組

・平成３０年４月１日時点の待機児童数は１１６人となり、入所待ち児童数
　では特に１歳児・２歳児に多く、次いで４歳児においても発生している。
　加えて、令和元年１０月から、３歳から５歳児までの全ての子どもの世帯
　と、０歳から２歳児の住民税非課税世帯を対象に、幼児教育・保育無償化
　の全国的な実施を控え、保育ニーズ全体の上振れ傾向に拍車がかかる懸念
　もある。このような状況において、保育施設の定員確保策を講じ、待機児
　童の解消を目指す。
・保育士の確保が困難な状況にあるため、宝塚私立保育園連盟との共催で、
　「保育園見学バスツアー」や「保育園就職フェア」、「保育園職場体験講
　習会」等、保育士確保につながる取組を進める。
・公私立認可保育所、私立認定こども園、小規模保育事業所、指定保育所の
　保育に関わる職員を対象に研修の機会を設け、保育のレベルアップを図る。

・平成３０年４月１日時点の待機児童は５８人となり、特に、低学年の待機
　児童の発生が見込まれる小学校区において民間放課後児童クラブの新設整
　備を進める。
・小学校の統合に向けた動きに対応し、地域児童育成会についても、統合に
　向けた取組を進める。
・放課後児童健全育成事業の担い手である運営スタッフのスキルアップを図
　るため、学童期における保育に関する研修や、運営上のノウハウの情報交
　換を行い、民間事業者に対しては、事業運営助成をすることで、安定的な
　学童保育の受け皿の確保を図る。

次世代育成支援行動計画等推進事業の充実

障碍（しょうがい）のある児童への支援の充実

児童虐待防止事業の強化

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

子ども未来部

土屋　智子

１ 重点取組方針

保育ニーズに対応した受け入れ枠の確保

放課後児童健全育成事業ニーズに対応した受け入れ枠の確保



(5)

・児童虐待の発生予防、早期発
見、早期対応のための取組強化

・各地域で子育て中の保護者から相談を受けている児童館職員の資質向上の
　ため、子ども家庭支援センター職員が児童館を訪問し、相談内容を調査、
　検証した上、必要な案件について臨床心理士に助言をもらい、速やかに子
　育て支援課家庭児童相談室につなぐ。
・子ども家庭支援センターでは、子育て中の保護者に対する学習機会の場と
　して妊娠期から思春期までの成長過程別の講座を実施しているが、全国的
　に虐待死における０歳児の割合が過半数以上であることから、特に妊婦や
　新生児の親（パートナーを含む）を対象とした講座の充実を図ることとし、

　また、子育て支援課家庭児童相談室では、母子保健部門との連携強化を図
　る。
・平成２８年度から３ヶ年かけて家庭児童相談室職員が市内の保育所、幼稚
　園、小中学校に出向き、新たに作成した宝塚市児童虐待防止マニュアルの
　説明会を実施してきたが、その後の各施設の対応について課題があると判
　断したときは、追加の説明会を実施していく。また、虐待通報が初めての
　機関が対応する際には、同マニュアルをもとに説明を行う。
・怒鳴らない子育て講座として定着したペアレント・トレーニングについて
　は全７回を１クールとして実施しているが、受講者のニーズにより１クー
　ル４回程度のプログラムを作成するなど、より利用しやすい講座を実施し
　ていく。

(4)

・居宅訪問型児童発達支援事業の
新たな実施

・居宅訪問型児童発達支援は、児童福祉法の一部改正により平成３０年度か
　ら新規に創設されたサービスで宝塚市障害児福祉計画にも位置づけられた。

　人工呼吸器を装着している等、日常生活を営むために医療を要する状態、
　または重い疾病のために感染症に罹るおそれがある状態で、通所による療
　育を受けるために外出することが困難な児童を対象に平成３１年４月から
　子ども発達支援センター職員が自宅を訪問して療育をおこない、誰もが療
　育を受けられる環境づくりを目指す。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

(5)

生物多様性戦略に基づく生態系調
査の実施

　宝塚市生態系レッドデータブックに掲載している地域の現況を調査する。
　また、その調査結果をもとに、生物多様性保全の重要性の啓発や市民や関係
団体との協働による特定外来生物の駆除等の環境保全活動を実施する。

(3)

省エネルギー及び再生可能エネル
ギーの推進

　公共施設については、公共建築物への再生可能エネルギー導入ガイドライン
に基づき、省エネ設備への更新、再生可能エネルギーの導入を進めるととも
に、電力調達において、環境に配慮した契約への切替を推進する。
　市民や事業者に対しては、イベントや啓発・周知などにより、CO2排出抑
制や再生可能エネルギー導入の重要性について、理解を広め、実践・実行につ
なげる。
　また、太陽光以外のエネルギー種についても、技術の進歩に注目しながら研
究を進める。

(4)

ごみの発生抑制・再使用･再利用
の推進及び家庭及び事業所ごみの
分別徹底の推進

　宝塚市一般廃棄物処理基本計画に基づき、燃やすごみの減量化に取り組む。
　具体的には家庭系ごみについては、広報誌、市ＨＰやスマートフォンを利用
したごみアプリを活用し、台所ごみの水切りや食べ残しをしない等呼び掛けを
行い、事業系ごみについては、分別の徹底、食品リサイクルの実施、食べ残し
を減らすよう小盛りメニューや持ち帰りの採用等を飲食店や事業所に呼びかけ
を行いながら食品ロスを減らし、燃やすごみの減量を図る。

(1)

新ごみ処理施設整備事業 　新ごみ処理施設の整備では、事業方式を公設民営のDBO方式とし、現有地
で建て替える基本計画を平成31年2月に策定した。施設の概要は、1日212t
のごみを燃やせるストーカ方式の炉を備えるエネルギー回収推進施設と粗大ご
みや資源ごみを1日32.6t資源化及び処理できるマテリアルリサイクル推進施
設としており、周辺環境に調和し、環境保全にも優れた施設とする。
　今後は、現有施設の安定稼働を図りつつ生活環境影響調査や施設基本設計な
どを順次実施し、より良い施設とするよう取り組んでいく。

(2)

墓地の安定供給と、市営霊園の適
正な維持管理と運営

　特別会計に統合した市営３霊園の適正管理と運営を行う。
　長尾山霊園については、昨年度に引き続き市民を対象として、返還区画の再
貸出しを実施する。
　宝塚すみれ墓苑については、貸出数の増加を図るため、近隣市への効率的な
ＰＲを行い利用拡大を図るとともに、一般墓所、合葬式墓所といった多様な
ニーズに合わせた墓地の提供を行うことで、一つでも多くの貸出しができるよ
うに努める。
　西山霊園、長尾山霊園の使用者調査を継続して実施し、適正管理に努める。
　合葬式墓所以外の新形態墓地について、市民ニーズや貸出形態などの調査研
究を実施する。

省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進を図り、環境都市を目指す。

環境負荷の少ない循環型社会の構築に向けて、ごみの減量化・資源化を推進する。

市民や関係団体と連携、協力し、生物多様性の保全を推進する。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

環境部

影山　修司

１ 重点取組方針

新ごみ処理施設の整備を進めるとともに、安全で効率的なごみ処理を実現する。

市民ニーズに対応した墓地の安定供給と、市営３霊園の適切な管理運営を行う。



部局名　：

部局長名：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

№

商工業の振興や雇用促進と、消費
者教育の取組

(2)

・引き続き商店街等への補助制度により支援するほか、事業所訪問を行い、
　より活用しやすく、実効性のある補助制度の検討を進める。
・企業活動支援事業補助の活用により、新たな企業立地や既存事業所の本市
　への永続的な立地を目指すほか、事業承継に関する支援につき、国や県と
　連携しながら取り組む。
・起業に関するセミナーやワークショップを開催し、起業に意欲や興味のあ
　る人に向けた支援を行うほか、起業後のフォローアップを行い、安定的な
　経営を支援する。また、起業家や事業者に、起業に関する情報提供や気軽
　に相談できる場を提供する民間施設への支援を推し進める。
・宝塚ブランド「モノ・コト・バ宝塚」のあり方を検討し、事業者と行政、
　あるいは事業者間でのつながりを意識した事業を展開する。
・宝塚市労働施策推進計画を着実に実施し、就労意欲のあるあらゆる人の就
　労環境向上に取り組む。
・女性や高齢者の就労・起業を推し進めるため、ホームページなど電子媒体
　を使った一元的な情報発信を行うほか、他機関と連携し、雇用・就労の場
　の創出や相談窓口設置の検討を進める。
・従来の高齢者層向けの出前講座に加えて、高校生や大学生など若年者層を
　対象にした出前講座の実施に向け、関係機関と連携のもと実現化に取り組
　む。また、高齢者をターゲットとした特殊詐欺対策を充実するため、詐欺
　電話撃退機能付機器購入費補助金制度を創設し、被害防止意識の普及啓発
　を図る。
・国民生活センターや県などが実施する相談員のレベルアップ研修やWEB研
　修を活用するなどし、相談員の資質向上を図る。

北部地域の農産物及び南部地域の花き園芸の更なる活用を図る。

北部地域の活性化に向けて、地域資源の活用や他の地域との交流・連携により地域全体の魅力を高める。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

文化芸術活動等の振興 ・これまでの文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、産業その他
　の関連分野における施策を意識した事業展開を図る。
・ガーデンフィールズ跡地において、文化芸術センターと庭園の整備を実施
　し、2020年春の開館に向けて準備を進める。
・文化芸術センターを意識して、家族や子どもたちをターゲットとした事業
　を展開して、開館に向けた市民の期待を高める。併せて、市内の文化活動
　団体や文化財団との協働での事業を増加させる。
・文化芸術センターを含め、文化芸術に関する情報発信力を高める。
・文化芸術センターの運営にあたっては、周辺の手塚治虫記念館、文化創造
　館との連携を強化し、一体的な運営体制を構築する必要があり、（仮称）
　文化芸術拠点連携促進協議会の設置など、文化芸術を通じたエリア全体で
　の相乗効果を高めていく仕組みづくりを図る。

観光資源の活性化を図り、まちの魅力を高め、国内外からの観光客に優しいまちづくりを推進する。

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

産業文化部

福永　孝雄

１ 重点取組方針

市民との協働のもと、文化芸術の振興に努め、文化の薫り高いまちの実現を目指す。

産業面でまちの個性を際立たせるとともに、雇用創出を図り、求職者の希望する働き方に合った就労を実現する
ための取組を進める。また、消費者教育推進計画の実施に取り組み、高齢者などの「消費生活の安全安心」を支
える。



(3)

多様な観光資源を活用した情報発
信の強化等による国内外からの誘
客に関する取組

・市国際観光協会会員をはじめとする事業者や関係団体・企業など多様な関
　係者と協同し、観光誘客の体制づくりの強化を行い、地域経済の発展に取
　り組む。
・観光集客のため、各観光施設や関係団体の協力による現状の把握や分析を
　行い、第6次総合計画の分野別計画として、増加する訪日外国人旅行者
　（インバウンド）の誘致も視野に入れた新たな観光戦略を策定する。
・市民や事業者と連携し、本市の魅力を発信できる人材の育成や増加、事業
　の拡大を図る。
・手塚治虫記念館のリニューアルや新たに整備する文化芸術センター（庭園）

　、宝塚ホテルの移転など周辺施設の魅力を相互に連携して発信し、相乗効
　果を図る。
・アニメフェスタや歌劇貸切公演などソフト事業の魅力向上を図るとともに、

　ハード面では、温泉施設や観光噴水のあり方を検討するとともに、効率的
　な維持管理に取り組む。
・魅力ある観光資源を活用し、インバウンドを含む観光客による経済効果の
　創出を図るため、イベントの実施や市国際観光協会と連携した国内外の旅
　行エージェントへのプロモーション、ホームページやＳＮＳ、情報誌など
　を活用した効果的な情報発信を行う。
・「歌劇のまち宝塚」ならではの取組として、宝塚歌劇市民貸切公演や外国
　人留学生歌劇紹介事業などを継続実施し、市民や事業者とともに、本市の
　宝である宝塚歌劇の魅力を発信する。
・近隣自治体や市国際観光協会と連携し、広域的な観光振興を図り、アニメ
　ツーリズム協会へ参画し、アニメの聖地として手塚治虫記念館へのさらな
　る集客を図る。

（４）

北部地域の農産物及び南部地域の
花き園芸の更なる活用

・ダリアの花の魅力を伝えるとともに、宝塚ダリア園の魅力向上を支援し集
　客増の取組を継続的に展開し、ダリア産業の振興を図る。
・長谷牡丹園では、植栽の充実や土壌改良、加えて栽培技術の向上を図り、
　花及び施設の魅力アップを図る。
・宝塚北サービスエリア及びスマートインターチェンジの供用開始により、
　北部地域を訪れる方に西谷産農産物や南部地域の花卉園芸等を生かした特
　産物や加工品のＰＲ及び販売促進を図る。
・西谷ブランド農産物の育成を支援し農業振興施設「西谷夢市場」での販売
　に努める。また、多品目の農産物を安定的に生産できるようハウス整備の
　支援等に取り組む。
・特別名誉市民の木接太夫「坂上頼泰公」が発明した接ぎ木技術の功績を広
　報するための学習会や啓発などにより、植木などに触れ合ってもらい、植
　木産業の活性化を図る。設置後約20年が経過する園芸振興施設は老朽化が
　進んでいることから、雨漏り対策を含む外壁修繕工事を行う。
・フラワー都市交流連絡協議会総会が２０２０年に宝塚市で開催される。こ
　れを本市の魅力を全国に向けて発信する機会と捉え、花き園芸協会、国際
　観光協会等の各種団体並びに市民ボランティアなどと連携し、市民との協
　働により取り組む。
・農業者の高齢化や担い手不足など深刻化する北部地域の農業の課題解決に
　向けて、地域の農業者との連携を深め、新規就農者の確保や各地域での集
　落営農の推進や、農業の担い手育成に向けて、新規就農希望者が、地域の
　認定農業者などから指導を受けて、栽培技術や農業経営のノウハウを習得
　したり、地域の農業者との関係を深めたりする仕組みを作り、その実践の
　場として、西谷地域にビニールハウスを設置し、本市で新たに就農しやす
　い環境を整備する。
・「都市農業振興基本法」及び「都市農地の賃借の円滑化に関する法律」の
　制定並びに生産緑地の基準引き下げなど、都市農地の保全や活用に向けた
　国の方針が次々と打ち出されている。本市においても、市民農園等の新た
　な整備とともに農作業体験や農福連携など都市農地の活用策について検討
　を進める。
・現行の農業振興計画について、本市の農業を取り巻く環境の変化に迅速に
　対応すべく計画見直しに着手する。



(5)

宝塚北サービスエリアや既存施設
の活用及び南部市街地など他の地
域との交流・連携の推進

・土地利用規制の緩和による移住・出店促進や宝塚自然の家の利活用など北
　部地域振興に係る懸案事項について、所管課と地域の調整を図り「北部地
　域まちづくり基本構想」の実現を目指す。
・サービスエリアを活用して、特産品・加工品および農作物の販売促進に係
　る、商農業者の取組とサービスエリア運営事業者やNEXCO西日本の関係
　調整を進め、産業振興を促進する。
・阪神北県民局と連携して、県有林における市民団体による里山保全や自然
　体験活動を支援し、交流促進を図るとともに、地域振興に有効な活用策に
　ついて検討を進める。
・北摂里山博物館運営協議会や阪神北ツーリズム振興協議会など広域連携組
　織を活用して、厚みのあるＰＲ活動を展開し、本市の魅力発信を行う。
・行財政運営アクションプランに掲げる、自然休養村センターの施設のあり
　方見直しにより、自然休養村センターを廃止し、同センターを北部地域に
　おける防災拠点と位置付け、北部地域の行政機関を集約させるために、施
　設改修に併せて、耐震補強を施工する。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

(5)

川西市及び猪名川町との連携・協
力体制の強化

　宝塚市、川西市及び猪名川町消防の連携・協力実施計画に示す新たな連携・
協力における消防事務を開始し、２市１町連携・協力体制の充実強化を図る。
　

(3)

高度な資格取得の計画的推進に係
る市民サービスの向上と専門的知
識、技術を習得できる円滑な教育
環境の構築

　救急救命士及び各種認定救急救命士の計画的な養成を行い、指導救命士を中
心とした救急ワークステーションの効率的な運営と全救急隊員に質の高い生涯
教育体制を構築する。また、大規模災害に備え、都市型捜索救助技術等の習得
を図るほか、災害事象に応じた指揮体制の強化により災害対応能力の高度化を
推進し、現場対応力の向上を図る。
　さらに、ベテラン・中堅職員が指導する若手職員への教育体制を充実向上さ
せ、職員の知識・技術だけでなく組織人としての資質向上を図ることをもって
市民サービスへの還元に寄与する。

(4)

違反是正の強化及び住宅用火災警
報器の設置促進など防火安全対策
の積極的な推進

　防火対象物及び危険物施設に対して、基本計画に基づいた予防査察を実施
し、的確な違反是正を推進する。
　住宅用火災警報器の設置率向上及び適正な維持管理並びに感震ブレーカーの
設置促進について、各種広報媒体などを活用した効果的なPR広報の強化を図
る。

(１)

災害対応に関する市民力向上のた
めの総合支援と地域資源の活用推
進

　各種補助制度（国、県、市）を活用し、地域住民のニーズに合わせた自主防
災組織の育成指導及び活動率向上を支援するとともに、福祉施設と連携した相
互応援体制と応急救護体制の実現を図る。また、エイジフレンドリーシティの
主旨のもと、応急手当普及員と連携した各種救命講習を推進するほか、小・中
学校生を対象とした、救命講習を実施し、市民救護力の向上をもって、市民と
協働した総合的な安全安心のまちづくりを目指す。
　さらには、地域の中核を成す消防団の今後の展開について、機能別消防分団
制度の導入により、新たな消防団員を確保し、消防団体制の充実強化を図る。

(2)

消防施設及び車両、装備の計画的
な更新かつ段階的な整備による消
防力の充実強化

  宝塚市常備消防車両整備計画に基づいて、老朽化が進む車両・装備の更新整
備を優先的に実施し、消火体制の充実強化を図る。さらには、宝塚市、川西市
及び猪名川町で共同運用する消防指令センターの高機能消防指令システムの更
新時期が迫っており、引き続き災害時における高効率な運用を２市１町で図る
ことを基本として、更新スキームについての設計・監理業務委託契約の締結を
進める。
　以上、通常の災害対応に加え、ＢＣ災害などの特殊災害に対する装備充実を
図り、如何なる災害態様でも効果的な消防活動が展開できるよう消防力全般の
安定的な充実強化を目指す。

高度な知識及び技術に係る資格習得による市民サービスの向上

防火安全対策及び火災予防啓発推進による出火率の低減

川西市、猪名川町との連携・協力の推進

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

消防本部

石橋　豊

１ 重点取組方針

地域連携による市民力を活用した減災対策の推進及び市民救護体制の充実

施設及び車両、資機材の適切な整備による消防体制の充実強化



 部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

(5)

安全・安心な学校給食を提供しま
す

（１）安全、安心でおいしい学校給食を実施するため、米飯自校炊飯の全校
　　実施に向けて、今年度は残る2校のうち １校の設備整備に取り組む。
（２）農政部局、ＪＡ兵庫六甲などと連携し、地元西谷産をはじめとした兵
　　庫県産の地場食材を用いた地産地消給食を実施する。

(3)

教職員の長時間労働を解消し、子
どもと向き合う時間を確保します

（１）県の「教職員の勤務時間適正化、新対策プラン」に基づいて、全ての
　　教職員が業務改善に参画し主体的に取り組むことができるよう推進体制
　　の構築を図る。
（２）長時間労働を行っている教職員に対して、医師による面接指導の案内
　　を行う。
（３）勤務時間終了後、電話応答システム等の導入により教職員の負担軽減
　　を図る。

(4)

管理職を育成し、主幹教諭の有効
活用を進めます

（１）管理職候補の発掘・育成を図るため、中堅教職員等を対象として、学
　　校経営能力や危機管理能力の育成のための専門的な研修講座を実施する。
（２）また、教員を指導主事に登用することで視野や見識を広げ、学校管理
　　職受験への意識付けを行う。

(1)

学校園施設等の整備・充実に努め
ます

（１）真夏日の増加などの自然環境の変化や、３歳児保育の開始、預かり保
　　育による保育時間の延長などによる保育環境の変化に対応するため、幼
　　稚園の保育室への空調設備の設置を進める。
（２）学校のトイレについて、大規模改修工事によるトイレ改修とトイレ単
　　独での改修工事を計画的に組み合わせながら洋式化を推進する。
（３）学校施設の長寿命化計画を策定し、学校施設設備の維持管理、更新を
　　着実に推進する。
（４）小中学校、幼稚園の老朽した校舎・園舎の改修や、グラウンドをはじ
　　めとする屋外施設の整備、空調機等の設備機器の更新など、学校園施設
　　の整備と充実に加え、園児児童生徒が安全に安心して学校生活が送れる
　　よう、教育環境の整備に取り組む。
（５）補強コンクリートブロック塀の安全対策を講じる。
（６）長尾台小学校敷地の斜面地補強工事設計を行い、土砂災害特別警戒区
　　域の安全対策を進める。

(2)

学校（園）の適正配置など、教育
環境の整備を進めます

（１）平成30年11月に策定した「中山桜台小学校・中山五月台小学校学校
　　統合計画」に基づき、地域、保護者、学校関係者で構成する学校統合準
　　備委員会を設置し、統合目標年度の令和３年度に向けて、必要な準備、
　　検討及び調整を行う。
（２）市立幼稚園では、平成29年6月に策定した統廃合計画に基づき、計画
　　的に取り組む。
（３）全市的な小中学校の通学区域の整合と併せて小中一貫教育（義務教育
　　学校）に関して、教育環境審議会に諮問するなど、具体的な検討に取り
　　組む。

学校園の組織の充実に努めます

学校教育を担う人材の育成に努めます

心身ともに健やかな子どもを育てます

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

管理部

村上　真二

１ 重点取組方針

安全・安心な学校園の整備を進めます

時代に応じた教育環境の整備に努めます



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

№

(3)

「魅力ある授業」「わかる授業」
の充実を図ります。

（１）児童生徒に分かりやすい授業を展開するために、電子黒板やプロジェ
　　クターなどの大型提示装置、児童・生徒用タブレット等の教育ＩＣＴ環
　　境を計画的に整備する。
（２）ALTや英語に堪能な地域人材、留学生を活用し、小学校の英語教育の
　　充実に取り組む。
（３）授業力向上指導員等の学校支援チームを活用し、優れた教育実践を受
　　け継ぐ質の高い教員の育成に取り組む。
（４）「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善に向けた研修
　　会を開催し、教員の実践力の向上を図る。
（５）保育・教育アドバイザーを就学前施設に派遣し、指導助言や相談対応
　　に積極的に取り組む。

(1)

子どもの問題行動に対応し、いじ
めや不登校をなくします。

（１）平成30年度に改訂した宝塚市いじめ防止基本方針に基づき、市長事務
　　部局とも連携し、いじめ再発防止策に全庁挙げて取り組む。
（２）いじめ防止に向けて教職員の研修の充実を図る。
（３）中学校において「自殺予防教育プログラム」を実施し、「心の状態へ
　　の問題意識」「援助希求的態度」を育成する。
（４）小学校でCAPプログラムを実施し、自他を大切にする気持ちを育て、
　　いじめの未然防止を図る。
（５）スクールソーシャルワーカーの学校配置により、学校と家庭、関係機
　　関の連携による適切な支援を行うとともに、校内支援体制の強化と教職
　　員の指導力・対応力の向上を図る。
（６）日本語サポーターの活用により、支援を必要とする園児児童生徒の自
　　己実現を目指す。
（７）不登校児童生徒の居場所づくりとともに、社会的自立のための力を高
　　めるため、適応教室「Palたからづか」の充実を図る。
（８）性の多様性に関する研修などをはじめ今日的課題別研修の充実を図
り、
　　教職員の人権意識を高める。

学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着を図ります。

心身ともに健やかな子どもを育てます。

(2)

特別支援教育の充実を図ります。 （１）個々の発達や障碍（しょうがい）の特性に応じた適切な支援を行い、
　　子どもたちが安全に安心して学校園生活をおくれるよう介助員や子ども
　　支援サポーター、支援ボランティア等を配置する。
（２）巡回相談員や専門医の訪問相談を活用して教員の指導力の向上を図
り、
　　特別支援学級や通常学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒への適
　　切な支援を行い、特別支援教育の体制づくりを進める。
（３）医療的ケアの実施に関する看護師の組織的対応を強化する体制の構築
　　を図る。
（４）特別支援学級及び市内在住の特別支援学校に在籍する中学3年生を対
　　象に、日帰りホースセラピー体験を通して、コミュニケーション力や言
　　葉の発達、気持ちの安定を図る。

家庭・地域と連携し、子どもの発達を支援します。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

学校教育部

橘　俊一

１ 重点取組方針

子ども一人ひとりが大切にされ、共に育つ教育を進めます。



(4)

体育・スポーツ活動を推進しま
す。

（１）平成30年度に策定した部活動ガイドラインに則り、適切な部活動の
　　運営に取り組む。
（２）部活動外部指導者を配置し、部活動における専門的な技術指導の充実
　　と教職員の負担軽減を図る。
（３）運動好きな子どもを育成する実践研究を推進するとともに、体力向上
　　プログラムの活用を図り、子どもたちの運動能力の向上に取り組む。

(5)

学校・家庭・地域の連携を強めま
す。

（１）宝塚コミュニティ・スクールを推進し、地域とともにある学校園づく
　　りに取り組む。
（２）TAKARAっ子いきいきスクール事業、たからづか寺子屋事業を拡充
　　し、地域との連携を図る。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

№

(3)

誰もが学べる場と機会を整えます （１）指定管理者の管理運営となる公民館において、老朽化が著しい施設の
　　修繕に取り組む。あらゆる世代の市民の学習環境を充実させるとともに
　　学習の成果が地域課題の解決につながるよう、指定管理者と連携して市
　　民による社会教育活動を支援する。
（２）エイジフレンドリーシティの取組として、幅広い市民が世代を超えて
　　交流し、互いに学べる公民館を目指す。

(4)

魅力ある図書館づくりを進めます （１）「宝塚市立図書館サービス向上計画（平成28年5月改訂）」に基づ
き、

　　開館時間の拡大などサービス向上を図り、魅力ある図書館づくりに努め
　　る。
（２）人々が集い楽しむ居場所として、また、あらゆる世代にやさしいまち
　　づくり、エイジフレンドリーシティの取組の一環として、市民の交流の
　　スペースを創出する。

(5)

文化遺産の保全継承と活用に努め
ます

（１）旧東家の改修を実施し、保全継承と活用を図る。
（２）エイジフレンドリーシティの取組として、宝塚の歴史・文化財に触れ
　　合う機会の充実を図るとともに、歴史民俗資料館を活用し、次世代を担
　　う子どもたちの歴史への理解を深め、郷土愛を醸成する。

(1)

地域の学習資源を集め役立てます （１）宝塚自然の家において、ホースセラピー事業の導入に向けて、地域住
　　民との調整を図るとともに、段階的に施設整備に取り組み、再開に向け
　　た管理運営方法を検討する。また、地域住民や関係団体等との協働によ
　　り、敷地内散策や自然観察など高齢者を含めた幅広い世代の市民が自然
　　の中で体を動かす機会を提供する。
（２）エイジフレンドリーシティの取組として、たからづか学校応援団の活
　　動を促進し、世代を問わず、地域住民がボランティアとして活躍できる
　　よう支援する。

市民個々のスポーツライフを支援します

新鮮な学習情報を発信します

(2)

スポーツ施設の環境整備を進めま
す

（１）老朽化が進むスポーツセンターの施設の修繕、スポーツセンター内テ
　　ニスコート芝張替修繕など、だれもがスポーツを安全かつ快適に楽しむ
　　ことができるよう施設の適切な整備を行う。また、プロスポーツ選手交
　　流事業など、市民がスポーツを行う機会の充実を図る。
（２）エイジフレンドリーシティの取組として、スポーツクラブ21が主体的
　　に運営企画する事業に多くの高齢者が安心して参加できるニュースポー
　　ツのイベントを推進し、生涯スポーツの実現に取り組む。また、高齢者
　　のニーズに対応すべく多様なスポーツ教室の開講（水泳シニアコース、
　　インドアシニアテニス等）を進める。

歴史と文化が息づくふるさとを守ります

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

社会教育部

立花　誠

１ 重点取組方針

学びの成果で地域を変えていきます



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

(5)

浄水処理強化施設の整備 ・惣川浄水場において、活性炭注入装置や活性炭接触池を整備し、カビ臭の
　発生防止に取り組む。

(3)

水道事業及び下水道事業の経営健
全化

・直営で実施している浄水場夜間等運転管理業務や下水道管路維持（水路環
　境美化）業務の委託化に取り組むとともに、経営戦略に掲げる投資計画及
　び財政計画並びに経営健全化の取り組みなどを検証し、必要に応じて見直
　し等を行う。
・浄水業務を停止した小林浄水場及び亀井浄水場の施設撤去の基本設計及び
　実施設計を早期に行い、経営健全化に寄与できるよう跡地の利活用を進め
　る。
・経営健全化に配慮しながら、エイジフレンドリーシティーの取組と連携で
　きるよう検討する。

(4)

上下水道局庁舎の建て替え ・耐震性能が低い現上下水道局庁舎を市危機管理センター及び市ネットワー
　クセンターとの合同庁舎として建て替え、来庁者及び職員の安全を確保
し、
　災害時において市民の生命の水となる水道水の確保のための復旧拠点とな
　る建物とする。

(1)

効率的・効果的な雨水排水施設の
整備及び下水道施設（汚水）の長
寿命化と耐震化

・南ひばりガ丘地区・口谷地区の浸水対策については、下流の川西市域の水
　路改修について検討を進め、早期の完成を目指す。
・優先度が高い重要な汚水管路を中心に耐震化事業に取り組む。
・下水道長寿命化計画に基づき、主に武庫川右岸地区の老朽化した管路の管
　更正、布設替えにより、管路の健全化に取り組む。

(2)

基幹施設（配水池及び加圧所）及
び管路網の更新と耐震化

・配水池及び加圧所の耐震２次診断を進め、基幹施設の耐震化（更新）に取
　り組む。
・老朽化した配水管（ビニル管、普通鋳鉄管）の更新と、導水管、送水管、
　配水管（口径１５０㎜以上）、避難所・病院への管路等の基幹管路の耐震
　化に取り組む。
・施設の最適化及び更新を図るため、小林配水池及び逆瀬下配水池・加圧所
　の配水池統廃合事業に取り組む。

持続可能な上下水道事業の実現を目指し、水道事業経営戦略及び下水道事業経営戦略を推進する。

安全でおいしい水の安定供給を図るために、浄水処理施設の強化を進める。

災害時の復旧拠点となる、上下水道局庁舎の建替えを進める。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

上下水道局

金岡　厚

１ 重点取組方針

浸水被害が多発する区域の早期解消をめざして、雨水路の整備を推進するとともに、下水道施設の長寿命化や耐
震化などを進める。

危機管理に対応できる水道をめざし、水道施設の統廃合も視野に入れた老朽更新・耐震化を推進する。



部局名　：

部局長名：

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

№

平成31年度（2019年度）各部局戦略計画

市立病院経営統括部

島廣　弘二

１ 重点取組方針

すべての人に安心して利用していただける市立病院を目指します。

地域医療連携の推進で、地域医療支援病院としての役割を果たします。

断らない救急を推進し、円滑な救急の受け入れに取り組むとともに、がん診療等の高度医療を充実します。

宝塚市立病院改革プラン2017を推進して、経営の効率化と安定化に取り組みます。

病院施設や設備の保全と医療機器の充実に努めます。

２　重点取組事項

重点取組事項 具体的な取組内容

(1)

患者満足度向上に向けた取組 ・退院後の医療や生活までを総合的にサポートする（仮称）患者総合サポー
　トセンターを開設して、患者さんの入院から退院までを見据え、どのよう
　な相談にもワンストップで対応できる体制を構築し、安心して治療を受け
　られる環境を整備します。
・障碍（しょうがい）のある人や性的マイノリティの人など、すべての患者
　さんに優しい医療サービスや診療環境となるよう研修等を通して、理解を
　深め適切な対応に努めます。

(2)

地域医療連携の推進 ・地域の医療機関からの紹介患者を円滑に受け入れることで、地域の医療機
　関との連携をさらに進め、地域医療支援病院としての役割を果たします。
・エイジフレンドリーシティとして、超高齢化社会に対応した地域包括ケア
　システムを構築できるよう医療・介護・福祉の連携に向けて、医療や介護
　の関係団体や医療機関と情報共有に努めます。また、医師、看護師、薬剤
　師、リハビリテーション専門職等の多職種が連携して、在宅復帰に向けた
　退院支援に取り組みます。

(3)

断らない救急の推進とがん診療の
充実

・救急科医師を確保し、二次救急病院として、救急車の円滑な受け入れに努
　め、断らない救急医療を提供します。
・がんセンターでの放射線治療、化学療法、がん相談機能の充実を図りま
す。
　特に、常勤の放射線治療医師を複数配置することを目指します。
・放射線、薬物、手術によるがん治療の推進に取り組み、がん入院患者数の
　増加を図ります。

(4)

医師確保と収支改善 ・宝塚市立病院改革プラン2017の収支計画を見直し、より一層の経営の効
　率化と安定化を図ります。
・これまでからつながりの深い兵庫医科大学と医師派遣だけでなく、幅広分
　野での医療連携を図ります。また、新たに総長職を設置し、同大学から医
　師を招聘し、関連大学との医師派遣等の連絡調整を強化することで、不足
　している診療科の医師の安定的確保に努めます。
・時間外手当などの経費の更なる削減に努めます。

(5)

施設保全計画等の適切な遂行 ・施設保全計画に基づき、計画的かつ合理的に施設・設備の改修工事を行
い、
　病院機能の劣化を是正し、適切な保全管理を図ります。
・老朽化した医療機器の適切な更新と、本院の医療提供体制に必要な新規機
　器の導入を図り、急性期医療を提供する病院としての役割を果たします。
・他市の病院建替事例を参考にするなど、市立病院の建替えに向けた調査研
　究を行います。


