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Ⅰ 実施計画の策定にあたって 

１ 実施計画の位置付け 

（１）総合計画との関係 

令和３年度から第６次宝塚市総合計画がスタートします。総合計画は、総合的かつ計画的な 

まちづくりを推進するための計画であり、市民と行政によるまちづくりの方向性を示すもので 

す。また、「基本構想」と「基本計画」・「地域ごとのまちづくり計画」で構成されます。 

実施計画は、基本計画を推進するための計画であり、同計画に基づく具体的な事業を定める 

ものです。 

 

（２）期間 

総合計画の期間は、令和３年度（2021 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの１０年間

です。 

   実施計画については、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、計画期間を５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。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施策体系 

第６次宝塚市総合計画では、６つのめざすまちの姿と３１の施策分野を定めており、この施

策体系に沿って、実施計画を策定しています。 

 

 

【計画期間】令和 3 年度（2021 年度）〜 

令和 12 年度（2030 年度） 

市⺠と⾏政で取りまとめ 

 

⾏政が取りまとめ 

 

市⺠が取りまとめ 

第６次総合計画 

基本構想 
・まちづくりの視点、 

めざすまちの姿など 

地域ごとの 

まちづくり計画 

・地域
ま ち

の将来像 

・基本目標 

基本計画 
・施策など 

実施計画等 
・具体的な事業 

地域ごとの 

まちづくり計画 

・具体的な取り組み
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【施策体系図】 
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（４）選択と集中による施策・事業展開 

第６次宝塚市総合計画では、特に重点的・分野横断的に取り組む５つの重点方針を定めてお

り、本方針等も踏まえ、実施計画事業を決定しています。これにより、選択と集中による施策・

事業展開を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施計画（令和３年度～令和７年度）について 

（１）対象事業 

以下の項目のいずれかに該当する事業のうち主なものを実施計画と位置付けしています。 

・第６次総合計画の重点方針に位置付けられた施策を推進するためのもの 

・各部局戦略の具体的な取組内容を推進するためのもの 

・エイジフレンドリーシティ関連事業のうち、部局間連携で実施する取組を推進するための 

もの 

・たからづか創生総合戦略の具体的施策及び地方創生推進交付金事業を推進するためのもの 

・行財政改革に資するもの 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（骨太の方針）に示されたもの 

 

 

 

重 点 方 針 

重点方針〔３〕 

心がつながり、健康

と安心を実感できる

まちづくり 

重点方針〔４〕 

子どもがいきいきと

育ち、子育て世代に

選ばれるまちづくり 

重点方針〔５〕 

活⼒あふれる、創造

性豊かなまちづくり 

 

 重点方針〔１〕 市⺠の⼒が発揮されるまちづくり 

 重点方針〔２〕 時代にふさわしい⾏財政経営 
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（２）事業費の表示 

本計画書に掲げた各事業について、令和３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、令和４年度以降については、現段階では事業費を計上せずに事業期間のみを表示

しています。 

 

Ⅱ 実施計画事業費の状況 

  令和３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） 

 合計 

事業数 127 

事業費計 8,834,256 

財源 

内訳 

国庫支出金 1,108,647 

県支出金 317,308 

地方債 4,736,000 

受益者負担金 4,733 

その他 1,473,135 

一般財源 1,194,433 

債務負担行為 71,692,631 

 

※ 上記「その他」欄金額は、子ども未来基金（3,730 万円）、ふるさとまちづくり基金（4,420

万円）、障碍福祉基金（6,573 万 5 千円）、緑化基金（190 万円）、再生可能エネルギー基金

（257 万 1 千円）、森林環境譲与税基金（2,817 万円）を含みます。 

 

Ⅲ 実施計画に係る各事業 

  実施計画に係る各事業は、第６次宝塚市総合計画に掲げる６つのめざすまちの姿の３１の施策

分野ごとに整理し、次ページ以降に記載しています。 

  なお、令和３年度の事業費に債務負担行為の額は含んでいません。 

 



＜６つのめざすまちの姿＞

（３１の施策分野）

＜１　共に創り、未来につなぐまち～都市経営～＞

（１　市民自治・協働　）

（２　人権・男女共同参画　）

DV対策推進事業 拡充 2,575 129

新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、不安を抱える女性や解雇等に直面
する女性に対して、DV相談等の支援を
行う。

男女共同参画施策推進事
業

新規 1,000 50

新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、不安を抱える女性や解雇等に直面
する女性に対して、生理用品の配布を
行う。

男女共同参画センター管
理運営事業
（女性活躍支援事業）

継続 189 95

再就職や起業、働き方の見直し、地域
活動など新たに何かを始め、チャレンジ
する女性を支援することを目的として相
談事業を実施する。

計 3,764 274

（３　開かれた市政　）

（４　情報化　）

情報ネットワークシステム
管理事業
（Logoチャット導入）

拡充 7,499 7,499

自治体専用のビジネスチャットである
LoGoチャットを導入し、新たなコミュニ
ケーションツールとして活用する。

電子自治体化推進事業
（チャットボット導入）

拡充 3,000 1,950

市民からの問い合わせに対して、人間
ではなくＡＩが自動応答するチャットボット
を導入する。

住民票の写し等コンビニ
交付事業（市・県民税課税
証明書コンビニ交付事業）

拡充 6,039 0

現行コンビニ交付システムでの交付対
象に市・県民税課税証明書を追加す
る。

計 16,538 9,449

（５　行財政経営　）

第6次宝塚市総合計画策
定事業

継続 482 482

令和3年度を始期とする第6次宝塚市総
合計画の策定に向け、引き続き審議会
を開催し、議会の議決を経て計画を策
定する。

財政事務事業
（業務改革支援事業）

継続 23,811 23,811

業務改革支援事業において位置付ける
業務プロセス変革モデルを確実に実現
し、DXの基盤となる業務プロセス変革を
全体最適化へと発展させていく。

市税徴収事業
（市税・国保税徴収業務分
離に係るシステム改修）

新規 10,082 5,041

国民健康保険税の徴収及び納税管理
事務を移管し、賦課収納システムの改
修・滞納整理システムを国民健康保険
課に新規導入する。

市税徴収事業
（クレジットカード納付導入
事業）

新規 4,004 0

スマートフォン等のカメラ機能を用い、納
付書のバーコードを読み取りクレジット
カード番号を入力することで納付できる
システムを新規導入する。

総合窓口化推進事業
（住民票等申請のデジタル
化）

新規 783 0

スマートフォンからデジタル上で住民票
等の申請から支払いまでを行えるように
する。

7
(2025)

・点線の矢印で表示した事業は終結
時期が明確でない事業

事業の内容 事業実施･終結年度

備考
（財源等）事業名

新規
拡充
継続

R3年度
総額

（単位：千円）

R3年度
一般財源

（単位：千円）
事　業　概　要 5

(2023)

6
(2024)

3
(2021)

4
(2022)
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＜６つのめざすまちの姿＞

（３１の施策分野）
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・点線の矢印で表示した事業は終結
時期が明確でない事業

事業の内容 事業実施･終結年度

備考
（財源等）事業名

新規
拡充
継続

R3年度
総額

（単位：千円）

R3年度
一般財源

（単位：千円）
事　業　概　要 5

(2023)

6
(2024)

3
(2021)

4
(2022)

総合窓口化推進事業
（レジのセルフ化及び
キャッシュレス化）

新規 32,610 0

手数料収納時の接触を無くすセルフ精
算機能及びキャッシュレス決済機能を
備えたレジを導入する。

計 71,772 29,334

＜２　住み続けたい、安全・快適な暮らしがあるまち～安全・都市基盤～＞

（１　危機管理・防災・消防　）

消防車両整備事業 継続 16,003 3

老朽化した査察広報車と指揮車を更新
整備する。 ふるさとまち

づくり基金

非常備消防事業 新規 560 560

消防団が使用する車両の更新を行う。
令和3年度は総務省消防庁が実施する
消防団車両無償貸付事業を利用し、消
防団指揮車の更新を行う。

防火水槽整備事業 継続 12,171 12,171

地域防災計画に定める応急給水体制
の整備・強化に基づき、飲料水兼用耐
震性貯水槽の修繕を行う。

消防指令業務共同運用事
業

継続 1,325,192 61,627

消防指令システムの更新

消防庁舎等整備事業 継続 5,318 1,418

東消防署西谷出張所が所在している宝
塚市役所西谷庁舎の敷地内にホース乾
燥塔を設置する。

消防本部資機材整備事業 継続 15,277 13,484

現場活動に必要な装備品や資機材は、
更新整備を実施する。

消防救急デジタル無線整
備事業
（機器更新）

継続 4,080 2,120

既に耐用年数を超過している接続ルー
ターやスイッチ類といったネットワーク機
器等の更新を実施する。

消防救急デジタル無線整
備事業
（署活系無線追加申請）

継続 572 572

本市が緊急援助隊に派遣された際、全
国に割り振られいるすべての周波数17
波を実装する。

消防救急デジタル無線整
備事業
（共通ＩＦ）

継続 8,875 2,959

無線システム側について、共通インタ
フェースの接続可能な機器を構築する。

計 1,388,048 94,914

（２　防犯・交通安全　）

街路灯管理事業 継続 2,317 617

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
を行うことにより、市民の通行の安全を
確保する。

計 2,317 617

6
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（３１の施策分野）
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6
(2024)

3
(2021)

4
(2022)

（３　消費生活　）

（４　土地利用　）

新庁舎・ひろば整備事業 継続 930,182 251,282

ＮＴＮ㈱宝塚製作所跡地にて、新庁舎・
ひろば整備を予定し、令和3年度～令和
4年度内の15カ月で工事を実施する。

債務負担行
為

花屋敷グラウンド周辺整
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

宝塚市立地適正化計画策
定業務
（都市計画推進事業）

継続 9,909 4,965

安全・安心で持続可能な都市づくりのた
め、居住や都市機能を誘導することによ
り、コンパクトなまちづくりを推進する立
地適正化計画を策定する。

都市計画マスタープラン見
直し事業

継続 3,177 3,177

都市づくりに明確な目標を与え、総合的
な整備方針を示して、長期的な視点に
たった独自の都市づくりを進めていくた
めマスタープランの見直しを行う。

農業用施設改修事業 継続 55,504 2,771

老朽化した水路、ため池等の農業用施
設を整備改修する。

北部振興企画事業
（北部地域移住・定住促進
事業補助金）

新規 1,600 800

地域住民が主体となり、ポータルサイト
開設による地域情報の発信や、空き家
情報の提供、移住希望者と地域との
マッチングなどを実施する。

北部振興企画事業
（ひょうご北摂里山ライド実
行委員会負担金）

新規 300 300

サイクルツーリズムによる地域の活性
化を目的とし、阪神北県民局主導のも
と、サイクルイベント（ひょうご北摂里山
ライド）を開催する。

計 1,000,672 263,295

（５　住宅・住環境　）

住宅耐震化促進事業 継続 9,000 4,125

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。

市営住宅管理事業
（鳥島住宅浴室改修工事）

継続 5,209 9

入居者の高齢化が進む中、浴室の出入
口の段差および浴槽の高さに課題があ
るため、改修を実施する。

計 14,209 4,134

（６　道路・交通　）

都市計画道路競馬場高丸
線整備事業

継続 396,200 85,400

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。 債務負担行

為

一般市道新設改良事業 継続 60,550 15,250

一般市道の拡幅、改良等の事業を行
う。 債務負担行

為

都市計画道路荒地西山線
整備事業

継続 524,200 50,300

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
に当該路線を整備する。

債務負担行
為

7
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県施行都市計画道路等整
備負担金事業

継続 176,959 20,159

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。

道路バリアフリー化整備事
業

継続 30,000 1,550

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。

生活道路整備事業 継続 34,401 31,401

生活道路整備条例に基づき、開発構想
時に道路後退が生じた箇所において、
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 99,158 6,758

北部地域の一般市道の拡幅改良整備
を行う。

地域公共交通計画策定事
業

継続 10,341 5,341

平成23年度に策定した宝塚市地域公共
交通総合連携計画の次期法定計画で
ある地域公共交通計画を策定する。

道路整備計画策定事業 継続 12,000 12,000

道路整備にかかる基礎調査、設計検
討、計画策定を行う。

北部地域内バス路線補助
事業

拡充 30,000 30,000

運転士の不足による人件費高騰等の理
由により、存続が厳しい路線に対して、
地域の移動手段を継続させるため措置
を行うもの。

山手地域内バス路線補助
事業

拡充 30,000 30,000

運転士の不足による人件費高騰等の理
由により、存続が厳しい路線に対して、
地域の移動手段を継続させるため措置
を行うもの。

計 1,403,809 288,159

（７　河川・水辺空間　）

荒神川・都市基盤河川改
修事業

継続 11,608 11,608

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。

計 11,608 11,608

（８　上下水道　）

新庁舎建設事業 継続 465,127 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

浄水場運転管理業務委託
事業

継続 0 0

現在稼動している2箇所の浄水場（小
浜、惣川）について、ともに夜間・休日・
年末年始の運転管理業務を民間に委
託する。

債務負担行
為

管路耐震化（更新）事業 継続 920,000 0

管路更新計画に基づき、老朽化した基
幹管路の老朽化更新と耐震化を実施す
る。

基幹施設耐震化（更新）
事業

継続 368,000 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 55,000 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。
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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 1,770 0

未水洗化世帯への個別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
（雨水事業）

継続 118,750 0

浸水シミュレーションを積極的に活用
し、雨水排水施設の検証から、内水被
害の軽減対策を行う。

公共下水道事業
（汚水事業）

継続 43,000 0

公共下水道事業認可区域における下水
道普及の早期完了を目指す。

公共下水道事業
（改築事業・耐震化）

継続 380,950 0

老朽化が進んでいる汚水管について下
水道ストックマネジメント支援制度を活
用し、耐震化を促進する。

公共下水道
（武庫川ポンプ場）

継続 30,000 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改築更新を行う。

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 10,000 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。

浄水施設受変電設備強化
事業

継続 80,000 0

川面浄水場の受変電設備の強化を実
施し、その後、惣川浄水場の受変電設
備強化を検討する。

浄水施設基盤強化事業 新規 5,000 0

ハザードマップなどから、浸水想定水位
の調査を行い、浸水対策としてより効果
的な対策や高さを設定し、浸水対策工
事や仮設材での浸水対策を検討する。

上下水道局仮設庁舎整備
事業

継続 77,572 0

新庁舎の設計見直しにより新庁舎への
移転時期が令和5年1月以降となること
から、プレハブの仮設庁舎を旧一般来
庁者用駐車場に建設する。

小林系導水施設再利用
検討事業

継続 40,000 0

阪神水道受水に伴い停止した小林系導
水施設について、資産の有効活用を図
るため、他の用途の転用等、計画的に
再利用を検討する。

公共下水道雨水調整池
管理事業（山手台調整池
中和処理施設）

新規 3,963 0

公害対策基本法で定める放流基準値
pH6.0を下回らないように制御する中和
処理施設全体の維持管理を行う。

公共下水道維持管理事業
（南口汚水幹線管路清掃）

継続 32,000 0

南口汚水幹線の汚水管内においてス
ケールが形成され、一部閉塞状態と
なっているため、管内の洗浄作業を行
う。

計 2,714,132 0
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＜６つのめざすまちの姿＞

（３１の施策分野）

7
(2025)

・点線の矢印で表示した事業は終結
時期が明確でない事業

事業の内容 事業実施･終結年度

備考
（財源等）事業名

新規
拡充
継続

R3年度
総額

（単位：千円）

R3年度
一般財源

（単位：千円）
事　業　概　要 5

(2023)

6
(2024)

3
(2021)

4
(2022)

＜３　福祉が充実し、安心して暮らせるまち～健康・福祉～＞

（１　健康・医療　）

健康センター管理運営事
業（健康センター改修・口
腔保健センター機能移転
工事）

継続 67,759 7,759

健康センター改修・口腔保健センター機
能移転工事設計に基づく機能移転を行
う。

口腔保健センター管理運
営事業

継続 13,361 5,261

歯科応急診療所の移転に伴い、医療機
器などの事業用備品を更新する。

がん等検診事業
（がん患者アピアランスサ
ポート事業）

新規 2,360 1,180

医療用ウィッグ及び乳房補整具の購入
金額の一部を助成する事業を開始す
る。

母子保健相談指導事業
（産後ケア事業）

拡充 6,733 2,985

妊娠・出産を包括的に支援する子育て
世代包括支援センターとしての機能向
上を目指し、産後ケア事業を行う。

母子保健健康診査事業
（妊婦健康診査費助成事
業）

継続 105,471 105,471

妊婦の自己負担を軽減するため、助成
券を交付を行う。

MRI更新事業 新規 151,800 0

画像診断に使用しているMRI1台の設備
更新を行う。

医療機器整備事業 継続 150,000 0

老朽機器については、計画的に更新を
行い、新規医療への対応に必要な機器
を導入していく。

電子カルテを中心とした
医療情報システムの構築

継続 130,000 0

情報の一元化で業務の効率を図るとと
もに、診療データを利用した詳細な経営
分析の支援を行う。

宝塚市立病院大規模改修
事業

継続 148,900 0

計画的に施設の保全を行い、建物寿命
を見据えた保全（最適化）を図る。

計 776,384 122,656

（２　地域福祉　）

（３　高齢者福祉　）

地域密着型サービス拠点
整備事業

継続 301,888 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
よう基盤整備を行う。

福祉避難所施設改修補助
事業

新規 3,100 0

福祉避難所の確保を推進するため、入
所者と避難者の動線分離等を行うため
の改修の一部を支援する。

障碍（がい）高齢者タク
シー運賃助成事業

継続 4,913 4,913

満70歳以上で身体障害者手帳または療
育手帳所持者に対し、タクシー運賃の
助成券交付を行う。

高齢者見守りネットワーク
事業（認知症高齢者等個
人賠償責任保険事業）

新規 908 908

認知症の人が偶然起こした事故におい
て、家族が賠償責任を問われる場合等
に、賠償金を保険で補償を行う。

計 310,809 5,821
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（４　障碍者
　　 がい

福祉　）

グループホーム開設費補
助金
（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が義務付けられ
る場合に、設置費用の一部補助を行う。

障碍福祉基
金

共同受注窓口事業 継続 4,943 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。 障碍福祉基

金

地域生活支援事業
（地域生活支援拠点等事
業）

拡充 8,389 0

地域生活支援拠点等の整備を推進する
ため、地域の社会資源の有効活用と連携
を図っていく。

障碍福祉基
金

地域生活支援事業
（障碍（がい）者相談支援
等事業）

拡充 88,985 39,582

令和3年度から7か所となった委託相談支
援事業所を、7ブロックの区域にそれぞれ
配置し、地域活動を含めた障碍（がい）者
の一般相談体制を構築する。

障碍福祉基
金

障碍（がい）・障碍（がい）
者理解促進市民啓発事業
（パラリンピック応援事業）

継続 479 479

パラリンピック競技大会に向けた取組とし
て、採火式等の記念イベントを実施する。

子ども発達支援センター
事業
（通園バス更新）

継続 9,205 2,405

園児の送迎を安全に行うために、通園バ
スの更新を行う。

計 115,001 42,466

（５　社会保障　）

＜４　子どもの生きる力が育つまち～子ども・教育～＞

（１　児童福祉・青少年育成　）

私立保育所誘致整備事業 新規 228,881 2,069

待機児童問題の解決のため、令和4年4
月開園に向けて、定員90人の私立保育
所分園の整備をする。

子ども未来基
金

子ども家庭総合支援拠点
整備事業

新規 0 0

様々な困難を抱える子どもや家庭への
相談窓口及び切れ目のない支援体制を
整備するため、市区町村子ども家庭総
合支援拠点の設置等を行う。

債務負担行
為

民間放課後児童クラブ運
営支援事業

新規 4,600 0

西山小学校区に民間放課後児童クラブ
を整備する。 子ども未来基

金

地域児童育成会事業
（中山桜台小学校）

継続 10,227 27

中山桜台小学校と中山五月台小学校
の統合に伴い、旧中山桜台幼稚園跡地
に地域児童育成会専用棟を借り上げ方
式で整備する。

子ども未来基
金

計 243,708 2,096
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（２　学校教育　）

中山台地区教育環境適正
化事業

継続 73,612 23,710

「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、両校の統合
に向けて事業を進めていく。

学校教育指導事業 新規 382 382

いじめ等のトラブルに対する専門職活用
のあり方について、外部委員の参画及
び先進地の視察など、調査・研究を実
施する。

長尾台小学校法面整備事
業

新規 24,864 64

長尾台小学校敷地内の安全性確保に
向けた法面整備を行う。（レッドゾーン対
策）

いじめ防止対策推進事業 継続 3,810 3,810

宝塚市いじめ防止基本方針に基づき、
いじめ防止対策に係る研修等の施策を
実施する。

小学校行事振興事業 継続 1,228 614

校外学習で市立文化芸術センターを活
用し、当該施設の見学だけでなく、本市
の文化芸術について学ぶほか、ワーク
ショップや創作体験を実施する。

スクールネット活用事業 継続 242,807 205,811

GIGAスクール構想実現に向けて、運用
保守及び通信環境等を実施するもの。 ふるさとまち

づくり基金

教育相談事業 新規 18,796 4,796

小学生を対象とした適応教室Palたから
づかの開設のため、旧小浜工房館の改
修を行う。

計 365,499 239,187

（３　社会教育　）

宝塚自然の家管理運営事
業

新規 0 0

令和４年４月から指定管理者制度を導
入し、運営を実施していく。 債務負担行

為

宝塚自然の家利活用推進
事業

新規 28,170 0

宝塚自然の家の既存アスレチック遊具
の拡充などの整備、社会教育施設とし
て環境学習や学校教育（特別支援教
育）の支援を行う。

森林環境譲
与税基金

中央図書館管理運営事業 継続 17,000 0

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 新規 18,366 0

「宝塚の文化と郷土の歴史を紹介し、次
世代に大切に引き継ぐ図書館をめざし
ます」の具体案である「郷土資料のデジ
タルアーカイブ化」の実現を図る。

西図書館管理運営事業 継続 13,000 0

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

東京オリンピック・パラリン
ピック応援事業

新規 1,276 1,276

東京2020オリンピック・パラリンピック開
催に向けて、事業を推進するとともに、
機運を高め、本市の活性化に繋げてい
く。

計 77,812 1,276
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＜５　豊かで美しい環境を育むまち～環境～＞

（１　都市景観　）

（２　緑化・公園　）

公園維持管理事業
(緑の基本計画)

継続 1,957 57

緑の基本計画を、見直し、本市緑化施
策の取組むべき方向性を見出す。 緑化基金

公園維持管理事業
(急傾斜地崩壊対策事業)

継続 137,720 20

土砂災害特別警戒区域のうち土地所有
者が市で、家屋や学校等の公共施設へ
の影響が想定される箇所について、所
有者責任として対策工事を実施する。

既設公園整備事業
（遊具新設事業）

継続 8,000 1,100

地域のニーズにあった公園整備の一環
として市内既設公園の遊具設置を行う。

北雲雀きずきの森緑地環
境整備事業

継続 62,000 3,500

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。

計 209,677 4,677

（３　環境保全　）

再生可能エネルギー基金
活用事業

新規 2,571 0

ZEHを新築で購入する場合の助成金を
交付する。また、中学校の理科の授業
で使用する再生可能エネルギーに係る
備品を購入し、環境教育の充実を図る。

再生可能エ
ネルギー基
金

二酸化炭素排出抑制対策
事業

新規 3,777 0

オンラインセミナーの実施や動画の制
作等を通じて、省エネ啓発を図る。ま
た、小学生へのエコライフノートの作成・
配布により環境学習の充実を図る。

計 6,348 0

（４　循環型社会　）

新ごみ処理施設整備事業 継続 41,408 38,133

現有地にて新ごみ処理施設の建替整備
を行う。 債務負担行

為

計 41,408 38,133

（５　都市美化・環境衛生　）

宝塚すみれ墓苑管理事業 新規 8,765 0

樹木葬式墓所の整備を行う。

計 8,765 0
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＜６　宝塚らしい”にぎわい”と文化芸術があふれる、創造性豊かなまち～観光・産業・文化～＞

（１　観光　）

観光振興・宣伝事業
（ウェルネスツーリズム推
進業務委託）

新規 3,185 1,593

専門家によるワークショップを開催し、
観光ビジネス創出の仕組みづくりに対
する意見交換等を実施し、ＤＭＣを生み
出す環境醸成につなげていく。

観光振興・宣伝事業
（アートによる観光まちづく
り事業）

継続 10,000 5,000

市内の多様な観光資源を活用し、中心
市街地でのにぎわいを創出するととも
に、　「アート」をテーマとした文化芸術
のまち宝塚の特性を活かした事業を展
開する。

フラワー都市交流事業 継続 5,391 4,234

全国9都市で構成するフラワー都市交流
連絡協議会総会を、令和3年度は本市
で開催する。

計 18,576 10,827

（２　商工業　）

産業振興事業 継続 112 57

宝塚市産業振興ビジョン・宝塚市商工
業振興計画について、進捗管理等を行
う。

新事業創出総合支援事業
（新ビジネスモデル等創出
支援補助金）

新規 4,011 2,006

他の事業者への事業効果の波及が期
待できる新たなビジネスモデルを立ち上
げようとする事業者・団体等を支援する
ことで、本市経済の活性化を図る。

新事業創出総合支援事業
（デザイン経営実践支援事
業委託）

新規 2,011 1,006

市内事業者がデザイン思考の経営を導
入することやデザイン思考を実践する
人材の育成をすること等に対して支援を
行う。

新事業創出総合支援事業
（起業家等支援施設補助
金）

継続 1,812 906

起業家やフリーランスで働く方等に向
け、コワーキングスペースを整備し、独
立して働きながら、アイディアや情報の
交換が可能な「働く場」の提供を行う。

店舗等魅力向上チャレン
ジ支援補助金

新規 7,962 7,962

新たな補助金に設計変更することで市
内に新規出店しようとする事業者に対
し、出店に係る経費の一部及び家賃の
一部を補助する。

宝塚ブランド発信事業 継続 3,549 1,775

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、
選定した資源について市内外での物販
やSNS等を通じて情報発信を行う。

計 19,457 13,712
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＜６つのめざすまちの姿＞

（３１の施策分野）

7
(2025)

・点線の矢印で表示した事業は終結
時期が明確でない事業

事業の内容 事業実施･終結年度

備考
（財源等）事業名

新規
拡充
継続

R3年度
総額

（単位：千円）

R3年度
一般財源

（単位：千円）
事　業　概　要 5

(2023)

6
(2024)

3
(2021)

4
(2022)

（３　農業　）

ダリアで彩る花のまちづく
り事業

拡充 1,660 830

切り花を活用したイベント等の開催、担
い手育成、新たな加工品開発補助等を
行い、市花に選定されたダリアのさらな
るＰＲ、普及促進を行う。

長谷牡丹園管理運営事業 拡充 9,452 9,452

令和3年度には、令和4年から5年間の
指定管理者を新たに指定する手続を行
うとともに、新指定管理者へ円滑に業務
が引き継がれるよう支援する。

債務負担行
為

鳥獣対策に係る集落指
導・支援業務

新規 200 200

県の鳥獣対策サポーター派遣事業を活
用し、北部地域における鳥獣対策を適
切に行うことで、農業被害の減少を図
る。

新規就農者確保事業 継続 724 362

兵庫県の農業大学校等の研修修了者
を対象にパイプハウスを2年間無償で貸
し付け、近隣の認定農業者が指導する
ことで新規就農の定着を支援する。

計 12,036 10,844

（４　雇用・労働環境　）

若者就労支援事業 継続 1,432 716

就労や就職活動に不安を持つ若者（概
ね15歳から49歳まで）に対して、就労意
欲を高め、継続就労が可能となるような
就労支援を行う。

計 1,432 716

（５　文化・国際交流　）

文化振興事業 継続 475 238

誰もが気軽に音楽に触れ、楽しむことが
できるストリートピアノを設置する。市民
参加型のイベント等を開催して、人々の
交流と音楽によるまちのにぎわいを創
出する。

計 475 238

　　　　 令和３年度実施計画分事業額の合計

総額（千円） 一般財源(千円)

8,834,256 1,194,433
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