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宝 塚 市 

実  施  計  画 
（平成３１年度～平成３３年度） 



  

Ⅰ 実施計画の策定にあたって 
１ 総合計画における実施計画の位置付け 
（１）構成と期間 
平成２３年度から第５次宝塚市総合計画がスタートしています。基本構想は、計画

期間を平成３２年度までとし、また、前期５年間と後期５年間に分けて基本計画を定

め、平成２８年度から後期基本計画に基づく施策を推進しています。 
   実施計画は、基本計画に基づき、事業の具体的な内容を決めており、社会経済情勢

の変化に柔軟に対応するため、計画期間は３年間とし、毎年ローリング方式により見

直し、機動的に運用します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）体系 
第５次宝塚市総合計画における将来都市像の実現をめざすために、社会経済情勢、

市民アンケート調査の結果、前期基本計画の評価、人口減少と超高齢社会に向けての

対応などを踏まえ、後期基本計画では７つの重点目標を掲げ、市民と市の協働のもと

に推進していくこととしています。 
これらの重点目標に向けては、６つのまちづくりの基本目標、３８の施策の中で具

体的な取組を定め、推進していくこととしており、この施策体系に沿って実施計画の

事業を決定しています。          



  

                          ６つのまちづくりの基本目標 

１　これからの都市経営
～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～

２　安全・都市基盤

～災害に強く、安全で
いつまでも快適に住
み続けることができる
まちづくり～

３　健康・福祉

～すべての市民が健
康で安心して暮らせ
る、人にやさしいまち
づくり～

５　環境

～都市の景観が美し
く調和し、花や緑に包
まれた、環境にやさし
いまちづくり～

６　観光・文化・産業

～個性と魅力にあふ
れ、文化の薫り高く、
にぎわいと活力に満
ちたまちづくり～

４　教育・子ども・人権

～子どもたちが健や
かに成長し、そして、
すべての人々の人権
が尊重される心豊か
なまちづくり～

 
市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 

 ～住み続けたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～ 
将来都市像 

 〈 計画の推進に向けて 〉 
   ① 市民と行政の協働による「新しい公共」の領域の拡充 
   ② 行政マネジメントシステムの機能強化と効果的運用 
 〈 施策展開において 〉 
   ① まちの個性を生かし、高めていくまちづくり（宝塚ブランドの強化） 
   ② 子どもたちの成長を地域全体で支えるまちづくり 
   ③ すべての市民が、安心を実感できるまちづくり 
   ④ 環境の保全と、循環型社会の構築に向けたまちづくり 
   ⑤ 超高齢社会に対応したまちづくり 

７つの重点目標 



  

                    
２ 実施計画（平成３１年度～平成３３年度）について 
（１）上限額 
本市の財政は依然として厳しい状況が続いていることから、実施計画に伴う投資的

経費等については、平成３１年度の上限額を、一般財源ベースで２３億円（投資的経

費に係る人件費、債務負担行為償還事業等を含む。）としています。  
（２）対象事業 
・既に実施計画で採択されている事業（名称採択事業を含む）。 
・原則、新規拡充事業は対象としませんが、地方創生に資する事業や１０分の１０

の補助金が見込める事業、法改正・制度改正への対応や緊急性がある事業等につ

いては、平成３１年度から３３年度における、いずれかの年度の事業費が３００

万円以上のものを対象とします（拡充事業については拡充部分）。ただし、施設整

備、修繕、老朽更新については、この限りではありません。  
（３）事業費の表示 
本計画書に掲げた各事業について、平成３１年度は、事業費総額及びそのうちの一

般財源額を計上していますが、平成３２年度以降については、現段階では事業費を計

上せずに実施の方針のみを示しています。 

１．これからの都市経営 

（１）市民自治 

（２）市民と行政の協働 

（３）開かれた市政 

（４）情報化 

（５）危機管理 

（６）行財政運営 

２．安全・都市基盤 

（１）防災・消防 

（２）防犯・交通安全 

（３）土地利用 

（４）市街地・北部整備 

（５）住宅・住環境 

（６）道路・交通 

（７）河川・水辺空間 

（８）上下水道 

３．健康・福祉 

（１）地域福祉 

（２）健康 

（３）保健・医療 

（４）高齢者福祉 

（５）障がい者福祉 

（６）社会保障 

４．教育・子ども・人権 

（１）人権・同和 

（２）男女共同参画 

（３）児童福祉 

（４）青少年育成 

（５）学校教育 

（６）社会教育 

（７）スポーツ 

５．環境 

（１）都市景観 

（２）緑化・公園 

（３）環境保全 

（４）循環型社会 

（５）都市美化・環境衛生 

６．観光・文化・産業 

（１）観光 

（２）商業・サービス業・工業 

（３）農業 

（４）雇用・勤労者福祉 

（５）消費生活 

（６）文化・国際交流 

６つのまちづくりの基本目標における３８の施策 



  

Ⅱ 実施計画事業費の状況 
  平成３１年度における実施計画事業費の状況は、下表のとおりです。 
                                  （単位：千円） 

 既採択事業 新規事業 合計  

 事業費計 9,571,905 911,829 10,483,734  

財源 

内訳 

国庫支出金 1,371,491 17,513 1,389,004  

県支出金 99,074 5,180 104,254  

地方債 5,361,800 539,800 5,901,600  

受益者負担金 37,639 0 37,639  

その他 950,150 188,939 1,139,089  

一般財源 1,751,751 160,397 1,912,148 ① 

 債務負担行為 2,375,363 304,168 2,679,531  

※ 上記「その他」欄金額は、子ども未来基金（1 億 5,580 万円）、公共施設等整備保全基金

（2 億 6,075 万 7 千円）、ふるさとまちづくり基金（2 億円）、障害福祉基金（830 万円）、

奨学基金（3,005万円）、緑化基金（866万 9千円）、再生可能エネルギー基金（10万円）

を含みます。 

（単位：千円） 
投資的経費等に充当可能な一般財源 2,300,000  ② 

支弁人件費 160,000  ③ 

債務負担行為償還事業 404,265 ④ 

10,000千円以下の投資的経費に充当する一般財源 6,794 ⑤ 

実施計画に充当可能な一般財源 1,728,941  ⑥（=②-③-④-⑤） 

差引額（不足額） 183,207  ⑥-①   
Ⅲ 実施計画に係る各事業 
  実施計画に係る各事業は、第５次宝塚市総合計画に掲げる６つのまちづくりの基本目

標の３８の施策ごとに整理し、次ページ以降に記載しています。 
  なお、事業費は平成３１年度のみを表示しています。また、平成３１年度の事業費に

債務負担行為の額は含んでいません。  



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

＜１　これからの都市経営　～「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり～＞

（１　市民自治　－地域自治を確立し、協働による市民主体のまちづくりを実現します－）

住民自治組織支援事業 継続 10,000 5,000

地域ごとのまちづくり計画の見直しに向
けて、まちづくり協議会への支援を行
い、地域自治の確立を図る。

計 10,000 5,000

（２　市民と行政との協働　－協働が必要なあらゆる分野において、取組を進めます－）

共同利用施設管理事業 継続 51,527 15,043

小林会館の耐震改修等工事のほか、中
筋会館のPCBに係る蛍光灯取替修繕
等を行う。

計 51,527 15,043

（３　開かれた市政　－対話と交流により、開かれた市政を推進します－　）

シティプロモーション推進
事業

継続 5,700 2,850

本市のブランドイメージ向上のため、文
化芸術を核としたシティプロモーション
関連記事等の掲載により、市の魅力を
広く発信する。

シティプロモーション推進
事業（ふるさと納税）

継続 0 0

ふるさと納税寄附金額の増額に伴い、
記念品等の拡充を行う。

名称採択

サーバー更新に伴う総合
選挙システム設定業務委
託

新規 4,988 4,988

2020年1月からのサーバー統合化に伴
い、既存の総合選挙システムの運用に
必要な各種ソフトウェア等の購入及びイ
ンストール等を行う。

市議会運営事業（議長車
更新）

新規 81 81

次回の車検満了時（2020年4月1日）で
21年を経過する議長車の更新を行う。

計 10,769 7,919

（４　情報化　－ＩＣＴの利活用により、誰もが行政情報へ容易にアクセスでき、便利で豊かな生活を実感できるまちをめざします－）

資産税賦課事業（基幹系
システム更新）

継続 13,608 13,608

新たな基幹系システムを調達し、現行シ
ステムのデータ移行を行ったうえで安定
的に運用する。

基幹系システム更新事業
（国民年金）

継続 195 0

国民年金業務の基幹系システムについ
て、オープン系パッケージシステムへの
更新を行う。

基幹系システム更新事業
（国民健康保険税）

継続 62,543 62,543

国民健康保険税システムについて、
オープン系パッケージシステムへ移行
する。

基幹系システム更新事業
（福祉医療）

継続 10,389 10,389

福祉医療等業務の基幹系システムにつ
いて、パッケージシステムへの更新を行
う。

33
(2021)

・点線の矢印で表示
した事業は終結時
期が明確ではない

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

事　業　概　要 31
(2019)

32
(2020)



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）

33
(2021)

・点線の矢印で表示
した事業は終結時
期が明確ではない

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

事　業　概　要 31
(2019)

32
(2020)

学事（就学）システム更新
事業

継続 4,617 4,617

基幹系システム内の学齢簿システムを
オープンパッケージに更新するととも
に、就学援助事務に用いるシステムを
組み入れる。

サーバ統合化事業（三次
稼働分）

継続 11,585 11,585

平成28年度に一次稼働分としてサーバ
統合化基盤を稼働させ、平成29年度に
二次稼働分の契約を締結し、平成30年
度に三次稼働分として追加分のリソー
スを調達する。

地方税共通納税システム
導入に伴う市民税賦課収
納システムの機能追加等
作業委託

新規 4,191 4,191

地方税共通納税システム導入に伴い、
市民税賦課収納システムに収納データ
受信機能を追加する。

平成31年度中間サーバー
プラットフォーム交付金

新規 4,168 1,134

地方公共団体情報システム機構が運用
している自治体中間サーバー・プラット
フォームが次期システムに更新される
予定となったため、増額分の必要経費
を各団体で負担する。

滞納整理システムサーバ
統合化及びソフトウェア利
用更新事業（合算）(市税
＋国保）

新規 2,660 2,660

滞納整理システムを情報政策課が調達
しているサーバ統合化基盤に搭載する
とともに、引き続きソフトウェアを継続利
用する。

地方税共通納税ｼｽﾃﾑ導
入に伴う庁内システム機
能追加業務

新規 3,010 3,010

2019年10月より開始される地方税共通
納税システムの運用に向けて、eLTAX
サーバから配信される収納データを受
信する、審査サーバの改修を行う。

戸籍・住民基本台帳管理
事業

新規 3,775 3,775

戸籍システム専用端末等について、サ
ポート期限切れとなる「Windows7」から
サポート対象となるＯＳ「Windows10」へ
更新を行う。

計 120,741 117,512

（５　危機管理　－あらゆる危機に適切に対応できる体制の構築をめざします－）

（６　行財政運営　－戦略的な都市経営と協働型の行財政運営により、総合計画を推進します－）

資産税賦課事業（不動産
鑑定評価）

継続 26,203 26,203

市域内の標準地の不動産価格及びそ
の時点修正率の鑑定を専門の不動産
鑑定士に依頼し、不動産の鑑定評価を
行う。

【財産管理事業】市庁舎電
気設備等改修工事

継続 96,058 1,858

市庁舎の電気設備等の改修（更新）工
事を実施する。

公共施設等
整備保全基
金

【財産管理事業】市庁舎小
型PCB廃棄物処分

継続 0 0

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に基づき、市庁舎にて保管し
ている小型PCB廃棄物の処分を行う。

名称採択

第6次宝塚市総合計画策
定事業

継続 9,716 9,716

2021年度を始期とする第6次宝塚市総
合計画の策定に向け、2019年度は市民
ワークショップ及び総合計画審議会を開
催し、「基本構想（中間案）」を策定する
とともに、「基本計画（案）」の策定作業
を進める。

【川面財産区】下の池堤体
改修工事

新規 56,000 0

川面財産区が所有する農業用ため池
「下の池」において、防災・減災のため
の堤体改修工事を実施する。

北部地域防災拠点整備事
業

新規 119,047 443

所期の目的に沿った利用の少ない自然
休養村センターを廃止し、北部地域にお
ける行政拠点として、同建物を事務所
仕様に再整備し、併せて耐震補強を施
す。

公共施設等
整備保全基
金



＜６つのまちづくりの基本目標＞

（３８の施策）
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・点線の矢印で表示
した事業は終結時
期が明確ではない

総額
（単位：千円）

一般財源
（単位：千円）

事業の内容 事業実施･終結年度
備考

（財源等）事業名
新規
継続

事　業　概　要 31
(2019)

32
(2020)

会計事務事業（指定金融
機関業務手数料）

新規 7,462 7,462

指定金融機関に係る派出所経費や口
座振替手数料の引上げ分及び組戻し・
訂正手数料を負担する。

隣接地取得事業 新規 22,700 0

職員駐車場に隣接する土地の取得を行
い、埋め立て造成工事を実施し、職員
駐車場として活用する。

計 337,186 45,682

＜２　安全・都市基盤　～災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり～＞

（１　防災・消防　－防災・消防体制の充実、地域の防災力の向上を図ります－）

災害対策事業（避難所井
戸、防災倉庫）

継続 5,540 1,040

指定避難所に災害時の生活用水用の
井戸及び防災倉庫を設置する。

地域防災力アップ事業 継続 2,350 2,350

地域の防災力アップや市民による防災
のまちづくりに対する支援を行う。

災害対策事業（WEB版防
災マップ更新）

継続 505 303

WEB版防災マップ更新を行い、浸水想
定区域や土砂災害などのハザード情報
を市民に周知する。

防災情報伝達事業（防災
行政無線）

継続 111,283 5,462

防災行政無線の整備を行い、緊急情報
を市民に一斉、即時に周知する。

ふるさとまち
づくり基金

公園維持管理事業（急傾
斜地対策事業）

継続 20,000 0

急傾斜地のうち土砂災害の危険度が高
い箇所について、対策工事を行う。

非常備消防事業 継続 404 404

消防団の装備の基準に基づき、消防団
員の災害活動中における安全対策装備
品の充実強化を図るとともに、機能別消
防分団を発足させ、消防団の強化を図
る。

救助業務高度化対応事業 継続 1,217 117

宝塚市消防体制の災害危機対応戦略
に基づき、救助資機材の充実と、人材
育成を図る。

救急業務高度化対応事業 継続 300 300

消防組織における救急体制の充実及び
救急隊と市民との連携を含む救急業務
高度化を図る。

24ｈまちかどAEDステー
ション事業

継続 245 245

市街地における24時間営業のコンビニ
エンスストアにＡＥＤの設置推進を進め
る。

消防車両整備事業 継続 59,050 26,767

宝塚市常備消防車両整備計画に基づ
いて、近年の災害の傾向や地域の特性
に即した消防車両等の更新及び整備を
行う。

防火水槽整備事業 継続 3,500 400

既存防火水槽の管理用地又は水槽本
体の点検及び補修をし、適正な維持管
理を図る。
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緊急援助隊・危機対応資
機材整備事業

継続 116 116

地震をはじめとする大規模自然災害や
テロ及び武力抗争などの特殊災害に対
する危機管理体制の充実強化を図る。

消防救急デジタル無線整
備事業

継続 1,000 1,000

消防救急デジタル無線を適正管理する
ため定期点検等の実施、障害発生時の
復旧対応を行う。

消防指令業務共同運用事
業

継続 12,293 6,522

高機能消防指令システムの定期交換修
繕及び2市1町消防指令システムの更新
を行う。

債務負担行
為

土砂災害対策（住宅改修）
支援事業

新規 1,000 328

土砂災害特別警戒区域内の既存住宅
であって、土砂災害に対する構造耐力
上の安全性を有していないものに対し
て、改修に必要な費用を支援する。

土砂災害対策支援事業 新規 7,483 2,504

土砂災害特別警戒区域等における土砂
災害から住民の生命と身体の保護を図る
ため、危険住宅の除却または移転に係る
経費の一部について補助する。

危険ブロック塀等撤去支
援事業

新規 4,000 1,000

通学路等の道に面する個人住宅の危
険なブロック塀等に対して、撤去に必要
な費用を支援する。

住宅耐震化促進事業 新規 0 0

昭和56年5月31日以前に建築されたも
ので耐震性の低い民間住宅について、
補助金を交付することにより民間住宅
の耐震化の促進を図る。

名称採択

計 230,286 48,858

（２　防犯・交通安全　－地域力を高め、安全で安心なまちづくりをめざします－）

街路灯管理事業 継続 11,716 11,216

街路灯の適正な管理を行い、また自治
会等からの要望を受けて街路灯の新設
を行い、市民の通行の安全を確保す
る。

防犯事業 継続 10,843 10,843

地域の安全・安心のため、自治会等の
地域団体の理解を前提にリース方式に
よる安全安心カメラを設置する。

防犯事業（犯罪被害者等
支援）

新規 600 600

宝塚市犯罪被害者支援条例に基づき、
誰もが安心して暮らすことのできるまち
づくりを推進する。

計 23,159 22,659

（３　土地利用　－歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりと北部地域の環境保全、活力維持・増進をめざします－）

新庁舎・ひろば整備事業 継続 647,935 107,935

ＮＴＮ㈱宝塚製作所跡地について、魅力
ある都市環境を創造するため、本市の
発展に資する有効な土地活用を図る。

債務負担行
為

都市計画基本図更新等業
務

継続 6,340 6,340

市が所有する都市計画図の経年変化を
修正する。また、新たな都市計画支援シ
ステムと窓口支援システムを導入する。

債務負担行
為

宝塚市立地適正化計画策
定業務

継続 6,729 3,529

平成26年8月に改正された都市再生特
別措置法に基づき、立地適正化計画を
策定する。
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たからづか都市計画マス
タープラン策定業務

新規 4,929 4,929

都市全体の将来像等や総合的な整備
方針を示し、長期的な視点にたった独
自の都市づくりを進めるため、たからづ
か都市計画マスタープランを策定する。

計 665,933 122,733

（４　市街地・北部整備　－良好な市街地形成と北部地域の活性化を推進します－）

ほ場整備事業 継続 2,385 985

不規則に存在する農地を拡大・整形し、
付帯する道路・用排水路等の改良整備
に必要な工事を一体的に施工する。

農業用施設改修事業 継続 43,330 2,220

老朽化した水路、ため池等の農業用施
設を整備改修する。

公益施設管理運営事業 継続 53,498 498

「さらら仁川」、「ピピアめふ」の両公益施
設の活性化と効率的な運営を図るた
め、2019年4月から指定管理者の運営
を開始する。

土地区画整理調査事業 継続 301 301

土地区画整理事業による良好な市街地
の形成を図るため、組合施行による土
地区画整理事業の事業化に向けた支
援を行う。

計 99,514 4,004

（５　住宅・住環境　－良好な住宅・住環境を整備し、住んでみたい、住み続けたいまちをめざします－）

市営住宅管理事業 継続 564,289 122

平成22年2月に作成した「宝塚市公営住
宅等長寿命化計画」に基づき、長期的
な維持管理と適切な住宅管理を行う。

空家等対策事業 継続 1,315 1,315

空家等対策の推進に関する特別措置
法に基づき空家等対策事業に取り組
む。

債務負担行
為

住宅住替費用負担事業 新規 2,800 2,800

市営野上・中ケ谷住宅の入居者に対し
て、他の市営住宅等への住み替えに伴
う移転料等の支給を行う。

公営住宅管理システムの
賃貸借及び保守

新規 392 392

市営住宅及び入居者の適正かつ効率
的な管理のためシステムを活用する。

計 568,796 4,629

（６　道路・交通　－安全で快適なまちづくりのため、幹線道路網の効率的整備と人や環境に配慮した公共交通環境の向上を図ります－）

都市計画道路競馬場高丸
線整備事業

継続 274,652 25,946

阪急今津線で分断された鹿塩・仁川地
区を結ぶため当該路線を整備する。平
成31年度は用地測量や補償調査等を
行う。

債務負担行
為

一般市道新設改良事業 継続 29,400 15,600

一般市道の拡幅、改良等の事業に取り
組む。
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都市計画道路荒地西山線
整備事業

継続 525,900 200,100

阪急今津線で分断されている小林・千
種地区を結ぶ小林工区について、早期
に都市計画道路を整備する。

債務負担行
為

阪急小林駅周辺整備事業 継続 4,000 4,000

阪急小林駅の現状や立地特性を勘案し
た駅周辺の整備構想に基づき、利用者
等の意見を聴取しながら概略設計を行
う。

県施行都市計画道路等整
備負担金事業

継続 72,500 72,500

県が施行する街路事業（都市計画道路
尼崎宝塚線及び中筋伊丹線）の整備に
要した費用の一定割合を市が負担す
る。

道路維持事業 継続 511,200 159,600

道路構造物の維持補修工事を行う。 公共施設等
整備保全基
金

花のみち舗装リニューア
ル事業

継続 40,000 0

花のみち歩道部の舗装修繕を行う。 ふるさとまち
づくり基金

橋りょう維持事業 継続 174,500 11,600

橋りょう構造物の維持補修及び防災対
策としての耐震補強工事等を行う。

道路バリアフリー化整備事
業

継続 30,000 1,400

既設歩道の拡幅、段差解消、路面の改
善、その他移動の円滑化のために必要
な道路構造の改良を行う。

道路交通安全施設整備事
業

継続 46,000 46,000

道路交通安全施設の設置及び維持管
理を行う。

通学路安全対策整備事業 継続 19,800 1,100

通学路の安全対策を行う。

生活道路整備事業 継続 49,331 33,831

生活道路整備条例に基づき、建築確認
申請時に道路後退箇所において、後退
部分等の用地買収を行い拡幅整備を行
う。

一般市道新設改良事業
（北部整備課）

継続 180,103 10,402

北部地域の一般市道の拡幅改良整備
を行う。

山手地域内バス路線補助
事業

継続 3,000 3,000

仁川地区、売布地区を運行する循環バ
スについて、昨今の人件費の高騰等の
社会的背景を踏まえ、補助額を見直す
ことで、地域住民の外出手段の確保を
図る。

中筋2丁目交差点改良事
業

新規 3,670 3,670

中筋2丁目交差点における渋滞の解消
を目的とし、南側の県道中野中筋線及
び北側の市道1047号の改良を一体的
に行うことで、交差点の渋滞解消を図
る。

バス交通対策事業 新規 2,000 2,000

月見山・長寿ガ丘地区について、新運
行事業者の募集を行い、運行計画の策
定や試走に係る初期経費について支援
する。

計 1,966,056 590,749

（７　河川・水辺空間　－河川の治水の向上と自然環境との調和を図り、うるおいや安らぎのある水辺空間を つくります －）

荒神川・都市基盤河川改
修事業

継続 15,370 978

荒神川の浸水被害を防止する治水対策
と合わせて、市民が水辺と親しめる河川
空間の整備を行う。
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普通河川治水事業 継続 11,300 5,500

河川の適正な流水機能を確保を図るた
め､市管理河川の維持補修､施設修繕
等を実施する｡

環境美化推進事業 新規 4,253 4,253

河川環境整備に係る美化事業として県
管理の2級河川市内13河川を県から委
託を受け、河川の草刈り塵芥収集を年2
回実施する

計 30,923 10,731

（８　上下水道　－豊かな生活を支え、災害に強く安全で安心な施設整備を推進します－）

新庁舎建設事業 継続 283,365 0

老朽化し耐震性能が劣る現在の上下水
道局庁舎について、市が進める新庁
舎・ひろば整備事業において合築で新し
い庁舎に建て替える。

債務負担行
為

流域下水道事業 継続 249,268 0

県が実施する流域下水道事業の建設
整備経費の内、流域加入の市町負担分
を負担金として支払う。

管路更新事業 継続 874,000 0

老朽化した水道管路を耐震化材料を使
用して更新することより、災害に強い管
路施設を構築する。

基幹施設耐震化（更新）事
業

継続 225,150 0

基幹的水道施設である配水池・加圧所
の耐震化（更新）を実施し、震災時にお
ける上水の安全供給を図る。

送配水施設機械設備等更
新事業

継続 238,450 0

予防保全を基本として、市内30箇所の
加圧所等に設置されているポンプ設備・
電気設備・計装設備・通信設備の更新
を計画的に行う。

配水池統廃合事業 継続 53,000 0

武庫川右岸地区にある逆瀬下配水池
及び加圧所、小林配水池を統合更新
し、既存施設を廃止する。

水洗化促進事業 継続 3,560 0

未水洗化世帯への戸別PR、排水設備
工事申請の受付・完了検査、水洗便所
改造資金の助成等を実施する。

公共下水道事業（雨水事
業）

継続 158,600 0

公共下水道事業認可区域における雨水
排水施設の整備を促進する。

公共下水道事業（汚水事
業）

継続 38,000 0

公共下水道事業認可区域における未整
備の汚水管の早期完了を目指す。

公共下水道事業（長寿命
化・耐震化）

継続 163,000 0

老朽化が進んでいる汚水管について下
水道長寿命化計画に基づき、耐震化を
促進する。

公共下水道事業（武庫川
ポンプ場）

継続 49,000 0

武庫川左岸地区における低帯地の浸水
被害の減災を図るため、老朽化した武
庫川雨水ポンプ場の再構築を行う。

公共下水道維持管理事業
（雨水浸水対策事業）

継続 30,000 0

雨水台帳のデータベース化を構築す
る。

公共下水道維持管理事業
（調整池維持管理事業）

継続 9,500 0

市内各所の調整池において、土砂堆積
などにより機能が低下した施設の浚渫
および清掃を行い、災害予防を行う。
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浄水場運転管理業務委託
事業

継続 32,698 0

小林浄水場の配水池監視業務につい
て、新庁舎に中央監視室が完成するま
での間、民間に委託する。

惣川浄水場浄水処理強化
事業

継続 375,200 0

惣川浄水場浄水処理強化詳細設計に
基づき活性炭注入施設の改良・整備工
事を実施する。

小林・亀井浄水場解体・跡
地整備事業

新規 22,800 0

武庫川右岸地区新水源開発事業の完
成に伴い機能停止している小林浄水場
と亀井浄水場の水処理施設を解体撤去
し、跡地を整備する。

水路環境美化事業 新規 24,910 0

下水道施設の機能維持及び管理を民
間委託することにより、維持管理の効率
化と経費縮減を図る。

債務負担行
為

川面井堰ポンプ圧送管移
設工事負担金

新規 13,861 0

宝塚ホテル移転に伴う川面井堰ポンプ
圧送管の仮移設に係る費用を負担す
る。

計 2,844,362 0

＜３　健康・福祉　～すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり～＞

（１　地域福祉　－ふれあい、支え合いの地域づくり、人づくりを推進します－）

（２　健康　－地域と連携し、市民一人ひとりの健康づくりを支援します－）

（３　保健・医療　－保健・医療・福祉の連携による総合的なサービス提供をめざします－）

宝塚市立病院大規模改修
事業

継続 180,900 0

長期修繕計画に基づき年次的に病院大
規模改修を行う。

医療機器整備事業 継続 168,300 0

医療技術の向上に対応した医療機器の
導入と、耐用年数が経過し使用に支障
が生じた医療機器を順次更新する。

電子カルテを中心とした医
療情報システムの構築

継続 131,700 0

全ての部門システムと電子カルテが連
携することで、医療の質の向上を図り、
患者サービスの向上を図る。

予防接種事業（他市依頼
書精算）

新規 11,563 5,033

定期予防接種において阪神7市1町間で
実施している相互乗り入れについて、市
町間で負担の格差が拡大していること
から、各市町間で精算を行う。

院内保育所運営事業 新規 4,640 4,640

院内保育所の施設改修を行うとともに、
病院から事業者に対して支払う運営費
（委託料）を増額する。

債務負担行
為

計 497,103 9,673
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（４　高齢者福祉　－住み慣れた地域で安心して暮らすことができる高齢者施策を推進します－）

福祉総務事業（エイジフレ
ンドリーシティ推進事業）

継続 5,451 2,757

エイジフレンドリーシティ行動計画に基
づき、市民や事業者との協働により「お
互いさまがあふれるまち」づくりを目指
し、計画の推進を行う。

地域密着型サービス拠点
整備事業

継続 0 0

高齢者が介護が必要な状態になっても
住み慣れた地域での生活を継続できる
よう拠点整備を行う。

名称採択

第７期介護保険料低所得
者対策

継続 0 0

国の法令に基づき、公費による保険料
軽減の拡大を行う。

名称採択

地域福祉活動施設管理事
業

新規 35,156 3,556

小林よりあいひろばの解体に向け、解
体工事を行う。

介護老人保健施設改修事
業

新規 2,959 2,959

ステップハウス宝塚の空調設備の更新
工事を行う。

第8期介護保険事業計画 新規 4,037 4,037

第8期介護保険事業計画の策定に向
け、2019年度に各種調査、2020年度に
分析、推計、計画策定を行う。

債務負担行
為

計 47,603 13,309

（５　障がい者福祉　－障がいのある人が、安心して暮らせる社会の実現をめざします－）

グループホーム設備改修
費補助（スプリンクラー設
置）

継続 3,000 0

障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビスにおけるグループホームにおいて、ス
プリンクラーの設置費用に対して市が一
部補助を行う。

障害福祉基
金

障害福祉情報支援システ
ム更新事業（サーバーの
統合化）

新規 0 0

障害福祉情報支援システムのサーバー
の更新に伴い、本市が運用している共通
基盤に合わせたソフトウェア更新及び
データ移行を行う。

名称採択

共同受注窓口事業 新規 5,300 0

福祉事業所が共同で業務を受注する共
同受注窓口の運営費を補助する。

障害福祉基
金

宝塚市第5次障がい者施
策長期推進計画策定事業

新規 889 889

第5次障がい者施策長期推進計画及び
第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉
計画を策定する。

債務負担行
為

計 9,189 889

（６　社会保障　－いのちと健康を守るため、必要な生活支援と医療などが安心して受けられる社会をめざします－）

生活保護システム更新事
業

継続 1,213 1,213

現行の生活保護システムのサーバーが
2020年1月に終了することに伴い、シス
テムを最新版に更新する。

計 1,213 1,213
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＜４　教育・子ども・人権　～子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり～＞

（１　人権・同和　－すべての人々の人権が尊重・保障されるまちを創造します－）

（２　男女共同参画　－だれもが自分らしく生活し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現をめざします－）

（３　児童福祉　－まっすぐにのびる元気な「たからっ子」を育成します－）

次世代育成支援行動計画
及び子ども・子育て支援事
業計画策定事業

継続 5,632 5,632

宝塚市次世代育成支援行動計画及び
子ども・子育て支援事業計画の後期計
画を策定する。

市立保育所整備事業
（川面保育所改修工事）

継続 54,220 13,820

市立川面保育所の老朽化に伴う改修工
事を行う。

債務負担行
為

施設型等給付事業（施設
型等給付費・私立保育所
運営費助成金）

継続 113,857 685

2019年度に開設予定の認可保育所1か
所にかかる施設型給付費を支給及び運
営費を助成する。

子ども未来基
金

民間放課後児童クラブ運
営支援事業

継続 11,355 13

2018年度に整備した民間放課後児童ク
ラブへ運営費の補助を行う。

子ども未来基
金

学童保育システム更新事
業

継続 1,050 1,050

現行システムの契約満了に伴い、住基
情報及び税情報を取得するため共通基
盤への連携等に対応する新たなシステ
ムの導入を行う。

ひとり親家庭生活学習支
援事業

新規 8,601 1

児童扶養手当を受給中のひとり親家庭
の中学生に対し、生活及び学習支援を
行う。

子ども未来基
金

私立保育所誘致整備・運
営事業

新規 0 0

待機児童の解消に向け、平成32年4月
開園に向けて私立保育園分園を1園整
備し、90名の定員を確保する。

名称採択

児童福祉総務事業（保育
業務システムサーバー移
設委託料）

新規 5,478 5,478

現行外部データセンターで管理している
保育業務システムのサーバーデータを
情報政策課管理のサーバーへ移行す
る。

民間放課後児童クラブ運
営支援事業

新規 4,900 0

子ども・子育て支援事業計画に基づき、
2019年4月開設に向け民間放課後児童
クラブの整備を行い、開設準備の補助
を行う。

子ども未来基
金

計 205,093 26,679

（４　青少年育成　－未来を担う青少年の健やかな成長を地域全体で支えます－）

（５　学校教育　－「生きる力」を育み、社会を担う心豊かな子どもたちを育成します－）

小学校運営事業
（備品整備）

継続 17,338 3,038

校舎等改修工事に伴い、教室等の現状
を調査の上、老朽化又は使用不可能な
備品の更新等を行う。

ふるさとまち
づくり基金
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中学校運営事業
（備品整備）

継続 4,483 483

校舎等改修工事に伴い、教室等の現状
を調査の上、老朽化又は使用不可能な
備品の更新等を行う。

ふるさとまち
づくり基金

遊具安全管理事業 継続 896 896

外部業者による安全点検を行い、学校
園遊具の安全性の確保を図る。

小学校運営事業
中学校運営事業
（図書室用図書）

継続 3,000 3,000

各小中学校の古い図書室用図書の更
新を行い、読書活動推進の環境を整え
る。

学校施設管理事業 継続 36,900 36,900

建築基準法第12条に定められた施設点
検業務のほか、学校長寿命化計画の策
定業務を実施する。

債務負担行
為

学校トイレ改修事業 継続 3,472 3,472

学校トイレについて個室の洋式化を行う
とともに、老朽化が進行した箇所につい
ては全面改修を行う。

長尾中学校屋内運動場改
築事業

継続 170,555 42,879

老朽化が著しく、狭隘な長尾中学校屋
内運動場の移設、改築を行うとともに、
グラウンド面積の拡充を行う。

小学校施設整備事業 継続 760,197 142,107

市内公立小学校について、老朽化の状
況を見ながら校舎等の改修工事を実施
する。

子ども未来基
金

中学校施設整備事業 継続 186,936 34,014

市内公立中学校について、老朽化の状
況を見ながら校舎等の改修工事を実施
する。

子ども未来基
金

特別支援学校施設整備事
業

継続 4,043 4,043

特別支援学校の施設について、危険
度、緊急度等を勘案精査して優先すべ
き修繕や整備工事を実施する。

幼稚園施設整備事業 継続 6,634 6,634

市内公立幼稚園について、老朽化の状
況を見ながら園舎等の修繕を実施す
る。

除湿設備更新事業 継続 6,589 6,589

全館ダクト集中方式の除湿暖房設備の
老朽化が著しいため、それらを各室ごと
に制御できる個別空調方式の設備に更
新する。

PCB含有製品廃棄事業 継続 734 734

学校施設に保管されているPCB含有機
器について、法令に基づき廃棄処理を
行う。

ひとり親家庭への給付型
奨学助成事業

継続 30,050 0

経済的に困窮している母子、父子、遺
児家庭を対象として、大学等の入学時
に1人当たり20万円を給付する奨学金を
創設する。

奨学基金

米飯自校炊飯実施事業 継続 24,348 24,348

学校給食での米飯について、自校内で
炊飯ができるよう施設整備を進める。

給食事業 継続 3,000 3,000

耐用年数を超えた学校給食の調理機器
について、計画的に更新を行う。

中学校部活動外部指導者
活用事業

継続 525 525

市立中学校の部活動に外部指導者を
配置することで教員による部活動指導
を補助し、生徒の活動を支援する。

いじめ防止対策事業 継続 1,111 1,111

いじめ防止対策を推進するため、
「CAP」いじめ防止プログラム等を実施
する。
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教育総務事業（第2次宝塚
市教育振興基本計画（仮）
策定）

新規 428 428

2021年度からの次期計画策定に向け、
取り組むべき基本方針と各施策の検討
を実施し、新たな計画策定のための協
議を行う。

債務負担行
為

学校コンクリートブロック塀
改善事業

新規 398,389 9,989

市立学校園の全てのコンクリートブロッ
ク塀のうち、内部点検により劣化が確認
されたものについて、安全の確保に向
けた改修を行う。

長尾台小学校法面維持整
備事業

新規 7,000 0

土砂災害の発生の恐れのある長尾台
小学校敷地内の法面について、安全の
確保に向けた整備を行う。

中山台地区教育環境適正
化事業

新規 4,000 4,000

適正な学校規模を維持するため、中山
五月台小学校と中山桜台小学校の統
合に向けた調査や学校改修等を行う。

新入学学用品費支給事業 新規 6,438 4,905

準要保護児童生徒に対する就学援助
費のうち、新1年生を対象として支給す
る新入学学用品費について、支給額を
増額するとともに、入学前支給を実施す
る。

子ども未来基
金

給食事業(給食室用冷風
機購入)

新規 4,000 4,000

市立小中特別支援学校の給食室に、調
理員の熱中症対策として、冷風機（ス
ポットクーラー）を配置する。

学校園安全推進事業 新規 3,867 3,867

子どもたちが自ら危険な箇所を把握し、
安全に気をつけて生活できるようにする
ために、「宝塚市すみれ子ども安全マッ
プ」を作成し、小中学校の1年生に配布
する。

教育用タブレット端末導入
事業

新規 0 0

小・中・特別支援学校に教育用タブレッ
ト端末を整備する。

債務負担行
為

学校園大規模改修工事に
伴うＬＡＮ移設事業

新規 645 645

学校園の大規模改修工事に伴い、教育
用ネットワークのＬＡＮ移設作業を行う。

計 1,685,578 341,607

（６　社会教育　－生涯学習を充実させて、学びの成果で地域を変えていきます－）

宝塚自然の家管理事業 継続 6,013 6,013

施設の休所中、里山をはじめとする野
外施設の維持管理を行う。

宝塚自然の家利活用推進
事業

継続 2,514 2,514

宝塚自然の家の老朽化した施設の改修
及び体験学習等のプログラムの試行を
行う。

文化財保護事業（市内遺
跡調査関連）

継続 2,132 533

開発等に伴う埋蔵文化財の範囲及び性
格を明らかにする発掘調査を行い、開
発等と調整を図る。発掘調査の成果報
告書を刊行する。重要な遺跡の保護を
図るための調査を行う。

公民館管理運営事業 継続 85,878 85,878

2019年4月からの市立公民館3館の指
定管理者制度を導入する。

中央図書館管理運営事業
(図書資料整備）

継続 16,000 6,000

図書を購入することにより、利用者の
ニーズに対応した資料の確保と図書館
サービスの向上充実を図る。

ふるさとまち
づくり基金

市史編集事業（西谷村役
場文書整理）

継続 1,588 1,588

西谷村役場文書（明治21年から昭和31
年・約3千文書）の整理、分析、記録、保
存を行い、宝塚市域の新たな歴史の解
明と公開等の有効活用を図る。
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西図書館管理運営事業
（図書資料整備）

継続 13,000 6,300

図書を購入することにより、利用者の
ニーズに対応した資料の確保と図書館
サービスの向上充実を図る。

ふるさとまち
づくり基金

文化財保護事業（山田家
住宅管理）

新規 2,338 0

国登録文化財である山田家住宅の保全
管理を行い、文化財の保全継承及び地
域資源としての活用を図る。

公共施設等
整備保全基
金

中央図書館管理運営事業
（避難階段手すり設置修
繕）

新規 1,936 536

火災等非常時に高齢者等の誘導が困
難なため、避難階段に手すりを整備す
る。

中央図書館管理運営事業
（避難通路整備修繕）

新規 6,413 1,613

火災等非常時に高齢者等が適切に避
難できるよう避難通路を整備する。

計 137,812 110,975

（７　スポーツ　－スポーツで人と未来が輝く「アクティブ宝塚」を実現します－）

花屋敷グラウンド整備事
業

継続 0 0

花屋敷グラウンドと北雲雀きずきの森と
の一体的な利活用を促進するため、き
ずきの森側のアクセス道路の整備等を
行う。

債務負担行
為

スポーツ施設管理運営事
業

継続 39,541 39,541

スポーツ施設でスポーツ活動が快適に
行えるよう各施設の保守、管理を行う。

計 39,541 39,541

＜５　環境　～都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり～＞

（１　都市景観　－良好なまちなみの保全と「宝塚らしい景観」の創出に努めます－）

（２　緑化・公園　－協働による緑化（花）と公園づくりを進めます－）

公園維持管理事業 継続 33,667 33,667

公園及び緑地、街路樹などの維持管理
（清掃、除草、剪定、伐採など）を行う。

既設公園整備事業 継続 52,800 19,700

市内既設公園の遊具・施設等の改修及
び更新等を行い、市民に安全、安心で
快適な公園利用を提供する。

既設公園整備事業（リノ
ベーション事業）

継続 5,000 700

市民からの提案に基づき遊具等の設置
や改修を行い、既存公園を超高齢化社
会に対応した、また住民の地域活動の
促進にも寄与する公園に再生する。

既設公園整備事業（武庫
川河川敷緑地左岸整備事
業）

継続 9,000 9,000

武庫川河川敷緑地左岸について、住民
のくつろぎ、憩い、運動等の多様なレク
リエーションの場として整備する。
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緑の基本計画改定事業 継続 4,253 0

策定から15年以上が経過しているた
め、都市計画公園（計画）と併せて見直
しを行う。

緑化基金
債務負担行
為

計 104,720 63,067

（３　環境保全　－環境への関心を高めることで環境に配慮した行動をとり、環境保全を推進します－）

北雲雀きずきの森緑地環
境整備事業

継続 49,316 0

市民の憩い、地域活動、環境学習の場
として、また多様な地域性生態環境を再
生する実践の場として必要な環境整備
を行う。

緑化基金

再生可能エネルギー基金
活用事業

継続 100 0

再生可能エネルギー基金を活用し、既
築集合住宅再生可能エネルギー設備
設置導入支援を行う。

再生可能エ
ネルギー基
金

計 49,416 0

（４　循環型社会　－市民・事業者・行政が一体となって、ごみゼロ都市をめざします－）

新ごみ処理施設整備事業 継続 97,886 56,138

新ごみ処理施設の整備に向けて、生活
環境影響調査、施設基本設計等を行
い、事業者選定業務等を進める。

ふるさとまち
づくり基金
債務負担行
為

塵芥処理事業（ごみ処理
施設整備）

継続 135,000 88,800

ごみ処理施設の機器整備を年次計画を
もとに実施し、現有施設の適切な維持
管理に努め、施設の延命化を図る。

不燃物埋立処分地排水処
理施設改修事業

新規 0 0

現施設の老朽化に伴うプラント機器の
取替改修を行う。

名称採択

計 232,886 144,938

（５　都市美化・環境衛生　－都市美化などに協働で取り組むとともに、マナーの向上を図り、清潔・快適な生活環境を創造します－）

市営長尾山霊園管理事業 継続 4,000 0

市営長尾山霊園の維持管理及び再貸
出しを行うため、園内の老朽化した設備
類を修繕する。

火葬場管理事業 継続 15,257 3,857

火葬場の適正な管理に努めるため、施
設内の老朽化した設備類を修繕する。

西山霊園管理事業 新規 1,000 0

市営西山霊園の維持管理及び使用者
の確定を行うため、園内の修繕を行う。

計 20,257 3,857
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＜６　観光・文化・産業　～個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活力に満ちたまちづくり～＞

（１　観光　－都市や自然の観光資源を生かし、まちの活性化を進めます－）

温泉施設等管理事業（施
設修繕）

継続 5,600 0

建築から15年以上が経過している温泉
利用施設を維持するとともに、顧客満足
度の向上を図るために設備の更新・修
繕を行う。

ふるさとまち
づくり基金

宝塚魅力体験事業（宝塚
歌劇市民貸切公演）

継続 7,128 28

大劇場市民貸切公演を通じ、宝塚歌劇
の魅力を実感してもらい、市民からの情
報発信力を高めるとともに、市民の住民
満足度を向上させる。

ふるさとまち
づくり基金

観光振興・宣伝事業（アニ
メの観光まちづくり事業）

継続 7,000 0

本市ならではのアニメや漫画の要素を
活用したイベントとして「宝塚アニメフェ
スタ2019」等を開催し、誘客を図ること
で、花のみち周辺など本市観光の中心
的なゾーンの賑わいや活気を創出す
る。

ふるさとまち
づくり基金

観光施設維持管理事業
（宝塚大劇場旧西駐車場
占用電源配線盛替工事）

継続 3,129 3,129

観光ダム・観光噴水の電源について、
現在、宝塚大劇場旧西駐車場敷地に埋
設された電線を利用しているが、新宝塚
ホテルの建設に伴い、一度仮移設し、
再度埋め戻す必要があり、該当箇所の
工事費の一部を、土地占用者である市
が負担する。

手塚治虫記念館　リニュー
アル事業

継続 150,000 6,300

手塚治虫記念館において、施設内部の
展示の改修（展示の内容更新・造形物
の意匠変更）等を行う。

ふるさとまち
づくり基金

観光振興・宣伝事業（観光
集客戦略策定）

新規 327 327

2014年に策定した観光集客戦略につい
て、2021年度以降の次期計画を策定す
る。

債務負担行
為

観光施設維持管理事業
（観光案内板の更新）

新規 4,200 0

文化芸術施設のオープンと宝塚ホテル
の移転に伴い、宝塚駅周辺に設置され
ている観光案内板（マップ）や一部サイ
ンの更新を行う。

ふるさとまち
づくり基金

観光振興・宣伝事業（パン
フレット印刷）

新規 9,200 0

文化芸術施設のオープンと宝塚ホテル
の移転に伴い、既存の観光パンフレット
をリニューアルする。

ふるさとまち
づくり基金

宝塚フェスタ事業 新規 3,800 3,800

宝塚サマーフェスタの演出の一環として
花火を打ち上げ、来場者に楽しんでい
ただくとともに、花火打上に対する企業・
市民の反応や、実施場所・費用対効果
等の検証につなげる。

計 190,384 13,584

（２　商業・サービス業・工業　－地域資源を生かし、まちの個性と魅力の創造をめざします－）

商工振興事業（空き店舗
等出店促進補助金）

継続 1,400 1,400

市が指定する道路等に面した空き店舗
等に新規出店する場合に、出店者に対
し改装費の一部を補助する。

商工振興事業（商業活性
化推進事業補助金（商業
連携広域イベント事業　拡
充分）

継続 800 800

商店街等の団体で構成する実行委員会
が、商業の活性化のために地域と一体
となって実施する広域イベント事業に要
する経費の一部を補助する。

新事業創出総合支援事業
（ソーシャルビジネス創業
支援事業）

継続 1,000 500

ソーシャルビジネスの起業を考えている
人を対象とする「ソーシャルビジネスス
タートアップ講座」を開催する。
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企業活動支援事業（企業
活動支援事業補助金）

新規 10,000 10,000

市内の既存企業の事業拡張及び市外
からの新たな企業の立地の促進を図る
ため、事業所の新設、増設、移設等か
かる土地、家屋、償却資産の固定資産
税・都市計画税の一部を補助する。

債務負担行
為

産業振興事業（拡充分） 新規 231 116

本市の今後の産業振興の方向性を産
業活力創造会議で調査、審議し、計画
の策定を行う。

債務負担行
為

新事業創出総合支援事業
（起業家等支援施設補助
金）

新規 2,000 1,000

起業家や起業をめざす人等に対する、
気軽に立ち寄ることができる「働く場」
「相談の場」を提供する事業者へ事業経
費の一部を補助する。

債務負担行
為

宝塚ブランド発信事業(拡
充分）

新規 2,000 1,000

宝塚らしい価値ある「モノ（物）」「コト
（事）」「バ（場）」を市民などから募集し、
選定資源を市内外での物販やSNSを通
じて情報発信を行う。

計 17,431 14,816

（３　農業　－市民とともにこれからの「宝塚の農」を育みます－）

園芸振興事業（あいあい
パーク外壁修繕）

継続 41,690 10,490

あいあいパークの老朽化により損なわ
れた外観を保全するとともに、雨漏りを
防ぐため、外壁修繕を行う。

フラワー都市交流事業 継続 1,000 1,000

毎年、各都市持ち回りで、フラワー都市
交流連絡協議会総会が開催されてお
り、参加者の交流研修費用の一部を助
成する。

ダリアで彩る花のまちづく
り事業

継続 330 330

ダリアを市民や観光客に知っていただく
ため、ダリアの花の魅力を生かしたイベ
ント等の開催や、宝塚ダリア園の充実に
より、ダリア産業の振興を図る。

農業・園芸体験交流促進
事業

継続 230 230

市民による収穫体験や、新名神高速道
路の供用開始を契機とした来訪者との
体験交流をとおして地域活性化を図る。

長谷牡丹園管理運営事業
（魅力増進事業）

継続 500 500

園内施設の充実を図ると共に、先進地
からの栽培指導を受け、西谷地域の観
光施設の核としての魅力増進を図る。

農業振興計画策定事業 新規 464 464

本市の農業を取り巻く環境が大きく変化
していることから、本計画の見直しを1年
前倒しし、2021年度を始期とする次期計
画を策定する。

債務負担行
為

新規就農者確保事業 新規 2,312 1,156

県農業大学校等の修了者に対して本市
の認定農業者が技術指導等を行うこと
で、新規就農者の確保を目指す。

計 46,526 14,170

（４　雇用・勤労者福祉　－働く意欲を持つすべての人の就労を支援します－）

労働行政事業（労働・商工
業実態調査及び労働施策
推進計画更新）

新規 1,364 1,364

市内の事業所及び市民を対象に、労働
実態を把握するためアンケート方式の
調査を行う。2019年度後期から2020年
度にかけ、2021度を始期とする労働施
策推進計画を策定する。

債務負担行
為
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計 1,364 1,364

（５　消費生活　－豊かな消費生活の実現を図ります－）

宝塚市消費者教育推進計
画策定事業

新規 0 0

消費者教育の推進に関する法律に基づ
き、2020年度に「宝塚市消費者教育推
進計画　2021年度～2025年度）」を策定
する。

名称採択

計 0 0

（６　文化・国際交流　－多くの文化資源を生かし戦略的な文化施策・国際交流を展開します－）

文化施設等改修事業 継続 14,350 3,650

ソリオホールの改修を実施する。

文化芸術振興事業 継続 416 416

宝塚市文化芸術振興基本計画に基づ
き、他自治体と文化芸術に係る交流を
行う。

文化芸術センター・庭園整
備事業

継続 188,426 78,507

宝塚ガーデンフィールズ跡地について、
新たな宝塚文化の創造に資する土地活
用を図るため、整備工事を行う。

ふるさとまち
づくり基金
公共施設等
整備保全基

文化芸術センター・庭園運
営事業

新規 34,712 33,912

2020年春のオープンに向け、施設への
関心や期待を高めるなどの機運づくり、
事業内容の検討など施設運営の基盤
づくりを行う。

ふるさとまち
づくり基金

文化芸術振興基本計画策
定事業

新規 462 462

宝塚市文化芸術振興基本計画の策定
（改定）を行う。

債務負担行
為

計 238,366 116,947

　　　　 平成３１年度実施計画分事業額の合計

総額（千円） 一般財源(千円)

10,483,734 1,912,148


