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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 

第６次宝塚市総合計画は、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、市民と行政に

よるまちづくりの方向性を示す計画であり、「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、計画期間を総合計画の

中間年度までの３年間とし、毎年見直しを行い、機動的に運用します。              
(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。   
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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５年度～令和７年度）について 

(１) 対象事業 

これまで実施計画は、新規・拡充事業として採択した事業のみを記載していましたが、令

和５年度からは総合計画の各施策を実現するために、どのような事業、取組を行っていくの

かを明確にするため、施策ごとに「施策を構成する主要な事務事業」及び「重要な新規・拡

充事業を含む事務事業」を実施計画として位置付けることとしました。 

(２) 事業費等の表示 

本計画書に掲げた各事業について、令和４年度当初予算及び令和５年度当初予算の事業費

総額を表示していますが、令和６年度以降については、現段階では事業費を表示せずに事業

期間のみを矢印で表示しています。  

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〕 市民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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Ⅱ 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、８３施策ごとに整理し、次ページ以降に記載しています。 

  なお、令和５年度の事業費に債務負担行為の額は含んでいません。  



1　共に創り、未来につなぐまち　～都市経営～

　1-1 市民自治・協働

合計 7,461 7,791

12,389 12,424

市民協働
推進課

市民活動促進支援事
業

次の（1）から（6）について宝塚市NPOセンターへ委
託し実施する。
（1）特定非営利活動法人の起業・運営相談支援業
務
（2）市民活動団体等のコミュニティ・ビジネス育成
等支援業務
（3）市民活動団体等のICT（デジタル化）支援業務
（4）宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイ
ト運営業務
（5）まちづくり協議会の活性化を図ることを目的と
した広報等の企画
（6）地域の課題解決につながるワークショップ等の
取組

4,224 4,554

市民協働
推進課

きずなづくり推進事業

市民活動を行う団体が、市民ニーズや地域の実情
に即して自主的、自発的に行う広域的・社会性の
ある活動や地域課題を解決する活動など公益的
活動に対し、市が事業費の一部を補助する。

3,237 3,237

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策の方
向性

○まちづくり協議会の活動の充実を支援し、市民への認知度の向上に取り組みます
○地域ごとのまちづくり計画の実現に向け、地域との調整を図る仕組みを構築し、地域と連携しながら取り組みます
○まちづくりに関わるすべての個人や団体（自治会、市民活動団体など）の連携を促進します
○自治会の加入率向上などに関する支援を行います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

実施計画（令和５年度～令和７年度）

施策 （1）市民自治の基盤となる地域自治の確立

施策 （2）様々な市民活動の充実

施策の方
向性

○様々な分野における市民活動の充実に向け、コミュニティビジネスなどの育成や支援に取り組みます
○市民の広域的な活動や地域課題を解決する活動などを支援し、活動を促進します

合計 31,712 31,317

市民協働
推進課

自治会活動支援事業
自治会活動への支援を行うことにより、地域社会
の健全な発展と、市民福祉の増進を図る。

19,323 18,893

R6 R7

市民協働
推進課

コミュニティ活動支援
事業

（1）まちづくり協議会の活動に対して補助金を交付
し、地域課題の解決の促進を図る。
（2）まちづくり協議会の定例会に出席し、地域の活
動状況や課題の把握に努める。
（3）まちづくり協議会代表者交流会を開催し、情報
共有や意見交換を行う。
（4）地域ごとのまちづくり計画を協働で推進するた
めの仕組みに基づき推進する。
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 3,516 3,518

市民協働
推進課

市民協働推進事業

協働のまちづくり促進委員会を開催し、協働を進
めるための効果的な仕組みづくり等について検討
するとともに、市民説明会・職員説明会等を実施
し、協働の指針等の周知を行うことなどを通して、
市民と市の協働のまちづくりを推進する。

3,516 3,518

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）市民と行政の協働の推進

施策の方
向性

○「協働の指針」の周知及び活用を図り、協働を更に推進します
○協働型事業の推進と検証に努めるとともに、更なる拡大を目指す新たな仕組みを構築します
○活動の担い手の発掘・育成の支援とつながりづくりに取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

1　共に創り、未来につなぐまち　～都市経営～

　1-2 人権・男女共同参画

合計 55,741 58,170

ひらい人
権文化セ
ンター

ひらい人権文化セン
ター管理運営事業

すべての人々の人権が保障され、お互いに尊び合
うことのできる人権文化の創造と推進を図る拠点
施設として、各種講座や講演会、人権学習会を実
施する。また、関係機関(学校及び地域団体)及び
部局間相互との連携・協力を維持しながら、様々
な人権問題に対する意識の向上となる事業の実
施に取り組む。

13,568 13,998

まいたに
人権文化
センター

まいたに人権文化セン
ター管理運営事業

すべての人々の人権が保障され、お互いに尊び合
うことのできる人権文化の創造と推進を図る拠点
施設として、各種講座や講演会、人権学習会を実
施する。また、関係機関(学校及び地域団体)及び
部局間相互との連携・協力を維持しながら、様々
な人権問題に対する意識の向上となる事業の実
施に取り組む。

17,516 18,696

くらんど人
権文化セ
ンター

くらんど人権文化セン
ター管理運営事業

すべての人々の人権が保障され、お互いに尊び合
うことのできる人権文化の創造と推進を図る拠点
施設として、各種講座や講演会、人権学習会を実
施する。また、関係機関(学校及び地域団体)及び
部局間相互との連携・協力を維持しながら、様々
な人権問題に対する意識の向上となる事業の実
施に取り組む。

21,283 22,213

人権男女
共同参画
課

人権啓発総務事業

人権審議会を開催し、人権尊重の社会づくりにつ
いての重要事項及び人権文化センター事業につい
ての主要事項の調査、審議を行う。また、伊丹人
権擁護委員協議会宝塚部会の事務局として、人権
擁護啓発に関する事務を行い、人権施策の推進を
図る。

1,208 972

人権男女
共同参画
課

人権啓発推進事業

すべての人の人権が尊重され、平和の下で、誰も
がありのままに自分らしく生きられることを目的に、
人権教育及び人権啓発基本方針に基づく各種の
人権啓発事業を行う。

2,166 2,291

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）すべての人の人権が尊重されるまちづくりの推進

施策の方
向性

○部落差別をはじめとする様々な差別解消に向けて、あらゆる施策を人権尊重の視点に立って進めます
○地域や学校など様々な場における人権教育及び啓発を推進します
○市民と行政の協働により人権教育及び啓発を進めます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 55,617 52,153

人権男女
共同参画
課

男女共同参画施策推
進事業

第2次男女共同参画プランに基づき男女協同参画
推進審議会、男女共同参画検討会の開催、男女
共同参画推進リーダーの活用等に取り組む。

6,135 798

人権男女
共同参画
課

男女共同参画センター
管理運営事業

男女共同参画社会実現のための拠点施設として、
活動の場の提供、各種講座等による啓発、各種情
報の収集・提供、市民活動支援等に取り組む。

48,988 50,836

たからづ
かＤＶ相
談室

ＤＶ対策推進事業
第2次男女共同参画プランに基づき、DV被害者の
視点に立った対策を実施するとともに、DVを許さな
い社会をめざし啓発を行う。

494 519

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）すべての人が性別にとらわれず、自分らしく暮らせるまちづくりの推進

施策の方
向性

○すべての施策を男女共同参画の視点に立って進めます
○男女共同参画社会実現に向けた教育及び啓発を推進します
○あらゆる場への女性の参画を進めます
○女性への暴力の根絶とDVを許さない社会づくりを進めます

合計 1,213 1,287

人権男女
共同参画
課

非核平和都市推進事
業

「非核平和都市宣言」、「核兵器廃絶平和推進基
本条例」の趣旨に基づき、平和の意義や大切さ、
命の尊さを訴え、共に考え、後世に伝えるための
啓発事業を行う。

1,213 1,287

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）戦争や核兵器のない平和な社会の実現

施策の方
向性

○市民と行政の協働による平和事業に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

1　共に創り、未来につなぐまち　～都市経営～

　1-3 開かれた市政

合計 5,987 5,953

市民相談
課

広聴事業

市民の日常生活における様々な問題や悩みを解
決するため、法律相談、家庭問題相談をはじめと
する各種市民相談を実施する。市民の声（市民か
らの要望や提案等）を受け、市政への参考とすると
ともに関係部課とともに課題解決に取り組む。ま
た、市職員が地域に出向き、出前講座として「ふれ
あいトーク」を行い、市民の声を市政に生かす。

5,987 5,953

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）市民との交流と対話の推進

施策の方
向性

○ＩＣＴの活用など、市民の意見を聴く機会や仕組みの充実を図ります
○交流と対話、参画の場の充実に取り組みます

合計 112,539 115,581

総務部総
務課

情報公開及び個人情
報保護事業

市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明
責任を果たすため、公文書の公開を求める権利を
何人にも保障し、情報公表制度を設け、出資等法
人の情報公開にも取り組むなど、情報公開の総合
的な推進を図る。
また、総合的な個人情報の保護制度を確立するた
め、個人情報の保護に関する法律その他の関係
法令に基づき、市が個人情報を適正に取り扱うこ
と、及び本人に開示請求権等を保障することに
よって、安心して信頼できる市政の推進を目指す。

1,277 1,110

広報課 広報事業

広報戦略をもとに、研修などを通して「伝わる」広
報への変革を進めながら、広報誌や市ホームペー
ジ、SNSなどの活用、報道機関への情報提供によ
り、市民を始め広く市政情報の周知を図る。市公
式LINEについては、受け手が必要な情報を選択で
きるセグメント配信などの機能を追加する。

55,442 58,651

広報課
コミュニティー・ＦＭ放
送事業

コミュニティFM の特性である、行政・文化市民活
動に関する情報や災害情報など地域に密着したき
め細やかな発信ができる強みを生かした広報活動
により、市民との情報共有を図り、市政への関心を
高め、協働のまちづくりに繋げる。また事業検証の
結果を踏まえて、同事業の見直しを検討する。

55,820 55,820

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）市民との情報共有の推進

施策の方
向性

○発信する情報の量と内容の充実に努めます
○各種広報媒体を活用し、すべての市民に必要な情報を的確に伝えます
○行政情報の積極的な公開と、ビッグデータ・オープンデータの利活用を推進します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 578 4,503

企画政策
課

市制７０周年記念事業

令和6年度に迎える市制70周年という節目を市全
体で祝賀するとともに、市政への理解推進と協働
意識の醸成を促し、心豊かに暮らせるまちとして、
更なる市制発展につなげるため、記念事業を実施
する。
令和5年度は、記念事業の各種イベントで使用す
るロゴマークやノベルティグッズを作成する。

0 3,000

秘書課 市民表彰等事業

宝塚市名誉市民条例、宝塚市市民栄誉賞表彰条
例などに基づき、市の発展に貢献し、活躍している
市民等の表彰を行っている。
また、令和6年（2024年）4月1日に市制70周年を迎
えるにあたり、長年にわたり本市の発展に貢献し
てきた功労者への表彰を行う。令和6年度の表彰
式に向け、令和5年度は表彰者の選考を行うととも
に、表彰式の案内及び表彰状の作成、上映スライ
ド制作などを行う。

578 1,503

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）まちの魅力の効果的な発信

施策の方
向性

○まちへの関心や愛着を高めるようなまちの情報や魅力を広く発信します
○市民や事業者と共に効果的なPRに取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

1　共に創り、未来につなぐまち　～都市経営～

　1-4 情報化

合計 634,382 606,037

情報政策
課

情報ネットワークシス
テム管理事業

今日の行政事務を行う上で、コンピュータネット
ワークを活用した情報システムは必須であり、庁内
業務の効率化、ネットワークの運用管理の充実及
びセキュリティ強化を行う。
また、情報システムの調達手続きを標準化、明確
化した「情報システム調達ガイドライン」に基づき、
限られた予算の中で最適な調達が図れるよう取り
組む。
令和5年度は、サーバ統合化基盤（二次・三次稼働
分）の更新、市民税賦課収納システムのOS更新、
自治体情報システム標準化の対応、庁内プリンタ
の更新を行う。

634,382 606,037

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）デジタルシフトによる効率的な行政事務の推進

施策の方
向性

○職員が最大のパフォーマンスを発揮できるＩＣＴ環境を整備します
○定型、繰り返し業務の徹底的な自動化を進めます
○業務情報のデータ化とエビデンスに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進に向けた環境整備に取り組みます
○ＩＣＴ活用人材の育成に取り組みます
○自治体間の共同システムの利用を推進します

合計 347,510 333,608

窓口サー
ビス課

住民票の写し等コンビ
ニ交付事業

マイナンバーカードを使用し、コンビニエンスストア
等で証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、戸
籍謄抄本、戸籍の附票の写し、課税証明書）を取
得することができるコンビニ交付サービスを実施す
る。

17,185 17,927

窓口サー
ビス課

社会保障・税番号制度
個人番号カード交付事
業

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づき、希望する者
に対するマイナンバーカードの申請、交付及びカー
ド交付後の電子証明書の更新業務等を行う。
なお、カード交付後の申請書類等については、デ
ジタル化を進める。

299,154 281,924

情報政策
課

電子自治体化推進事
業

複雑多様な社会に対応し、質の高い行政サービス
を提供するため、ICT技術や機器の高度利用を推
進する。行政サービス事務をネットワークを使って
共同で運用することでコスト削減を図る電子申請シ
ステムや、利用者の利便性を高める施設予約シス
テム等の運用を引き続き行い、行政手続きのオン
ライン化の推進を図る。
令和5年度は、ビジネスチャットの利用拡大を図り、
施設予約システムのインボイス対応を実施する。

31,171 33,757

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）誰もが利便性、サービス向上を実感できるデジタル行政の推進

施策の方
向性

○行政手続がデジタル上で完了する基盤を整備します
○高度なＩＣＴを活用し、教育、福祉などあらゆる分野で質の高い市民サービスを目指します
○システムの安定運用と個人情報の保護・情報セキュリティ対策の強化を進めます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

1　共に創り、未来につなぐまち　～都市経営～

　1-5 行財政経営

合計 757,698 838,324

管財課 財産管理事業

本庁舎の案内表示について、来庁者や職員から
「わかりにくい」「案内しにくい」との声が多く聞かれ
ることから、庁舎案内の考え方を全体的に整理し、
市民と職員にとって分かりやすく案内しやすい案内
表示へ更新する。

638,160 648,590

窓口サー
ビス課

総合窓口化推進事業

窓口支援システムの導入によりマイナンバーカー
ドや運転免許証からの個人情報読み込み、タッチ
パネルなどの簡易な入力方法を導入し、市民が申
請書を記載する必要のない「書かない窓口」を実
現する。

38,290 98,449

施設マネ
ジメント課

公共施設マネジメント
推進事業
施設保全管理事業

公共施設等総合管理計画に掲げる7つの方針に
基づき、公共施設の全体最適に向け取り組むとと
もに、建物施設保有量の最適化を実現するため、
取組対象施設の取組を推進する。
また、適切な建築物の維持管理のため、施設管理
者点検や、法定点検(建築基準法・消防法)を実施
するとともに、令和5年度は、屋上防水及び外壁等
改修工事（健康センター外）、照明設備LED化(ス
ポーツセンター外）等を実施する。（予算措置は、
各所管課による。詳細は巻末資料P67～P70のと
おり。）

17,299 19,012

経営改革
推進課

行財政経営推進事業

行財政経営方針に定める経営基盤強化の最終年
度であることから、引き続き行動計画を着実に推
進し、変革と協働による価値創造につなげる。デジ
タルツール等を導入し、業務改革、データ利活用
の取組を加速させることで、データに基づく施策の
立案や、最適な業務フローの構築、利用者に寄り
添ったサービスや施策の立案ができる職員の育成
を進め、組織風土の変革に向けた意識醸成を図
る。

49,392 56,265

企画政策
課

自治体連携事業

丹波少年自然の家、防衛施設、空港などの広域連
携を必要とする事務について、自治体等で構成す
る協議会に参画し、意見交換や事業の実施を行
う。丹波少年自然の家事務組合については令和5
年度末の解散に向けて財産処分等の各種手続き
を行う。

14,557 16,008

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）時代にふさわしい市民サービスの追求

施策の方
向性

○自治体や民間などとの連携を進め、効率的・効果的で質の高い市民サービスを提供します
○業務改革を推進し、時代にふさわしい市民サービスを提供します
○公共施設マネジメントを推進します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 529,336 542,531

人材育成
課

人事管理事業
職員の人事及び福利厚生等の効率的な運営を行
う。

479,502 491,594

給与労務
課

人事管理事業
経費の有効利用により、職員の給与労務事務の
効率的な運営を行う。

32,580 32,549

人材育成
課

研修事業

「人材育成基本方針」に基づき、職員に求められる
能力を自己啓発、自主研修を中心とし、職場研修
及び職場外研修と連携させることにより総合的な
能力開発を推進する。
令和5年度は最新の知識や技術、取組について学
ぶため、デジタル庁へ職員を派遣するとともに、ま
ちに関わる様々な人々との協働によるまちづくりの
取組への理解と関わりを深めるため、新たな民間
企業への職員派遣も実施する。

15,416 16,472

総務部総
務課

総務事業

機能的な組織体制とするため、事務分掌や職務権
限等の観点から毎年度見直しを行う。組織横断的
な行政課題については、プロジェクトチームや
行政課題対策グループを設置し、庁内連携して取
り組むとともに、他市の組織運営の事例等につい
て、調査研究し、庁内の連携体制について見直し
を行う。

1,838 1,916

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）時代の変化に対応できる職員の育成と組織体制の整備

施策の方
向性

○協働を基本に問題解決を図る職員を育成します
○スマート自治体への転換に向けた取組を進めます
○機能的で連携の取れた組織体制を整備します
○職員のワーク・ライフ・バランス、働き方改革を推進します
○職員の意識や組織風土の改善に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

市民税課 市民税賦課事業

市の主たる自主財源である個人市民税、法人市
民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税を確保
するため、法に基づく適正な賦課事務を効率的に
実施する。
また、税制改正により令和6年度から実施すること
となった「特別徴収税額通知の電子的送付」に対
応したシステム改修を行う。

72,382 66,904

市税収納
課

市税徴収事業

収納率向上と滞納繰越額縮減のため市税収納率
向上アクションプランに基づき、口座振替・コンビ
ニ・スマホ決済による納付促進、休日納税相談の
実施、納税案内センターによる電話案内やデータ
活用等による滞納処分の早期開始・事務の効率
化等に取り組む。
また、令和5年度は、来庁者の個人情報への配慮
と執務環境の改善のため、市税窓口に個別ブース
を設置するほか、電子納税環境の整備拡充を行
う。

109,279 119,928

財政課 財政事務事業

宝塚市行財政経営方針及び財政規律の下、今後
の社会環境の変化に伴う課題に対応できる健全で
持続可能な財政運営の実現と、災害などの不測の
事態や山積する様々な財政課題に対応できる財
政基盤の構築を目指す。

16,783 13,864

施設マネ
ジメント課

公共施設（建築物）長
寿命化計画策定事業

公共施設等総合管理計画に基づく長寿命化計画
について、策定済の市営住宅、学校施設を除くそ
の他の施設についても同様に計画策定を行う。

18,200 12,800 R5で終了予定

企画政策
課

企業版ふるさと納税推
進事業

令和2年度の税制改正により企業版ふるさと制度
が5年間延長され令和6年度までとなったことを受
け、今後の新たな歳入確保の有効な手法として、
企業版ふるさと納税の更なる獲得を目的とした業
務委託を行う。

0 500

企画政策
課

ふるさと納税推進事業

ふるさと納税制度を通じて、本市の魅力を発信し、
地域経済活性化を図るとともに、返礼品提供事業
者の追加やポータルサイト運営事業者との新たな
提携等により、ふるさと納税の寄附金の増加を図
る。

93,909 127,653

企画政策
課

企画調整事業

業務改革・改善・資源の効果的配分を行うため、行
政評価を行う。
行政評価における効率化の観点から、評価から予
算編成までをシームレスにデータ連携できる行政
評価システムを令和6年度から新たに財務会計シ
ステムに導入できるよう準備を進める。
また、市民の活動状況、ニーズ、市の取組に対す
る評価を把握し、第6次宝塚市総合計画等の進捗
状況の確認及び今後の施策への反映を行うため、
市民意識調査を実施する。
さらに、市立病院について、総務省から要請されて
いる経営強化プランを令和５年度末までに策定す
るとともに、建物の老朽化への課題解決に向けて
敷地調査を行い、経営強化プラン策定の中で建替
えについて決定する。

3,137 14,810

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）将来の見える行財政経営の推進

施策の方
向性

○財政規律に基づき財政健全化を図り、将来にわたる責任ある行財政経営を推進します
○施策の有効性や効果などについて可視化し、市民から信頼される効率的、効果的な行財政経営を推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 450,191 462,209

契約課 契約事務事業

各課から依頼された契約について、透明性、公平
性、競争性を確保した入札等を実施することによ
り、決定業者と契約する。
令和5年度からは、 電子署名を用いて契約を行う
電子契約を導入し、事業者の負担を軽減するとと
もに、市の業務の効率化を図る。

9,784 10,033

資産税課 資産税賦課事業

地方税法及び固定資産評価基準等に基づき、固
定資産税（土地・家屋・償却資産）・都市計画税の
適切な賦課事務を行う。土地・家屋については3年
に一度の評価替えに対応する。

126,717 95,717
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-1 危機管理・防災・消防

合計 5,681 13,966

地域福祉
課

災害時要援護者支援
事業

「宝塚市災害時要援護者避難支援指針」に基づ
き、災害発生時における災害時要援護者への支
援を適切かつ円滑に実施するため、災害時要援護
者の自助及び地域（近隣）の共助を基本とし、地域
の安心・安全体制の強化を図る。令和5年度には
災害時要援護者支援システムを導入予定。

1,605 9,647

総合防災
課

地域防災力アップ事業
まちづくり協議会や自治会による地域主体の防災
の取組を推進するため啓発や支援を行う。

4,076 4,319

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）自助・共助の体制づくり

施策の方
向性

○防災活動に携わる様々な団体と共に地域防災力の向上と感染症への備えを推進します
○災害時要援護者の支援体制を整えます

合計 52,516 46,566

総合防災
課

防災情報伝達事業
災害時に複数の情報伝達ツールを用い、タイム
リーに災害関連情報を発信できるよう、機器の管
理・運用のほか、市民への普及啓発を行う。

11,296 14,614

総合防災
課

水防対策事業
関係機関と連携し、水害が発生するおそれがある
際の土嚢設置のほか応急復旧活動を行う。 15,614 15,617

総合防災
課

災害対策事業

災害対策基本法に基づき、市民の生命・財産を守
るため、地震、風水害等の甚大な被害が発生する
おそれがある場合に災害対策本部を設置し、災害
対策を行う。
平時には地域防災計画等に基づき備蓄や訓練を
行う。

25,606 16,335

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）迅速・適切な危機管理体制づくり

施策の方
向性

○危機管理施設の整備を推進します
○危機管理体制を整えます
○危機対応力の向上を図ります
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 171,974 218,193

情報管制
課

消防救急デジタル無
線整備事業

消防救急デジタル無線システムは、すべての消防
活動で使用する無線通信網であるため、必要不可
欠なシステムである。
整備から10年以上が経過することから、点検、保
守及び適切な時期での機器更新を実施し、安定し
た通信環境を確保する。

2,638 2,527

警防課 消防車両整備事業

令和5年度は救急車2台を更新整備する。
令和6年度以降についても宝塚市常備消防車両整
備計画に基づき、消防需要に応じた車両の更新整
備を行う。

92,694 75,446

情報管制
課

消防指令業務共同運
用事業

当市では、消防通信指令業務を平成23年度から
川西市及び猪名川町と共同で行い、圏域住民等
の安全と安心の確立に努めている。令和4年4月に
は通信指令業務の円滑化及び安定稼働のため高
機能消防指令システムを更新し、連携協力体制の
強化を図った。
なお、令和5年度以降は更新した消防指令システ
ムの保守業務委託等の締結により安定した消防
通信指令業務を実施する。

22,903 83,725

救急救助
課

消防救急事業

高齢社会の進展及び新型コロナウイルス感染拡
大等の影響により、令和4年の救急出動件数は大
幅に増加し、過去最多となった。このような救急需
要に対し、より高度な救急業務を市民に提供でき
るよう研修等で救急業務の高度化を図るとともに、
市民救護体制の強化を図る。

12,287 12,203

警防課 消防警防事業

消防組織法に基づき、市内で発生する火災及び水
災害等における消防活動を実施する。
消防体制維持のため、消防活動において必要とな
る車両の維持管理及び資機材の更新整備を実施
する。

16,058 18,025

予防課 消防予防事業

査察基本方針に基づいた予防査察実施計画を策
定し、あらゆる施設に対して立入検査を実施すると
ともに、違反是正に努めている。また、防火管理講
習会を定期的に実施することにより、防火管理者
の選任が必要な建物における防火管理者選任率
の向上を図り、市全域における防火管理体制を強
化する。

1,873 1,310

消防総務
課

非常備消防事業

訓練や研修を通じて消防団員の災害対応能力を
向上させるとともに、警戒や広報の実施により地域
住民の防火防災に関する意識を高め、消防団を中
核とした地域防災体制を構築する。

23,521 24,957

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）消防・救急体制の充実

施策の方
向性

○災害対応能力の充実を図り、市民生活の安全・安心を確保します
○消防力の充実を図ります
○防火安全対策を推進します
○消防団と自主防災組織を中心に、地域の消防防災体制の充実を図ります
○消防の連携・協力体制を強化します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-2 防犯・交通安全

合計 444,101 401,696

道路管理
課

街路灯管理事業
街路灯の新設、補修、維持管理により、市道にお
ける夜間の歩行者等の通行の安全を図る。

161,395 127,659

防犯交通
安全課

自転車対策事業

放置自転車については駅前等の放置禁止区域に
おいて立哨などの啓発を行うとともに、定期的な撤
去活動を行う。自転車等駐車場については老朽化
に伴い適時修繕等を行い、誰もが利用しやすい施
設を維持する.

281,650 273,014

防犯交通
安全課

交通安全対策事業
市民の交通安全意識の高揚および交通事故防止
を図るために、地域や学校園での交通安全教室開
催や、街頭において交通安全啓発を実施する。

1,056 1,023

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）交通安全対策の推進

施策の方
向性

○交通安全意識の啓発を推進します
○交通危険箇所の安全対策を実施します
○駅周辺の快適な歩行空間を確保します

合計 14,513 15,075

防犯交通
安全課

防犯事業

市民の防犯意識の啓発及び高揚を図るため、多
発している特殊詐欺の注意喚起を行う。市域にお
ける地域防犯力向上に向け、安全・安心カメラの
運用並びに防犯カメラ設置補助をはじめ地域団体
の支援に取り組む。犯罪被害者等に寄り添った支
援に取り組む。

14,513 15,075

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）防犯対策の推進

施策の方
向性

○防犯意識の啓発や防犯活動組織への支援など、地域の防犯力を高めます
○犯罪被害者等の総合的な支援に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-3 消費生活

合計 32,706 34,688

消費生活
センター

消費生活相談事業

第2次宝塚市消費者教育推進計画に基づく消費生
活相談の充実を図るため、消費生活相談員の対
応力等強化のため、補助金を活用した国が推奨す
る研修参加体制をとり、市民の安全・安心を確保
する。

1,480 1,461

消費生活
センター

消費生活センター事業

市民の暮らしの安全・安心の確保を行うため設置
した、消費生活センター施設の適切な維持管理及
び消費者行政を行うとともに、計量特定市業務を
推進する。

29,437 31,315

消費生活
センター

消費者教育・啓発事業
第2次宝塚市消費者教育推進計画に基づく、被害
防止対策として、情報提供及び啓発を行う。

1,789 1,912

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）世代や生活の場に応じた多様な消費者教育の推進

施策の方
向性

○市民や関係機関、市民団体、事業者等と連携・協働しながら、消費者教育や啓発を推進し、次世代の担い手を育成します
○消費生活相談機能を充実させます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-4 土地利用

合計 973,338 312,527

都市計画
課

都市計画推進事業

官民が連携するエリアプラットフォームを構築し、
南部地域の持続可能な都市づくりを推進する。令
和5年度はエリアプラットフォームの構築に向け、
勉強会の開催や先進地視察等を行う。

0 985

開発指導
課

地区まちづくりルール
支援事業

開発事業に対してルールを満たすよう指導を行
い、まちづくり活動団体とともに地区の良好な住環
境の保全及び都市環境の形成を目指す。また、開
発事業における協働のまちづくりの推進に関する
条例（まちづくり条例）による地区まちづくりルール
の策定を支援する。

300 300

都市計画
課

都市計画支援システ
ム事業

都市計画情報を効果的かつ正確に管理し提供す
る。窓口支援システムの利用促進を図るとともに
市ホームページで都市計画地図や都市計画に関
する最新情報を配信する。

5,647 5,686

都市計画
課

都市計画管理事業
用途地域等の土地利用や都市施設を都市計画決
定するにあたり、法令等に基づき都市計画審議会
を運営する。

2,127 1,845

管財課
新庁舎・ひろば整備事
業

NTN㈱宝塚製作所跡地の利活用を行う新庁舎ひ
ろば整備事業の一環として、来庁者の動線や市民
の憩いの場を創設することを目的として、市役所第
二庁舎（新庁舎）及び第二庁舎外構、中庭ひろば
を整備する。

965,264 303,711 R5で終了予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）南部地域の持続可能な都市づくりの推進

施策の方
向性

○地域特性を踏まえながら、駅周辺への多様な都市機能の誘導を推進します
○住民主体のまちづくりを推進し、良好な住環境の維持・形成を図ります
○自然緑地や都市緑地の保全・育成に努めます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 177,055 203,761

市街地整
備課

土地区画整理調査事
業

組合等による施行中又は施行予定の土地区画整
理事業に対し、土地区画整理法第75条に基づく技
術的援助を行う。

68 75

市街地整
備課

公益施設管理運営事
業

さらら仁川公益施設及びピピアめふ公益施設の管
理運営を同施設の指定管理者と協力して行う。

117,743 114,611

市街地整
備課

ソリオ宝塚駐車場管理
事業

市が所有するソリオ宝塚第1駐車場及びソリオ宝
塚第4駐車場の管理を同駐車場の運営事業者と協
力して行う。

59,244 89,075

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）地域の特性にあった良好なまちづくりの推進

施策の方
向性

○多様な事業手法を活用して、地域と連携したまちづくりを進めます
○既存都市施設を有効に活用し、まちの活性化を図ります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 12,628 4,217

北部振興
企画課

北部振興企画事業

南部市街地に比べ急激に進行する人口減少、高
齢化といった北部地域の課題解決に向け、地元住
民が主体となって取り組んでいる「移住の受け皿
づくり」について、「北部地域移住・定住促進活動
補助金」による活動支援を行うほか、地域の振興
施策の総合調整及び広域連携事務を推進すると
ともに、地元住民との協働による地域活性化の検
討及び支援を行う。

2,494 3,069

北部整備
課

農業用施設改修事業
ため池定期点検や地元からの要望を踏まえ、老朽
化した水路、ため池等の農業用施設を整備改修す
る。

10,134 1,148

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）北部地域の活性化に向けたまちづくりの推進

施策の方
向性

○自然環境と田園環境の保全に努めます
○地域資源を生かした魅力的なまちづくりを推進します
○住民主体のまちづくりを推進し、集落環境の維持に努めます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-5 住宅・住環境

合計 59,390 29,727

建築指導
課

建築確認情報ＭＡＰシ
ステム管理事業

現行のシステムは導入から約20年を経過し、動作
環境の変化に対応するため、システムの再構築を
行う。また、これに併せて、窓口業務の効率化のた
め、建築計画概要書等の写しの自動交付システム
を導入する。

2,138 2,152

建築指導
課

住宅耐震化促進事業

昭和56年5月31日以前に建築された民間住宅で耐
震性の低いものについて、所有者が耐震改修計画
策定、耐震改修工事、その他部分改修工事などを
行った場合、その費用に対して補助金を交付す
る。

55,677 26,000

建築指導
課

簡易耐震診断推進事
業

昭和56年5月31日以前に建築された民間住宅で耐
震性の低いものに対して、耐震診断技術者を派遣
し、簡易な診断法（簡易耐震診断）を実施すること
で、住宅の地震に対する安全性の評価を行う。

1,575 1,575

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）安心して住み続けられる住まいづくりの促進

施策の方
向性

○耐震診断や耐震改修の促進を図ります

合計 398,071 283,691

住まい政
策課

住宅政策推進事業

マンション管理組合等に対し、適正な管理の啓発
および支援を行うとともに、マンション共用部分バ
リアフリー化工事に対しての助成や各種リフォーム
など住まいに関する総合的な情報提供を行うこと
により良好な住環境の維持を推進する。

1,888 1,866

住まい政
策課

市営住宅管理事業

指定管理者制度を導入し、民間事業者のノウハウ
を活用しつつ、社会情勢の変化（単身者・高齢者
の増加等）や様々な市民ニーズに応じた市営住宅
の管理運営を行う。

391,352 277,006

住まい政
策課

空家等対策事業

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、適正に管理されていない空家の所有者に対し
て適切な管理を促すとともに、特定空家等の発生
予防のため、空家の利活用を促し、啓発を行う。

4,831 4,819

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）住宅ストックの活用促進など良好な住環境の維持

施策の方
向性

○空家の適正管理と活用の促進を図ります
○民間住宅や市営住宅の有効活用と適正な維持保全を推進し、良好な住環境を維持します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-6 道路・交通

合計 1,130,256 1,909,789

北部整備
課

北部一般市道新設改
良事業

市北部地域において、市道の拡幅や改良、歩道の
整備を行いより安全で快適な道路環境を整備す
る。

59,400 23,000

道路管理
課

生活道路整備事業

生活道路整備条例に基づき、建築基準法第６条に
基づく建築確認申請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、道路とし
て拡幅整備を行う。

52,906 48,722

道路建設
課

都市計画道路山手幹
線整備事業（梅野町工
区）

宝塚南口駅と駅南西エリアのアクセスに関し、歩
行者の利便性を向上させ、すべての人が安心して
移動でき、賑わいのあるまちづくりを目指す。

0 199,350

道路建設
課

都市計画道路荒地西
山線整備事業（小林工
区）

武庫川右岸地域における東西交通幹線道路とし
て、(主)明石神戸宝塚線を補完する道路として整
備する。また、震災復興計画で整備重点路線に位
置づけられている。

525,000 496,500

道路建設
課

都市計画道路競馬場
高丸線整備事業

当該路線を仁川地区の生活軸と位置づけ、山手
住宅地域の阪急軌道による分断を解消し、安全安
心の市街地を形成する。

280,500 1,103,717

道路建設
課

県施行都市計画道路
等整備負担金事業

県施行の街路整備事業に要した経費の一定割合
を市が負担する。

173,250 21,000

道路建設
課

一般市道新設改良事
業

歩道整備や危険個所の解消等により、通行の安
全や快適な走行等を確保し、もって、安全・安心・
快適なまちづくりに寄与する。

39,200 17,500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）計画的、効率的な道路整備の推進

施策の方
向性

○渋滞の解消や都市防災機能の充実を目指し、都市計画道路の計画的な整備を推進します
○北部地域を含め、道路ネットワークの形成に向けた効果的な市道の整備を推進します
○開発や建築行為に合わせ、狭隘(あい)な生活道路の整備を推進します

24



実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 789,090 692,280

道路管理
課

道路維持事業
道路構造物及び舗装の補修、委託による除草及
び側溝清掃等を実施する。

587,390 601,380

道路管理
課

橋りょう維持事業
橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、補修工事を
実施する。

201,700 90,900

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）橋梁などの道路構造物の長寿命化や計画的な修繕の推進

施策の方
向性

○橋梁などの道路構造物について、定期的な点検を行い長寿命化を図るとともに、計画的、効率的な修繕による適正な維持管理を推
進します
○市民からの情報収集による道路の効率的な整備を推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 63,697 97,453

道路政策
課

ＪＲ武田尾駅バリアフ
リー化事業

ＪＲ武田尾駅は、エレベーターやエスカレーターが
なく高齢者や障碍のある人などの利用が困難な駅
であるため、すべての利用者にとって利用しやす
い駅になるようにバリアフリー化を図る。

0 31,111

道路政策
課

北部地域内バス路線
補助事業

市北部の西谷地域における公共交通手段である
バス路線を確保するため、運行事業者に対し補助
を行うことにより、高齢者等地域住民の移動手段
の確保を図り、もって公共の福祉を増進する。

30,000 30,000

道路政策
課

山手地域内バス路線
補助事業

仁川・売布の山手住宅地域と最寄りの鉄道駅を結
ぶバス路線を確保するため、運行事業者へ補助を
行うことにより、交通空白地の解消と高齢者等地
域住民の移動手段の確保を図り、もって公共の福
祉を増進する。

33,200 35,803

道路政策
課

バス交通対策事業

学識経験者、交通事業者、市民等で構成する宝塚
市地域公共交通協議会にて公共交通網のあり方
を検討する。
既存バス路線について、運行ルートや運行時間、
バス停などについて関係機関と調整を図る。
また、地域主体のバス運行について、相談や関係
機関と調整を図る。

497 539

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）公共交通の利便性の向上と、新たな移動手段の検討

施策の方
向性

○公共交通の維持や利便性の向上を図り、新たな移動手段の確保を目指します
○北部地域では、地域の特性に応じた公共交通の確保に努めます
○コンパクトなまちづくりに向けて、交通結節機能の充実を図ります
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 87,700 112,200

道路管理
課

道路交通安全施設整
備事業

ガードレール等の交通安全施設の新設及び維持
補修工事を実施する。

46,000 52,000

道路管理
課

道路バリアフリー化整
備事業

道路バリアフリー化事業（線的整備）計画に基づ
き、路線的なバリアフリー化を実施する。

30,000 54,000

道路管理
課

通学路安全対策整備
事業

通学路安全プログラムに基づき、通学路安全対策
工事を実施する。

11,000 5,500

道路政策
課

ノンステップバス購入
助成事業

市内区域におけるバス路線の用に供するバス車
両の更新を行う際にノンステップバスの導入を推
進するため、バス事業者に対し国・県と協調し、ノ
ンステップバスの購入補助を行う。

700 700

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （4）すべての人にやさしい安全で快適な道路環境づくりの推進

施策の方
向性

○地域と連携した通学路の安全対策を推進します
○道路や公共交通のバリアフリー化など、人にやさしい交通環境を整備します
○自転車ネットワーク計画に基づき、自転車通行空間の整備を推進します
○環境や景観に配慮し、植栽など道路環境の適正な維持管理に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-7 河川・水辺空間

合計 59,900 60,900

公園河川
課

環境美化推進事業

年2回の県管理河川の除草、塵芥、収集運搬及び
処分並びに年1回の普通河川（市管理河川）の除
草、塵芥、収集運搬及び処分を行い、良好な河川
空間の環境を確保する。

59,900 60,900

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）憩いや安らぎのある河川・水辺空間の創出

施策の方
向性

○河川・水辺空間の利活用を推進します
○河川・水辺空間活動団体を支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 91,277 83,556

公園河川
課

普通河川治水事業

法定外公共物管理条例に基づき、市が管理する
普通河川の流水機能を確保するため、河川の維
持、施設修繕等を行う。また、河川台帳の整備を
進め、適正な河川管理を行う。

29,800 32,300

公園河川
課

荒神川都市基盤河川
改修事業

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。
①事業区間：武庫川との合流部より荒神橋までの
間　L＝990ｍ
②流域面積：242ha
③計画流量：31～39t/s
令和5年度は、新荒神橋上流における一部区間の
河川改修工事（約L=50ｍ）を実施する。

24,373 15,000

公園河川
課

急傾斜地崩壊対策事
業

兵庫県が実施する急傾斜地崩壊対策事業につい
て地方財政法第27条の規定に基づく地元負担金
を負担する。

28,200 4,500

公園河川
課

雨量計管理事業

市内16カ所の雨量計、本庁の雨量監視機器及び
市HP用サーバーの保守点検を行い、欠測すること
なく雨量データを市HPで公表する。
R5年度には雨量情報収集システムの更新を行う。

8,904 31,756

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）治水・土砂災害対策の推進

施策の方
向性

○総合治水の観点から、河川改修事業等を推進します
○土砂災害特別警戒区域に関する取組を推進します
○洪水・土砂災害に対する地域の防災力を高めます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　2-8 上下水道

合計 1,332,292 1,261,453

上下水道
局下水道
課

下水道事業

雨水事業は近年の異常気象による局地的集中豪
雨により、内水被害が頻発している向月町・鶴の
地区、星の荘地区の浸水被害軽減対策を行う。
武庫川ポンプ場は、宝塚市下水道ストックマネジメ
ント計画に基づき耐震化と機械設備のダウンサイ
ジングを含む改築更新を行い、令和7年度末の完
了を目指す。
ソフト面においては、南部市街地の公共下水道区
域内における内水ハザードマップを作成し、住民
等の円滑かつ迅速な避難に資することができよう
公表を行う。
汚水事業は、ストックマネジメント計画に基づき、リ
スク評価による優先度の高い施設から耐震化を含
めた改築・修繕を行い、計画的かつ効率的な予防
保全型の老朽化対策を進める。

1,330,403 1,257,463

上下水道
局給排水
設備課

水洗化促進事業

水洗化促進は河川等公共水域の水質汚濁防止に
直結する非常に重要な事業であることから、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。

1,889 3,990

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）安全・安心で安定した下水道サービスの提供

施策の方
向性

○浸水・地震対策を強化し、クライシスマネジメントを推進します
○アセットマネジメントを推進し、環境との共生の維持に努めます
○健全な経営に支えられた下水道事業の構築に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 2,003,547 1,711,401

上下水道
局工務課

上水道事業

市民生活を支える重要なライフラインである水道
施設の耐震化や適切な維持管理などを行うことに
より、災害時を含め水道の安定供給を図る。
管路及び施設の耐震化（更新）については、計画
的かつ継続的に取り組む。また、施設の統廃合を
行い、水運用の効率化を図るとともに維持管理費
の削減に取り組む。

2,001,900 1,709,900

生活環境
課

簡易専用水道等管理
事業

水道法等に基づき、専用水道、簡易専用水道及び
小規模貯水槽水道管理事務を行う。

1,647 1,501

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）安全で良質な水道水の安定的な供給

施策の方
向性

○良質な水道水を供給するため、きめ細かな水質管理を推進します
○水道水の安定供給を図るため、危機管理の取組を推進します
○市民から信頼され続ける水道を目指し、事業基盤の強化を図ります
○健全な経営に支えられた水道事業の構築に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

3　福祉が充実し、安心して暮らせるまち　～健康・福祉～

　3-1 健康・医療

合計 2,054,736 2,487,092

健康推進
課

新型コロナウイルスワ
クチン接種事業

国の方針に沿って、新型コロナウイルス感染症に
おけるワクチン接種を実施する。市内集団接種会
場及び個別医療機関で接種を行うとともに、市民
からの問い合わせ窓口として、コールセンター及び
窓口を設置するなど、希望者が予防接種を迅速に
行えるよう体制を整える。

687,381 990,576 未定

健康推進
課

健康センター管理運営
事業

健康センターの施設を管理運営する。令和5年度
は健康センターの屋上防水・外壁塗装・2階トイレ
改修工事を行う。

40,198 123,921

障碍（が
い）福祉
課

自殺予防対策事業

平成30年度に策定した「やさしいたからづか推進
計画」に基づき、庁内ネットワーク強化、支援者の
育成、市民への啓発、自殺未遂者支援等の推進
に取り組むことで、市内の自殺者数の抑制に取り
組む。現計画が、令和5年度をもって終了するた
め、令和5年度は、推進会議を開催し、次期計画の
策定に取り組む。

523 1,079

健康推進
課

予防接種事業

疾病の発生及び蔓延を防止し、公衆衛生の向上
に資することを目的として予防接種法の規定等に
基づいて実施する。
（定期予防接種）4種混合、2種混合、不活化ポリ
オ、麻しん・風しん混合、水痘、BCG、小児用肺炎
球菌、ヒブ、日本脳炎、子宮頸がん予防、B型肝
炎、ロタウイルス、高齢者等インフルエンザ、高齢
者用肺炎球菌

863,901 867,277

健康推進
課

食育推進事業

第3次たからづか食育推進計画に基づき、市民が
自らの食について考え、実践につながるよう、全て
の世代の方の食育を推進する。これまでのイベン
トや講座に加え、新しい生活様式やデジタル化に
対応したSNSやオンラインによる啓発方法を検討し
ながら食育活動を実施する。
食育活動の関係者や関係団体等と協働・連携し、
普及啓発に取り組む。

2,939 1,545

健康推進
課

後期高齢者健診事業

後期高齢者医療制度の被保険者を対象とする健
康診査を実施し、生活習慣病の早期発見や重症
化予防を図り、対象者の健康意識の向上と健康づ
くりを推進する。

107,550 114,790

健康推進
課

がん等検診事業

健康増進法等に基づく各種がん検診（胃、肺、大
腸、子宮頸、乳）、前立腺がん検診、肝炎ウイルス
検診、歯周病検診、胃がんリスク検診、生活保護
受給者に対する基本健康診査を実施する。
令和5年度に新たな検査機器を購入し、令和6年度
から導入する。

352,244 387,904

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）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

施策の方
向性

○生活習慣改善や感染症に関する啓発などにより、疾病予防や健康づくりを推進します
○健診などにより、生活習慣病などの早期発見や重症化の予防に取り組みます
○啓発や自殺予防対策に取り組み、心の健康づくりを推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 239,596 227,322

健康推進
課

出産・子育て応援交付
金事業

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育て
できるよう、面談や継続的な情報発信等により必
要な支援につなぐ伴走型支援と、出産応援給付金
5万円、子育て応援給付金5万円を支給する経済
的支援を一体的に実施する。（※令和4年度から令
和5年度に231,553千円を繰越し予定）

0 0 未定

健康推進
課

未熟児養育医療給付
事業

要件を満たす未熟児に対し、退院するまでの間に

必要となる医療及び⾷事療養の給付を行う。
14,266 14,016

健康推進
課

母子保健訪問指導事
業

保健師などの専門職が、①妊婦訪問、②新生児訪
問、③未熟児訪問、④赤ちゃん訪問、⑤乳幼児訪
問、⑥セカンド訪問、⑦きょうだい指導、⑧医療機
関からの情報を受理する養育支援ネット、⑨要保
護児童等支援事業を実施する。①から⑦では家庭
訪問により、妊産婦や乳幼児の健康や子育て情報
を提供する。⑨では、市要保護児童地域対策協議
会からの通告照会への対応や乳幼児健診未受診
児調査を行う。また、訪問者への研修、新任保健
師育成支援を行う。

10,648 10,690

健康推進
課

母子保健相談指導事
業

妊産婦・乳幼児を対象に、13事業を実施する。母
子健康手帳交付、妊婦相談、産前・産後サポート
事業、両親学級、妊婦歯科健診、産後ケア事業、
離乳食学級、妊産婦・乳幼児の電話相談、オンラ
イン妊産婦・育児離乳食相談、ニコニコ育児相談、
思春期健康教育等。産後ケア事業においては、従
前から実施している通所型、訪問型に加え、令和5
年度に宿泊型を開始する。

24,714 24,929

健康推進
課

母子保健健康診査事
業

妊婦健康診査費助成事業、乳幼児健康診査事業
（4か月児健康診査、10か月児健康診査、1歳6か
月児健康診査、3歳児健康診査）、不育症治療支
援事業に加え、令和5年度に産婦健診事業、新生
児聴覚検査助成事業、妊婦に対する初回産科受
診料支援事業を実施する。

189,968 177,687

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）妊産婦・子どもへの母子保健事業の推進

施策の方
向性

○妊娠・出産・子育てに関する相談支援や情報提供など、妊産婦や子ども、家庭への切れ目のない支援に取り組みます
○妊娠期からの児童虐待防止や育てにくさを感じる保護者への支援に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 58,384 372,548

※病院経営改善事業、地域医療連携推進事業及び救急医療推進事業は事業別の予算を編成しないことから、R4当初予算及びR5
当初予算は非表示としている。

市立病院
経営統括
部

市立病院設備等保全
事業

平成26年度に作成した保全計画（平成28年度から
令和17年度の20年間を計画期間とする）に基づ
き、年次的に施設及び設備の保全を行う。

58,000 371,900

市立病院
経営統括
部

市立病院経営強化プ
ラン策定事業

「宝塚市立病院が目指す病院像」を基に、総務省
が示す「公立病院経営強化ガイドライン」に沿って
経営強化プランを令和5年度に策定する。本プラン
には、持続可能な地域医療提供体制の確保に向
けて、地域の実情を踏まえた経営強化の取組を盛
り込む（機能分化や連携強化、医師等の確保、経
営形態の見直し、新興感染症への備えた平時から
の取組等）。

384 648

市立病院
経営統括
部

救急医療推進事業
⾼度先端医療を担う市立病院として、救急搬送に

よる救急患者受入を推進し、重症患者への医療提
供を推進するとともに断らない救急を目指す。

市立病院
経営統括
部

地域医療連携推進事
業

市立病院と地域の医療機関や介護施設との連携
により地域完結型医療を提供する。

市立病院
経営統括
部

病院経営改善事業
経営状況、分析及び改善策を市立病院職員が共
有し、経営改善に取り組む。

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）安心・安全な地域医療体制の確保

施策の方
向性

○地域の医療機関や介護施設との連携を深めます
○市内外の医療機関の連携により地域の救急医療体制を確保します
○市立病院の集学的がん診療体制を強化します
○新たな中長期計画に基づき、市立病院の経営の安定化を図ります
○市立病院の医療機能や病床規模の見直しに取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

3　福祉が充実し、安心して暮らせるまち　～健康・福祉～

　3-2 地域福祉

合計 48,737 47,851

地域福祉
課

生活支援体制整備事
業

宝塚市社会福祉協議会（社協）に委託し、第1層
（全市域）に生活支援コーディネーターを2人配置。
第2層（7ブロック・日常生活圏域）に配置されてい
る社協地区担当（コミュニティワーカー）と連携し
て、地域住民による生活支援や支え合いの仕組み
づくりを進める。また、セーフティネットシステムの
好循環を目指し、全市域のほか、エリアごとの多機
関連携を強化するため、地域生活支援会議等を通
じたネットワークづくりを推進する。

13,775 13,674

地域福祉
課

民生児童委員活動事
業

民生委員推薦会を開催し委員委嘱の手続きを行う
こと、委員の欠員解消に取り組むこと、委員に対し
活動費の助成をすること、民生児童委員に協力す
る民生児童協力委員の活動支援等である。令和4
年度の一斉改選により欠員数が増加したため、令
和5年度は委員活動の周知を行い、欠員の解消に
努める。

34,962 34,177

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）包括的な相談支援体制づくり

施策の方
向性

○災害などの非常事態にあっても共に助け合い、誰もが安心を感じられるよう、普段からの多様な主体による見守り・支え合いを促進
します
○社会制度の狭間や、市民が抱える複合的な生活課題に対応するため、総合相談支援体制を構築・強化します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 245,877 353,951

地域福祉
課

地域福祉推進事業

宝塚市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、宝塚ボランタリープラザzukavoや地区セン
ターの運営などを支援し、身近なエリアごとの住民
主体の話し合いや福祉活動を推進する。また、高
齢者学習事業（づか塾）を委託方式で実施し、地域
活動のノウハウを学ぶ実践講座を通して、地域で
活躍できる人材の育成と地域活動のきっかけづく
りを行う。

137,291 137,291

地域福祉
課

総合福祉センター管理
運営事業

指定管理者による適切な施設の運営、維持管理
により市民の活動拠点となる場を提供し、福祉の
増進、福祉活動の活性化を図る。

108,586 216,660

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）多文化・共生型の地域づくり

施策の方
向性

○福祉に関する意識を高め、地域福祉活動につなげるため、福祉教育の充実を進めます
○課題を抱える人や、地域福祉の担い手が気軽に立ち寄り、話し合うことができ、誰もが共に活躍できる多様な居場所・拠点づくりを
進めます
○地域福祉をコーディネートする人材や、地域福祉を担う人材の掘り起こしと育成を進めます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

3　福祉が充実し、安心して暮らせるまち　～健康・福祉～

　3-3 高齢者福祉

合計 450,491 462,403

健康推進
課

介護予防普及啓発事
業

介護保険法に基づく地域支援事業のうち、一次予
防事業として、高齢者を対象に介護予防講演会の
開催や高齢者が集う場所での介護予防のための
情報提供等を行い、介護予防知識の普及・啓発を
図る。一般高齢者を対象として、機能低下の予防
における知識や情報を提供し、自己の継続的な取
組みに繋がるよう支援する。

544 744

高齢福祉
課

包括的支援事業

7つの生活圏域ごとに設置した地域包括支援セン
ターに委託し、高齢者の総合相談・支援等の事業
を実施する。また、地域包括ケアシステムの構築・
推進に向け、地域の実情に応じた地域づくりにつ
ながる取り組みを進める。

252,239 252,217

高齢福祉
課

介護予防普及啓発事
業

高齢者がいきいきとした生活を送るために介護・福
祉の情報提供を行うことを目的としたいきいきガイ
ドブックの作成と配布をする。また、介護予防を目
的とした住民主体の「いきいき百歳体操」に取り組
むグループの立ち上げと継続支援を行う。

7,351 7,385

高齢福祉
課

老人福祉センター事業

高齢者福祉の向上を図り、生きがいを増進するた
めに設置した老人福祉センターにて、各種相談や
健康の増進、教養の向上、レクリエーションのため
の便宜等を供与し、高齢者の健康や生きがいづく
りの促進を図る。

85,089 91,122

高齢福祉
課

障碍（がい）高齢者タク
シー運賃助成事業

4月1日現在満70歳以上かつ、身体障害者手帳又
は療育手帳の交付を受けている市民（福祉タク
シー・リフト付きタクシー利用券の交付を受けてい
る方を除く。）に対し、障碍高齢者タクシー運賃助
成券を交付し、障碍のある高齢者の外出を支援す
る。

5,630 5,347

高齢福祉
課

高齢者社会参加・健康
促進事業

4月1日現在満70歳以上の市民（身体障害者手帳・
療育手帳、福祉タクシー・リフト付きタクシー利用券
の交付を受けている方を除く。）に対し、高齢者バ
スタクシー運賃助成券を交付し、高齢者の社会参
加を促進して健康増進を図る。

99,638 105,588

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）高齢者が自分らしくいきいきと暮らせる環境づくり

施策の方
向性

○健康寿命の延伸を目指し、健康づくり・介護予防を推進します
○社会参加や世代間交流を通じて、生きがいづくりを促進します
○高齢者が抱える課題や地域課題を共有し、共に考え、身近な地域で支え合う仕組みづくりを推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 2,187,087 2,282,126

介護保険
課

地域密着型介護サー
ビス等給付事業

要介護認定を受けた被保険者が地域密着型サー
ビスを利用した場合の保険給付を行う事業。
令和5年度は第8期介護保険事業計画の最終年度
であり、期内で掲げる施設整備計画の達成を目指
す。

2,166,807 2,259,571

高齢福祉
課

認知症総合支援事業
認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし
続けるために必要な取り組みを実施する。

2,726 2,461

高齢福祉
課

地域包括ケア推進事
業

独居高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さらに今
後、後期高齢者の急激な増加が予測される中、多
くの市民が望む、できるだけ住み慣れた地域で安
心して自分らしい生活を続けられるよう地域包括
ケアシステムの構築を推進する。

1,122 3,090

高齢福祉
課

成年後見制度利用支
援事業

認知症の状態にあるために意思能力に乏しく、親
族等による申立が困難な者等の成年後見制度利
用支援（市長申立・成年後見人報酬等の助成）と
制度普及啓発を行う。

9,008 9,579

高齢福祉
課

高齢者見守りネット
ワーク事業

急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るた
め、65歳以上の独居高齢者又は発作性の高い疾
患等を有する昼間独居高齢者及び見守りの必要
のある高齢者のみの世帯等へ緊急通報装置を貸
与する。利用にあたっては、緊急時に備え福祉協
力員を指定する。

7,424 7,425

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）望む場所で安心して暮らせる体制づくり

施策の方
向性

○介護サービスの整備や、介護する家族の支援に向けて、多様なニーズに対応した支援の充実を図ります
○認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症についての啓発や、支援体制の整備に取り組みます
○高齢者が、医療や介護サービスを受けることとなっても、望む場所で安心して暮らせるよう、医療・介護・福祉の連携を強化します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

3　福祉が充実し、安心して暮らせるまち　～健康・福祉～

　3-4 障碍（がい）者福祉

合計 5,761,221 5,882,950

障碍（が
い）福祉
課

自立支援事業

障害福祉サービスを提供し、障碍（がい）者及び障
碍（がい）児が自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう支援し、安心して暮らすこと
のできる地域社会を実現する。令和5年度から、市
内の相談支援専門員の確保により支援が必要な
方がスムーズに障害福祉サービスを受けられる環
境整備を図るため、新たに相談支援専門員を雇
用、配置した事業所への補助制度を導入する。

5,005,672 5,135,600

障碍（が
い）福祉
課

地域生活支援事業

全国で同一サービス・料金により設計された制度と
は異なり、地域の実状に応じで実施主体である市
が相談支援事業や意思疎通支援事業等を行い、
障碍（がい）者が自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう支援し、安心して暮らすこと
のできる地域社会を実現する。現基幹相談支援セ
ンターについて、令和6年度からの委託事業実施
に向けて、令和5年度はプロポーザルを実施する。

398,777 385,341

障碍（が
い）福祉
課

地域活動支援センター
及び障害者小規模通
所援護事業

地域活動支援センター及び小規模作業所に対し
運営補助を行い、在宅の障碍（がい）者の創作的
活動や生産活動の機会を提供、社会との交流促
進等の便宜を供与し、障碍（がい）者の地域生活
支援を促進する。

82,000 80,000

障碍（が
い）福祉
課

身体障碍（がい）者支
援センター管理運営事
業

在宅の重度の身体障碍（がい）者に対し、障害者
総合支援法に基づく生活介護を実施し、入浴の介
護、食事の提供、創作的活動、機能訓練等の支援
を行う。

263,603 237,169

障碍（が
い）福祉
課

障碍（がい）者福祉事
業

障碍（がい）者福祉に係る包括的な事業として、市
所有障碍（がい）者施設の修繕、障碍（がい）者団
体の社会参加促進事業の一部助成等を行う。
現障害福祉計画・障害児福祉計画が、令和5年度
をもって終了するため、令和5年度は次期計画策
定に向けたアンケート調査の実施等、策定業務を
行う。また、令和5年度に情報政策課跡地を利活用
し、現福祉推進室フロア全体の整備を行い、市民
の窓口サービスの向上に努める。

11,169 44,840

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）障碍（がい）のある人の自立に向けた地域支援体制の整備

施策の方
向性

○障碍(がい)のある人が地域で安心して暮らすため、障害福祉サービス等の提供体制を整備します
○障碍(がい)のある人の社会参加の実現を目指します
○障碍(がい)のある人が安心して暮らせる支援体制の充実を図ります
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 1,902,768 2,021,344

子ども発
達支援セ
ンター

保育所等訪問支援事
業

障碍児が在籍する保育所等における集団生活に
支援が必要な場合、専門的な知識や技術を有する
支援員が訪問し、個々の発達に合わせたアドバイ
スを保護者や職員に行う。

2,542 2,548

子ども発
達支援セ
ンター

障害児相談支援事業

障碍児が障害児通所支援などのサービスを受け
る際、相談支援専門員が児童の様子や家族の状
況について面談を行い、心身の状況や置かれてい
る環境等に応じたサービス利用計画案を作成す
る。また、サービスの利用開始後一定の期間をお
いて、適切なサ－ビスが受けられているかどうか
のモニタリングを行う。

16,040 15,994

子ども発
達支援セ
ンター

子ども発達支援セン
ター事業

福祉型児童発達支援センターとして、身体及び知
的発達に障碍のある就学前の児童を対象に、通
所で日常生活における基本的な動作の指導、知
識・技能の習得、集団生活などに係る支援を行う。
また、令和5年度より、すみれクラス（体幹の機能
障碍のある児童や医療的ケアが必要な児童）の定
員枠を6名から14名に増やすことで、5歳児が毎日
通園できる環境を整備するとともに、医療的ケアが
必要な児童を含む肢体不自由児の受け入れ体制
を拡充する。

71,946 71,943

障碍（が
い）福祉
課

障害児通所給付事業

児童福祉法に基づき、障害児通所支援を一元的
に提供し、サービス利用手続きの透明化を図る
等、障碍（がい）児が安心して暮らすことのできる
地域社会を実現する。

1,812,240 1,930,859

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）障碍（がい）のある子どもの成長を支える取組

施策の方
向性

○乳幼児期からの療育・発達支援を推進します
○障碍(がい)のある子どもの地域生活を支える取組を推進します
○障碍(がい)のある子どもの療育に応じた障害児通所支援等の提供体制を整備します

合計 29,624 29,785

障碍（が
い）福祉
課

権利擁護支援事業

高齢者及び障碍（がい）者の権利を尊重し、かつ擁
護し地域社会でその人らしく安心して暮らせるよう
高齢者及び障碍（がい）者の権利擁護に関する総
合的な相談支援等を行う。障碍（がい）者差別につ
いては、調整委員会において紛争の解決を図り、
支援地域協議会では障碍（がい）者差別解消に向
けた取組を円滑かつ効果的に実施する。

29,624 29,785

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）障碍（がい）のある人の権利擁護の推進

施策の方
向性

○障碍(がい)を理由とした差別の解消に取り組みます
○障碍(がい)者虐待の防止に取り組みます
○成年後見制度の活用を推進します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 349,355 342,487

障碍（が
い）福祉
課

自立支援医療給付事
業

障害者総総合支援法に基づき、自立支援医療の
更生医療、育成医療及び療養介護医療について、
市が主体となって医療給付事業を実施する。

230,160 226,431

障碍（が
い）福祉
課

障碍（がい）者生活支
援事業

障碍（がい）者福祉に係る障碍（がい）者個人の生
活支援事業として、施設通所費用の一部助成、タ
クシー料金等助成、グループホーム家賃助成、住
宅改造資金助成等を行う。

80,457 77,474

障碍（が
い）福祉
課

障碍（がい）者就労支
援事業

就労の困難な障碍（がい）者の就業促進のため身
体、知的、精神のいずれかの枠に拘らない障碍
（がい）者の就労促進施策を行う。また、共同受注
窓口へ運営補助金を交付し、福祉就労施設利用
者の工賃の向上を図る。

38,283 38,283

障碍（が
い）福祉
課

障碍（がい）・障碍（が
い）者理解市民啓発事
業

障碍（がい）や障碍（がい）者に対する市民の関心
及び理解を深めるため啓発活動を行う。

455 299

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （4）障碍（がい）のある人の就労支援や生活支援の推進

施策の方
向性

○障碍(がい)者就業・生活支援センターを中心に就労や就労定着の支援に取り組みます
○障碍(がい)者就労支援施設等利用者の工賃向上のための取組を推進します
○ハード・ソフト両面での生活環境の整備に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

3　福祉が充実し、安心して暮らせるまち　～健康・福祉～

　3-5 社会保障

合計 4,410,511 4,444,663

せいかつ
支援課

生活困窮者自立支援
事業

生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者自立
相談支援事業・就労準備支援事業等を実施して、
複合的な課題を抱え制度狭間に置かれた生活困
窮者に対する包括的・総合的な支援を行い、困窮
状態から早期に脱却し自立できるよう支援する。

46,109 44,871

生活援護
課

中国残留邦人等支援
事業

中国残留邦人等の置かれている特別な事情に鑑
み、老後の生活の安定、地域参加の促進を目的と
して、ボランティア教室への助成、自立支援通訳派
遣等を行う。

3,287 3,249

生活援護
課

生活保護適正実施推
進事業

生活保護制度の適正な推進のため、レセプト点検
や収入調査など生活保護行政を適正に実施する
ための調査等を実施する。

33,040 31,791

生活援護
課

生活保護受給者等就
労支援事業

被保護者の自立を促進するために就労支援員を
中心とした就労支援や就労体験等を通じた訓練等
の就労準備支援を行う。

3,302 3,225

生活援護
課

生活保護事業
被保護者の自立を助長することを目的に、適正な
扶助及び自立支援を行う。

4,324,773 4,361,527

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）生活困窮者等の経済的・日常的・社会的な自立の促進

施策の方
向性

○生活保護法や生活困窮者自立支援法に基づき適切な支援が確実に行えるよう関係機関が連携し、相談支援体制の充実を図りま
す
○個別の状況に応じた支援プランをもとに自立に向けた支援を行います
○ハローワークなどとの連携による就労支援の充実を図り、生活困窮者等の経済的自立を支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 1,160,280 1,143,938

健康推進
課

特定健康診査等事業

宝塚市国民健康保険被保険者のうち、40歳から74
歳（75歳の誕生日前日まで）の者を対象に、内臓
脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に着目した
生活習慣病予防のための健康診査を実施する。

189,697 195,282

医療助成
課

徴収事業

後期高齢者医療制度の安定した運営のため、兵
庫県後期高齢者医療広域連合が決定する保険料
額に基づいて、後期高齢者医療被保険者からの
保険料徴収事務を行う。令和5年度からは、後期
高齢者医療保険料の収納方法について、コンビニ
収納及びキャッシュレス決済を導入し、被保険者
の利便性向上と収納チャネルの維持拡大を図る。

28,552 26,229

医療助成
課

乳幼児等医療費助成
事業

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例に基づく
事業で、県補助対象事業である。対象者は0～15
歳（15歳に達する日以後の最初の3月31日）までの
乳幼児等で、保護者等が所得要件を満たす方（0
歳児は所得制限なし）。受給者の保険診療の自己
負担額を助成する。

844,279 824,020

国民健康
保険課

保健事業

国民健康保険法第82条を根拠に、市国民健康保
険条例第8条に基づき被保険者の傷病の発生を未
然に防止、あるいは早期発見により重症化・長期
化を防ぎ、健康の保持増進を図ることを目的とし、
健康検診助成費及びデータヘルス計画に基づき
実施する保健事業を実施する。

63,809 65,231

国民健康
保険課

徴収事業

国民健康保険税の徴収業務（納税相談、滞納処
分、督促状発送、納税案内センター等）、及び国民
健康保険税の収納管理業務（口座振替、コンビニ
収納、クレジットカード納付等）を行う。
令和6年度より、国保税収納率の向上と納税意識
の高揚を図るため設置する納税案内センターにつ
いて、現在の業務内容に加え、税務事務の繁忙期
（4月～7月）における一次受電対応業務を実施す
ることにより、職員の事務負担削減を図ると共に市
民サービスの向上を図る。

33,943 33,176

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）健やかな暮らしを支える医療保険制度等の適切な運営

施策の方
向性

○国民健康保険税収入の確保や医療費の適正化に努めるなど国民健康保険制度を健全に運営します
○医療費負担を軽減し、安心して医療を受けることができるよう福祉医療費助成制度を適切に運営します
○高齢化の進行に伴う被保険者数の増加を踏まえながら、後期高齢者医療制度を適切に運営します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

4　子どもの生きる力が育つまち　～子ども・教育～

　4-1 児童福祉・青少年育成

子ども政
策課

子どもの権利サポート
委員会事業

子どもの権利を不断に擁護し、子どもの最善の利
益を具体的に実現していくため、市長の附属機関
として子どもの権利サポート委員会を設置する。当
委員会では、子どもの権利に関する相談を受け、
その救済を図るために調整・調査活動を通じ、必
要に応じて市の機関・民間子ども施設及び市民等
に対して是正勧告・改善要望や意見表明を行う。

5,327 5,569

家庭児童
相談課

児童虐待防止施策推
進事業

「要保護児童対策地域協議会」を軸に、庁内外関
係機関との連携の下、要保護児童等全般の相談、
対応に取り組む。また、宝塚市次世代育成支援行
動計画「たからっ子『育み』プラン」に基づき、子育
て支援施策を充実する中で、要保護児童等及びそ
の家庭への子育て支援サービスとして、24時間子
育て電話相談事業、児童虐待を含む総合的な相
談事業などを実施する。

9,845 9,953

子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭支援セン
ター事業

宝塚市次世代育成支援行動計画「たからっ子『育
み』プラン」（子ども・子育て支援事業計画）に基づ
き、地域において子育て親子の交流、子育てに関
する相談・援助等を促進する子育て支援拠点の設
置を推進することにより、地域の子育て支援機能
の充実を図り、子育ての負担感等を緩和し、子ども
の健やかな育ちを支援する。

4,951 4,541

子ども家
庭支援セ
ンター

ファミリーサポートセン
ター事業

地域において育児の援助を行いたい者（提供会
員）と育児の援助を受けたい者（依頼会員）を会員
として組織化し、会員の相互の育児に関する援助
活動に関する事務を行うファミリーサポートセン
ター事業を実施することにより、仕事と育児を両立
し安心して働くことができる環境を整備する。

10,679 10,731

子育て支
援課

ひとり親家庭生活学習
支援事業

児童扶養手当を受給している家庭に属する中学
2、3年生を対象に、年間を通じた通塾による学習
支援を行い、生徒個々の学習課題を明確にし、一
人ひとりにあった学習計画を立て、学習の習慣化
を進める。また、併せて生徒が将来に目標や希望
をもてるように生徒の生活を支援する。
保護者アンケートでも希望の高い、中学3年生の授
業回数について、令和5年度から現状の週１回（年
間44回）を週2回（年間88回）に拡充する。

13,053 17,767

子育て支
援課

母子等福祉総務事業

ひとり親家庭の就労を支援するため、教育訓練講
座の受講費用の補助（自立支援教育訓練給付金）
や、生活の安定に資する高度な資格取得を支援す
るため、一定期間生活費の補助（高等職業訓練促
進給付金）を行う。

21,494 13,034

子ども政
策課

次世代育成支援行動
計画等推進事業

宝塚市次世代育成支援行動計画　「たからっ⼦

『育み』プラン」に基づき、⼦ども施策を総合的かつ

一体的に推進する。また、後期計画が令和6年度
で終期を迎えることから、新たな計画の策定に向
け、令和5年度にアンケート調査を行う。

58,728 5,559

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）すべての子どもと家庭への支援

施策の方
向性

○子どもの人権擁護を推進します
○すべての子どもと家庭に対する妊娠期からの切れ目のない子育て支援に取り組みます
○様々な困難などで配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実を図ります
○子どもの貧困の連鎖を防止するため、教育、生活、就労などにおいて地域との連携を含め、子どもや家庭への支援に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 2,008,318 2,116,007

保育企画
課

私立保育所誘致整備
事業

増加が見込まれる保育需要に対して、保育所の受
け皿を確保するため、令和7年4月1日の開設に向
け私立保育所の誘致整備を行う。

0 229

青少年課
民間放課後児童クラブ
運営支援事業

各小学校区における放課後児童クラブ（地域児童
育成会、民間放課後児童クラブ）の待機児童を解
消するため、民間放課後児童クラブの新規開設や
運営に係る経費を助成する。

178,733 248,613

青少年課 地域児童育成会事業

市内23の小学校で、下校後の時間帯に保護者が
勤務等により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い、当該児童の
健全育成を図る「地域児童育成会」を運営する。

291,747 314,340

保育事業
課

私立保育所助成金

公私立保育所間の格差の是正及び延長保育等の
特別保育事業に要する経費を助成することによ
り、入所児童の健全な育成及び私立保育所の円
滑な運営に資するために必要な経費を補助する。

861,879 895,218

保育事業
課

指定保育所助成金

保育の必要な児童が指定保育所に入所する場
合、当該保育所に入所する児童の保育経費の一
部を助成し、保護者の負担軽減と保育所の円滑な
運営を図る。

197,199 152,988

保育企画
課

病児保育事業
病児保育室2箇所で「病気の回復期に至らない」、
家庭や集団での保育が困難な乳幼児等につい
て、一時的に保育や看護を行う。

32,201 31,100

保育企画
課

市立保育所保育実施
事業

市立保育所7ヶ所で入所児童の保育を行うととも
に、延長保育、特別支援保育、子育て支援事業等
を実施する。
また、令和5年度より医療的ケア児の受入れを開
始する。

446,559 473,519

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）子育てと仕事の両立支援

施策の方
向性

○待機児童解消のための施策を進めるとともに、一時預かり事業や病児保育事業などの多様な保育施策に取り組みます
○放課後の健全育成の場の確保に向け、放課後児童対策に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 124,077 75,083

子ども総
合相談課

子ども総合相談事業

妊産婦及び0歳から18歳までの子どもとその家庭
から、子育て、子どもの発達、学校生活に関するこ
となど、どこに相談すればよいかわからないような
困りごとを含めて様々な相談に応じ、必要に応じて
医師などによる発達に関する専門相談も行う。

0 7,929
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 171,689 203,716

青少年課 青少年育成事業

市内中学校区ごとに市民に対して青少年健全育
成に関する啓発活動や青少年育成活動に地域ぐ
るみで取り組む「中学校区青少年育成市民会議」
を組織し、青少年育成活動を委託して実施する。

2,976 1,890

子ども家
庭支援セ
ンター

児童館運営事業

宝塚市児童育成計画及び宝塚市次世代育成支援
行動計画に基づき整備した地域児童館（子ども館）
及び大型児童センターについて、公立児童館は指
定管理者に運営を委託し、私立児童館は設置運
営法人に運営費の一部補助を行うことで運営の安
定を図る。

167,174 200,100

子ども家
庭支援セ
ンター

家庭教育推進事業

少子化、核家族化、高齢化など急激な社会の変化
とともに、地域や家庭の教育力が低下し、様々な
問題が生じている。そこで、家庭や地域の子育て
力・教育力を向上させるため、地域の児童館等を
利用して学習機会の提供を行う。

1,073 947

子ども政
策課

子ども議会事業

子ども条例に基づき、子どもが社会の一員である
ことを認識し、市政等について意見を表明する機
会を提供するとともに、子どもの意見を聴き、市政
等に反映させることを目的に実施する。将来の宝
塚市を担う小学生、中学生、高校生等が、子ども
の立場からまとめた質問や提案を議場で発表し、
市長・教育長が答弁を行う。

466 779

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （4）家庭や地域の子育て力の向上と子どもの社会参加の促進

施策の方
向性

○家庭や地域の子育て力・教育力の維持向上を図ります
○子どもの居場所の更なる充実を図ります
○子どもの意見を生かす子ども参加型のまちづくりに取り組みます
○青少年の孤立を防ぎ、自立と就労を支援します

合計 8,782 8,744

青少年セ
ンター

青少年補導事業

青少年の健全な育成をめざし、非行に走らないよ
う問題行動の早期発見、早期指導を図るため、宝
塚市青少年補導委員、市内小・中学校生徒指導
担当教員、市内各小・中学校PTA愛護部等の協力
のもとで補導活動を行う。

6,770 6,727

青少年セ
ンター

青少年相談事業
青少年の非行防止・健全育成活動の一環として、
青少年や保護者の悩みについて相談に応じ、助言
を行うとともに、関係機関との継続指導を行う。

345 345

青少年セ
ンター

青少年センター運営事
業

青少年センター運営協議会を開催するとともに、関
係機関、他市補導センターとの連携を図り、青少
年の健全育成に努める。

1,667 1,672

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）安全・安心の子育て環境づくり

施策の方
向性

○子育てしやすい生活環境づくりに取り組みます
○子どもの安全・安心の確保に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

4　子どもの生きる力が育つまち　～子ども・教育～

　4-2 学校教育

合計 960,651 661,339

教育支援
課

子ども支援事業

1人ひとりの子どもが豊かで自分らしく輝き安定し
て学校生活を送れるため、心理発達面や学習面に
対しスクールカウンセラーや子ども支援サポーター
などによる適切な支援を行う。

73,141 72,281

教育支援
課

教育相談事業

適応や発達面などの教育上の諸問題や心理的な
問題に対応するため、保護者、子どもを対象に相
談活動やプレイセラピーを行う。また不登校の子ど
もの居場所として、教育支援センターを運営する。

22,314 22,387

学校教育
課

特別支援教育推進事
業

令和5年度から、市立小・中学校の特別支援学級
に在籍している肢体不自由児で大型ストレッチャー
等を使用し修学旅行等に参加する際に、現行制度
では支援できない自己負担部分について、インク
ルーシブ教育の推進及び合理的配慮の観点から
新たに扶助制度を創設し、当該児童生徒及び保護
者を支援する。

302,043 19,214

教育研究
課

学力調査事業

毎年、文部科学省が「全国学力・学習状況調査」を
実施し、その結果を各校より児童生徒に配布す
る。その後、教育委員会で「結果概要」を発行し、
今後の教育の参考とする。また、生徒個々の学習
理解度を把握し、生徒個々にあった学習指導を実
施するため、中学2年生を対象に学習理解度調査
を行う。

3,259 3,239

教育研究
課

学力向上推進事業

観察実験の支援など理科授業をサポートをする外
部人材を「サイエンスサポーター」として小学校に
配置する。令和4年度に引き続き、専門家による自
己表現力向上のためのワークショップを全ての小
学校の5年生を対象に開催する。

5,333 5,532

教育研究
課

スクールネット活用事
業

市内の学校園におけるICT環境を整備・運用する
ことを目的とする。令和5年度は、中学校のパソコ
ン教室の機器更新を実施する。

529,816 513,406

学校教育
課

部活動推進事業
部活動の推進のため活動に対する補助等を行う。
部活動の地域移行については、国や県の方向性
を踏まえ、段階的に取組を進める。

11,995 13,446

学校教育
課

人権教育推進事業
全市民を対象に、同和問題をはじめとする様々な
差別意識の解消に向け、人権意識の高揚を図ると
ともに、人権教育、啓発の推進を行う。

3,491 3,491

学校教育
課

学力向上推進事業

子どもたちの学力向上を目的に、地域人材を活用
した「たからづか寺子屋事業」を実施することで、
学習習慣の確立を図り、基礎学力の向上を目指
す。

9,259 8,343

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）子どもの「生きる力」の育成

施策の方
向性

○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
○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
○命の大切さや多様性について理解し、思いやりの心を持つ子どもを育てます
○時代に対応できる子どもを育てます
○ことばを大切にし、感性豊かな子どもを育てます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

学事課
中山台地区教育環境
適正化事業

令和４年度に引き続き、統合校である中山台小学
校において、スクールカウンセラーや臨時講師を
配置することで、統合による不安を抱える子どもや
保護者のケア等を行うほか、地域や学校と協働で
中山台地区のより良い教育環境について検討を行
う。

11,408 6,139

教育研究
課

研究・研修事業

市立学校園の教職員の意識改革と実践的な指導
力の向上を図るため、管理職や現職教員を対象と
した各種研修・研究・講座を実施する。また、保護
者や市民も対象とした教育講演会、研究発表大会
等を実施する。

11,215 10,891

幼児教育
センター

保幼小中連携教育推
進事業

就学前教育から小学校教育への滑らかな接続に
向けて作成したカリキュラムについての検証を行
う。
11中学校区を基盤に、保育所・幼稚園・小学校が
連続性・一貫性をもった教育の実践を進めるととも
に合同研修を行う。また、家庭教育学級を開催し、
親が子育てについて学ぶ機会を設け、家庭教育力
の向上を図る。

185 190

学校教育
課

生徒指導支援事業

児童生徒の非行防止や問題行動等への迅速かつ
的確な対応・事後指導にあたる教師の生徒指導活
動を支援する。生徒指導連絡協議会を開催し、情
報共有を行うとともに青少年の健全育成にむけ研
究協議を行う。

8,097 8,393

施設課 幼稚園施設整備事業
幼稚園の園舎やトイレ等の改修等、幼稚園施設に
おける教育環境の改善のため、整備工事を実施す
る。

118,491 6,512

施設課
特別支援学校施設整
備事業

特別支援学校の校舎やトイレ等の改修等、学校施
設における教育環境の改善のため、整備工事を実
施する。

13,445 205,830

施設課 中学校施設整備事業
中学校の校舎やトイレ等の改修等、学校施設にお
ける教育環境の改善のため、令和5年度は5校で
整備工事を実施する。

501,050 820,848

施設課 小学校施設整備事業

小学校の校舎やトイレ等の改修等、学校施設にお
ける教育環境の改善のため、令和5年度は9校で
整備工事を実施する。
長尾台小学校の敷地内で、兵庫県から土砂災害
特別警戒区域（レッドゾーン）に設定された法面の
安全性を確保する整備を行い、区域指定の解除を
目指す。

1,208,052 1,050,417

職員課 教職員総務事業
市立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。

315,650 564,554

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）学校園、教職員の教育力の向上

施策の方
向性

○いじめや体罰、ハラスメントを根絶します
○学校園の組織の充実を図ります
○学校教育を担う人材の育成に努めます
○安全・安心な学校園の整備を進めます
○非常時を含め時代に応じた教育環境の整備に努めます

44



実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 58,886 63,637

学校教育
課

小学校体験活動事業

人や自然、地域社会とふれあい、さまざまな体験
活動を通して、子どもたちの自分で考え、主体的に
判断し、行動し、よりよく問題を解決する力や、生
命に対する畏怖の念、感動する心、ともに生きる心
を育成する。

44,057 45,053

社会教育
課

学校支援地域本部事
業

学校・家庭・地域が一体となって学校教育を支援
する体制づくりを推進することで、教員が子どもと
向き合う時間を拡充するとともに地域の教育力の
活性化を図る。また、コミュニティ・スクールと連携
し、一体的な促進を図る。

1,280 1,280

学校教育
課

地域学校連携協働推
進事業

学校の様々な諸課題解決や各学校園が自らの教
育活動の運営について、自主的・継続的に改善を
行っていくために、コミュニティ・スクールを推進し、
保護者と地域が情報を共有しながら、学校運営へ
の参画と協働を進めることにより、子どもたちの豊
かな学びと育ちを創造する。

4,712 8,286

学校教育
課

トライやる・ウィーク推
進事業

学習の場を学校から地域社会へと移し、学校・家
庭・地域社会の連携のもとに、体験を通して子ども
達が自ら体得する場や機会を提供し、生きる力の
育成を図る。

8,837 9,018

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）市民全体による子どもの支援

施策の方
向性

○家庭・地域と連携し、子どもの発達を支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 2,191,019 2,675,834

幼児教育
センター

幼稚園運営事業

幼稚園において医療的ケア児の受け入れ体制を
整備するとともに、就学前施設における医療的ケ
ア児受入れ検討会を設置し、受入れの可否を検討
する。

3,426 2,060
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

4　子どもの生きる力が育つまち　～子ども・教育～

　4-3 社会教育

合計 431,029 377,804

西図書館
西図書館管理運営事
業

公共図書館として役割を果たすよう、幅広く資料を
収集・整理・保存し、多種多様な市民の要求に応
え、生涯学習を支援する魅力的な図書館づくりを
推進する。また、宝塚市子どもの読書活動推進計
画に基づき、子どもの読書活動を支援する取組を
進める。

52,388 34,193

中央図書
館

中央図書館管理運営
事業

公共図書館として役割を果たすよう、幅広く資料を
収集・整理・保存し、多種多様な市民の要求に応
え、生涯学習を支援する魅力的な図書館づくりを
推進する。また、宝塚市子どもの読書活動推進計
画に基づき、子どもの読書活動を支援する取組を
進める。併せて、令和6年度の空調設備更新工事
と、図書館システム更新に向けて準備を進める。

101,306 93,158

社会教育
課

宝塚自然の家管理運
営事業

自然の家の魅力を高め、市民の利用促進を図り、
自然との触れ合いを増やすとともに指定管理者と
連携して効率的な運営を行う。令和5年度は管理
棟内にある多目的トイレの利用がしやすいよう敷
地内の通路をアスファルトで舗装を施し、自然との
触れ合いを増やすため木製のアスレチックの増設
を行う。

27,868 40,276

社会教育
課

文化財保護事業

国庫補助事業を活用した過去の発掘調査図面・写
真の再整理を行い、その成果を企画展等で市民に
公開する。体験講座や市所有文化財の一般公開
等の催しを開催し、市民が文化財に触れる機会を
提供することで普及啓発を行う。指定文化財の修
繕費等の補助や、市管理施設の適切な環境保全
を行い、文化財の保護・継承を図る。令和6年度に
デジタルミュージアムの拡充ができるよう調整を行
い、市民が郷土を理解し意識を高める機会を提供
する。

15,009 15,439

社会教育
課

社会教育推進事業

社会教育の振興に向けて、その方策などの調査研
究などについて、社会教育委員の会議で議論す
る。また、地域での社会教育活動の支援や振興を
図るため、講座の開催など社会教育関係団体と連
携し、市民の学習機会の提供を行う。

3,317 3,214

社会教育
課

公民館管理運営事業

市民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振
興、社会福祉の増進に寄与することを目的に生活
に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業
を指定管理者と連携して行う。また施設の維持管
理及び利用者の利便性を図るため修繕を行う。

231,141 191,524

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）生涯を通じて学ぶことのできる環境の充実

施策の方
向性

○学びをまちづくりに生かします
○魅力ある図書館づくりを進めます
○ふるさと宝塚の文化遺産を守り、活用します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 354,161 451,657

スポーツ
振興課

社会体育振興事業

市民スポーツ振興のために、スポーツイベントの
実施やスポーツ推進審議会・スポーツ推進委員会
の開催、姉妹都市である松江市とのスポーツ交流
等を行う。

6,476 6,171

スポーツ
振興課

学校体育施設開放事
業

市内23小学校の体育館及び運動場を土・日曜日
及び祝日の9時30分から16時30分までと学校教育
に支障のない平日の21時まで、市内12中学校の
体育館、武道場を19時から21時まで市民のスポー
ツ、レクリエーション活動の場として広く開放し、市
民のスポーツの振興を図る。

1,052 1,022

スポーツ
振興課

ハーフマラソン実施事
業

健康で安心して暮らせるまち「宝塚」の魅力を全国
に発信し、市民のスポーツ活動の振興を図る。関
係機関・団体・市民との協働による大会運営を行
い、武庫川河川敷などをコースとして事業の再開
を目指す。

4,000 4,000

スポーツ
振興課

スポーツ施設管理運
営事業

市民のニーズに即時に対応できるよう、市立ス
ポーツ施設の管理運営を指定管理者が行い、ス
ポーツ活動における環境整備を図っている。また、
設備の修繕・備品の更新を行うことで、施設を良好
な状態で保ち、市民のスポーツ実施率の向上を図
る。

342,633 440,464

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）スポーツに親しむ環境づくりの推進

施策の方
向性

○市民のスポーツライフを支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

5　豊かで美しい環境を育むまち　～環境～

　5-1 都市景観

合計 6,679 6,166

都市計画
課

都市景観保全・創出事
業

市、市民及び事業者の協働のもとで、地域の特性
を生かした魅力あるまちづくりを推進し、良好な都
市景観を形成する。
また、景観重要建造物の指定を行い、所有者の維
持・保存を義務化することで、良好な景観を維持
し、守る取り組みを強化する。

3,564 4,423

都市計画
課

屋外広告物事務推進
事業

法令を遵守した屋外広告物の掲出を推進し、違反
公告物の飛散等による被害から市民を守り、快適
な生活空間の確保や良好な都市景観の保全・形
成を図る。

3,115 1,743

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）「宝塚らしさを感じる景観」の魅力の向上

施策の方
向性

○住民主体のまちづくりや情報の発信により、市民意識の向上を図ります
○新たな土地利用において良好な景観の形成を誘導します
○自然や歴史・文化などにより培われた良好な景観の維持保全を推進します
○新たな制度設計やガイドラインについて検討します
○屋外広告物の規制・誘導を行い、違反広告物の減少を目指します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

5　豊かで美しい環境を育むまち　～環境～

　5-2 緑化・公園

合計 22,385 22,905

公園河川
課

緑化基金活用事業
緑化基金を活用し、①保護樹の指定及び奨励金
の交付②生垣等緑化推進に向けた助成金の交付
により、市街地緑化を推進する。

870 870

公園河川
課

花と緑の市民活動推
進事業

①市内のまちかど花壇（道路や公園などの公共用
地）を管理する緑化団体に向けた講習会開催や花
苗提供を行う。
②緑化基地の適正な維持管理などにより、民有地
緑化やまちかど緑化を推進する。

21,515 22,035

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）花と緑が豊かで、美しく潤いのある都市空間形成の推進

施策の方
向性

○市民の緑化意識の醸成を図ります
○民有地の緑化を推進します
○地域緑化モデル地区指定団体を支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 604,937 619,140

公園河川
課

公園維持管理事業

公園の清掃・除草・植栽管理及び修繕、街路樹や
公共施設などの植栽の維持管理、公園アドプトの
推進などを行う。
令和5年度から3ヵ年をかけて「宝塚市パークマネ
ジメント計画等」を策定する。
本計画にて、公園や街路樹の再編・再整備・管理
運営を見直し、市民の公園・街路樹に対する満足
度向上を図る。

551,557 447,070

公園河川
課

既設公園整備事業

市内既設公園の遊具・施設等の改修及び更新等
を行う。
令和5年度は老朽化対策として、桜の園の木橋の
補修と、地域ニーズに対応するため、平井公園で
防球フェンスを新たに設置する。
また公園施設の適正な維持管理を図るため、公園
施設長寿命化計画の見直しを行う。
その他地域ニーズに合った公園整備を行うため遊
具新設事業及び公園リノベーション事業を実施す
る。

53,380 172,070

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）地域の特性やニーズに応じた都市公園等の利活用の推進

施策の方
向性

○地域ニーズに合った公園整備を推進します
○公園の特性に応じた多様な主体による管理運営や利活用を推進します
○地域の特性に応じた街路樹の整備に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 0 240

公園河川
課

北雲雀きずきの森緑
地環境整備事業

北雲雀きずきの森緑地は、平成29年度から令和4
年度末までの間、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った。
令和5年度は事業の実施効果を把握するために、
来園者数調査を行う。

0 240 R5で終了予定

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）緑地や里山・まち山の保全・再生の推進

施策の方
向性

○緑地や里山・まち山の保全活動を促進します
○緑地や里山・まち山の保全活動団体を支援します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

5　豊かで美しい環境を育むまち　～環境～

　5-3 環境保全

合計 1,345 1,879

環境政策
課

生物多様性戦略推進
事業

生物多様性の保全に関する自然観察会等の開
催、松尾・丸山湿原保全啓発活動にかかる経費の
一部支援、生物・生態系調査の委託契約、特定外
来生物に関する講演会及び駆除体験等を実施す
る。

1,345 1,879

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）関係団体等との連携による多様な生物が存在する豊かな自然環境の保全

施策の方
向性

○生物多様性の保全対策を充実します
○人の営みと自然環境との調和を取りながら、生物多様性の保全意識の向上を図ります
○特定外来生物に関する情報を提供するとともに、環境保全活動を通じて防除に努めます

合計 22,786 10,800

地域エネ
ルギー課

省エネルギー促進事
業

ゼロカーボンシティの実現に向け、第2次宝塚市地
球温暖化対策実行計画を推進する。省エネチャレ
ンジたからづか等の省エネルギーの意識を高め実
践につなぐ啓発を行うとともに、学校や家庭におい
て地球温暖化防止学習教材である「たからっ子エ
コライフノート」の活用を進める。

3,795 3,210

地域エネ
ルギー課

再生可能エネルギー
導入推進事業

「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関す
る基本条例」に基づき、第2次宝塚エネルギー2050
ビジョンを推進する。太陽光発電及び蓄電池設備
の共同購入支援事業や再生可能エネルギーの普
及にかかる啓発を行うとともに、県や事業者と連携
した北部地域における木質バイオマス活用を推進
する。また、宝塚市再生可能エネルギー推進審議
会においてビジョンの進捗管理を行う。

691 1,447

地域エネ
ルギー課

再生可能エネルギー
基金活用事業

再生可能エネルギー基金を活用し再生可能エネ
ルギーの導入や活用を推進する事業を行う。令和
5年度はEV（電気自動車）を購入し、EVの導入や
利用の促進の啓発を行う。また、再生可能エネル
ギーの導入による住宅の脱炭素化を図るため、
ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）への導入支
援助成を継続実施する。

18,300 6,143

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）温室効果ガス排出量の削減

施策の方
向性

○「COOL CHOICE」などの取組を通じて、エネルギー消費量の削減を進めます
○地域主体の太陽光発電など再生可能エネルギーの導入を推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 3,259 3,058

環境政策
課

環境総務事業
地球温暖化や生物多様性、生活環境の問題等の
課題解決に向けて、環境審議会、パチンコ店等審
査会及び環境紛争調整委員会の運営を行う。

1,158 1,149

環境政策
課

環境推進事業

地球温暖化防止や自然環境・生態系の保全、都
市環境の充実に向け、市民や事業者に対し、環境
フォーラム、ECO講座等の効果的な啓発事業を行
う。

2,101 1,909

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （4）環境保全を担う人材の育成

施策の方
向性

○環境教育・学習を推進します
○環境保全活動を支援します

合計 19,914 19,891

環境政策
課

公害対策事業
市域における環境（大気、水質、騒音、振動、土壌
汚染等）の状況を調査・監視し、公害防止の取組
みを進める。

19,914 19,891

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）健康に暮らせる環境の維持

施策の方
向性

○公害の未然防止に努めます
○河川などの水質保全に努めます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

5　豊かで美しい環境を育むまち　～環境～

　5-4 循環型社会

管理課 し尿収集事業
市民の衛生的で快適な生活のため、対象世帯か
らのし尿を定期的に収集することにより周辺環境
の保全を行う。

35,367 35,478

施設建設
課

新ごみ処理施設整備
事業

現有地にて新ごみ処理施設の建替整備を行う。基
本計画にて事業方式を公設民営のDBO方式（事
業期間20年）とした。この基本計画に基づき、市が
求める水準を定める要求水準書を策定し、令和4
年6月末に宝塚市新ごみ処理施設整備・運営事業
選定委員会からの答申を受け、落札者を決定し
た。今後は、設計施工監理等一連の業務を順次実
施し、新ごみ処理施設の建設を行う。
＜整備期間＞令和4年10月～令和14年9月（10年
間）
＜運営期間＞令和6年4月～令和29年9月（23年6
か月）

128,346 2,567,854

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）安全で安定したごみ処理

施策の方
向性

○計画的に修繕するなど、ごみ処理施設を適切に維持管理します
○事業の進捗状況などの情報を発信し、市民の信頼を得ながら、エネルギー回収推進施設（ごみ焼却炉）等の新ごみ処理施設を整
備します
○高齢化により増える一人暮らしでごみ出しが難しい高齢世帯に対応した福祉収集に取り組みます

合計 116,363 117,898

管理課 緑のリサイクル事業
植木ごみを分別・資源化することで、燃やすごみの
減量化を図る。

90,207 89,919

管理課 清掃総務事業 清掃事業の効率的な運営、技術の向上を図る。 778 822

管理課
ごみ減量化・資源化推
進事業

一般廃棄物処理基本計画に基づいて、集団回収
の推進、ごみゼロ推進員による啓発、広報活動な
どの諸施策を計画的に実施するとともに、ごみの
発生抑制・減量化、資源化をさらに推進するため
の新たな企画立案・調査研究を行う。

25,378 27,157

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）ごみの減量・資源化の推進

施策の方
向性

○スマートフォンアプリなどを活用した不用品の販売などごみを作らない生活の工夫や資源ごみの店頭回収など、３Ｒの取組を推進し
ます
○事業系ごみの分別徹底による資源化や廃棄食材の削減などに努め、ごみの減量化を推進します
○中間処理におけるリサイクルを推進し、焼却ごみの削減を図ります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 1,864,212 4,422,890

業務課 塵芥収集事業

安全、正確、迅速なごみ収集を安定的に継続して
いく。そのために必要な人員確保と収集車両等資
機材の更新を進める。
また、ごみ出し困難世帯への対応として行っている
きずな収集について、高齢化世帯の増加に伴い利
用者の増加が見込まれるため、収集体制の強化
に努める。
令和5年度よりカラス被害への対策として、折畳式
ネットボックス購入費補助制度を創設する。

675,766 703,193

管理課 塵芥処理事業
一般廃棄物の適正処理を行い、安全で衛生的な
市民生活ができる環境を維持する。

994,260 1,032,571

管理課 し尿処理事業

し尿・浄化槽汚泥を適正に処理し、公衆衛生の向
上及び生活環境の保全を図る。
令和6年度から令和9年度までは、し尿処理施設立
替に伴い、クリーンセンターでの処理ができないた
め、仮受を行う中継所の整備と、民間施設での委
託処理を行う。

30,473 83,794
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

5　豊かで美しい環境を育むまち　～環境～

　5-5 都市美化・環境衛生

生活環境
課

畜犬対策事業
犬の登録申請の受付・狂犬病予防注射を受けた
犬に注射済票を交付する。
犬の飼い主へ適正飼養の啓発を行う。

3,937 3,982

生活環境
課

害虫駆除衛生事業
市内全域において、蚊・ハエ駆除のため、薬剤散
布をすることにより良好な生活環境に努める。

4,535 4,527

生活環境
課

ペットとの共生都市推
進事業

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用を一部助
成する。ペットのトラブルを回避するため、適正飼
養などの啓発活動を行う。

2,257 2,168

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）環境衛生の維持

施策の方
向性

○ペットの適正管理を進めます
○害虫発生の未然防止を図ります
○墓地の長期的・安定的な供給を推進します

合計 12,898 15,583

生活環境
課

不法投棄未然防止事
業

不法投棄を撲滅するため監視カメラを設置する。
回収した廃家電やパソコンについてリサイクル処
理する。

2,655 2,663

生活環境
課

都市美化推進事業
ぽい捨て及び路上喫煙の防止に向けた啓発活動
及び看板の配布を行う。また、不良空地等につい
ては、所有者へ適正管理の依頼を行う。

4,255 4,731

環境政策
課

都市美化推進事業
毎年春・秋の２回、市内全域を対象に実施する一
斉清掃により生じたごみの収集業務、ごみ袋の配
布及び自治会との連絡調整を行う。

5,988 8,189

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）市民との協働による美化活動の推進

施策の方
向性

○まちを美しくするという市民意識の維持・向上に努めます
○ごみの不法投棄防止対策を進めます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 425,716 291,562

生活環境
課

火葬場管理事業

亡くなられた方を火葬する。遺族（利用者）に対し、
適切な対応、サービスを提供する。適正な施設管
理を行う。令和５年度は大規模改修工事により、令
和５年４月１日～５月３１日までの閉場期間に伴
う、火葬場使用料の市外料金負担の差額補助を
行う。また、令和５年度に火葬場予約システムの導
入を行い、令和６年度より運用を開始する。

227,403 167,749

生活環境
課

西山霊園管理事業

霊園の適正な管理運営のため、霊園内の維持補
修及び美化保全に努めるとともに、墓地埋葬法・
市営霊園条例に基づく届出事務を行う。また西山
霊園内において、お参りに来られた方の為の駐車
場が現在無く、管理事務所裏のスペースに新設す
るため、令和５年度に測量設計委託を行い、令和
６年度に工事を行う。

3,988 7,440

生活環境
課

宝塚すみれ墓苑管理
事業

霊園の適正な管理運営のため、霊園内の維持補
修及び美化保全に努めるとともに、墓地埋葬法・
市営霊園条例に基づく届出事務を行う。
令和5年度は新たに樹木葬式墓所の運営、申込受
付を開始する。

120,424 41,139

生活環境
課

長尾山霊園管理事業

霊園の適正な管理運営のため、霊園内の維持補
修及び美化保全に努めるとともに、墓地埋葬法・
市営霊園条例に基づく届出事務を行う。
令和5年度より新規貸出対象者を市民限定から市
民以外にも拡大する。

63,172 64,557
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　6-1 観光

合計 41,305 32,848

観光企画
課

観光振興・宣伝事業

市国際観光協会や市内観光施設・事業者等と連
携し、観光振興に係る情報発信を含め、諸事業を
実施する。
①観光イベント・PR事業
宝塚歌劇等と連携した本市ならではのイベントや
プロモーションを実施することで誘客を促進し、観
光消費額の増大を図り、コロナ禍により低迷した地
域経済の再活性化につなげる。
②ウェルネスツーリズム推進業務委託
地域資源を掘り起こし、磨き上げるための施策とし
て、本事業を推進する。本事業に関するワーク
ショップを開催し、地域資源を使った民主導の観光
ビジネスの創出に向けた機運醸成を図り、新たな
観光コンテンツの開発を支援する。

41,305 32,848

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）積極的な誘客に向けた国内外への情報発信

施策の方
向性

○積極的な誘客の展開に取り組みます
○観光情報（資源）の積極的な発信に取り組みます
○観光資源の利用に向けた市民へのＰＲに取り組みます

合計 300 2,100

観光企画
課

宝塚魅力体験事業

本市の観光資源を市内外の方に体験してもらい、
リピーターや口コミによって宝塚の魅力の発信と拡
散を図る。具体的な取組は以下の通り。
①本市の魅力を感じられるノベルティーを制作し、
観光PRイベント等で活用することでPR効果を高め
るとともに、本市への来訪意欲を醸成する。
②本市観光の玄関口である花のみちに設置してい
るフラッグについて、新たに通年で使用できるデザ
インに新調する。
③市民ガイド育成事業受講生が結成した宝塚観光
ガイド夢探し隊の団体運営にかかる経費を補助
し、市内の魅力を紹介するまち歩きツアーを開催
する。

300 2,100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）地域資源の磨き上げと掘り起こし

施策の方
向性

○ウェルネスツーリズムの促進を図ります
○地域間の周遊性の向上を図ります
○多様な人材が協働して参加するコンテンツ開発に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 65,082 31,384

観光企画
課

温泉施設等管理事業

本市の主要な観光資源の一つである泉源地の維
持管理を行うとともに、温泉を利活用した温泉利用
施設及び市民給湯場の運営を行うことにより、市
民の健康増進及び交流、観光誘客を図る。

26,337 27,034

観光企画
課

観光施設維持管理事
業

市内観光施設（観光ダム、観光噴水、モニュメン
ト、観光案内板等）の維持管理を行い、景観形成
の維持と観光客の周遊性の向上を図る。

38,745 4,350

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）持続可能な観光振興に向けた環境整備

施策の方
向性

○来宝者に向けたインフラ整備に取り組みます
○観光に携わる関係者の合意形成と人材の育成を図ります
○観光消費額拡大を目指します
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　6-2 商工業

商工勤労
課

商工振興事業

産業振興ビジョン・商工業振興計画に定める将来
目標や各成果指標の達成に向け、市内での消費
額増加に取り組むため、魅力ある個店の増加を狙
い、新規出店及び既存店舗の改装への支援を行
う。また、商工会議所や市内各商店街組織等と連
携して各種取組を実施することで、市内商工業の
振興を図る。また、市民生活を支える市内の商店
街などへの支援策として、令和5年度は県の制度
を活用し、老朽化したアーケードの撤去費用などを
補助する。

16,071 15,853

商工勤労
課

産業振興事業

令和3年3月に策定した、産業振興ビジョン及び同
ビジョンに基づく商工業振興計画の進捗状況につ
いて、産業活力創造会議を開催し、進捗管理を行
う。

75 75

商工勤労
課

企業活動支援事業

既存企業の事業拡大及び市内における新たな企
業立地に対し支援策を講じることにより、産業基盤
の強化と発展、地域経済の発展及び雇用の創出
を図る。

19,700 19,700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）まちの活性化

施策の方
向性

○個店からエリア全体の魅力向上を図ります
○既存事業所の市内立地継続支援に取り組みます

合計 8,522 8,622

商工勤労
課

新事業創出総合支援
事業

市内の起業の促進、市内事業者のデザイン経営
の導入や新たなビジネスモデルの創出など、新事
業の創出に資する支援を実施する。また、若者の
起業・創業を促進するとともに、若者の将来の働く
選択肢を広げ起業機運の醸成を図る。

8,522 8,622

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）新たな事業の創出

施策の方
向性

○起業しやすい土壌づくりに取り組みます
○創造性の発揮による新事業創出を支援します
○次世代の創造性豊かな担い手育成に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 915 1,115

商工勤労
課

宝塚ブランド発信事業

宝塚市の良好な都市ブランドイメージを構成する
地域資源に着目し、宝塚らしい「モノ（物）」「コト
（事）」「バ（場）」を掘り起こして、ブランドとして選定
し、情報発信する。

915 1,115

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）宝塚ブランドを生かした魅力創出

施策の方
向性

○シビックプライドの醸成による地域内経済循環の向上を図ります
○商工業施策と文化芸術施策の連携を促進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 35,846 39,028

商工勤労
課

宝塚フェスタ事業

主に宝塚青年会議所及びステージ出演者で組織
する宝塚フェスタ実行委員会が、「宝塚まつり」を受
け継ぎ、市民や市内の事業者等の相互交流を深
めるとともに、子供から大人まで幅広いきずなづく
りを目指すまつりを再開するにあたり、補助金の支
出及び事務局機能を担う。

0 3,400
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　6-3 農業

合計 81,253 74,417

農業委員
会

農業委員会事業

農地法に基づく許可申請の審査等のため、農業委
員会総会を毎月開催するほか、届出受理等の事
務処理を行う。また、地域の担い手への農地利用
の集積集約化を推進するため、地域計画策定に
向けた取組を支援していく。遊休農地の発生防止
や解消に向けては、導入したタブレット端末を活用
しながら調査に取り組む。

11,014 11,079

農政課
有害鳥獣防除対策事
業

農業者にとって営農意欲を削ぐ大きな要因であ
る、有害鳥獣による農作物被害の防止を図る。
南部ではアライグマ・カラスなどの小動物の生活被
害が増加しており、引き続き委託により通報対応・
捕獲業務を実施する。
北部ではシカ・イノシシの捕獲数が増加しており、
農作物被害の増大が懸念されることから、より多く
の方が捕獲に積極的に関わることができるよう報
奨金制度を新設する。
また、捕獲者だけでなく集落内でも有害鳥獣対策
の意識を向上させ農作物被害を未然に防ぐため
に、集落ごとに指導・講習会を実施する。

12,712 15,388

農政課 農業振興事業

農作物や花きの生産拡大と周年栽培を推進する
ため、ハウス施設の整備に要する経費の一部を補
助する「施設野菜等生産拡大事業補助金」の活用
を推進する。
米に比べて高収益な作物の作付を行い農家の所
得の向上を図るため、米以外の農作物を作付けし
た面積に応じ交付金を支払う「経営所得安定対策
等交付金」の活用を推進する。
農業経営の改善を進める農業者が自らの創意工
夫に基づき作成する「農業経営改善計画」の認定
を進める。
令和6年度に実施する「ひょうご里山フェスタ」の準
備を行う。
宝塚市農業振興地域整備計画の総合見直しを実
施する。

56,872 47,295

農政課 新規就農者確保事業

市内での就農を希望する者（農業研修施設等で概
ね1年以上の研修経験を有する者、またはそれに
準ずる経験を有すると認められる者）に対し、パイ
プハウスを利用した実践的就農機会及び農業経
営能力を培う機会を提供し、本市農業を担う農業
者の育成と確保を図る。

655 655

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）農業の持続的な発展

施策の方
向性

○新規就農者や集落営農組織など地域農業の担い手を確保します
○地域に根付いた農業生産を推進します
○農地や農業用施設の適正な維持管理に努めます
○有害鳥獣による農作物被害の減少を図ります
○都市農業の振興を図ります
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 30,157 34,350

北部振興
企画課

長谷牡丹園管理運営
事業

平成13年4月に全国13地域からの里帰り牡丹等に
より整備開園した長谷牡丹園の植栽管理及び施
設の管理、開花時の牡丹園の開園等の運営を行
うほか、牡丹の生育を促す日除け設備の改修、補
植用牡丹の購入を進め、牡丹園の更なる魅力向
上を図る。

8,609 9,294

農政課
農業振興施設管理事
業

農産物を通じて都市と農村との相互交流を推進
し、農業の振興と地域の活性化を図るため農業振
興施設（西谷夢市場）の管理を行う。令和5年度
は、照明設備のLED化を行う。

3,176 3,304

農政課 市民農園事業

都市農地の保全と、農業に対する理解を深めるた
めの農業を体験する場を提供する。引き続き市民
農園として利用できる農地や利用者数を増やす取
組を進める。

470 470

農政課 園芸振興事業

地元事業者や宝塚市立宝塚園芸振興センター（あ
いあいパーク）と連携を図り、地場産業である花き
植木産業を振興し宝塚植木まつりの開催などを通
して、市民が植木や花に親しむ機会を創出する。
また、宝塚市立宝塚園芸振興センターについて
は、令和5年度は、照明設備のLED化と駐車場設
備の機器更新を行う。

17,902 21,282

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）「農」に触れ「農」を知る機会の創出

施策の方
向性

○「農」に触れる機会の創出を図ります
○「農」に関する普及啓発活動を推奨します
○「地産地消」の取組の支援を行います
○地域の特性を生かした観光農業を活性化します

合計 1,660 1,665

北部振興
企画課

ダリアで彩る花のまち
づくり事業

切り花を活用したイベントの開催や、緑化団体へ
の球根配布等を行うことで、宝塚市花に加わった
ダリアの魅力をより多くの人に知ってもらう取組を
進める。また、「ダリア生産拡大推進事業補助金」
にて、ダリア産業に係る担い手の確保やダリアを
活用した特産品開発に係る経費の一部を補助す
る。

1,660 1,665

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）農業の新たな価値創出の推進

施策の方
向性

○「農」を支える交流や農村への移住・定住などを促進します
○農商工連携や異業種交流の取組を推進します
○農福連携など農地の新たな活用に取り組みます
○スマート農業や再生可能エネルギーなど新技術の導入を進めます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　6-4 雇用・労働環境

合計 21,553 21,553

商工勤労
課

高年齢者就業機会確
保事業

高年齢者の福祉の増進と地域社会の活性化に寄
与することを目的に、公益社団法人宝塚市シル
バー人材センターが行う高年齢者の就業機会を提
供する事業に要する経費の一部を補助する。

21,553 21,553

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）働く場の創出と多様な働き方の実現

施策の方
向性

○新たな就労機会の掘り起こしに取り組みます
○ワーク・ライフ・バランスの実現や新しい働き方の定着に向けた取組を促進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 17,832 13,967

商工勤労
課

就労支援事業

兵庫労働局との一体的事業として、就職支援セミ
ナーや面接会を開催するほか、就職に関する個別
相談の窓口（若者しごと相談）を設置する。
また、若年層や就職氷河期世代向けの就職支援
を民間事業者へ委託し実施する。

11,233 7,283

商工勤労
課

ワークサポート宝塚運
営事業

兵庫労働局と共同でワークサポート宝塚を設置
し、求職者向けに職業相談及び職業紹介を行うと
ともに、求人検索機による求人情報の提供や就職
支援セミナー等の周知を行う。

6,599 6,684

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）誰もがいきいきと働くための就労支援

施策の方
向性

○雇用・就業促進と安定のための支援に取り組みます
○潜在的に就労を希望する人へのきめ細やかな支援に取り組みます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 947 968

商工勤労
課

労働行政事業

宝塚市労働問題審議会を開催し、第2次宝塚市労
働施策推進計画に基づく本市労働施策の進捗管
理を行う。
また、長年同一の職に従事し、すぐれた技術をもっ
て本市の発展に寄与された方を表彰するととも
に、表彰者を講師として招へいしセミナーを実施す
ることで、次世代への技能継承のきっかけづくりを
行う。
さらに、兵庫県社会保険労務士会西宮支部と連携
し、月に1回市内在住・在勤の方を対象に、労働問
題に関する相談会を実施するほか、宝塚市雇用促
進連絡協議会とも連携し、市内事業者を対象とし
た雇用・働き方等に関するセミナーの実施や労働
施策に関する啓発を行う。

947 968

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）労働問題の防止と解決に向けた環境づくり

施策の方
向性

○適正な労働環境の確保に向けた取組を促進します
○相談窓口の周知・他機関との連携に取り組みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

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～

　6-5 文化・国際交流

合計 8,756 7,781

文化政策
課

文化振興事業

文化芸術振興基本計画に基づき、子どもたちの文
化芸術活動機会の充実や国内他都市との文化交
流等を実施する。特に、ストリートピアノを設置運
営し、誰もが気軽に文化芸術に触れる機会やまち
の賑わいを創出する。

8,756 7,781

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （2）文化芸術により人と人とがつながる取組の推進

施策の方
向性

○活動カテゴリを越えた交流や連携の促進を図ります
○地域間交流を継続させ、推進します
○人材や市民組織（団体）の育成を図ります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 195,405 200,615

手塚治虫
記念館

手塚治虫記念館管理
運営事業

宝塚で青年期に至る約20年間を過ごした、マンガ
の神様・手塚治虫の作品やそのメッセージ（「自然
への愛」・「生命の尊さ」）を発信することで、広く青
少年に夢と希望を与えることを目的として、1994年
に開館した記念館の運営を行う。
令和5年度は令和6年度4月に迎える開館30周年
に向けて、プレ年度として30周年を盛り上げるイベ
ントの実施について準備を進めて行く。

77,405 82,325

文化政策
課

文化芸術センター・庭
園管理運営事業

文化芸術センター・庭園は、庭園と一体となった文
化芸術振興の複合施設として、指定管理者制度に
より管理運営を行い、本市ゆかりの芸術家を紹介
する企画展や子どもから大人までを対象とする展
覧会、庭園を活かしたイベント等を実施する。

118,000 118,290

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （1）文化芸術に触れ、創造する喜びを実感できる環境づくり

施策の方
向性

○文化関連施設の有機的連携（協働）を推進します
○誰もが文化芸術に触れ、楽しめる環境づくりに取り組みます
○いつでも文化芸術に親しめるよう情報発信に取り組みます
○子どもをはじめ市民の創造性を育みます
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実施計画（令和５年度～令和７年度）

合計 54,345 53,462

文化政策
課

国際交流事業

海外へ留学する青少年に対し基金を原資として留
学費用を助成するほか、外国人市民に対する日本
語学習支援事業の実施、外国人支援団体への補
助金交付などにより、本市の国際交流事業を推進
する。

6,774 5,865

文化政策
課

国際・文化センター管
理運営事業

指定管理者制度により国際・文化センターの管理
運営を実施し、市民の国際交流・文化活動を推進
するとともに、外国人市民の生活相談、日本語学
習等の事業を展開する。

47,571 47,597

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （4）歴史や文化、習慣の違いを認め、尊重する地域社会の構築

施策の方
向性

○多文化共生や異文化相互理解を推進します
○インバウンド・アウトバウンドなどで国際理解を推進します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

合計 250,418 281,606

文化政策
課

宝塚文化創造館（宝塚
音楽学校旧校舎）管理
運営事業

宝塚文化創造館の管理運営を指定管理者制度に
より実施する。また、「すみれミュージアム」の運営
や舞台芸術に関するコンサート等の事業を展開
し、市民や来館者に本市の魅力や文化を紹介す
る。

25,028 25,028

文化政策
課

文化施設管理運営事
業

文化施設（ベガ・ホール、ソリオホール）の管理運
営及び文化芸術事業等を指定管理者制度により
実施する。令和5年度はベガ・ホールのバリアフ
リー機能向上のためエレベーター設置にかかる設
計を行うほか、文化施設の空調、音響設備更新工
事等を実施し、施設の機能維持を図る。

225,390 256,578

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な事務事業  （単位：千円）

担当課 事務事業名 事業内容 R4当初予算 R5当初予算
事業期間

R6 R7

施策 （3）文化芸術により成長を続けることができる取組の推進

施策の方
向性

○市民の文化芸術活動などの支援の充実を図ります
○文化芸術の持つ創造性を生かし、他の分野との有機的連携を進めることにより、地域の社会課題解決や活性化の取組を推進しま
す
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1 市民交流部 市民協働推進課 共同利用施設小浜会館 耐震改修工事 71,885

2 市民交流部 市民協働推進課 共同利用施設福井会館 耐震改修工事に係る設計委託 6,985

3 市民交流部 市民協働推進課 共同利用施設山本野里会館 屋根および外壁改修工事 14,487

4 市民交流部 市民協働推進課 地域利用施設御殿山会館 屋根および外壁改修工事に係る設計委託 2,035

5 市民交流部 市民協働推進課 中山台コミュニティセンター 受変電設備改修工事 7,337

6 市民交流部 市民協働推進課 共同利用施設米谷会館 間仕切壁改修工事 4,070

7 市民交流部 市民協働推進課 共同利用施設山本会館 照明設備LEDリース 72

8 市民交流部 窓口サービス課 長尾サービスセンター 照明設備LEDリース 38

9 市民交流部 国民健康保険課 国民健康保険診療所 高圧受変電設備更新工事 30,107

10 総務部 管財課 市庁舎 外壁改修（第１期）工事 108,922

11 総務部 看護専門学校 看護専門学校 火災報知設備受信機更新工事 10,362

12 総務部 看護専門学校 看護専門学校 中央監視盤改修工事 18,183

13 総務部 くらんど人権文化センター くらんど人権文化センター（本館） 空調設備更新工事 16,159

14 総務部 くらんど人権文化センター
くらんど人権文化センター
（本館・別館）

照明設備LEDリース 297

15 総務部 まいたに人権文化センター まいたに人権文化センター（本館） 空調設備更新工事 13,211

16 総務部 まいたに人権文化センター
まいたに人権文化センター
（本館・別館）

照明設備LEDリース 600

17 総務部 ひらい人権文化センター
ひらい人権文化センター
（本館・別館）

空調設備更新工事 11,858

18 総務部 ひらい人権文化センター
ひらい人権文化センター
（本館・別館）

照明設備LEDリース 238

19 都市安全部 防犯交通安全課 山本北自転車駐輪場 ベルトコンベア更新工事 18,900

20 都市整備部 住まい政策課 鳥島住宅 外壁等改修工事に係る設計委託 5,291

21 都市整備部 住まい政策課 安倉西住宅 給湯器更新工事 40,131

22 都市整備部 住まい政策課 池ノ島住宅 給湯器更新工事 33,243

23 都市整備部 市街地整備課 さらら仁川公益施設 空調設備更新工事 46,332

24 健康福祉部 高齢福祉課 老人福祉センター（フレミラ宝塚） 空調設備および中央監視盤更新工事 3,761

25 健康福祉部 高齢福祉課 老人福祉センター（フレミラ宝塚） 外壁および屋上防水改修工事に係る設計委託 2,272

26 健康福祉部 高齢福祉課 養護老人ホーム福寿荘 受変電設備更新工事 27,786

27 健康福祉部 高齢福祉課 養護老人ホーム福寿荘 外壁等改修工事 55,660

28 健康福祉部 高齢福祉課 逆瀬台デイサービスセンター 受電引込更新工事 2,827

29 健康福祉部 地域福祉課 総合福祉センター 屋根改修工事に係る設計委託 2,717

30 健康福祉部 地域福祉課 総合福祉センター 空調設備更新工事 178,715

31 健康福祉部 健康推進課 健康センター 屋上防水および外壁等改修工事 81,774

32 健康福祉部 障碍福祉課
知的障害者支援センター
（ワークプラザ宝塚）

昇降機設備更新工事 24,464

33 子ども未来部 子ども家庭支援センター 大型児童センター（フレミラ宝塚） 空調設備および中央監視盤更新工事 1,322

34 子ども未来部 子ども家庭支援センター 大型児童センター（フレミラ宝塚） 外壁および屋上防水改修工事に係る設計委託 798

35 子ども未来部 子ども家庭支援センター 高司児童館 屋上防水および外壁、電気設備改修工事 19,448

36 子ども未来部 保育企画課 米谷保育所 内部および外部改修工事に係る設計委託 7,216

37 環境部 生活環境課 火葬場 火葬炉修繕 9,900

38 環境部 生活環境課 火葬場
空調設備および非常用電源設備、受変電設備更新工
事

86,240

39 環境部 生活環境課 火葬場 取水送水設備更新工事 7,255

40 環境部 生活環境課 長尾山霊園※ 取水送水設備更新工事 7,255
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41 環境部 生活環境課 長尾山霊園※ 排水溝設置工事 6,462

42 環境部 生活環境課 宝塚すみれ墓苑※ 取水送水設備上水化工事に係る設計委託 4,048

43 環境部 管理課 クリーンセンター プラント排水処理設備制御盤改修 40,000

44 環境部 管理課 クリーンセンター ボイラー設備ボイラーチューブ補修 40,000

45 環境部 管理課 クリーンセンター 燃焼設備耐火物補修 20,000

46 環境部 管理課 クリーンセンター 設備修繕 70,000

47 産業文化部 農政課 宝塚園芸振興センター 照明設備LEDリース 558

48 産業文化部 農政課 農業振興施設 照明設備LEDリース 128

49 産業文化部 文化政策課 文化施設ソリオホール 舞台吊物機構更新修繕 18,307

50 産業文化部 文化政策課 文化施設ソリオホール 音響設備更新工事 3,640

51 産業文化部 文化政策課 文化施設ベガ・ホール 空調設備（熱源機器）更新工事 2,999

52 産業文化部 文化政策課 文化施設ベガ・ホール 照明設備LEDリース 440

53 産業文化部 文化政策課 文化施設ベガ・ホール 機械排煙設備更新工事 6,083

54 産業文化部 文化政策課 文化施設ベガ・ホール 雨漏り調査 994

55 産業文化部 観光企画課 温泉利用施設 空調設備等修繕 9,600

56 消防本部 総務課 消防本部・西消防署合同庁舎 給排水設備更新工事 73,700

57 消防本部 総務課
消防本部・西消防署合同庁舎
東消防署雲雀丘出張所

外壁改修工事に係る設計委託 4,169

58 消防本部 総務課 東消防署雲雀丘出張所 オーバースライダーシャッター更新工事 6,710

59 消防本部 総務課 消防訓練場 床張替工事 16,511

60 管理部 施設課 小学校 トイレ洋式化修繕 4,902

61 管理部 施設課 西山小学校 屋内運動場改築工事に係る基本設計委託 7,425

62 管理部 施設課 宝塚小学校 長寿命化改修工事に係る基本設計委託 11,550

63 管理部 施設課 長尾台小学校 長寿命化改修工事に係る基本設計委託 12,650

64 管理部 施設課 安倉小学校 長寿命化改修（第1～3期）工事に係る基本設計委託 13,970

65 管理部 施設課 すみれガ丘小学校 予防改修（第2期）工事に係る設計委託 3,432

66 管理部 施設課 山手台小学校 予防改修（第1期）工事に係る設計委託 5,555

67 管理部 施設課 安倉北小学校 屋内運動場トイレ改修工事に係る設計委託 3,564

68 管理部 施設課 仁川小学校 LED化改修工事に係る設計委託 3,080

69 管理部 施設課 長尾小学校 LED化改修工事に係る設計委託 3,157

70 管理部 施設課 長尾台小学校 空調設備更新工事に係る設計委託 5,049

71 管理部 施設課 宝塚小学校
北棟空調設備更新およびLED化改修工事に係る設計
委託

5,808

72 管理部 施設課 宝塚小学校・長尾小学校 昇降機設備更新工事に係る設計委託 5,148

73 管理部 施設課 末成小学校・末広小学校 グラウンド改修工事に係る設計委託 4,334

74 管理部 施設課 宝塚第一小学校 プール改修工事に係る設計委託 3,091

75 管理部 施設課 宝塚第一小学校 長寿命化改修（第1期）工事 163,108

76 管理部 施設課 売布小学校 校舎改修（第5期）工事 40,802

77 管理部 施設課 丸橋小学校 校舎改修（第5期）工事 67,264

78 管理部 施設課 宝塚小学校 予防改修（第1期）工事 89,927

79 管理部 施設課 すみれガ丘小学校 予防改修（第1期）工事 142,271

80 管理部 施設課 長尾南小学校 トイレ改修工事 74,227
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81 管理部 施設課 安倉小学校 トイレ改修工事 67,968

82 管理部 施設課 丸橋小学校 トイレ改修工事 14,599

83 管理部 施設課 長尾南小学校 LED化改修工事 38,500

84 管理部 施設課 丸橋小学校 空調設備更新工事 18,000

85 管理部 施設課 高司小学校 空調設備更新工事 127,000

86 管理部 施設課 小浜小学校 昇降機設備更新工事 40,000

87 管理部 施設課 売布小学校 プール改修工事 15,000

88 管理部 施設課 中学校 トイレ洋式化修繕 1,383

89 管理部 施設課 南ひばりガ丘中学校 長寿命化改修工事に係る基本設計委託 12,210

90 管理部 施設課 光ガ丘中学校 予防改修（第2期）工事に係る設計委託 4,092

91 管理部 施設課 山手台中学校 予防改修（第2期）工事に係る設計委託 6,457

92 管理部 施設課 高司中学校 南館西外トイレ改修工事に係る設計委託 5,390

93 管理部 施設課 長尾中学校 トイレ改修工事に係る設計委託 5,280

94 管理部 施設課 宝梅中学校 LED化改修工事に係る設計委託 3,058

95 管理部 施設課 宝梅中学校 空調設備更新工事に係る設計委託 5,632

96 管理部 施設課 光ガ丘中学校 予防改修（第1期）工事 149,990

97 管理部 施設課 山手台中学校 予防改修（第1期）工事 114,585

98 管理部 施設課 宝塚第一中学校 トイレ改修工事 140,121

99 管理部 施設課 長尾中学校 トイレ改修工事 78,831

100 管理部 施設課 宝塚第一中学校 LED化改修工事 57,000

101 管理部 施設課 長尾中学校 LED化改修工事 48,000

102 管理部 施設課 中山五月台中学校 空調設備更新（第1期）工事 100,000

103 管理部 施設課 宝塚第一中学校 昇降機設備更新工事 40,000

104 管理部 施設課 宝塚第一中学校 屋内運動場屋上および屋根改修工事 15,433

105 管理部 施設課 養護学校 校舎長寿命化改修（第1期）工事 148,830

106 管理部 施設課 養護学校 受変電設備更新工事 55,000

107 管理部 施設課 西谷幼稚園 予防改修工事に係る設計委託 3,212

108 管理部 施設課 小学校 施設修繕 43,125

109 管理部 施設課 中学校 施設修繕 27,000

110 管理部 施設課 特別支援学校 施設修繕 2,000

111 管理部 施設課 幼稚園 施設修繕 3,300

112 管理部 学校給食課 丸橋小学校 空調設備新設工事 11,110

113 管理部 学校給食課 高司小学校 空調設備新設工事 11,935

114 管理部 学校給食課 中山五月台中学校 空調設備新設工事 11,064

115 管理部 学校給食課 売布小学校 給食用昇降機設備修繕 2,105

116 管理部 学校給食課 長尾南小学校 給食用昇降機設備修繕 3,545

117 管理部 学校給食課 安倉小学校 給食用昇降機設備修繕 1,918

118 管理部 学校給食課 宝塚中学校 給食用昇降機設備修繕 1,918

119 管理部 学校給食課 西山小学校 給湯設備更新工事 5,621

120 管理部 学校給食課 末成小学校 給湯設備更新工事 5,170
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121 管理部 学校給食課 長尾台小学校 給湯設備更新工事 5,489

122 管理部 学校給食課 南ひばりガ丘中学校 給湯設備更新工事 4,587

123 学校教育部 教育研究課 教育総合センター 昇降機設備更新工事 41,954

124 社会教育部 社会教育課 小浜宿資料館 空調更新工事 3,828

125 社会教育部 社会教育課 宝塚自然の家 受変電設備低圧化工事 12,628

126 社会教育部 スポーツ振興課
スポーツセンター
末広体育館

照明設備LEDリース 3,905

127 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター 防水改修等工事に係る設計委託 3,366

128 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（屋内プール） 給湯設備更新工事 5,181

129 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（総合体育館） 給排気設備更新設計委託 3,817

130 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（総合体育館） 受変電設備更新工事 16,841

131 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター 排気設備等修繕 5,200

132 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（テニスコート） テニスコート外部人工芝張替改修工事 21,291

133 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（武道館） 床張替工事 27,830

134 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（野球場） 野球場土壌改修工事 57,122

135 社会教育部 スポーツ振興課 売布北グラウンド 野球場土入替および整備工事 67,605

136 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（多目的グラウンド） 土壌改修工事 49,553

137 社会教育部 スポーツ振興課 高司グラウンド ネットフェンス改修工事 4,443

138 社会教育部 スポーツ振興課 高司グラウンド バックネットラバー修繕工事 5,483

139 社会教育部 スポーツ振興課 スポーツセンター（テニスコート） ネット取替工事 3,012

140 社会教育部 中央図書館 中央図書館 空調設備（熱源機器）更新工事 2,999

141 社会教育部 中央図書館 中央図書館 照明設備LEDリース 660

142 社会教育部 中央図書館 中央図書館 雨漏り調査 2,225

一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　計 3,751,452

 特別会計(霊園）　（※の施設）　 　　計 17,765

　合　計 3,769,217

普通会計
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