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平成２３年度 予算編成大要 

基本的考え方 

 

○  本市を取り巻く環境 

政府は、平成２２年１２月１６日閣議決定の「平成２３年度予算編成の基本方針」

の中で、直近の経済情勢を、景気は足踏み状態にあり雇用情勢も厳しいとし、こう

した情勢に対応するため、平成２３年度予算は、同年６月に閣議決定した「新成長

戦略」を着実に推進し、元気な日本を復活させるために極めて重要な予算であると

位置づけた。また、「新成長戦略」の目標とする経済成長や国民生活の質の向上を

実現するため、ムダづかいの根絶、不要不急な事務事業の見直しなどにより、新た

な政策・効果の高い政策に重点配分する財源を確保することが必要であるとした。    

取り組みの１つである「地域主権戦略大綱」においては、基礎自治体への権限移

譲とともに、「地方交付税や国庫補助負担金などに関し確実な財源措置を行う。」と

され、地方財政の安定的な運営への配慮が明記されたが、国庫補助金の一括交付金

化の方向や国の経済・財政戦略など地方財政に密接に関係する項目について、国の

動向を注視しなければならない。 

このような中、１２月２４日に平成２３年度地方財政対策が示され、地域主権改

革に沿った地方財源の充実を図るための地方交付税総額の増額、臨時財政対策債の

縮減等が打ち出されたところである。 

 

○  本市の予算編成 

本市の平成２３年度予算編成においては、景気回復の遅れによる雇用や所得環境

の悪化が続くことなどにより、市歳入の基幹である市税収入において、個人市民税

が大幅に減少し、また、株式関連の交付金は、昨年度と同様に低迷している。その

一方で、子ども、高齢者、障がい者、生活保護等への対応のための社会保障関係経

費は、前年度当初予算を上回ることとなった。 

予算編成においては、国の地方財政対策を踏まえた財源を措置したが、今後の地

方財政を取り巻く状況として、国庫支出金や地方交付税制度、金融情勢など、国の

経済・財政戦略が地方財政に与える影響は不透明であると言わざるを得ない。 

こういう時期であるからこそ、子ども・子育てに係る施策、医療に係る施策、高

齢社会の進展への対応、教育に関する施策、地域の活性化などにも配慮し、予算の

編成を行ったところである。 

また、本年度は、第５次総合計画のスタートの年として、施策の充実に意を用い

たところである。 

総合計画の６つの基本目標ごとに、新年度予算における新規・拡充事業を掲載し

ているので、参考にしていただきたい。 
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 予算規模 

 

○ 一般会計は６８３億円で、前年度に比べ、１．３％、金額で９億円の増。 

  歳入予算では、市税、利子割交付金、自動車取得税交付金、寄附金、市債

等が減となったものの、地方交付税、国庫支出金、繰入金、諸収入等が増と

なり、全体として増となった。 

    歳出予算では、諸支出金、公債費、総務費等が減となったものの、民生費、

衛生費、土木費、教育費等が増となり、全体として増となった。 

 

○  特別会計は１５会計で、４０９億５，３６２万６千円で、前年度に比べ､ 

５．１％、金額で１９億７，８８２万６千円の増となった。 

主な内容は、公共用地先行取得事業費の減、老人保健医療事業費の廃止に 

よる減等の一方、国民健康保険事業費、介護保険事業費等の増及び財産区特

別会計９会計の創設により増となったことによるものである。 

 

○ 企業会計は３会計で、２８１億２０８万１千円で、前年度に比べ、 

４．９％、金額で１３億４３０万４千円の増となっている。 

 ・ 水道事業会計は、６６億３，２８８万５千円で、前年度に比べ、 

  ６．３％、金額で４億４，６９０万１千円の減となっている。 

  ・ 病院事業会計は、１３２億８，１３５万４千円で、前年度に比べ、 

  ７．３％、金額で９億７９４万４千円の増となっている。 

  ・ 下水道事業会計は、８１億８，７８４万２千円で、前年度に比べ、 

  １１．５％、金額で８億４，３２６万１千円の増となっている。 

 

○ 全会計では１，３７３億５，５７０万７千円で、前年度に比べ、３．１％、 

金額で４１億８，３１３万円の増となった。 

 

－ 2 －



（単位　千円）

比　　　　較 予算総額の割合

会　　計　　名 本年度
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

増　減　額
(A)-(B)

対前年比
(A)/(B)%

本年度 % 前年度 %

一般会計　(ｱ) 68,300,000 67,400,000 900,000 101.3 49.7 50.6

国民健康保険事業費 21,895,200 20,831,800 1,063,400 105.1 15.9 15.6

国民健康保険診療施設費 121,600 125,900 △ 4,300 96.6 0.1 0.1

農業共済事業費 81,700 69,900 11,800 116.9 0.1 0.1

老人保健医療事業費 13,400 △ 13,400 皆減 0.0 0.0

介護保険事業費 12,690,100 11,852,800 837,300 107.1 9.2 8.9

公共用地先行取得事業費 3,412,100 3,473,400 △ 61,300 98.2 2.5 2.6

後期高齢者医療事業費 2,668,700 2,607,600 61,100 102.3 2.0 2.0

平井財産区 47,450 47,450 皆増 0.0 0.0

山本財産区 6,700 6,700 皆増 0.0 0.0

中筋財産区 701 701 皆増 0.0 0.0

中山寺財産区 4,043 4,043 皆増 0.0 0.0

米谷財産区 13,637 13,637 皆増 0.0 0.0

川面財産区 3,480 3,480 皆増 0.0 0.0

小浜財産区 4,520 4,520 皆増 0.0 0.0

鹿塩財産区 1,660 1,660 皆増 0.0 0.0

鹿塩・東蔵人財産区 2,035 2,035 皆増 0.0 0.0

特別会計　合計 (ｲ) 40,953,626 38,974,800 1,978,826 105.1 29.8 29.3

小　　計　(ｱ+ｲ) 109,253,626 106,374,800 2,878,826 102.7 79.5 79.9

企業会計　水道事業 6,632,885 7,079,786 △ 446,901 93.7 4.8 5.3

企業会計　病院事業 13,281,354 12,373,410 907,944 107.3 9.7 9.3

企業会計　下水道事業 8,187,842 7,344,581 843,261 111.5 6.0 5.5

企業会計　合計 (ｳ) 28,102,081 26,797,777 1,304,304 104.9 20.5 20.1

全会計　合計 (ｱ+ｲ+ｳ) 137,355,707 133,172,577 4,183,130 103.1 100.0 100.0

予　算　額

各会計別歳入歳出予算総括表
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一般会計歳入歳出予算の概要 

 

（歳入） 
 

○ 市税は、３４２億７，４２８万円余で、前年度に比べ２．７％、 

９億５，１４４万円余の減となっている。 

・ 個人市民税は、前年度に比べ６．８％、１１億２，１５０万円余の減、法人

市民税は、前年度に比べ１６．７％、１億３，５９４万円の増となっている。 

・ 固定資産税は、家屋が増となる一方、土地、償却資産が減となり、前年度に

比べ２，０００万円余の減となっている。 

○ 配当割交付金は、１億７００万円で、前年度に比べ．１８．９％、 

１，７００万円の増となっているものの、平成２０年度の水準までには依然回

復していない。 

○ 地方交付税は、４９億１，７００万円で、市税等の減収の影響により、前年

度に比べ４５．２％、１５億３，１００万円の増となっている。 

○ 国庫支出金は、１０３億６３６万円余で、子ども手当負担金等の増により、

前年度に比べ１４．３％、１２億９，１０３万円余の増となっている。 

○ 基金繰入金は、１２億７，４８０万円余で、前年度に比べ１３２．０％、 

７億２，５２９万円余の増となっている。 

○ 市債は、３億５，０００万円の借換を含み、５６億５，４６０万円余で、普

通財産取得債等の減により、前年度に比べ２５．４％、１９億２，１７９万円

余の減となっている。 

 

（歳出） 
 

○ 総務費は、市議会議員選挙事業、県議会議員選挙事業等の増の一方、国勢調

査事業、参議院議員選挙事業等の減により、前年度に比べ３．９％、 

 ２億９，１２６万円余の減となっている。 

○ 民生費は、特別会計国民健康保険事業費繰出金等の減の一方、子ども手当事

業、生活保護事業等の増により、前年度に比べ９．３％、２３億５，９９５万

円余の増となっている。 

○ 衛生費は、緑のリサイクル事業等の減の一方、予防接種事業等の増により、

前年度に比べ８．０％、４億５，２２５万円余の増となっている。 

○ 農林業費は、玉瀬地区ほ場整備事業等の減の一方、緊急雇用就業機会創出事

業等の増により、前年度に比べ３６．１％、５，８１３万円余の増となってい

る。 

○ 商工費は、消費者行政活性化事業等の減の一方、中小企業振興資金融資斡旋

事業、緊急雇用就業機会創出事業等の増により、前年度に比べ１３．４％、 

８，７０２万円余の増となっている。 

○ 土木費は、住宅市街地総合整備事業（高松・末成地区）等の減の一方、都市

計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）等の増により、前年度に比べ５．５％、

３億５，９０４万円余の増となっている。 

○ 教育費は、小・中学校施設耐震化事業の平成２２年度への前倒し等による減

の一方、スポーツ施設等整備事業等の増により、前年度に比べ２．５％、１億

６，１９２万円余の増となっている。 
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一般会計歳入歳出一般会計歳入歳出一般会計歳入歳出一般会計歳入歳出のののの款別構成比款別構成比款別構成比款別構成比

市税
50.2%

国庫支出金
15.1%

市債
8.3%

地方交付税
7.2%

県支出金
5.6%

使用料及び手数料
2.8%

その他
1.9%

地方消費税交付金
2.2%

繰入金
1.9%

分担金及び
負担金
1.5%諸収入

1.7%

地方特例交付金
0.7%

寄附金
0.9%

　　歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　入入入入
　　　　
68686868,,,,300300300300,,,,000000000000千円千円千円千円
　　　　　　　　　　　　100100100100....0000％％％％

公債費
13.7%

総務費
10.5%

土木費
10.0%

教育費
9.9% 民生費

40.6%

衛生費
9.0%

消防費
3.2%

商工費
1.1%

その他
1.1%

議会費
0.9%

　　歳歳歳歳　　　　　　　　　　　　　　　　出出出出
　　　　
68686868,,,,300300300300,,,,000000000000千円千円千円千円
　　　　　　　　　　　　100100100100....0000％％％％
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一　　般　　会　　計
（歳　入） （単位　千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

款
金     額 構成比 % 金     額 構成比 % 金     額 対前年比 %

1 市 税 34,274,285 50.2 35,225,732 52.3 △ 951,447 97.3

2 地 方 譲 与 税 453,001 0.7 470,000 0.7 △ 16,999 96.4

3 利 子 割 交 付 金 130,000 0.2 180,000 0.3 △ 50,000 72.2

4 配 当 割 交 付 金 107,000 0.1 90,000 0.1 17,000 118.9

5 株式等譲渡所得割交付金 55,000 0.1 40,000 0.1 15,000 137.5

6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,528,000 2.2 1,480,000 2.2 48,000 103.2

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 222,000 0.3 240,000 0.4 △ 18,000 92.5

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 135,000 0.2 160,000 0.2 △ 25,000 84.4

9
国有提供施設等所在市町村
助 成 交 付 金

23,000 0.0 20,000 0.0 3,000 115.0

10 地 方 特 例 交 付 金 470,000 0.7 400,000 0.6 70,000 117.5

11 地 方 交 付 税 4,917,000 7.2 3,386,000 5.0 1,531,000 145.2

12 交通安全対策特別交付金 40,000 0.0 40,000 0.1 0 100.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 1,049,090 1.5 1,048,565 1.6 525 100.1

14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,910,640 2.8 1,911,122 2.8 △ 482 100.0

15 国 庫 支 出 金 10,306,364 15.1 9,015,327 13.4 1,291,037 114.3

16 県 支 出 金 3,800,905 5.6 3,785,253 5.6 15,652 100.4

17 財 産 収 入 223,816 0.3 239,298 0.3 △ 15,482 93.5

18 寄 附 金 590,634 0.9 610,486 0.9 △ 19,852 96.7

19 繰 入 金 1,274,807 1.9 549,508 0.8 725,299 232.0

20 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 100.0

21 諸 収 入 1,134,853 1.7 932,307 1.4 202,546 121.7

22 市 債 5,654,604 8.3 7,576,401 11.2 △ 1,921,797 74.6

合　　　計 68,300,000 100.0 67,400,000 100.0 900,000 101.3
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（歳　出） （単位　千円）

本年度予算額 前年度予算額 比　較　増　減 本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 対前年
特　　定　　財　　源 一般財源

％ ％ 比　％
国県支出金 地方債 その他

1 議 会 費 596,171 0.9 438,802 0.7 157,369 135.9 596,171

2 総 務 費 7,150,482 10.5 7,441,744 11.0 △ 291,262 96.1 472,256 30,000 241,740 6,406,486

3 民 生 費 27,702,180 40.6 25,342,224 37.6 2,359,956 109.3 12,530,991 1,607,818 13,563,371

4 衛 生 費 6,127,196 9.0 5,674,944 8.4 452,252 108.0 198,879 9,200 466,090 5,453,027

5 労 働 費 64,066 0.1 73,992 0.1 △ 9,926 86.6 1 22,332 41,733

6 農 林 業 費 219,297 0.3 161,160 0.2 58,137 136.1 33,776 1,481 184,040

7 商 工 費 738,400 1.1 651,379 1.0 87,021 113.4 16,443 412,623 309,334

8 土 木 費 6,869,792 10.0 6,510,747 9.7 359,045 105.5 612,254 749,300 848,857 4,659,381

9 消 防 費 2,205,389 3.2 2,059,267 3.1 146,122 107.1 19,475 198,400 26,054 1,961,460

10 教 育 費 6,743,524 9.9 6,581,597 9.8 161,927 102.5 223,192 407,700 537,966 5,574,666

11 災 害 復 旧 費 1 0.0 1 0.0 0 100.0 1

12 公 債 費 9,392,418 13.7 9,983,093 14.8 △ 590,675 94.1 350,000 315,158 8,727,260

13 諸 支 出 金 391,084 0.6 2,381,050 3.5 △ 1,989,966 16.4 391,084

14 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0 100,000

68,300,000 100.0 67,400,000 100.0 900,000 101.3 14,107,267 1,744,600 4,480,119 47,968,014合　　　計
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まちづくりの 

基本目標 
３８の施策 

これからの 

都市経営 

１ 市民自治 

２ 市民と行政との協働 

３ 開かれた市政 

４ 情報化 

５ 危機管理 

６ 行財政運営 

安全・都市基盤 ７ 防災・消防 

 ８ 防犯・交通安全 

 ９ 土地利用 

１０ 市街地・北部整備 

１１ 住宅・住環境 

１２ 道路・交通 

１３ 河川・水辺空間 

１４ 上下水道 

健康・福祉 １５ 地域福祉 

１６ 健康 

１７ 保健・医療 

１８ 高齢者福祉 

１９ 障がい者福祉 

２０ 社会保障 

教育・子ども・ 

人権 

２１ 人権・同和 

２２ 男女共同参画 

２３ 児童福祉 

２４ 青少年育成 

２５ 学校教育 

２６ 社会教育 

２７ スポーツ 

環境 ２８ 都市景観 

２９ 緑化・公園 

３０ 環境保全 

３１ 循環型社会 

３２ 都市美化・環境衛生 

観光・文化・産業 ３３ 観光 

３４ 商業・サービス業・工業 

３５ 農業 

３６ 雇用・勤労者福祉 

３７ 消費生活 

３８ 文化・国際交流 

第５次宝塚市総合計画・基本構想の体系 前期基本計画（平成23～27年度）

で掲げる重点目標 

    

    

【【【【計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて】】】】    

    

①①①①市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のののの協働協働協働協働によるによるによるによる「「「「新新新新しいしいしいしい    

公共公共公共公共」」」」のののの領域領域領域領域のののの拡充拡充拡充拡充    

    

②②②②行政行政行政行政マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムのののの機能機能機能機能    

強化強化強化強化とととと効果的効果的効果的効果的なななな運用運用運用運用    

    

    

    

【【【【施策展開施策展開施策展開施策展開においてにおいてにおいてにおいて】】】】    

    

①①①①まちのまちのまちのまちの個性個性個性個性をををを生生生生かしかしかしかし、、、、高高高高めていくめていくめていくめていく    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり（（（（宝塚宝塚宝塚宝塚ブランドブランドブランドブランドのののの強化強化強化強化））））    

    

②②②②子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの成長成長成長成長をををを地域全体地域全体地域全体地域全体でででで    

支支支支えるまちづくりえるまちづくりえるまちづくりえるまちづくり    

    

③③③③すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民がががが、、、、安心安心安心安心をををを実感実感実感実感できるできるできるできる    

まちまちまちまちづくりづくりづくりづくり    

    

④④④④環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに    

向向向向けたまちづくりけたまちづくりけたまちづくりけたまちづくり 
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（単位：千円、新規：◎、拡充：○）

新規
・
拡充

事業費 課　名

◎ 310 市民協働推進課

新規
・
拡充

事業費 課　名

◎ 16,000 道路管理課

○ 36,321 交通安全課

○ 34,000 道路建設課

○ 5,500 住まい政策課

◎ 32,651 消防本部情報管制課

新規
・
拡充

事業費 課　名

◎ 1,538 健康推進課

○ 21,652 医療助成課

○ 1,396 健康推進課

○ 1,565,000 市立病院

○ 7,850 いきがい福祉課

新規
・
拡充

事業費 課　名

◎ 3,320 人権男女共同参画課

○ 626 人権男女共同参画課

◎ 20,517 ひらい人権文化センター

○ 10,766 子ども家庭支援センター

◎ 8,927 子ども家庭支援センター

○ 3,670 青少年課

○ 153,966 子ども政策課

○ 6,346 療育センター児童福祉施設事業

児童虐待防止相談体制強化事業

母子保健相談指導事業

　４　教育・子ども・人権

育成会待機児童保育に対する助成の拡充

妊婦支援のための相談指導事業の実施

私立保育所誘致整備事業

家庭児童相談システムの導入、事業用備品の購入等

子ども家庭支援センター事業
児童館等巡回相談、ファミリーサポートセンター利用
料への助成、子育て支援グループ活動促進事業に対す
る助成

　１　これからの都市経営

事　　業　　名 内　容

市民ワークショップ・ファシリテーター謝礼等
(協働の指針策定）

コミュニティー活動推進事業

児童デイサービス事業の実施

ＪＲ宝塚駅周辺整備事業

住宅政策推進事業 空き家借上料等

地域児童育成会待機児童保育助成事業

私立保育所施設整備費等への助成

主　な　新　規　・　拡　充　事　業

実施設計業務委託等

橋りょう維持事業 橋りょう長寿命化計画の策定等

包括的支援事業（特別会計介護保険事業費） 地域包括支援センター運営経費の拡充

平和特別講演会開催、「平和への願いⅦ」作成非核平和都市推進事業

人件費 配偶者暴力相談支援センター設置に伴う相談員の配置

通院に係る医療費の一部負担金無料の対象を現行の５
歳未満から就学前までに拡充

医療福祉相談経費の拡充

事　　業　　名 内　容

病院事業会計補助金

内　容

食育推進事業

事　　業　　名

食育講座、親子料理教室、食育推進計画啓発講演会等
の開催

乳幼児等医療費助成事業

　２　安全・都市基盤

消防指令業務共同運用事業 発信地表示システム借上料等

　３　健康・福祉

街路灯ＬＥＤ化整備工事等

事　　業　　名 内　容

街路灯管理事業

駅前広場公共トイレ整備工事等

ひらい人権文化センター整備事業
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新規
・
拡充

事業費 課　名

9,314 学校教育課

32,667 教育支援課

○ 3,220 学校教育課

○ 8,543 学校教育課

○ 17,244 教育支援課

○ 43,307 教育支援課

◎ 5,634 青少年センター

◎ 8,700 施設課

◎ 1,600 施設課

○ 22,954
学校教育課
学事課

○ 6,109 中央図書館

◎ 3,500 政策推進課

◎ 468,118 政策推進課

○ 65,000 学事課

新規
・
拡充

事業費 課名

○ 2,944 環境政策課

◎ 3,537 環境政策課

◎ 593 生活環境課

○ 40,000 公園緑地課

新規
・
拡充

事業費 課名

1,800 政策推進課

1,000 観光文化課

◎ 2,660 手塚治虫記念館

◎ 100 商工勤労課

○ 1,870 農政課

○ 1,200 商工勤労課

◎ 2,500 商工勤労課

人件費

幼稚園施設整備事業

キンボールスポーツワールドカップ・宝塚２０１１実
施事業への助成

山手台小学校校舎増築事業 校舎増築工事実施設計委託

スクールソーシャルワーカーの配置

芝生整備工事

キンボールスポーツワールドカップ・宝塚２０
１１実施事業

西谷認定こども園管理運営事業 定員を１２名から３０名に拡充

リニューアル計画策定業務委託

図書館分室開設、中山台分室開室時間の延長、ブック
スタート事業、ブックポスト設置経費、読書週間講演
会の開催

中央図書館管理運営事業

既設公園整備事業 整備工事

手塚治虫記念館管理運営事業

事　　業　　名 内　容

事　　業　　名

スポーツ施設等整備事業 スポーツ施設等の買収

給食事業 米飯自校炊飯実施備品の購入等

学校支援チーム指導員の増員

宝塚ブランド商品発信事業 事業ロゴマーク、ＷＥＢページの作成、審査会等経費

生物多様性たからづか戦略策定事業 生物多様性たからづか戦略策定業務委託等

地球温暖化対策実行計画（区域施策）策定事業 計画策定調査業務委託等

教育国際化推進事業 日本語の不自由な子どもサポーター等派遣拡充

○

教育相談員（臨床心理士）の増員

教育相談事業
適応教室学習支援充実及び高校生年齢の不登校・ひき
こもりへの支援

子ども支援事業 子ども支援サポーター等配置拡充

特別支援教育推進事業
食物アレルギーの子ども及び普通教室に在籍する発達
障がい等の子どもに対する介助員等派遣拡充

事　　業　　名 内　容

人件費

　５　環境

ペットとの共生都市推進事業
飼い主のいないねこの去勢、不妊手術費に対する助成
等

　６　観光・文化・産業

内　容

○

緊急雇用就業機会創出事業 農業サポート事業委託

商工振興事業 店舗外装整備への助成、特産品ＰＲ事業への助成

労働行政事業 技能功労者表彰受賞者を講師としてセミナーを開催

文化の薫るまちづくり研究委託

だんじりパレード事業への助成
文化振興事業
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施策別事業概要

◎：新規事業　○：拡充事業　

１．これからの都市経営
（（（（１１１１））））市民自治市民自治市民自治市民自治

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

コミュニティ活動推進事業
（02-01-12）

12,203 地域住民主体の活動費を助成することに
より地域の活性化を図る。
　・コミュニティ活動施設使用料助成金
　　　　　　　　　　　　 　　194千円
　・まちづくり協議会補助金（再掲）
　　　　　　　　　　　　  12,009千円

市民協働推進課

自治会活動支援事業（再掲）
（02-01-12）

19,959 地域活動の推進のため、自治会活動の活
性化及び自治会事業助成を行う。
　・自治会行政事務委託　　19,800千円

市民協働推進課

自治会館建設事業補助金
（02-01-12）

1,680 自治会館の新築、増改築若しくは改修又
は自治会館の用に供する建物を取得しよ
うとする自治会等に対し補助を行うこと
により、地域住民の親睦及び福祉の向上
を図ることを目的とする。
  ・自治会館建設事業補助金 1,680千円

市民協働推進課

市民活動促進支援事業
（02-01-12）

7,083 ＮＰＯ活動の支援や市民の主体的な公益
活動を促進する。
　・市民活動促進支援事業委託
　　　　　　　　　　　　 　7,083千円

市民協働推進課

（（（（２２２２））））市民市民市民市民とととと行政行政行政行政とのとのとのとの協働協働協働協働

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

公益施設管理運営事業（仁川地区）
（02-01-06）

11,396 公益施設の管理運営に係る事業経費
　・さらら仁川共益費　　 　6,182千円
　・さらら仁川管理負担金 　1,281千円
　・さらら仁川修繕負担金　 2,537千円

市街地整備課

公益施設管理運営事業（売布地区）
（02-01-06）

21,345 公益施設の管理運営に係る事業経費
　・ピピアめふ共益費　　　11,308千円
　・ピピアめふ管理負担金　 4,667千円
　・ピピアめふ修繕負担金　 1,597千円

市街地整備課

コミュニティ活動推進事業
（02-01-12）

12,898 地域住民主体の活動費を助成することに
より地域の活性化を図る。
　◎市民ワークショップ・ファシリテー
　　ター謝礼　　　　　　　　 300千円
　・まちづくり協議会補助金
　　　　　　　　　　　　  12,009千円

市民協働推進課

中山台コミュニティセンター管理運営
事業
（02-01-12）

11,800 中山台コミュニティセンターを地域活動
の拠点として円滑な管理運営を図ること
により、コミュニティ活動の活性化を図
る。
　・指定管理料　　　　　　11,000千円

市民協働推進課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

地域利用施設管理事業
（02-01-12）

17,921 地域利用施設の円滑な管理運営を図るこ
とにより、コミュニティ活動の活性化を
図る。
　・指定管理料　　　　　　13,604千円

市民協働推進課

共同利用施設管理事業
（02-01-12）

16,905 共同利用施設の円滑な管理運営を図るこ
とにより、コミュニティ活動の活性化を
図る。
　・指定管理料　　　　 　　4,700千円

市民協働推進課

自治会活動支援事業
（02-01-12）

19,959 地域活動の推進のため、自治会活動の活
性化及び自治会事業助成を行う。
　・自治会行政事務委託　　19,800千円

市民協働推進課

市民活動促進支援事業
（02-01-12）

3,794 市民活動を行う団体の公益的活動に対し
事業費の一部を補助することにより市民
と市の協働のまちづくりを推進する。
　・協働のまちづくり公募補助金
　　　　　　　　　　　　 　3,600千円

市民協働推進課

末成集会所管理事業
（02-01-12）

50 末成集会所の円滑な管理運営を図ること
により、コミュニティ活動の活性化を図
る。
　・指定管理料　　　　　  　　50千円

市街地整備課

○ 宝塚フェスタ事業
（02-01-19）

3,300 伝統文化の継承や市民交流活性化のため
宝塚フェスタ事業の実施に対する補助を
行う。

商工勤労課

（（（（３３３３））））開開開開かれたかれたかれたかれた市政市政市政市政

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

広報事業
（02-01-02）

54,384 広報誌、ホームページ、広報板等の媒体
を用いて市政情報を市民に伝える。
　・広報たからづか等印刷製本費
     　　　　　　　　　 　24,162千円

広報課

広聴事業
（02-01-02）

5,605 各種相談を実施するとともに、ふれあい
トーク（出前講座）等の広聴活動を行
う。
　・法律相談委託　         5,068千円
　・人権救済リーガルエイド基金補助金
　　　　　　　　　　　　 　　200千円

広聴相談課

コミュニティ・ＦＭ放送事業
（02-01-02）

54,096 ＦＭ放送を通じて、市政情報のほか、地
域や市民生活に密着した情報を発信す
る。
　・番組制作及び放送業務委託
                          54,096千円

広報課

パブリック・コメント事業
(02-01-02)

328 パブリック・コメント条例の円滑な運用
を図るための総合調整及び苦情申し出の
処理や条例運用状況の評価等を行う。
　・パブリック・コメント審議会委員報
　　酬　　　　　　　　   　　308千円

広聴相談課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（４４４４））））情報化情報化情報化情報化

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

総合窓口化推進事業
（02-01-01）

21,841 窓口業務の統合をベースとした市民サー
ビスの向上を促進する。

窓口サービス課

情報ネットワークシステム管理事業
（02-01-04）

447,572 庁内の情報化による行政事務の迅速化、
効率化及び市民の多種多様なニーズに対
応するサービスの向上を図るため、情報
ネットワーク基盤の整備、管理運用を行
う。
また、ホストコンピュータシステムをオ
ープン系システムへ移行する。
　・運用業務委託　　 　　 81,179千円
　・電子計算機借上　　　 193,921千円
　・コンピュータソフトウェア使用料
　　　　　　　　　　　 　  6,350千円
　・基幹系システムサービス使用料
　　　　　　　　　　　 　 75,326千円

情報政策課

電子自治体化推進事業
（02-01-04）

18,077 高度化、多様化する住民ニーズに対応し
た質の高い行政サービスを提供するため
に、情報通信技術（ＩＣＴ）を用い、高
度に情報化された「電子自治体」の実現
に向けたシステムの整備を行う。
　・電子計算機借上　　　  16,745千円
　・電子申請共同運営システム負担金
　　　　　　　　　　　　 　1,252千円

情報政策課

西谷サービスセンター管理事業
（02-01-09）

2,187 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

西谷サービスセ
ンター

長尾サービスセンター管理事業
（02-01-09）

6,183 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

雲雀丘サービスステーション管理事業
（02-01-09）

3,523 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

宝塚駅前サービスステーション管理事
業
（02-01-09）

3,215 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

売布神社駅前サービスステーション管
理事業
（02-01-09）

2,122 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

仁川駅前サービスステーション管理事
業
（02-01-09）

3,432 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

中山台サービスステーション管理事業
（02-01-09）

895 市民のニ－ズに応じたよりきめの細かい
市民サ－ビスを提供することにより、市
民の利便性の向上を図る。

窓口サービス課

戸籍・住民基本台帳管理事業
（02-03-01）

26,660 各種システム及びソフトの借上げ等を行
い戸籍・住民基本台帳の適正な管理を図
る。
　・窓口システムソフト保守管理業務委
　　託　　　　　　　　　　 2,300千円
  ・戸籍情報システムソフトウェア借上
　　　　　　　　　　 　 　11,500千円
　・戸籍事務処理システム機器借上
　　　　　　　　　　　　　 2,400千円
　・戸籍附票アクセスログ管理ソフト借
    上　　　　　　　 　　　2,145千円

窓口サービス課

住民基本台帳ネットワークシステム事
業
（02-03-01）

14,607 住民基本台帳ネットワークシステムによ
り、住民基本台帳カードの交付、広域的
な住民票の発行、転入転出手続きの特例
処理など、市民サービスの向上を図る。
　・住基ネットシステムソフトウェア保
　　守管理業務委託 　　　　2,600千円

平成２４年度施行予定の住基法改正に伴
うシステム改修を行う。
　・住基ネットシステム住基法改正対応
    業務委託　　　　　　　 9,172千円

窓口サービス課

統計調査事業
（02-05-01）

158 市が受け付けた届出のうち、出生、死
亡、死産、婚姻、離婚の件数等につい
て、県保健福祉事務所へ厚生統計調査と
して報告する。

窓口サービス課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（５５５５））））危機管理危機管理危機管理危機管理

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

感染症予防事業
（04-01-03）

800 新型インフルエンザ対策備蓄計画に基づ
き、手指消毒液及びサージカルマスク等
の備蓄、更新を行う。

安全安心課

地域防災訓練支援事業（再掲）
（09-01-05）

480 地域防災力の向上、阪神・淡路大震災の
経験と教訓の継承等を目的に、学校と地
域住民が連携して実施する防災訓練を推
進するよう助成等を行うことで、将来へ
の備えの充実を図る。

安全安心課

防災情報伝達事業（再掲）
（09-01-05）

2,924 地域防災無線が平成23年5月末から使用
できないため、代替手段として災害時優
先指定を行った携帯電話を整備する｡
　・災害時優先携帯電話　 　2,756千円

自治会長、民生委員及び福祉施設に対
して、災害時の情報伝達手段の１つとし
て、自動的にスイッチが入り、ＦＭ宝塚
からの緊急放送が受信できる「防災ラジ
オ」を配布してきたが、追加や破損等に
対する維持・整備を行う。
　・防災ラジオ　　　　　　　 168千円

安全安心課

（（（（６６６６））））行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

市議会運営事業
(01-01-01)

476,133 関係諸団体と連携を密にしつつ、議会活
動を円滑に推進する。
　・市議会議員報酬 　　　191,777千円

議会総務課

市議会運営事業
(01-01-01)

19,953 本会議と常任委員会活動及びその記録作
成を行うとともに議員活動に必要な資料
の充実を図る。
　・会議録データ整理委託 　1,309千円
　・本会議質問放送用録音編集委託
　　　　　　　　　　　　     900千円
　・議会報宅配業務委託　   4,034千円

議事調査課

特別委員会事業
(01-01-02)

3,352 特別委員会の設置にともなう委員会活動
及びその記録作成を行う。

議事調査課

総務事業
(02-01-01)

56,122 条例の制定や改廃、行政委員会及び市議
会との連絡調整、訴訟、文書事務の総合
調整、組織管理及び定数管理等の業務を
行う。「（仮称）宝塚市公正な職務執行
の確保に関する条例」を策定し、コンプ
ライアンス制度の構築を推進する。
　・宝塚市公正職務審査会委員報酬
　　　　　　　　　　　　　　 279千円

総務部総務課

総務事業
(02-01-01)

600 阪神・淡路大震災の被災者の貸し付けた
ところの災害援護資金貸付金償還事業に
係る訴訟等委託。

生活援護課

人事管理事業
（02-01-01）

353,194 職員の採用・配置・服務、給与・労務、
福利・厚生及び安全衛生、健康管理等の
業務を行う。

人事課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

財政事務事業
（02-01-01）

25,704 予算編成及び適正な予算執行のための総
括的管理をするとともに、市債や地方交
付税等に関する事務を行う。
また、市民への情報提供においては、わ
かりやすい広報に努める。

財政課

契約事務事業
（02-01-01）

5,641 公共工事及び委託・物品調達等の公正で
適正な入札・契約事務を行う。
　・電子入札共同運営システム参加団体
　　負担金　　　　　　　 　4,325千円

契約課

土木積算システム管理事業
（08-01-01）

4,180 土木事業に係る設計書の作成に用いる土
木積算システムが安定して稼動するよう
維持管理を行う。
　・土木積算システム機器借上
　　　　　 　　　　　　　　3,306千円

契約課

検査事業
（08-01-01）

157 １千万以上の公共工事において適切な中
間及び完成検査を行う。
　・検査事務用消耗品　　　　　57千円

契約課

秘書事務事業
（02-01-01）

7,407 市長及び副市長の秘書に関する事務及び
全国市長会等に関する事務を行う。
　・全国市長会等負担金　 　3,380千円

秘書課

国庫補助事業評価事業
（02-01-01）

115 補助事業等について、必要な事業評価を
実施する。
　・事業評価委員会委員謝礼  　90千円

道路建設課

研修事業
（02-01-03）

17,645 「人材育成基本方針」に基づき、市民の
期待に応える使命感、プロ意識にあふれ
た職員を育成し、活力に満ちた職場風土
を醸成するとともに、職員のやる気を尊
重し、その成長を応援するシステムを確
立していく。

人事課

会計事務事業
（02-01-05）

29,826 公金（病院、上下水道企業会計を除く）
収納済通知書処理業務を委託する事で
事務の安定化及び合理化を推進する。
　・公金収納済通知書ＯＣＲ等処理業務
　　委託　　　　　　　　　15,000千円

会計課

財産管理事業
（02-01-06）

280,035 市庁舎の維持管理及び効率的な財産の管
理・運用を行う。特に、老朽化が進む市
庁舎設備機器等について、平成23年度か
ら平成26年度までの４ヵ年事業で空調設
備等の改修工事に着手する。
　・施設改修工事　        40,000千円
　・施設保守管理等委託   100,487千円
　・光熱水費　　　      　53,000千円

管財課

車両管理事業
（02-01-06）

51,154 庁用車両の効率的な運用、安全運転の励
行などに努めながら適正な管理を行う。
　・燃料費　　　　　　　 　6,064千円
　・保険料　               5,746千円
　・車両借上　             4,719千円

市長車及び副市長車の効率的な運行管理
業務を行う。
　・車両運行管理業務委託　10,350千円

管財課
秘書課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

ソリオ宝塚駐車場管理事業
（02-01-06）

46,628 宝塚駅前地区市街地再開発事業により取
得した「ソリオ第１棟駐車場」及び「ソ
リオ第４棟駐車場」の管理を行う。
　・ソリオ宝塚駐車場用地借上
　　　　　　　　　　　　  35,198千円
　・ソリオ宝塚駐車場修繕負担金
　　　　　　　　　　　　  11,430千円

市街地整備課

施設保全管理事業
（02-01-06）

5,880 土地開発公社が先行買収した企業グラウ
ンド（花屋敷荘園4丁目）内の寄宿舎の
耐震診断並びに平成22年5月に遺贈を受
けた旧安田邸（雲雀丘1丁目）を現地調
査し、現況図面を作成するとともに建物
の価値及びその活用の可能性等について
検証する。
　・旧花屋敷寮耐震診断業務委託
                           2,880千円
　・旧安田邸建物調査業務委託
                           3,000千円

政策推進課

施設保全管理事業
（02-01-06）

13,738 市有建築物を適切に維持管理するために
建物の現状を把握し、予防保全の観点か
ら施設の長寿命化を図る。
　・市有建築物外壁点検業務委託
　　　　　　　　　　　　　 6,000千円
　・消防設備等点検業務委託 7,682千円

建築営繕課

用地事務事業
（02-01-07）

1,065 公共事業用地の取得を図り、公共事業計
画を進める。
　・不動産鑑定等手数料　　　 413千円

管財課

企画調整事業
（02-01-08）

18,394 総合計画の進行に関する連絡調整、施策
評価システムの実施と施策評価に係る市
民意識調査及び広域行政に関する事務
など。
　・丹波少年自然の家負担金
　　　　　　　　　　 　   16,576千円
  ・施策評価に係る市民意識調査業務委
　　託  　                 1,260千円

政策推進課

行政サービスステーション床取得償還
金
（02-01-09）

11,957 売布神社駅前市街地再開発事業により建
設されたピピアめふ１内の売布神社駅前
サービスステーション及び仁川駅前市街
地再開発事業により建設されたさらら仁
川北館の仁川駅前サービスステーション
の床取得費の償還金（平成23年度分）。
　・ピピアめふ行政財産取得償還金
　　　　　　　　　　　 　　4,412千円
　・さらら仁川行政財産取得償還金
　　　　　　　　　　　　 　7,545千円

市街地整備課

公平委員会事業
(02-01-10)

2,109 人事行政における法律、条例、規則等で
定められた事務を適確に執行し、行政の
民主的かつ能率的な運営に資する。
　・公平委員会委員報酬　 　1,690千円

公平委員会

市民表彰等事業
（02-01-19）

656 宝塚市の発展に貢献した市民や団体を対
象に功績を讃え、市民表彰等を行う。

秘書課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

市民税事務事業
 （02-02-01）

1,104 市民税賦課事業を円滑に推進するため、
税務署との円滑な連係を図るとともに、
地方税の電子化推進及び税制等関連情報
を収集する｡
　・（社）地方税電子化協議会会費
            　　　　       　224千円
　・確定申告会場借上   　　　400千円

市民税課

資産税事務事業
(02-02-01)

975 資産税賦課事業を円滑に進めるため、職
員の研修や関係する資料の整備及び税制
等関連情報の収集など調査研究を行う。
　・(財）資産評価システム研究センタ
    ー等負担金　　　　　　 　220千円

資産税課

市民税賦課事業
 （02-02-02）

34,277 市税（個人市・県民税、法人市民税、軽
自動車税、市たばこ税、入湯税）の申告
受付、賦課決定、課税証明書等の発行、
125cc以下の単車の登録及び廃車手続き
を行い、その効率的な事務執行のため、
申告の電子化、国税連携を推進する。
　・データ入力業務等委託   5,699千円
　・納付書等封入封緘業務委託
　　　　　　　　　　　　 　2,767千円
　・納付書等印字プログラム作成業務委
    託      　　　　       1,061千円
　・納付書等印字業務委託 　2,914千円
  ・（社）地方税電子化協議会負担金
　　　　　　　　 　　　　  3,010千円
　・電子申告共同利用システム参加団体
　　負担金　　　 　　　　　7,322千円

市民税課

資産税賦課事業
(02-02-02)

43,017 賦課期日現在における課税客体の的確な
把握と公平適正な課税に努め、固定資産
税・都市計画税を賦課する。
　・不動産鑑定手数料　     5,802千円
　・固定資産評価情報管理システム異
    動修正等業務委託      27,041千円

資産税課

市税徴収事業
（02-02-02）

158,477 滞納整理システムを活用して効率的、効
果的な滞納処分を進めるとともに、納税
者の利便性を向上させるため口座振替の
加入促進やコンビニエンスストアでの市
税収納を行い、アウトソーシングによる
電話催告業務を通年実施するなどにより
市税収納率の向上と滞納繰越額の縮減を
図る。
また、過誤納金が発生した場合は速やか
に還付する。
  ・滞納整理システム借上 　6,195千円
  ・口座振替手数料　       1,215千円
  ・コンビニ収納事務委託   7,981千円
  ・納税案内センター手数料
　　　　　　　　　　      11,667千円
  ・市税還付金及び還付加算金
　　　　　　　　　　     117,000千円

市税収納課

固定資産評価審査委員会事業
（02-02-03）

436 固定資産課税台帳に登録された価格（評
価額）に関する納税義務者の不服につい
て、市長から独立した立場で審査決定す
ることにより、適正かつ公平な価格の決
定を保証し、課税の公平を図る。
　・委員報酬　　　　　　　 　320千円
　・事務費　　　　　　　　   116千円

市税収納課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

住居表示整備事業
（02-03-02）

2,087 新築家屋について住居表示の付定及び台
帳の整備等を行う。
　・システム保守業務委託　 1,400千円

道路管理課

選挙管理委員会事業
(02-04-01)

4,644 選挙管理委員会を定例及び必要に応じて
開催し、選挙の適正な管理執行を図る。

選挙管理委員会
事務局

選挙常時啓発事業
(02-04-02)

450 明るい選挙推進協議会と共に選挙常時啓
発と選挙時の啓発を行い、政治への関心
や投票率の向上等を図る。

選挙管理委員会
事務局

県議会議員選挙事業
(02-04-03)

59,681 平成２３年４月１０日投票の兵庫県議会
議員選挙を執行する。
　・選挙事務従事者報酬    19,537千円
　・投票管理者・立会人等報酬
　　　　　　　　　　 　　  4,408千円
　・ポスター掲示場設置等委託
　　　　　　　　　　　　   8,400千円
　・入場整理券等作成業務委託
　　　　　　　　　　　 　　4,500千円
　・総合選挙システム運用サポート保守
　  委託　　　　　　　　     630千円
　・投票管理システム等借上
　　　　　　　　　　　 　  7,973千円
　・選挙用備品　　　　 　　1,000千円

選挙管理委員会
事務局

市議会議員選挙事業
(02-04-04)

144,641 平成２３年４月２４日投票の宝塚市議会
議員選挙を執行する。
　・選挙事務従事者報酬    21,767千円
　・投票管理者・立会人等報酬
　　　　　　 　　　　　　  4,182千円
　・ポスター掲示場設置等委託
　　　　　　　　　　 　 　39,000千円
　・入場整理券等作成業務委託
　　　　　　　　　　　 　　4,500千円
　・総合選挙システム運用サポート保守
　  委託　　　　　　  　  　 630千円
　・投票管理システム等借上 8,104千円
　・選挙公営費　　　　  　37,974千円

選挙管理委員会
事務局

農業委員会委員選挙事業
(02-04-05)

2,702 平成２３年７月１９日任期満了の宝塚市
農業委員会委員選挙を執行する。
　・選挙事務従事者報酬　 　1,342千円
　・投票管理者・立会人等報酬 535千円
　・投票所等借上  　　　　　 170千円

選挙管理委員会
事務局

統計事務事業
(02-05-01)

85 統計業務推進のため、県統計協会に加入
し、意見・情報交換を行う。
　・県統計協会負担金　    　　45千円

広聴相談課

基幹統計調査事業
(02-05-02)

6,487 国が実施する基幹統計調査等を行う。
　・経済センサス調査区管理　　50千円
　・経済センサス活動調査 　6,315千円

広聴相談課

監査委員事業
(02-06-01)

6,856 市の行政の適法性、効率性、妥当性の保
障を期し、地方自治法に基づき、決算審
査、定期監査、住民監査請求等の各種監
査を実施することにより、もって住民の
福祉の増進と地方自治の本旨の実現を目
指す。
　・監査委員報酬　 　　　　5,945千円

監査委員事務局

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

消費生活センター床取得償還金
（07-01-04）

17,646 売布神社駅前市街地再開発事業により建
設されたピピアめふ１内の消費生活セン
ターの床取得費の償還金（平成23年度
分）。
　・ピピアめふ行政財産取得償還金
　　　　　　　　　　　  　17,646千円

市街地整備課

土木管理事業
（08-01-01）

418 都市安全部の総括事務として、予算編成
及び管理や会計検査対応等の連絡調整を
行う。

安全安心課

建築管理事業
（08-01-01）

6,164 多様化する市民ニーズに対応した質の高
い設計、工事監理を行う。

建築営繕課

建築確認情報ＭＡＰシステム管理事業
（08-01-01）

2,201 建築確認、開発構想届及び開発許可等の
情報を地図データ上にプロットし、庁内
ＬＡＮにより情報の共有化を図る。

宅地建物審査課

行事保険
（10-06-01）

2,700 市管理施設（医療・住宅・学校・保育所
・道路・上水道施設は対象外）及び市の
業務遂行上の過失による法律上の賠償責
任が生じる場合の賠償責任保険と市主催
行事への参加者及びボランティアが被災
した場合の見舞金の補償保険として、全
国市長会市民総合賠償補償保険に加入す
る。

社会教育課

公益施設床等取得償還金
（13-01-01）

214,008 売布神社駅前市街地再開発事業により建
設されたピピアめふ１内公益施設、駐車
場及び仁川駅前市街地再開発事業により
建設されたさらら仁川北館内公益施設、
北館・南館駐車場施設の床の取得費の償
還金（平成23年度分）。
　・ピピアめふ普通財産取得償還金
　　　　　　　　　　　　 143,080千円
　・さらら仁川普通財産取得償還金
　　　　　　　　　　　　　70,928千円

市街地整備課

土地開発公社利子補給金
（13-02-01）

66,653 土地開発公社の保有する資産の簿価上昇
を抑制し、公社の経営健全化に資するた
め、公社の借入金利子を補給する。

財政課

事　　　　　項
（費　　　目）
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２．安全・都市基盤
（（（（１１１１））））防災防災防災防災・・・・消防消防消防消防

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

阪神淡路大震災1.17追悼防災啓発事業
（02-01-19）

1,000 阪神・淡路大震災の経験を風化させず、
次世代に教訓を継承するため、震災追悼
防災啓発事業を実施することにより、将
来への備えを考えるきっかけづくりとす
る。
　・震災追悼防災啓発事業委託
　　　　　　　　　　 　　　1,000千円

安全安心課

災害救助事業
(03-05-01)

166 災害等の緊急時に備えて、市庁舎防災倉
庫、西公民館、東公民館、健康センター
の４カ所に医薬品及び医療資器材を備蓄
する。

健康推進課

災害救助事業
(03-05-01)

2,339 ①災害救助法の適用を受けるに至らない
災害により被災した市民に対し、応急的
に見舞金等の支給を行う。
②阪神・淡路大震災の被災者へ貸付けた
ところの災害援護資金の償還事業を行
う。

生活援護課

急傾斜地崩壊対策事業
(08-03-01)

4,800 土砂災害の恐れがある区域の市民への周
知等を行う。
　・急傾斜地点検等調査委託 4,600千円

水政課

常備消防事業
（09-01-01）

86,175 火災、救急、救助等の消防活動及び予防
活動を行う｡
　・気管挿管、薬剤投与のできる救命士
　　を養成
　・一般市民を対象の救命手当（ＡＥＤ
　  の使用を含む）講習実施による応急
　  手当の普及啓発
　・火災予防の啓発
　・消防広域化の推進

消防本部総務課

自主防災組織促進事業
（09-01-01）

1,274 自治会（自治会未結成でも可）単位によ
る自主防災組織結成時に、自治会規模
（世帯数）により、防災資器材を貸与す
る。また、過去に貸与している防災資器
材が故障等した場合及び貸与から一定期
間を経過した防災資器材については交換
を実施する。
　・防災資器材購入費　　　 1,000千円
　・防災資器材修理交換点検費等
　　　　　　　　　　　　　　 274千円

消防本部予防課

◎ 消防指令業務共同運用事業
（09-01-01）

32,651 平成２３年４月１日から宝塚市、川西市
及び猪名川町の２市１町で消防指令業務
の共同運用を実施する。
　・専用回線使用料等　　　15,340千円
　・位置情報通知装置使用料等
　　　　　　　　　　　　　11,461千円

消防本部情報管
制課

非常備消防事業
（09-01-02）

70,150 消防団の消防活動及び防災活動を推進す
る。
　・消防団員報酬　１９７人
                           7,769千円
　・消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車2台　  44,000千円

消防本部総務課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

防火水槽整備事業
（09-01-03）

46,400 都市公園等に耐震性貯水槽を計画的に設
置し火災発生時の消火用水利として使用
する。
また、既存の防火水槽について老朽化に
伴う修繕を図る。
　・耐震性貯水槽設置工事  36,000千円
　・防火水槽維持補修工事　 4,000千円

消防本部警防課

消防車両整備事業
（09-01-03）

193,355 消防車両等の充実強化を図るため、更新
整備等を行う。
　・水槽付消防ポンプ自動車
　　　　　　　　　　　　　63,000千円
　・はしご付消防ポンプ自動車
　　　　　　　　　　　　　93,000千円
　・人員搬送車　　　　　　 3,600千円

消防本部警防課

消防庁舎等整備事業
（09-01-03）

2,500 消防庁舎の耐震化を図り、施設の安全を
確保する。
　◎米谷出張所耐震補強工事設計委託

消防本部総務課

消防救急無線デジタル化整備事業
（09-01-03）

4,699 平成２８年５月から全国的に消防無線が
デジタル化となることについて、宝塚
市、川西市及び猪名川町の２市１町で実
施する消防指令業務の共同運用に伴い、
基地局設置場所を検討するため、２市１
町全域の電波伝搬調査を実施する。
　・電波伝搬調査委託

消防本部情報管
制課

水防対策事業
（09-01-04）

1,448 水防対策の推進を図る。
　・水防等活動業務委託　　 　600千円
　・水防資機材等　　　　　 　597千円

安全安心課

災害対策事業
（09-01-05）

3,056 震災・水害等の災害に備えるための防災
対策業務及び啓発活動を行う。
　・防災会議委員報酬　   　   63千円

地域防災計画に基づく生活救援対策とし
て､備蓄物資を整備･充実を図る｡
　・アルファ化米､乾パン等　2,364千円

安全安心課

地域防災訓練支援事業
（09-01-05）

480 地域防災力の向上、阪神・淡路大震災の
経験と教訓の継承等を目的に、学校と地
域住民が連携して実施する防災訓練を推
進するよう助成等を行うことで、将来へ
の備えの充実を図る。

安全安心課

防災情報システム管理事業
（09-01-05）

2,835 災害発生時に、県災害対策本部等の防災
関係機関と情報伝達等を円滑化するた
め、県を中心とした関係機関で構成する
協議会でシステムを整備する。
　・フェニックス防災システム 744千円
　・兵庫県衛星通信システム　 470千円

災害発生時に、避難対象者の把握等を図
るため、地理情報システムを整備する。
　・データ更新手数料　　 　　323千円
　・システム機器等借上   　1,298千円

安全安心課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

防災情報伝達事業
（09-01-05）

2,924 地域防災無線が平成23年5月末から使
用できないため、代替手段として災害時
優先指定を行った携帯電話を整備する｡
　・災害時優先携帯電話　 　2,756千円

自治会長、民生委員及び福祉施設に対
して、災害時の情報伝達手段の１つとし
て、自動的にスイッチが入り、ＦＭ宝塚
からの緊急放送が受信できる「防災ラジ
オ」を配布してきたが、追加や破損等に
対する維持・整備を行う。
　・防災ラジオ　　　　　　　 168千円

安全安心課

（（（（２２２２））））防犯防犯防犯防犯・・・・交通安全交通安全交通安全交通安全

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

交通安全対策事業
（02-01-11）

3,307 交通安全意識の高揚と交通事故防止のた
め、幼児・高齢者等の交通弱者の交通安
全教育・啓発を実施するほか、特に自転
車の安全運転の啓発を実施する。
　・交通安全対策要望への対応
　・交通危険箇所への対応
　・幼児交通安全クラブ等の開催
　・小学生対象の交通安全教室等の開催
　・高齢者対象の交通安全教室等の開催
　・地域対象の交通安全教室等の開催
　・自転車安全運転競技大会･教室の開
　　催
　・春夏秋年末等の交通安全啓発キャン
　　ペーン
　・交通安全啓発事業等補助金 379千円

交通安全課

宝塚防犯協会補助金
（02-01-19）

1,085 市として安全安心な街づくりを推進する
ため、警察と協力して各種防犯啓発活動
を行う宝塚防犯協会の事業活動に対して
補助金を交付する。
　・宝塚防犯協会補助金　 　1,085千円

安全安心課

暴力団追放推進協議会補助金
（02-01-19）

600 市内から暴力団の排除、明るく住みよい
街づくり推進のため、宝塚市暴力団追放
推進協議会が行う市民啓発活動に対して
補助金を交付する。
　・宝塚市暴力団追放推進協議会補助金
　　　　　　　　　 　　　　　600千円

安全安心課

防犯事業
（02-01-19）

2,598 地域防犯組織の結成や活動支援、市民へ
の防犯情報の提供等を行う。
　・地域防犯活動たすき等　   900千円
　・ひょうご防災ネットシステム（安心
　　メール）使用料　　　 　1,260千円

安全安心課

○ 街路灯管理事業
（08-02-07）

134,026 街路灯の新設・修繕・維持管理により、
市道等における歩行者等の夜間の通行の
安全を図る。また、ＬＥＤ化により省エ
ネ化・温室ガスの削減に取り組む。
　・光熱水費　街路灯電気料金
　　　　　　　　　　　　  79,500千円
　・街路灯修繕　　　       4,500千円
　・街路灯補修委託  　  　11,883千円
　・街路灯管理システム借上 1,725千円
　・街路灯整備工事 　　    6,000千円
　・街路灯ＬＥＤ化整備工事
　　　　　　　　　　　　　30,321千円

交通安全課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

自転車対策事業
（08-02-08）

249,460 駅周辺地域の放置自転車等の解消を図
り、歩行者の通行の安全を確保し、併せ
て良好な景観を形成する。
　・自転車等駐車場外指定管理料
　　　　　　　　　　　　 208,650千円
　・放置自転車整理等委託　19,831千円
　・自転車駐車場用地借上　10,324千円

交通安全課

道路交通安全施設整備事業
（08-02-08）

43,000 道路交通安全施設の整備により、交通事
故の防止及び道路交通環境の改善を図
る。
　・道路交通安全施設整備工事
 　　　　　　　　　　　　 39,400千円

道路管理課

（（（（３３３３））））土地利用土地利用土地利用土地利用

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市計画推進事業
（08-04-01）

300 都市計画の決定に必要な基礎調査を行う
ことにより、良好な都市環境の形成を推
進する。
　・都市計画基礎調査　　　 　300千円

都市計画課

都市計画推進事業
（08-04-01）

5,570 再開発事業特別融資制度預託金
　・平成23年度預託金　   　5,570千円

市街地整備課

都市計画管理事業
（08-04-01）

6,975 窓口閲覧サービスなど都市計画支援シス
テムの機器更新によるＯＳのバージンア
ップを図るとともに保守管理等を行うこ
とにより、市民サービスの向上を図る。
　・ＯＳ変更に伴うバージョンアップ
　　　　　　      　　     1,259千円
　・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄGIS保守管理等   1,691千円
　・ハード機器借上　       1,480千円

都市計画課

都市計画マスタープラン見直し事業
（08-04-01）

2,500 平成14年5月に策定した宝塚市都市計画
マスタープランを上位計画である「宝塚
市総合計画」「阪神間都市計画区域マス
タープラン」の改定に合わせて見直す。
　・都市計画マスタープラン見直し業務
　　委託　　　　　　     　2,500千円

都市計画課

地区計画等指定推進事業
（08-04-01）

4,350 地域の住民自らがまちのルールを作ろう
とする活動に対し専門家の派遣等支援す
ることにより、良好な都市環境を形成す
る地区計画等の指定推進を図る。
　・まちづくりアドバイザー謝礼
　　　　　　　　　　　　　 　150千円
  ○まちづくりコンサルタント派遣委託
　　　　　　　　　　　　　 　500千円
　・まちづくり活動助成金　 3,700千円

都市計画課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（４４４４））））市街地市街地市街地市街地・・・・北部整備北部整備北部整備北部整備

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

北部地域整備事業
（02-01-08）

2,781 北部地域（西谷地区）の都市基盤の整備
を進めるため協議検討を行う。

北部整備課

農業用施設総務事業
（06-02-01）

623 土地改良事業事務を円滑に行うため、土
地改良事業団体連合会負担金等の事務費
の執行を行う。
　・土地改良事業団体連合会負担金
　　　　　　　　　　　　　　420千円

北部整備課

農業用施設改修事業
（06-02-02）

1,464 老朽化した用排水路の農業用施設の機能
回復により災害を防止するため、整備改
修を行う。
　・久保ノ谷排水路改修工事 　400千円
　・香合新田用排水路改修工事
　　　　　　　　　　　　　 1,000千円

北部整備課

一般市道新設改良事業（北部地域）
（08-02-04）

123,056 北部地域の生活軸としての市道の拡幅整
備を実施し、地域住民の生活利便性の向
上を図り、安全で快適な道路環境を確保
する。
　・市道1508号線（農免道路）改良工事
　　　　　　　　　　　　　15,000千円
　・市道1509号線（切畑交差点）改良工
　　事　　　　　　　　　　26,600千円
　・市道1508号線（農免道路）用地買収
　　費  　　　　　　　　　 　700千円
　・市道1509号線（切畑交差点）用地買
　　収費　　　　　　　　　79,756千円

北部整備課

中筋ＪＲ北土地区画整理事業
（08-04-05）

485,500 中筋ＪＲ北地区において、道路、駅前広
場等の公共施設を整備することにより、
良好な住環境を有するまちづくりを進め
る。
　・街路築造工事等　　　 330,700千円
　・測量等委託　　　　　  24,000千円
　・補償費　　　　　　 　121,000千円
　・工事負担金　　　　 　　9,000千円

市街地整備課

都市開発管理事業
（08-04-06）

167 市街地再開発事業に係る協議会に加入し
て情報収集を行う。
　・協議会会費　　　　　　  　90千円

市街地整備課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（５５５５））））住宅住宅住宅住宅・・・・住環境住環境住環境住環境

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

建築管理事業
（08-01-01）

4,223 建築基準法に基づく確認、検査、許可に
係る事務及び宝塚市建築審査会に関する
事務。
建設リサイクル法、省エネルギー法及び
ＣＡＳＢＥＥの届出の受理事務。

宅地建物審査課

開発指導事業
（08-04-01）

1,414 宝塚市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に基づき、市、市
民及び開発事業者による協働のまちづく
りを推進し、地域の特性に応じた良好な
住環境の保全及び都市景観の形成を図る
　・まちづくり専門委員会報酬 814千円

開発指導課

開発許可事業
（08-04-01）

4,422 都市計画法に基づく開発許可等並びに宅
地造成等規制法に基づく宅地造成工事許
可に係る事務及び宝塚市開発審査会に関
する事務。
　・開発許可等に係る安全性等検証委託
　　  　　　　　　　　　　 3,000千円

宅地建物審査課

地区まちづくりルール支援事業
（08-04-01）

150 宝塚市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に規定されている
「地区まちづくりルール」の策定を支援
する。
　・アドバイザー派遣費用　　 150千円

開発指導課

市営住宅管理事業
（08-05-01）

306,498 市営住宅の適切な維持管理に努め、居住
環境の確保を図る。
　・施設指定管理料       163,134千円
　・施設維持補修工事　   126,000千円
　・明渡費用予納金等手数料 4,560千円
　・退去者滞納家賃等収納業務委託
                             473千円
　・野上住宅敷地借上  　　 7,098千円
　・公営住宅管理システム借上
　　　　　　　　　 　　　　2,034千円

住まい政策課

災害公営住宅借上事業
（08-05-01）

28,803 独立法人都市再生機構が所有する賃貸住
宅のうち、３０戸を借り上げ、公営住宅
として提供する。
　・フレール宝塚御殿山借上
                        　28,803千円

住まい政策課

○ 住宅政策推進事業
（08-05-01）

10,955 平成２２年９月から開始した、本市の空
き家住宅情報システムについて、当該情
報システムの活用拡大を目的に、空き家
住宅を活用する事業者を公募する事業を
実施する。
　・空き家住宅借上事業     5,500千円

市内の分譲マンションの区分所有者等を
対象としたマンション管理セミナ－等を
定期的に開催する。また、高齢化社会の
進展に伴い、マンション共用部分の手す
り等のバリアフリ－化工事に対し、助成
による支援を行う。（市内業者による施
行に限り、従来の助成額に１割を上乗せ
して補助する。）
　・共同住宅バリアフリ－改修費補助金
　　　　　　　　　　　　   2,904千円
  ・民間分譲マンション管理専門相談、
　　セミナー開催等   　  　2,551千円

住まい政策課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

簡易耐震診断推進事業
（08-05-01）

2,250 既存の民間住宅の所有者に耐震化への動
機づけと地震に対する安全性の向上を図
るため簡易耐震診断を実施する。

宅地建物審査課

長期優良住宅普及推進事業
（08-05-01）

2,092 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
に基づき、長期にわたり良好な状態で使
用するための措置が講じられた住宅につ
いて、長期優良住宅建築等計画の認定を
行う。
長期優良住宅の認定申請のうち、構造及
び設備に関する適合評価を受けていない
ものについては、登録住宅性能評価機関
に評価を依頼する。
　・構造等適合計画認定評価手数料
　　　　　　　　　　　　　 2,062千円

住まい政策課

耐震改修促進事業
（08-05-01）

6,000 民間住宅の耐震化の促進を図るため、住
宅改修業者登録制度に登録された市内業
者が耐震改修工事を行った場合、その工
事費の一部について市が補助金を交付す
る。

宅地建物審査課

特定優良賃貸住宅供給促進事業
（08-05-02）

51,196 災害復興準公営住宅として提供した特定
優良賃貸住宅（たからづか市民住宅）の
家賃を補助する。
　・６団地、２０５戸　    48,664千円

住まい政策課

（（（（６６６６））））道路道路道路道路・・・・交通交通交通交通

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

バス交通対策事業
（02-01-11）

374 バス交通等を中心とした計画調査を実施
し、地域公共交通協議会を開催する。
　・地域公共交通協議会委員謝礼
　　　　　　　　　　　　　 　252千円
　・広域バスマップ　　　　   113千円

道路建設課

ノンステップバス購入助成事業
（02-01-11）

1,000 すべての人が安心して外出できるように
市内バス路線のノンステップバス化を促
進するため、バス事業者にバス更新費用
の一部を助成する。
　・超低床ノンステップバス購入補助金
　　　　　　　　　　　 　　1,000千円

道路建設課

北部地域内バス路線補助事業
（02-01-11）

15,600 西谷地域のバス路線維持のために、路線
維持費の一部を補助する。
　・地方バス路線維持費補助金
　　　　　　　　　　　　　15,600千円

道路建設課

山手地域内バス路線補助事業
（02-01-11）

11,220 仁川・売布山手住宅地区と最寄の鉄道駅
を結ぶバス路線を導入するとこにより、
交通空白地域の解消と高齢者等地域住民
の外出手段の確保及び住民福祉の増進を
図る。
　・バス路線運行補助金　  11,220千円

道路建設課

 小林駅周辺交通対策等調査検討事業
（02-01-11）

10,000 阪急小林駅周辺における利用者の安全性
利便性の向上と駅前機能の充実、地域の
活性化を図る。
　・測量等委託　　 　  　　5,808千円
　・物件調査等委託　　 　  4,192千円

道路建設課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

地籍調査事業
（08-01-01）

3,982 官民境界等先行調査（御殿山３丁目地
区）の街区調査図等を作成する。
　・官民境界等先行地籍調査事業委託
　　　　　　　　　　　　　 2,128千円

道路管理課

道路管理事業
（08-02-01）

66,723 道路関係公共施設、道路排水施設等が十
分に機能するよう定期的に点検する等、
道路施設が安全で快適に利用できるよう
に維持管理を図る。
　・施設保守管理等委託
　　　（長尾山ﾄﾝﾈﾙ外）　　41,288千円
  ・施設修繕料　　　　　　 3,675千円

道路管理課
西谷サービスセ
ンター

道路政策事務事業
（08-02-01）

593 中国縦貫自動車道の適切な維持管理、一
般国道１７６号及び都市計画道路尼崎宝
塚線等の維持整備促進を図るため協議会
等を通じ要望活動を展開する。

道路建設課

道路調査事業
（08-02-01）

4,842 市道敷地の権原取得に係る測量を行う。
　・測量等委託　　　　　　 4,830千円

道路管理課

市道整備計画調査事業
（08-02-01）

3,572 阪急山本駅南・山本東３丁目地内に位置
する５路線が交差する変則交差点の混雑
解消を図るため、交差点改良に向けて、
交通量調査の解析を実施し手法を検討
する。
　◎交差点改良検討業務委託
　　　　　　　　　　　 　　3,572千円

道路建設課

私道舗装工事助成金
（08-02-01）

400 一定の条件を満たす私道の舗装工事に対
し、市が定める標準工事費の５割の額を
助成する。

道路管理課

新名神高速道路建設促進事業
（08-02-01）

198 新名神高速道路の建設促進を図るため要
望活動を展開する。

道路建設課

道路台帳整備事業
（08-02-02）

11,060 道路台帳の整備、運用を図る。
　・道路台帳管理システム整備業務委託
　　　　　　　　　　　　　 7,804千円
　・道路台帳管理システム保守業務委託
　　　　　　　　　　　　　 1,645千円
　・法定外公共物管理システム保守業務
　　委託　　　　　　　　　　 770千円

道路管理課

道路維持事業
（08-02-03）

247,537 道路の機能が十分発揮できるよう、道路
維持補修の迅速化、適時適切な対応処置
に努め、安全かつ円滑な道路利用を図
る。
　・道路維持補修委託　 　 23,250千円
　・道路維持補修工事 　　220,000千円
　・道路維持用消耗品等 　  4,287千円

道路管理課

環境美化推進事業
（08-02-03）

4,502 年２回の市民一斉清掃運動による、道路
側溝の泥の回収を行う。
　・市民運動の土砂処分委託
　　　　　　　　　　　　　 4,500千円

道路管理課

一般市道新設改良事業
（08-02-04）

96,207 一般市道５路線を対象として、道路測量
設計及び改良工事等を実施する。
　・測量等委託　　           840千円
　・設計等委託　　　　   　1,360千円
　・道路改良工事　　　  　51,700千円
　・用地買収　　　　　　　40,114千円
　・負担金　　　　 　  　　2.193千円

道路建設課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

生活道路整備事業
（08-02-04）

5,783 宝塚市生活道路整備条例に基づき、指定
する道路について、後退部分の測量、用
地取得を行い道路拡幅工事を行う。
　・測量等委託　   　 　   1,500千円
　・道路整備工事　   　  　3,000千円
　・事業用地買収費      　 1,183千円

道路管理課

橋りょう維持事業
（08-02-05）

45,100 橋りょうの延命化と管理コストの標準化
などを計画的に進めるため橋りょうの現
況調査を行うと共に、安全で安心な道路
環境を確保するために、橋りょう構造物
の設計委託及び補修補強工事を実施す
る。
　・橋りょう現況調査委託　11,000千円
  ◎橋りょう長寿命化計画策定委託
　　　　　　　　　　　　　16,000千円
  ・橋りょう維持補修工事  18,100千円

道路管理課

道路バリアフリー化整備事業
（08-02-08）

51,800 道路の移動円滑化ガイドラインに基づ
き、既存歩道の段差解消を中心に、歩行
空間の利便性と安全性の向上を図る。
　・道路バリアフリー化整備工事
　　　　　　　　　　      51,800千円

道路管理課
道路建設課

交通バリアフリー整備計画事業
（08-02-08）

279 交通バリアフリー法に基づき策定された
基本構想及び事業を検証する。
　・交通バリアフリー協議会委員謝礼
　　　　　　　　　　　　　 　264千円

道路建設課

ＪＲ宝塚駅周辺整備事業
（08-04-01）

34,000 ＪＲ宝塚駅周辺地域について、駅前広場
機能拡充やＪＲ宝塚駅橋上化によるバリ
アフリー化と一体となった整備などを行
い、駅前広場における円滑な交通処理、
ＪＲと阪急電鉄間の乗り換え利便性の向
上など交通結節点機能の更なる強化を図
る。
  ○駅前広場公共ﾄｲﾚ整備工事
                          33,700千円
　・水道口径別分担金　       300千円

道路建設課

都市計画道路維持管理事業
（08-04-02）

1,000 都市計画道路予定地の良好な維持管理を
図る。
　・都市計画道路予定地維持管理委託
　　　　　　　　　　 　　　1,000千円

道路建設課

都市計画道路荒地西山線整備事業
（小林工区）
（08-04-02）

607,100 武庫川右岸地域における東西幹線道路と
して整備し、交通の円滑化を図る。
　・立体交差部工事負担金
　　　　　　　　　　　 　552,000千円
　・道路整備工事　　　 　  3,000千円
　・建物調査等業務委託 　 10,000千円
　・用地買収　　　　　　  36,200千円
　・敷地借上　　　　　　   5,800千円

道路建設課

県施行都市計画道路等整備負担金事業
（08-04-02）

113,076 県が施行する都市計画街路整備事業費の
所定割合を地方財政法第２７条の規定に
より負担する。
　・宝塚平井線　　　 　　 59,670千円
　・尼崎宝塚線　　　 　　 53,406千円

道路建設課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（７７７７））））河川河川河川河川・・・・水辺空間水辺空間水辺空間水辺空間

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

水政管理事業
(08-03-01)

493 治水・砂防事業の促進を図る。
　・県河川協会等負担金       395千円

水政課

環境美化推進事業
(08-03-02)

30,382 河川環境美化の促進を図る。
　・普通河川環境整備に係る美化事業委
　　託   　　　　　　　　　4,332千円
　・法定河川環境整備に係る美化事業委
　　託    　　　　　　　　25,950千円

水政課

排水路管理事業
（08-03-02）

2,853 西谷地区の排水路施設の修繕及び武田尾
地区の雨水排水ポンプの維持管理を行
う。
　・排水路維持補修工事　　 1,400千円
　・排水路修繕等　　　　　　 751千円
　・ポンプ保守点検委託　　　 270千円

道路管理課
水政課

普通河川治水事業
(08-03-02)

33,300 市管理河川の維持管理を行う。
　・維持補修工事 　　　   12,300千円
　・測量設計業務委託　    20,300千円

水政課

荒神川都市基盤河川改修事業
(08-03-03)

127,600 河川改修工事を実施することにより流下
能力の向上、浸水被害の防止を図る。
　・河川改修工事  　　　　66,100千円
　・測量設計業務委託　　　19,000千円
　・河川改修工事負担金    37,800千円

水政課

雨量計管理事業
(09-01-04)

3,622 市民生活の安全に資するため雨量計等の
管理を行う。
　・雨量計等点検整備委託 　1,730千円

水政課

（（（（８８８８））））上下水道上下水道上下水道上下水道

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

合併処理浄化槽設置整備事業
（04-01-08）

1,940 生活排水処理計画に基づき、合併処理浄
化槽の設置費の一部を補助することによ
り、公共下水道区域外における環境保全
および公衆衛生の向上を図る。
　・合併処理浄化槽設置整備費補助金
　　５人槽(332千円)×２基＝  664千円
　　７人槽(414千円)×３基＝1,242千円

北部整備課

簡易専用水道管理事業
（04-01-08）

360 設置者に対し適切な指導を行い、利用者
への水の安全確保を維持する。
　・簡易専用水道管理事務委託 252千円
　・簡易専用水道立入調査事務委託
　　　　　　　　　　　　　　 100千円

生活環境課

流域下水道事業
（下水道事業会計）

851,893 公共下水道を接続した流域下水道（武庫
川、猪名川）の計画的な整備、建設及び
維持管理に要する経費を負担する。

上下水道局
総務課

公共下水道整備事業
(下水道事業会計)

305,813 公共下水道施設の整備により排水区域内
の下水（雨水､汚水）を排除し､生活環境
を改善、浸水の防除、公共用水域の水質
の保全を図る。

下水道建設課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

公共下水道雨水貯留槽施設設置事業
(下水道事業会計)

1,500 雨水の流出抑制及び雨水の再利用を図る
ため雨水タンクを設置しようとする市民
に助成金の交付を行う。

下水道建設課

公共下水道維持管理事業
（下水道事業会計）

246,192 公共下水道施設の維持管理の為、清掃・
点検・修繕等を行う。

下水道管理課

水洗化促進事業
（下水道事業会計）

10,607 公共下水道供用開始区域内の水洗化工事
の費用の一部や私道の排水設備工事に対
する補助金の交付を行う、また各戸訪問
等により水洗化の促進を図る。
　・水洗便所改造資金補助金
　・私道排水設備布設工事補助金

給排水設備課

水洗便所改造資金貸付事業
（下水道事業会計）

2,160 公共下水道供用開始区域の水洗化工事の
費用の一部を貸し付けることにより水洗
化を促進する。

給排水設備課

惣川浄水場取水・導水施設整備事業
（水道事業会計）

625,085 水道水の安定供給に向けた川下川ダムの
渇水対策のため、県営水道の受水施設の
整備（第２受水点設置）及び川下川ダム
導水施設の老朽化による事故防止のため
の耐震化工事を実施する。
　・水管橋架設工事
　・惣川浄水場内改修工事（受水施設整
　　備）

水道建設課

基幹施設耐震化事業
（水道事業会計）

90,000 基幹的水道施設である配水池・加圧所の
耐震化工事を実施し、震災時における安
定給水を図る。
　・耐震化工事実施設計
　・基幹施設耐震補強工事

水道建設課

管路更新事業
（水道事業会計）

200,000 老朽化した水道管路を改良し、災害に強
く直結給水に対応した管路を整備する。
　・老朽管の更新
　・水道管の耐震化
　・配水管のループ化

水道建設課

◎ 水安全計画策定事業
(水道事業会計)

7,007 水道の水源から給水栓にいたる水道シス
テムに存在する安全性に影響を及ぼす様
々な危害要因を抽出特定し、継続的に監
視制御することにより安全な水の供給を
確実にするシステムづくりとして水安全
計画を策定する。

浄水課

○ 水道料金システム更新事業
(水道事業会計)

9,826 市のホストコンピュータ運用終了に伴
い、新たに料金システムを導入し、管理
運用を外部に委託する。
　・サーバー賃借      　   4,562千円
　・オンラインシステム構築委託
                           5,154千円

営業課

事　　　　　項
（費　　　目）
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３．健康・福祉
（（（（１１１１））））地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

福祉総務事業
（03-01-01）

4,244 県の地域自殺対策緊急強化基金を活用
し、自殺予防対策事業を推進する。
　・ゲートキーパー養成講座
　・自死遺族支援研修会
　・自殺予防シンポジウム

地域福祉計画の策定や民生児童委員活動
に係る各審議会の運営及び健康福祉部の
総括事務を行う。

いきがい福祉課
障害福祉課
健康推進課

民生児童委員活動事業
（03-01-01）

33,353 民生委員・児童委員が地域住民の身近な
相談者、支援者として住民や世帯に対し
て行う個別援助活動をはじめ日常活動を
通じた福祉需要等の把握など福祉活動に
対して補助することにより、地域福祉の
向上を図る。

いきがい福祉課

地域福祉活動施設管理事業
（03-01-01）

14,450 地域福祉のための拠点として既存の公共
施設を活用し地域福祉の推進を図る。
　・地域福祉施設管理委託　12,375千円
　・よりあいひろば用地借上 2,075千円

いきがい福祉課

地域福祉推進事業
（03-01-01）

149,205 社会福祉協議会の職員の人件費、ボラン
ティア活動及び地域福祉活動費等を助成
することにより、地域福祉活動の推進を
図る。
  ・社会福祉協議会補助　 124,984千円
　・地域福祉活動振興補助   9,336千円
　・ボランタリー活動支援事業に対する
    補助 　　　　　　　　  3,000千円
　・安心生活創造事業委託　11,808千円

いきがい福祉課

総合福祉センター管理運営事業
(03-01-03)

77,830 市民の福祉の向上と地域福祉活動に寄与
するため総合福祉センター管理運営事業
を推進する。
　・指定管理料　　　　　　37,830千円
　・外壁等改修工事　　　　40,000千円

いきがい福祉課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（２２２２））））健康健康健康健康

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

◎ 食育推進事業
(04-01-01)

1,538 たからづか食育推進計画に基づき、市民
が食について考え知識を習得するため、
多様な啓発事業を実施する。

健康推進課　

○ 母子保健相談指導事業
(04-01-04)

5,902 乳幼児及び育児不安を持つ保護者の相談
に応じ、乳幼児の心身の健全な発達を促
す。また、乳幼児の発育や育児に関する
不安や悩みなどに対して、電話相談など
により子育てを支援し、乳幼児の健全な
育成を図る。
　・母子健康手帳交付
　・妊婦相談支援
　・乳児相談
　・ニコニコ育児相談
　・離乳食学級
　・母親学級
　・父親学級

教育委員会と連携し、小中学校の希望に
応じて、喫煙予防・飲酒予防・性教育を
テーマに講義や実習を実施する。
　・健全母性育成事業
　
妊娠届出時の保健師による面接又は妊娠
届アンケートにより、出産に対する不安
などの相談に応じる。

健康推進課

母子保健訪問指導事業
(04-01-04)

8,846 訪問指導により、妊娠・出産について適
切な指導を行い、母体の健康の保持増進
及び心身共に健やかな子どもの出生を支
援する。また、育児不安の軽減を図り新
生児・乳児の健やかな発達を促すととも
に育児の支援を行う。
　・妊婦訪問指導
　・新生児訪問指導
  ・赤ちゃん訪問指導

健康推進課

母子保健健康診査事業
(04-01-04)

165,024 乳幼児健康診査を行い、疾病の早期発見
や健やかな発達を促すともに育児の支援
を行う。また、安全な分娩と健やかな児
の出生に資するため、妊婦健康診査費の
助成を行う。
　・４か月児健診
　・１歳６か月児健診
　・３歳児健診
　・妊婦健康診査費助成

健康推進課

健康づくり推進事業
(04-01-05)

187 市の健康づくりに関する事業の進行管理
を行う。

健康推進課

健康教育・健康相談事業
(04-01-05)

3,147 ４０歳から６４歳までの市民を対象とし
た生活習慣病等の予防及び健康増進など
健康に関する正しい知識の普及と啓発を
目的に教育・相談業務を実施する。

健康推進課

がん等検診事業
(04-01-05)

307,653 健康増進法等に基づく、各種がん検診、
肝炎ウイルス検診、結核検診、歯周疾患
検診等を委託し実施する。また、平成
２１年度から実施している女性特有のが
ん検診推進事業を平成２３年度も継続し
て実施する。

健康推進課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

訪問指導等事業
(04-01-05)

61 健康上何らかの問題を抱えている４０歳
から６４歳までの市民を対象に、保健師
等が訪問して必要な保健指導を行い、健
康の保持増進を図る。

健康推進課

後期高齢者健診事業
（04-01-05）

28,092 後期高齢者医療制度の被保険者を対象に
健康診査を実施する。
　・健康診査業務委託　　　26,428千円
　　（内訳）
　  集団健診　市立健康センター等
　　　　　　　　　　　　 　5,387千円
　  個別健診　市内各実施医療機関
　　　　　　　　　　　　  21,041千円

医療助成課

後期高齢者健康ドック助成事業
（04-01-05）

5,500 後期高齢医療制度の被保険者を対象に、
市立健康センターで実施する人間ドック
の受診費用の一部を助成する。
　・後期高齢者健康ドック助成費
　　　　　　　　　　　　　 5,500千円

医療助成課

健康増進事業
(04-01-09)

107,716 健康診断（健康ドック）を行い、疾病の
早期発見、健康の保持増進を図る。
　・総合健診コース

健康推進課

健康センター管理運営事業
(04-01-09)

17,369 健康センターの維持・管理に必要な建物
の保全・補修及び共用備品の管理等を行
う。

健康推進課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（３３３３））））保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

財産管理事業
(02-01-06)

1,679 主要な市施設にＡＥＤ（自動体外式除細
動器）を設置し、市民の突然の心停止に
備える。

健康推進課

救急医療対策事業
(04-01-01)

75,454 救急医療体制整備
　・第２次救急医療施設の確保を医師会
　　に委託し休日・夜間の医療を確保す
　　る。
　・兵庫県広域災害・救急医療情報シス
　　テム運営費を負担する。
　・休日等における耳鼻咽喉科・眼科の
　　急病患者の医療を確保するため、分
　　担金を支出する。
　・休日・夜間の小児初期救急医療を確
　　保するため、阪神北広域こども急病
　　センター運営事業分担金を支出す
　　る。
　・小児二次救急医療体制を確保するた
　　め、二次転送患者の受け入れを委託
　　する。また、小児科救急に対応する
　　市内の輪番病院の運営に要する経費
　　について、国及び県の補助金を受け
　　入れ、輪番病院に分担金として支出
　　する。

健康推進課

予防接種事業
(04-01-02)

604,710 予防接種法に基づき、市が実施主体とな
る各種予防接種を市医師会に委託し実施
する。
また、麻しんの流行を受けて、平成20年
度から５年間の時限措置として、中学１
年生と高校３年生に相当する年齢の者を
対象として麻しん・風しん定期予防接種
を引き続き実施するとともに、予防接種
実施規則の改正に伴う日本脳炎第１期不
足分を、第２期の対象年齢で定期予防接
種として実施する。
さらに、国の「ワクチン接種緊急促進事
業実施要領」に基づき、子宮頸がん予防
ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球
菌ワクチンについて対象年齢に無料接種
を実施する。
　・集団接種（ポリオ・ＢＣＧ）
    BCGについては、７月から予防接種
　　実施医療機関において、個別接種で
　　実施する。
　・個別接種（二・三混、麻しん風しん
　　インフルエンザ等）

健康推進課

感染症予防事業
（04-01-03）

7 感染症のまん延防止を目的に防疫対策や
感染症に対する知識の普及啓発活動など
を行う。

健康推進課

休日応急診療所事業
(04-01-06)

13,433 日曜、祝日、年末年始における内科の急
病患者に応急処置を行う。
　・診療時間　１０時～１３時
　・診療日数　７０日

健康推進課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

休日歯科応急診療事業
(04-01-06)

8,999 日曜、祝日、年末年始における歯科の急
病患者に応急処置を実施する。
　・診療時間　１０時～１３時
　・診療日数　７０日

健康推進課

眼科疾患治療事業
(04-01-09)

77 トラホーム後遺症による睫毛抜去治療を
市医師会及び市薬剤師会に委託し実施す
る。

健康推進課

口腔保健センター管理運営事業
(04-01-11)

5,692 口腔保健センターの維持・管理に必要な
建物の保全・補修及び共用備品の管理等
を行うとともに、市民歯の無料検診事業
などの委託を行う。

健康推進課

障害者（児）歯科診療事業
(04-01-11)

7,218 一般の歯科医院での治療が困難な障害者
（児）に対して、歯科治療及び歯科保健
指導を行う。
　・診療日　２回／週　（水・木）
　　　ただし、年末年始・祝日を除く。
　・診療時間　１４時～１６時

健康推進課

在宅ねたきり高齢者歯科保健推進事業
(04-01-11)

954 在宅ねたきり高齢者及びこれに準ずる人
を対象に訪問歯科診療を実施する。
診療は、各歯科診療所の往診とし、歯科
衛生士を派遣する。

健康推進課

看護専門学校事業
(04-01-12)

40,039 健康で安心して暮らせるまちづくりの実
現のため、優秀な学生を確保し、地域医
療に貢献しうる心豊かな看護師を育成す
る。

看護専門学校

医療機器整備事業
(病院事業会計)

300,000 医療機器整備計画に基づき、医療機器整
備の充実を図る。

市立病院経営統
括部

市立病院大規模改修事業
(病院事業会計)

163,000 長期的保全計画に基づき医療活動に支障
が出ないよう施設・各設備の改修を行
う。
　・熱源自動制御システム他改修工事
　　　　　　　　　　　　 111,500千円
　・ｺｰｼﾞｪﾈ等発電機及び電気室設備更新
　　改修工事設計等委託　  51,500千円

市立病院経営統
括部

電子カルテを中心とした医療情報シス
テム整備事業
(病院事業会計)

87,000 患者サービスの向上、業務の効率化を目
的として医療情報システムの構築を推進
する。

市立病院経営統
括部

内視鏡センター整備事業
(病院事業会計)

65,000 平成22年7月に救急疾患、消化管出血を
中心に腹部救急疾患を24時間体制で受け
入れるために開設した内視鏡センターに
おいて使用する医療機器・システム等の
整備を図る。

市立病院経営統
括部

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（４４４４））））高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

成年後見制度利用支援事業
（03-01-01）

762 制度利用促進に資するため、家族等関係
者や福祉サービス事業従事者を対象とす
る研修会を実施する。また、地域福祉権
利擁護事業の生活支援員の活動を助成す
ることにより、在宅高齢者の生活支援を
行う。

いきがい福祉課

老人福祉総務事業
(03-02-01)

275 ９月の敬老の日にちなんで、当該年度に
満１００歳を迎える方を訪問し祝福す
る。

いきがい福祉課

老人クラブ活動助成事業
(03-02-01)

12,949 老人クラブの活動に対し、これに要する
費用の一部を補助することにより、その
健全な育成を図る。
　・老人クラブ活動助成金　10.902千円
　・老人クラブ連合会活動助成金
　　　　　　　　　　　　　 　995千円
　・老人福祉大会助成金　　 1,050千円

いきがい福祉課

介護老人保健施設改修事業
(03-02-01)

2,800 ステップハウス宝塚による電波障害エリ
アの地上デジタル放送対応をケーブル方
式により実施することに伴い、当該施設
の既存の共同受信設備であるアンテナ及
びケーブルを撤去する。

いきがい福祉課

高齢者社会参加・健康促進事業
（03-02-02）

36,955 高齢者の社会参加の促進及びねたきり予
防、健康促進を図る。
　・はり・きゅう・マッサージ施術費助
　　成（対象７０歳以上）　 4,590千円
　・バス料金助成（対象７０歳以上）
　　　　　　　　　　　　　31,307千円

いきがい福祉課

在宅ねたきり高齢者等支援事業
（03-02-02）

1,428 在宅の要介護高齢者に対し、理容美容、
マッサージの訪問施術により身体機能の
維持や保清を図り、タクシー料金の一部
を助成することで外出機会を確保する。
  ・ねたきりマッサージ扶助料　31千円
　・タクシー料金助成扶助料 1,041千円
　・訪問理容・美容サービス助成扶助料
                             275千円

いきがい福祉課

高齢者日常生活用具等扶助事業
（03-02-02）

314 心身機能の低下等に伴い防火等の配慮が
必要な１人暮らしの高齢者等に電磁調理
器又は自動消火器を給付することで、日
常生活の便宜を図る。

いきがい福祉課

老人保護措置事業
（03-02-02）

15,705 心身上の事情又は家庭の事情、経済的事
情等により、在宅では生活できない高齢
者を養護老人ホームに入所措置する。

いきがい福祉課

高齢者見守りネットワーク事業
（03-02-02）

8,122 独居高齢者等緊急通報システムの活用に
より高齢者の不安の解消と地域の見守り
体制を確立する。
　・緊急通報体制整備業務委託
　　　　　　　　　　　　　 1,444千円
　・緊急通報システム運営委託
　　　　　　　　　　　　　 6,678千円

いきがい福祉課
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

高齢者住宅改造資金助成事業
（03-02-02）

23,058 高齢者が安心して自立した生活を送るこ
とができる住環境を整備するため、住宅
を改造する費用を助成する。
平成２２年度から市内業者を利用した
場合、助成額を上乗せ。

いきがい福祉課

民間老人福祉施設整備助成事業
(03-02-02)

75,744 社会福祉法人が建設した特別養護老人ホ
ーム等の建設費借入償還金を補助する。
　・聖隷福祉事業団補助金   5,300千円
　　（宝塚栄光園）
　・聖隷福祉事業団補助金  29,177千円
　　（花屋敷栄光園）
　・宝成会補助金　　　　  20,472千円
　　（宝塚シニアコミュニティ）
　・愛和会補助金          17,694千円
　　（宝塚あいわ苑）
　・地域密着型サービス事業者選考委員
　　会等委員謝礼             381千円

介護保険課

ファミリーサポートセンター事業
（03-02-02）

6,500 日常生活で何らかの支援を必要とする高
齢者が、地域で安心して生活ができるよ
う支援する。

いきがい福祉課

家族介護支援事業
（03-02-02）

3,427 在宅の要介護高齢者の介護者に、おむつ
を給付（貸与）することにより、介護者
の経済的・精神的負担軽減を図る。

いきがい福祉課

介護保険利用者負担金対策事業
(03-02-02)

1,600 介護保険サービスの提供を行う社会福祉
法人等が、低所得者の方で生活困難な利
用者に対して利用者負担１割分の28％、
食費・居住費の25％減した場合、その軽
減額の一部を公費助成する。
　・社会福祉法人等による利用者負担額
　　軽減措置事業補助金

介護保険課

在宅高齢者自立支援事業
（03-02-02）

6,017 自立高齢者の日常生活を支援し、生活の
安定を図るとともに、要介護状態への移
行を予防する。
　・生活援助サービス　     5,883千円
　・老人短期入所扶助料　　   134千円

いきがい福祉課

生活支援ハウス運営事業
（03-02-02）

7,790 高齢等のため居宅において生活すること
に不安のある者に対し、必要に応じ住居
を提供するとともに、各種相談、助言等
を行う。

いきがい福祉課

老人福祉センター事業
（03-02-02）

83,162 高齢者の身体機能の衰退を予防し、日常
生活を豊かにするための活動の場を提供
するため、老人福祉センター事業を推進
する。
　・指定管理料  　　　    51,654千円
　・建物取得費            31,508千円

いきがい福祉課

養護老人ホーム運営事業
（03-02-04）

74,816 入所者への生活支援、いきがいづくり、
食事等の提供等により養護するととも
に、自立した日常生活、社会活動に参加
するために必要な指導及び訓練その他の
支援を行い、社会復帰の促進も図る。

老人ホーム

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

介護保険事業
(特別会計)

12,690,100 平成21年度から第４期介護保険事業計画
に沿って介護予防の推進、地域密着型サ
ービスの基盤整備の推進と住み慣れた地
域で安心して生活が継続していくことが
できるよう、介護保険事業の運営の安定
化を図る。
【介護サービス】
　・介護サービス等給付事業
　　　　　　　　　　 　9,854,259千円
　・地域密着型介護サービス等給付事業
                         983,447千円
【介護予防サービス】
　・介護予防サービス等給付事業
　　　　　　　　　　 　  893,269千円
　・地域密着型介護予防サービス等給付
　　事業                     120千円

いきがい福祉課
健康推進課
介護保険課

【地域支援事業】
老人保健事業の基本健康診査の一部とし
て実施してきた生活機能評価を平成20年
度から介護保険制度の地域支援事業の中
に位置づけ、要支援・要介護状態になる
おそれのある高齢者を対象とした介護予
防事業を効果的に推進する。
　・特定高齢者把握事業    71,432千円
　・通所型介護予防事業    15,030千円
　・訪問型介護予防事業       114千円
　・介護予防普及啓発事業   2,091千円
　・地域介護予防活動支援事業
                           8,971千円
　○包括的支援事業       165,628千円
　・介護給付等費用適正化事業
                           1,732千円
　・家族介護支援事業         485千円
　・成年後見制度利用支援事業
                           3,595千円
　・地域自立生活支援事業  19,817千円
　・介護相談員等派遣事業   2,526千円

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（５５５５））））障障障障がいがいがいがい者福祉者福祉者福祉者福祉

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

阪神福祉事業団分担金
（03-01-01）

29,508 阪神６市１町により設立した事業団の運
営に要する事業費及び各施設の整備費を
負担することにより、市民が利用できる
施設を確保し、福祉の向上を図る。
　・知的障害児施設（ななくさ学園）
　・救護施設（ななくさ厚生院）
　・知的障害者更生施設
　　　　　　（ななくさ育成園）
　・知的障害者更生施設
　　　　　　（ななくさ新生園）外

いきがい福祉課

障害者福祉事業
（03-01-02）

78,826 障害福祉に係る総務的な事業、施設通所
費用の助成、障がい者団体への補助、身
体障害者補助犬使用者への助成等を行
い、障がい者の社会参加を促進し、地域
生活を支援する。
　・身体障害者補助犬の予防接種等に要
　　する費用の一部を補助
　・障がい者の住環境を整備するため、
　　住宅を改造する費用を助成
　・施設通所者の交通費の助成
　・タクシー料金の助成
　・グループホーム等利用者の家賃等給
　　付費
　・在宅重度心身障害者（児）の訪問看
　　護の費用助成
　・配食サービス費用助成

障害福祉課

障害者ホームヘルプサービス事業
(03-01-02)

724 難病等のため日常生活を営むことに支障
があり、介護・家事等の便宜を必要とす
る人にホームヘルパーが家庭を訪問し必
要な援助を提供する。
　・生活援助型
　・身体介護型

健康推進課

重度障害者福祉事業
(03-01-02)

225 難病等の患者が、その介護者の病気やそ
の他の理由により、家庭で介護を受ける
ことができなくなったとき、一時的に施
設に入所する。
　・難病患者等短期入所事業

難病患者等の在宅生活の支援のために必
要な日常生活用具を給付する。
　・電気式たん吸引器等

健康推進課

特別障害者手当等給付事業
（03-01-02）

79,067 障がい者とその介護者の経済的負担の軽
減等を図り、障がい者の福祉の増進を図
るため、手当を給付する。
　・特別障害者手当等給付費
　　　　　　　　　　　　　78,030千円

障害福祉課

自立支援事業
（03-01-02）

2,255,207 障がいの種別（身障・知的・精神）にか
かわらず、一元的に福祉サービスを提供
し、障がい者の自立した地域生活を支援
する。
併せて、自立支援対策臨時特例交付金事
業により、障害者施設の運営安定化を図
るための補助を行う。
　・介護給付（居宅介護、重度訪問介
　　護、施設入所支援等）
　・訓練等給付（自立訓練、就労移行・
　　就労継続支援、共同生活援助等）

障害福祉課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

障害者就労支援事業
（03-01-02）

24,922 障がい者の社会参加の実現と、自立生活
の安定を目指し、就労の促進を図るた
め、障がいの種別を問わず、職域開発・
就労の場の確保・職場定着、就業生活支
援等の一貫した就労支援を行う。
　・障害者就労支援事業委託
　　　　　　　　　　　　　23,236千円

障害福祉課

身体障害者支援センター管理運営事業
（03-01-02）

187,937 身体障がい者の自立・社会参加の促進・
生活の改善等を図るため、身体障害者支
援センターで入浴、食事の提供、機能訓
練、創作的活動等のサービスを提供す
る。
　・指定管理料　　　 　　185,503千円

障害福祉課

地域生活支援事業
（03-01-02）

322,323 障害者自立支援法に基づき、市町村が地
域の実情に応じて、柔軟に実施する事業
として、次の事業を実施する。
  ・相談支援事業
  ・コミュニケーション支援事業
  ・移動支援事業
  ・日中一時支援事業　等

障害福祉課

地域活動支援センター及び障害者小規
模通所援護事業
（03-01-02）

206,501 就労が困難な障がい者の自立、社会参加
等を促進するため、生産活動、社会との
交流等の活動を行う地域活動支援センタ
ー及び小規模作業所への運営費等の助成
を行う。
　・地域活動支援センター
　　市内既存１２箇所・新規１箇所、
　　市外６箇所。
　・小規模作業所市内既存７箇所、
　　市外７箇所

障害福祉課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（６６６６））））社会保障社会保障社会保障社会保障

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

統計事務事業
(02-05-01)

28 生活保護にかかる国から受託している統
計調査。

生活援護課

基幹統計調査事業
(02-05-010)

527 生活保護にかかる国から受託している基
幹統計調査。

生活援護課

援護資金貸付事業
(03-01-01)

29 一時的な生活困窮者に対し、その者の生
活の安定と福祉の増進を図る。

生活援護課

恩給法援護法等事業
(03-01-01)

621 市内に在住する戦没者遺族、原爆被爆者
等に対し、健全な育成等を図る。

生活援護課

見舞金支給事業
（03-01-01）

35,236 特定疾病患者に対して見舞金を支給す
る。
（１年以上の居住要件・所得要件・診療
実績要件あり）
　・特定疾病患者見舞金　　35,191千円

医療助成課

障害者特別給付金
（03-01-02）

3,603 国民年金制度上障害基礎年金を受給でき
ない外国人に支給する。
　・障害者特別給付金　　　 3,603千円

窓口サービス課

障害者（児）医療費助成事業
（03-01-02）

866,501 障害者（児）医療費助成は、身体障害１
～４級、知的障害重度・中度、精神障害
１～２級の人を対象に保険診療の自己負
担額のうち一部負担金を除く額を助成す
る。
　・障害者（児）医療扶助料
　　　　　　　　　 　　  528,346千円
 
高齢障害者医療費助成は、高齢者医療確
保法該当者で身体障害１～４級、知的障
害重度・中度、精神障害１～２級の人を
対象に保険診療の自己負担額のうち一部
負担金を除く額を助成する。
　・高齢障害者医療費助成金
　　　　　　　　　　　　 313,360千円

医療助成課

福祉金・給付金支給事業
（03-01-02）

237,742 障がい者が社会、経済、文化活動等への
参加を図るために活用されることを目的
として福祉金を支給する。
　・身体障害者福祉金     188,742千円
　・知的障害者福祉金      24,614千円
　・精神障害者福祉金　 　 22,887千円

医療助成課

国民年金事業
（03-01-04）

797 国民年金事務の一部を法定受託事務とし
て行う。
(国民年金第１号被保険者の届出受付等)

窓口サービス課

福祉金・給付金支給事業
（03-02-02）

10,570 国民年金制度上老齢基礎年金を受給でき
ない外国人に支給する。
　・高齢者特別給付金　　  10,549千円

窓口サービス課

事　　　　　項
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

老人医療費助成事業
（03-02-03）

77,660 ６５～６９歳の人を対象に、保険診療の
自己負担額のうち一部負担金を除く額を
助成する。
　・老人医療扶助料　　　  72,586千円

医療助成課

後期高齢者医療広域連合事業
（03-02-03）

1,575,044 後期高齢者医療広域連合の運営に関する
経費を負担する。
　・事務費負担金　　　　　52,134千円
　・療養給付費負担金　 1,522,910千円

医療助成課

老人保健医療事業
(03-02-03)

4,329 老人保健制度は平成19年度をもって終了
したが、医療費の過誤調整の会計処理を
引き続き行う。
　・医療給付費　　　　 　　3,021千円
　・医療支給費　　　　 　　1,144千円

医療助成課

乳幼児等医療費助成事業
（03-03-03）

491,933 ０歳から９歳（入院は１５歳）到達後最
初の３月３１日までの間にある乳幼児等
に対して保険診療の自己負担額のうち一
部負担金を除く額を助成する。１歳以上
は保護者の所得制限あり。
入院：一部負担なし
外来：０歳児から就学前まで外来一部負
　　　担なし
　　平成23年7月より、外来の一部負担
　　金なしの対象を「5歳未満児まで」
　　から「就学前まで」拡大する。
　○乳幼児等医療扶助料　 448,815千円
　・こども医療扶助料　　 　3,065千円

医療助成課

母子家庭等医療費助成事業
（03-03-04）

89,594 母子家庭などで18歳以後最初の３月31日
までの子ども及びその母など（高校など
に在学中の場合は、20歳になる月の末日
までの間を含む。）を対象に保険診療の
自己負担額のうち一部負担金を除く額を
助成する。
　・母子家庭等医療扶助料  84,209千円

医療助成課

福祉金・給付金支給事業
（03-03-04）

53,766 母子、父子、遺児の人が社会、経済、文
化活動等への参加を図るために活用され
ることを目的として福祉金を支給する。
　・母子福祉金　 　 　　　50,550千円
　・父子福祉金　　　 　　　2,822千円
　・遺児福祉金　　　 　　　　394千円

医療助成課

生活保護適正実施推進事業
（03-04-01）

22,050 生活保護受給世帯に対する自立支援プロ
グラムの策定を行なうとともに自立に向
けた支援等を総合的に実施する。

生活援護課

中国残留邦人等支援事業
（03-04-01）

3,227 中国残留邦人等に対する新たな支援策と
して、支援・相談員の配置等の事業を実
施する。

生活援護課

住宅手当緊急特別措置事業
(03-04-01)

27,800 離職者であって、就労能力及び意欲のあ
る者のうち、住宅を喪失又は喪失する恐
れのある者に対して、住宅手当を給付す
ることにより、これらの者の住宅及び就
労機会の確保に向けた支援を行う。

生活援護課

生活保護受給者等就労支援事業
(03-04-01)

310 平成２２年度中に開設した無料職業紹介
所の活用等により、被保護者等の就労希
望条件や能力に見合った就労支援を行
う。

生活援護課

生活保護事業
（03-04-02）

4,077,050 生活が困窮する市民に対し、最低限度の
生活を保障し、その自立を助長する。

生活援護課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

生活保護法外援護事業
(03-04-02)

210 生活保護世帯に対し、その生活実態を考
慮して、往診燃料代差額等を支給するこ
とによって、自立助長の一助とする。

生活援護課

中国残留邦人生活支援給付事業
（03-04-02）

38,322 中国残留邦人等の生活の安定、地域での
生き生きした暮らしを実現するため、老
齢基礎年金を補完する生活支援給付を行
う。

生活援護課

行旅死亡人取扱事業
（04-01-01）

580 行旅病人及行旅死亡人取扱法により、身
元不明の死体を引取り、火葬を行う。

生活環境課

後期高齢者医療事業
（特別会計）

2,668,700 「高齢者の医療の確保に関する法律」
（平成２０年４月１日改正施行）に基づ
き、７５歳以上の人等を対象とした医療
制度。都道府県単位で設けられる広域連
合を運営主体とし、市は保険料の徴収等
の事務を行う。
　・一般管理事業、人件費 104,697千円
　・徴収事業　 　　　　   12,945千円
　・保険料等負担金   　2,247,016千円
　・保険基盤安定制度負担金
　　　　　　　   　　　　286,539千円
　・その他　   　　　     17,503千円

  一般会計からの繰入 　　406,176千円

医療助成課

国民健康保険事業
（特別会計）

21,895,200 自営業者等、被用者保険（職域保険）に
加入していない人を対象として疾病、負
傷、出産及び死亡に関して必要な給付を
行う。（７５歳以上の人を除く。）
　・総務費　　　　 　　  315,714千円
　・保険給付事業   　 15,155,583千円
　・後期高齢者支援金 　2,500,500千円
　・前期高齢者納付金　　 　6,500千円
　・老人保健拠出金 　      3,200千円
　・介護納付金　　     1,100,000千円
　・共同事業拠出金　   2,570,000千円
　・保健事業（特定健康診査等事業含
　　む）　　　　　 　　　215,803千円
　・その他　　　　 　　   27,900千円

　一般会計からの繰入   1,803,331千円

国民健康保険課

国民健康保険診療施設事業
（特別会計）

121,600 国民健康保険及び職域保険等の被保険者
に対して診察、治療、健康診断等を行
う。
　・施設管理事業、人件費  82,181千円
　・歯科保健ｾﾝﾀｰ事業       1,414千円
　・医業　　　　　    　　31,151千円
  ・その他　　　　　　 　　6,854千円

　一般会計からの繰入　　  48,597千円

国民健康保険課

事　　　　　項
（費　　　目）
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４．教育・子ども・人権
（（（（１１１１））））人権人権人権人権・・・・同和同和同和同和

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

人権啓発総務事業
（02-01-17）

836 人権施策に係る総合調整を行う。
　・人権審議会等開催
　・人権擁護委員協議会の活動支援

人権男女共同参
画課

人権啓発推進事業
（02-01-17）

3,080 同和問題、障がいのある人、女性、高齢
者子ども、外国人等の人権問題について
の啓発事業を行い、人権意識の高揚を図
る。

　・講演会等の開催
　・人権啓発資料の活用
　・地域情報誌等への啓発記事掲載
　・「人権文化をすすめる市民運動月
　　間」の取り組み
　・人権週間記念事業の開催
　・人権尊重都市宣言記念事業の開催
　・人権啓発講師派遣等
　・人権の花運動の実施

人権男女共同参
画課

○ 非核平和都市推進事業
（02-01-17）

1,720 平成元年（1989年）３月に行った「非核
平和都市宣言」及び平成１５年９月に制
定した「宝塚市核兵器廃絶平和推進基本
条例」に基づき、平和の大切さや命の尊
さを訴え、次の世代に伝える。
　・「平和を願う市民のつどい」の開催
　・平和映画会、平和アニメ映画会の
　　開催
　・平和研修講師の派遣等
　・「平和特別講演会」の開催
　・啓発冊子「平和への願いⅦ」の作成

人権男女共同参
画課

住宅資金貸付金償還事業
（02-01-17）

1,006 昭和４２年度～６１年度までの同和対策
事業実施に伴い、貸し付けた住宅資金、
及び阪神・淡路大震災により平成７年度
～８年度に貸し付けた住宅資金の償還事
務を行う。
　・住宅資金利子補給金の交付
　・滞納償還金収納事務の一部の委託

人権男女共同参
画課

人権文化センター総務事業
（02-01-18）

259 ３人権文化センター総務事業
　・３人権文化センター間の連絡調整
　・県隣保館連絡協議会との連絡調整

くらんど人権文
化センター

　 人権文化センター管理運営事業
（02-01-18）

56,618 基本的人権尊重の精神に基づき、すべて
の人々の人権が保障され、互いに尊びあ
うことのできる人権文化の創造と推進を
図るため次の事業を実施する。
　・人権講座等の啓発講演会
　・定例、随時講座
  ・センター施設管理事業
  ・相談事業

くらんど人権文
化センター
まいたに人権文
化センター
ひらい人権文化
センター

◎ ひらい人権文化センター整備事業
(02-01-18)

20,517 人権・同和問題の解決を図る中核施設と
して、さらに充実した事業の展開を図る
ため、ひらい人権文化ｾﾝﾀｰを整備する。
　・地質調査委託　　   　　3,517千円
　・実施設計業務委託   　 17,000千円

ひらい人権文化
センター

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

戦没者追悼式関係事業
(03-01-01)

1,411 戦没者を追悼し、多くの犠牲のうえにも
たらされた平和を祈念する。

生活援護課

人権教育総務事業
（10-06-07）

6,673 人権教育に係る総合調整を行う。
　・人権・同和教育振興委託 4,944千円
　・阪神地区人権・同和教育研究協議会
　　負担金　　　　　　　 　  228千円

学校教育課

人権教育推進事業
（10-06-07）

4,645 学校教育、社会教育において、人権尊重
社会の実現に向けて、教育・啓発の事業
を実施する。
　・人権教育指導員謝礼 　  1,560千円
　・地域人権教育活動推進員謝礼
　　　　　　　　　         1,860千円

学校教育課

人権教育文化事業
（10-06-07）

4,111 人権文化センターを拠点として、家庭・
地域の教育力の向上をめざして教育文化
事業を実施する。
　・識字教室指導者謝礼　　 1,037千円
　・人権文化創造活動指導者謝礼
　　　　　　　　　　　　　 1,000千円

学校教育課

（（（（２２２２））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

男女共同参画センター管理運営事業
（02-01-14）

48,633 男女共同参画センターの管理運営と女性
のための相談や各種啓発講座等の事業の
実施。平成19年度より指定管理者制度を
導入した。
　・男女共同参画センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　48,458千円

人権男女共同参
画課

男女共同参画施策推進事業
（02-01-14）

1,840 男女共同参画社会の実現に向けて総合的
施策を実施する。
　・男女共同参画プラン推進フォーラム
　　等の実施
　・男女共同参画推進審議会等の開催
　・出前講座や各種調査等の実施
　・（仮称）市民プロデューサー養成セ
　　ミナー開催

人権男女共同参
画課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（３３３３））））児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

児童福祉総務事業
（03-03-01）

87 市が運営する福祉施設における利用者等
からの苦情に対し、適切かつ迅速に対応
するため宝塚市福祉サービス苦情解決制
度を実施する。

子ども政策課

児童福祉総務事業
（03-03-01）

5,589 子育て支援課所管事務の執行に係る事務
費。

子育て支援課

児童福祉総務事業
（03-03-01）

2,308 認可保育所の入所、年度継続、退所、保
育料決定等の管理業務及び保育所保育指
導等の業務を行う。

保育課

児童福祉施設入所児等助成事業
（03-03-01）

2,117 児童福祉施設及び里親に措置されている
児童等の保護者に対し、入所及び通所に
要した費用の一部を助成することによ
り、経済的負担の軽減を図り、もって児
童福祉の増進に寄与する。

子ども家庭支援
センター

交通災害遺児援護事業
（03-03-01）

150 交通災害遺児激励基金により交通災害遺
児に対して、年１回図書カ－ドを配布し
激励を行う。

子育て支援課

民間保育所育成事業
（03-03-01）

33,434 私立保育園の建設費等に係る借入償還金
を補助することにより、社会福祉法人の
育成及び事業運営の安定を図る。
　○萬年青友の会補助金　   6,406千円
　　（やまぼうし保育園）   5,960千円
    （（仮称）はなみずき保育園)
　　　　　　　　　　　　　　 446千円
  ・あひる福祉会補助金　　 6,466千円
　　（あひる保育園）
  ・宝塚さくら福祉会補助金 4,718千円
　　（宝塚さくら保育園）
  ・ソフィア福祉会補助金   4,108千円
　　（バラホーム保育所）
　・聖隷福祉事業団補助金　 5,432千円
　　（御殿山あゆみ保育園） 4,334千円
　　（野上あゆみ保育園）   1,098千円
　・愛和会補助金　　　　　 5,563千円
  　（なかよし保育園）
　・宝塚ひよこ福祉会補助金　 741千円
　　（宝塚ひよこ保育園）

保育課

児童館整備事業
（03-03-01）

15,501 次世代育成支援行動計画に基づき児童館
を整備。社会福祉法人が建設した児童館
の建設等借入償還金を補助する。
　・大型児童センター建物取得費
　　　　　　　　　　　　　11,071千円
　・愛和会補助金　　　　 　　271千円
　 （中筋児童館）
　・聖隷福祉事業団補助金　 4,159千円
　 （御殿山児童館　　 　　2,017千円）
　 （野上児童館　　　　   2,142千円）

子ども政策課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

児童館運営事業
（03-03-01）

155,241 児童館の運営については、全公立児童館
を指定管理者に委託する。私立児童館は
法人等に補助金を支出し、事業運営の安
定を図る。また、各児童館を核として出
前児童館及び地域子育て支援拠点事業を
実施する。
　・子ども館指定管理料　　16,600千円
　・大型児童センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　32,764千円
  ・安倉児童館指定管理料  20,832千円
  ・高司児童館指定管理料　19,356千円
  ・西谷児童館指定管理料　12,237千円
　・西谷会館共用部分指定管理料
  　（西谷児童館負担分）   3,107千円
  ・中筋児童館運営費補助金
　　　　　　　　　　　　　16,000千円
  ・御殿山児童館運営費補助金
　　　　　　　　　　　　　16,000千円
　・野上児童館運営費補助金
　　　　　　　　　　　　　15,800千円
　・平井児童館運営補助金　 2,500千円

子ども家庭支援
センター

児童虐待防止施策推進事業
（03-03-01）

10,152 児童を虐待から守るため、要保護児童対
策地域協議会を軸に、関係機関との連携
の下、児童家庭相談等、虐待の予防から
早期発見・対応、支援に取り組む。
　・御殿山ひかりの家運営補助金
　　　　　　　　　　　　　 9,053千円

子ども家庭支援
センター

○ 子ども家庭支援センター事業
（03-03-01）

27,090 全市域の子育て支援の拠点として、子育
てに関する総合的相談、子育て家庭への
サービス、地域のネットワークづくり、
情報提供等予防的子育て支援の各事業を
実施する。
　・ファミリーサポート事業運営委託
　　　　　　　　　　　　　 8,991千円
　・産後・育児支援家庭訪問事業委託
　　　　　　　　　　　　　 2,400千円
また、地域子育て創生事業を活用し、子
育て支援グループへの活動費助成やファ
ミリーサポート事業の利用助成、児童館
等へ専門職が巡回する事業を実施する。
　・子育て支援グループ活動促進事業助
    成金　　　　　　　　　 3,600千円
　・ファミリーサポートセンター利用助
　　成金　　　　　　　　 　4,800千円
　・児童館等巡回相談謝礼等 1,848千円

子ども家庭支援
センター

次世代育成支援行動計画推進事業
（03-03-01）

1,615 次世代育成支援について、長期的、総合
的な指針となる宝塚市子ども条例を啓発
するとともに、子ども審議会を設置運営
して「たからっ子「育み」プラン」を推
進する。平成26年度までの同プラン後期
行動計画を推進する。
　・子ども審議会委員報酬   　684千円

子ども政策課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

放課後子ども教室推進事業
（03-03-01）

10,634 放課後や週末等に小学校の運動場や余裕
教室を活用して、子どもの安全・安心な
居場所を設け、様々な体験・交流活動を
実施する。
放課後の居場所づくりを長年行っている
ＮＰＯ法人に委託し、放課後子ども教室
活動の地域スタッフの資質向上のための
研修の開催、各校区の放課後子ども教室
についての広報を行うことにより居場所
づくりを支援する。
　・放課後子ども教室推進事業委託
　 　　　　　　　　　　　　8,976千円
　◎放課後の子どもの居場所づくり支援
　  業務委託　 　　　　　　1,488千円

青少年課

○ 家庭教育推進事業
（03-03-01）

3,504 家庭教育支援を充実するため、家庭教育
学級、子どもの成長過程にあわせた学習
機会の提供を行う。
また、地域子育て創生事業を活用し、家
庭教育（親育ち）プログラムを充実す
る。
　・妊娠期の子育てカレッジ講師手数料
　　　　　　　　　　　　　　 160千円
　・成長過程別の子育てフォローアップ
　　セミナー講師手数料等   1,758千円

子ども家庭支援
センター

◎ 児童虐待防止相談体制強化事業
（03-03-01）

8,927 相談内容のデータベース化により情報共
有の徹底及び移動手段の確保などにより
児童の安全確認強化など、相談ケースに
迅速かつ的確に対応するため相談体制の
充実を図る。
　・家庭児童相談システム導入
　　　　　　　 　　　　　　8,590千円
　・電動アシスト自転車などの購入
　　　　　　　 　　　　　　　337千円

子ども家庭支援
センター

地域児童育成会事業
（03-03-01）

180,868 下校後、保護者が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
行う。
　・対象　小学校１年～３年生
　・市立小学校２４校全校に地域児童育
　　成会を設置している。
育成会室設備の老朽化による施設の修繕
及び整備工事を行う。
　・地域児童育成会補助員賃金
　　　　　　　　　　　　 158,966千円
　・末成小育成会室外エアコン取替工事
　　　　　　　　　　　　　 8,277千円
　・宝塚小育成会外壁修繕　 1,491千円

青少年課

地域児童育成会待機児童保育助成事業
（03-03-01）

10,105 保護者による夏期休業期間の待機児童の
自主保育事業に対して助成を行う。
長尾地区の育成会待機児童を対象にＮＰ
Ｏ法人が年間を通じて実施する学童保育
事業に対して助成を行う。
児童福祉法に基づく放課後児童健全育成
事業を行う者に対して助成を行う。
　・学校夏期休業期間臨時自主保育事業
　　助成金　　　　　　　　 1,480千円
　・長尾地区育成会待機児童保育助成金
　　　　　　　　　　　　　 4,892千円
　○育成会待機児童保育助成金
                           3,670千円

青少年課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

児童手当事業
（03-03-02）

1,000 家庭生活の安定を図り、次代を担う児童
の健全育成及び資質の向上を図るため、
小学校修了前までの児童を養育している
者に児童手当を支給する。
平成２２年４月以降は子ども手当として
支給されているため支給されないが、現
況届未提出により差止めとなっている手
当見込み額を計上。

（所得制限あり）
　・支給月額
　　<０歳から３歳未満>　    10,000円
　　<３歳以上>　第１・２子   5,000円
 　　　　　 　  第３子以上　10,000円

子育て支援課

子育て家庭ショートステイ事業
（03-03-02）

1,574 児童を養育している家庭の保護者が疾病
等の社会的事由によって、家庭における
養育が一時的困難となった場合や、母子
が夫の暴力により緊急一時的に保護を必
要とする場合等に、児童養護施設等にお
いて一定期間養育保護することにより、
これらの児童及びその家庭の福祉の向上
を図る。

子ども家庭支援
センター

母子生活支援施設利用事業
（03-03-02）

12,144 配偶者のいない女子が監護すべき児童の
福祉に欠けるところがあると認められる
ときは、母子生活支援施設に保護者及び
児童の入所利用を委託する。

子育て支援課

助産施設利用事業
（03-03-02）

1,000 経済的な理由で分娩費を負担できない方
を助産施設に入所させる。

子育て支援課

児童扶養手当事業
（03-03-02）

668,845 父母の離婚等により、父又は母と生計を
ともにできない児童を養育している母又
は父等に手当を支給する。（所得制限
有）

子育て支援課

○ 子ども手当事業
（03-03-02）

5,341,012 家庭生活の安定を図り、次代を担う児童
の健全育成及び資質の向上を図るため、
中学校修了前までの児童を養育している
者に子ども手当を支給する。
　・支給月額（一人当たり）
　　<３歳未満の子ども>　　  20,000円
　　　　　　　　　　　（7,000円増額）
　　<それ以外の子ども>　　  13,000円

子育て支援課

母子福祉総務事業
（03-03-04）

42,104 母子家庭等の健全な育成を図るために、
相談及び自立支援事業を行う。
　・自立支援教育訓練給付費 　400千円
　・母子家庭高等技能訓練促進費
　　　　　　　　　　　 　 41,704千円

子育て支援課

市立保育所保育実施事業
（03-03-05）

412,431 市立保育所において、保育に欠ける児童
に対する保育を実施する。
保育士の資質向上のための研修、市立保
育所における子育て支援を充実するため
の備品を整備を図る。
　対象　　 8保育所(定員840人)

保育課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

○ 私立保育所助成金
（03-03-05）

538,412 公私立間の保育内容（延長保育等の特別
保育事業、職員配置等）の格差を是正す
るため私立保育所に対して助成金を支出
する。
私立保育所における子育て支援事業に対
する助成を実施する。
　対象　　14保育所(定員1,530人)
　　　　　　　分園含む

保育課

○ 私立保育所保育実施事業
（03-03-05）

1,509,465 私立保育所及び市外認可保育所におい
て、保育に欠ける児童の保育を実施する
ための保育所運営経費を負担する。
　対象　　14保育所(定員1,530人)
　　　　　　　分園含む

保育課

指定保育所助成金
（03-03-05）

168,140 保育に欠ける児童が市の指定する認可外
保育施設に入所した場合に、保育経費の
一部を保育施設に助成することにより待
機児童の解消、保育水準の確保及び保護
者の負担の軽減を図る。
　対象　　　　８施設

保育課

わかばのもり保育園整備事業
（03-03-05）

7,823 保育所用地として、市が土地所有者から
賃借した土地を保育所を運営する法人に
無償貸与する。

保育課

市立保育所整備事業
（03-03-05）

5,040 耐震診断の結果、耐震補強工事が必要と
された市立保育所について、全面修繕工
事を実施するために、修繕・耐震補強工
事実施設計を行う。
　◎耐震補強等工事設計委託
　　（めふ保育所）　　　   5,040千円

保育課

病後児保育事業
（03-03-05）

5,654 保育に欠ける乳幼児及び小学校3年生ま
での児童が病気の回復期にあたり、未だ
集団生活ができない時期に、一時的にデ
イサービスを行うことにより、保護者の
子育てと就労の両立を支援する。
　実施施設
　病後児保育室ひまわりルーム
　(中筋２丁目)
　定員　　　１日２人

保育課

ひょうご多子世帯保育料軽減事業
(03-03-05)

1,688 18歳未満の児童が3人以上いる多子世帯
に対して、第3子以降の保育料を助成
し、子育てにかかる経済的負担の軽減を
図る。

保育課

○ 私立保育所誘致整備事業
（03-03-05）

153,966 保育所待機児童の解消をはかるため、安
心こども基金（保育所緊急整備事業）を
活用し、私立保育所施設整備を行った社
会福祉法人に対し補助する。また、施設
用地賃借料のうち一定額を同法人に合わ
せて助成する。

子ども政策課

○ 児童福祉施設事業
（03-03-06）

74,183 心身に障がいをもった就学前の児童に対
して、診察、訓練、保育等の早期療育を
行う。
　定員　すみれ園　　　 　　 ４０名
　定員　やまびこ学園　　　　３０名
また、発達に遅れのある子どもとその保
護者を対象に、療育の場を提供する児童
デイサービス事業を実施する。
　定員（1日10名　契約者数約65名）

療育センター

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

○ 在宅児（者）支援事業
（03-03-06）

6,390 在宅障がい児（者）の地域における生活
を支援するため、地域子育て創生事業を
活用し、相談及び親子支援の拡充を行
う。
　・総合相談事業医師等謝礼 3,756千円
　・在宅障がい児療育指導謝礼 939千円

療育センター

認定こども園事業
（10-01-04）

2,457 認定こども園設置推進のために、県から
の補助金を市を通じて、私立幼稚園に対
し助成する。
　・認定こども園運営費助成事業補助金
　　　　　 　　　　　　　　2,457千円

子ども政策課

（（（（４４４４））））青少年育成青少年育成青少年育成青少年育成

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

青少年育成事業
（03-03-07）

4,488 地域ぐるみでの青少年育成啓発及び健全
育成活動の推進を行う。
市内単位子ども会の育成と活動の活性化
を図る。
　・青少年問題啓発事業委託
　　　　　　　　　　　　　 3,044千円
　・子ども会育成事業委託　   791千円
　・単位子ども会補助金       362千円

青少年課

青少年音楽活動推進事業
（03-03-07）

7,648 音楽を通じて、青少年の情操を深め、心
豊かで個性的な人づくりを図る。
　・少年少女音楽隊を９小学校に設置
　・バトン隊を３小学校及び中学校全体
　　に設置

青少年課

子ども議会事業
（03-03-07）

211 児童の権利に関する条約及び宝塚市子ど
も条例の趣旨を踏まえ、子ども達の声を
行政に反映させる意見表明の場とする。

子ども政策課

２０歳のつどい事業
（10-06-01）

3,670 新成人を祝福し、成人としての自覚を促
す契機とするため、成人式を開催する。
　・対象 平成3（1991）年4月2日～
　　　　 平成4（1992）年4月1日生まれ

社会教育課

青少年センター運営事業
（10-06-04）

993 青少年センター運営に関わる一般運営事
業を行う。

青少年センター

青少年相談事業
（10-06-04）

1,111 非行防止・健全育成活動の一環として少
年や保護者等の悩みについての相談に応
じ、助言等を行うとともに、関係機関と
の連携による継続指導を行う。

青少年センター

青少年補導事業
（10-06-04）

8,374 青少年の健全な育成を目指し、非行に陥
らないよう問題行動の早期発見・早期指
導・継続指導に努める。

青少年センター

環境浄化事業
（10-06-04）

60 青少年を有害環境から守るための環境浄
化を推進する。

青少年センター

啓発事業
（10-06-04）

558 青少年の非行防止・健全育成に関する各
種啓発活動を行う。
 　・「アトム１１０番連絡所」事業
 　・下校時の防犯パトロール

青少年センター

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（５５５５））））学校教育学校教育学校教育学校教育

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

教育総務事業
（10-01-01）

19,401 教育委員会の円滑な運営のための総務事
務
　・教育委員報酬　　       8,681千円
　・教育委員会事務執行等評価委員会委
　　員謝礼　　　　　　　     136千円
　・通学バス運行委託　　   7,500千円
　・県市町村教育委員会連合会等負担金
　　　　　　　　　　　　   　762千円

教育企画課

教職員総務事業
（10-01-01）

353,830 市立小・中・特別支援学校に勤務してい
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。
　・非常勤職員等公務災害補償費
　・管理職育成特別研修講師謝礼
　・県費負担教職員健康診断手数料
　・学校教職員健康相談業務委託
　・教員の職場復帰のための支援員謝礼
　・アルバイト賃金

職員課

学校施設管理総務事業
（10-01-01）

4,593 学校園施設の設計事務用品の調達、植栽
等緊急対応、県及び関係各市との調整等
の庶務事務。
学校施設内における通勤車両駐車許可等
の各種事務。

施設課

学校教育指導事業
（10-01-02）

18,775 学校教育の充実を図る。
  ・指導事務　　　　　 　  1,691千円
  ・学校支援チーム指導員賃金
　　　　　　　　　　　　   6,357千円
  ・のびのびパスポート       265千円
  ・「運動プログラム」実践推進事業
         　　　　　　　　　  200千円
  ・姉妹都市交流事業　　　    38千円
  ・邦楽のつどい事業　　　   460千円
  ◎公立中学校学習理解度調査
　　　　　　　　　　　　   2,960千円
  ・福祉読本　　　　　　　    68千円
  ・社会科副読本　　　　   3,847千円
  ・教科用図書採択事業　   2,439千円
  ・全国学力学習状況調査　   450千円

学校教育課
教育研究課

日本語の不自由なこどもサポーター事
業
（教育国際化推進事業）
（10-01-02）

3,220 教育国際化推進事業の１つとして、日本
語が不自由な外国籍及び帰国児童・生徒
の学校生活を支援し、地域社会に速やか
に適応させることを目的に実施する。
　○日本語の不自由な子どもサポーター
　　等謝礼　　　　         3,220千円

学校教育課

英語学習指導助手（ALT）招致事業
メルビル国際交流事業
（教育国際化推進事業）
（10-01-02）

2,746 本市の児童・生徒の英語活用力育成を図
るために、市立学校へＡＬＴの派遣を行
う。
また、国際交流事業として、本市在住中
学生と豪州メルビル市のアップルクロス
校生の交流を行う。
　・英語学習指導助手招致事業 406千円
　・メルビル国際交流事業　 2,340千円

教育研究課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

就学事務事業
（10-01-02）

630 就学・就園事務に係る就学通知書や私立
幼稚園就園奨励費補助金関係書類の印
刷、幼稚園保育料等の口座振替手数料
　・印刷製本費　　　　　 　  477千円
　・口座振替手数料　  　  　 111千円
　・事務用品等　　　　　 　   42千円

学事課

○ 特別支援教育推進事業
（10-01-02)

8,543 特別支援教育の充実を図る。
　・就学指導委員会事業
　・なかよし運動会・ふれあい作品展
　・さよならコンサート
　・特別支援教育専門研修
　・特別支援教育交流事業
　・特別支援学級備品整備事業
　・特別支援学級介助員配置事業
　・要介護児童生徒校外活動等支援事業
　・要介護児童生徒修学旅行同行支援

学校教育課

特別支援教育推進事業
（栃木派遣事業）
（10-01-02)

5,300 市内在住の特別支援学級及び特別支援学
校の中学３年生を栃木県へ派遣し、現地
での乗馬をはじめとする様々な体験活動
を通して自立心を育てる。

学校教育課

ことばの教室事業
（10-01-02）

383 構音障害・発音に誤りのある就学前の幼
児に対して、ことばの訓練を行う。

学校教育課

ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推
進事業
（10-01-02）

5,005 地域の教育力を活用し、学校・家庭・
地域が一体となった特色ある教育活動を
推進する。
　・ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール
    推進事業委託　       　5,005千円

学校教育課

学校園安全推進事業
（10-01-02）

2,604 学校生活が安全な環境の中で送れるよう
学校・家庭・地域が連携して子ども達の
安全を確保する取り組みとして、防犯ブ
ザーの貸与やすみれ安全マップの作成を
行い、学校生活の円滑な運営を図る。
　・防犯ブザーの購入　　     819千円
　・すみれ安全マップの作成 1,785千円

学校教育課

スクールサポーター事業
（10-01-02）

2,880 市内小中学校において、児童生徒の基礎
学力の向上を目的として、学生等のボラ
ンティアを学校に派遣し、主に放課後に
おいて児童生徒に対して、学習補充の支
援を図る。
　・指導補助員謝礼　　     2,880千円

学校教育課

幼稚園研究研修事業
（10-01-02）

1,340 幼稚園教諭として豊かな感性と人間性の
涵養に努め、資質の向上を図る。
  ・幼稚園現職研修事業　 　  387千円
  ・内地留学事業　　　　　 　 19千円
  ・保育所短期派遣事業　　　  25千円
  ・幼稚園新規採用教員事業　  65千円
  ・３年保育教育課程研修事業　 5千円
  ・幼稚園教育指定研究委託　 820千円
  ・その他負担金　　　　　　　19千円

学校教育課

教育総合センター管理運営事業
（10-01-03）

42,289 教育総合センター維持管理を行う。
　・施設管理経費　　　    37,289千円
　・センター分室耐震補強外工事設計
　　委託　　　　　　　　   5,000千円

教育研究課

視聴覚センター事業
（10-01-03）

465 視聴覚機器・教材等の貸出等を実施す
る。

教育研究課

事　　　　　項
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

スクールネット活用事業
（10-01-03）

31,849 市立学校園におけるコンピュータ活用や
ネットワーク関連の研究・研修ができる
よう、スクールネット宝塚のネットワー
ク関連の環境を整備する。

教育研究課

○ 教育相談事業
（10-01-03）

17,244 子どもの健全育成を図る上で、適応や発
達面などの教育上の諸問題に対応するた
め、保護者、子ども、教員等を対象に相
談活動を行う。
　・教育相談
　・適応教室「Palたからづか」運営事
    業
　・学生ボランティア「Palふれんど」
　　訪問事業

教育支援課

研究・研修事業
（10-01-03）

10,620 教職員自らが、豊かな人間性の涵養に努
め、確かな子ども理解のもと、子どもた
ちに「生きる力」を育むため、教職員の
意識改革や実践的指導力を高める研究・
研修を行う。

教育研究課

○ 子ども支援事業
（10-01-03)

43,307 学校園における個を生かす先進的指導体
制の確立と配慮を要する子どもへの個別
支援を目的とする。
　・子ども支援サポーター配置事業
　・学校園訪問相談事業
　・幼稚園巡回カウンセリング
　・支援ボランティア
　・子ども支援サポーター心理相談員等
　　謝礼

教育支援課

学校図書館ネットワーク運用事業
（10-01-03）

3,707 学校図書館及び教育総合センターのコン
ピュータをネットワークで結び、蔵書や
貸出状況等を管理し活用することによっ
て、学校図書館教育の推進を図る。

学校教育課

パワーアップ支援室運営事業
（10-01-03）

1,580 市立学校の教職員が、時間外における自
己研究・自己研鑽の場である「パワーア
ップ支援室」の運営を行う。

教育研究課

教育総務事業
（10-01-04）

473 宝塚市立小学校及び中学校における適正
規模について、（仮称）教育環境のあり
方協議会を立ち上げ、有識者から広く意
見を聴取する。
　・委員謝礼　　　　  　　   335千円
　・筆耕翻訳料等　　　　　   138千円

学事課

奨学助成事業
（10-01-04）

50,028 経済的理由により修学困難な高校生や大
学生等に対して修学資金の給付・貸付を
行う。
　・修学資金（給付）　    18,132千円
　・修学資金（貸付）　    30,060千円
経済的理由により修学困難な私立高校進
学予定者に対し入学支度金の融資あっせ
んを行うとともに貸付金利子の補給を行
う。また、債権回収困難により損失が生
じた場合、金融機関に対して損失の補償
を行う。
　・私立高校入学支度金融資あっせん
　  貸付限度額300千円　貸付利息4％
　・融資あっせん預託金     1,375千円
　・利子補給金　　　　        95千円
　・奨学生選考委員会委員報酬　54千円

学事課

事　　　　　項
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

私立幼稚園補助事業
（10-01-04）

182,346 私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対
し、補助金を交付し、保護者負担の軽減
を図る。
　・私立幼稚園就園奨励費補助金
　　対象人数　　2,141人　177,446千円

市内私立幼稚園に対して研修費等の一部
を助成することにより、幼稚園教育の充
実を図る。
　・私立幼稚園助成事業補助金
　　　　　　　　　　　　　 4,900千円

学事課

就学補助事業
（10-01-04）

4,872 伊丹朝鮮初級学校及び尼崎朝鮮中級学校
に在籍する市内在住の児童・生徒の保護
者に対し、補助金を交付し保護者負担の
軽減を図る。
　・尼崎朝鮮中級学校児童保護者
　　就学補助金　　         1,820千円
　・伊丹朝鮮初級学校児童保護者
　　就学補助金　　         2,800千円
　・伊丹朝鮮初級学校就園補助金
　　　　　　　　　　　       252千円

学事課

教職員住宅管理事業
（10-01-05）

349 宝塚市立学校園に勤務する教職員の福利
厚生として設置している西谷教職員住宅
の管理を行う。

職員課

小学校施設管理事業、
中学校施設管理事業、
特別支援学校施設管理事業、
幼稚園施設管理事業、
（10-02-01）
（10-03-01）
（10-04-01）
（10-05-01）

23,198 機器警備により、学校施設の火災・盗難
を防止するとともに、その他の損壊行為
を排除し、財産保全と被害の拡大防止を
図る。
　・小学校施設警備委託　   1,758千円
　・中学校施設警備委託　　   777千円
　・特別支援学校施設警備委託　55千円
　・幼稚園施設警備委託　     500千円

教職員勤務時間外の学校施設開放時、
管理員による施設の管理を行う。
　・中学校施設管理委託　  15,290千円
　・特別支援学校施設管理運営業務委託
　　　　　　　　　　　　　　 381千円
　・特別支援学校車両維持管理費
　　　　　　　　　　　　　 1,437千円
　・スクールバス運転管理業務委託
　　　　　　　　　　　     3,000千円

教育企画課

小学校施設管理事業
(10-02-01)

67,043 市立小学校施設の維持管理により、良好
な教育環境を保全する。
前年度から継続して、学校の安全対策の
ため遠隔施錠システムを借上設置する。
　・施設修繕
　・設備管理委託
　・遠隔施錠システム借上（24校）

施設課

小学校施設整備事業
(10-02-01)

73,590 市立小学校の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
また、複数校で児童急増対策として仮設
校舎を使用する。
　・一般整備工事等
　・仮設校舎借上（３校）

施設課
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

小学校運営事業、中学校運営事業、
特別支援学校運営事業、
幼稚園運営事業、
西谷認定こども園管理運営事業
（10-02-01）
（10-03-01）
（10-04-01）
（10-05-01）

765,365 学校運営経費。備品の老朽更新、保全管
理など教育環境の向上を図る。
　・小学校運営事業　　　 485,253千円
　・中学校運営事業　　　 233,093千円
　・特別支援学校運営事業　13,274千円
　・幼稚園運営事業　　　　32,978千円
  ・西谷認定こども園管理運営事業
                          　 767千円

教育企画課
学事課

小学校運営事業
（10-02-01）

900 新設特別支援学級認可校に係る備品購入
費　　　　　　　　　　  　   900千円

学校教育課

小学校施設耐震化事業
(10-02-01)

69,928 市立小学校施設の耐震化を図り、施設の
安全を確保すると共に、施設を適正に維
持保全する。
　・校舎老朽改修工事設計委託（２校）
　・校舎・屋内運動場の耐震補強及び老
　　朽改修工事（１校）

施設課

要保護及び準要保護児童生徒
就学援助費
（10-02-02）
（10-03-02）

177,793 経済的理由により、就学困難な児童生徒
の保護者に対して、学用品費・給食費等
の援助を行うことにより、円滑な義務教
育の遂行を図る。
　・小学校　学用品費　    33,427千円
　　　　　　　医療費　     1,390千円
　　　　　　　給食費　    54,477千円
　・中学校　学用品費　    50,026千円
　　　　　　　医療費　       420千円
　　　　　　　給食費　    38,053千円

学事課

小・中学校行事振興事業
（10-02-02）
（10-03-02）

3,746 小・中学校の行事を支援し、教育の充実
を図る。
小学校
　・小・特合同音楽会　　　 　867千円
　・運動競技大会　　　　 　1,026千円
　・理科作品展等　　　　　　　49千円
中学校
　・県中学校総合文化祭　 　　609千円
　・中学校合同音楽祭　　 　　127千円
　・中学校連合陸上競技大会 　 74千円
  ・中学校駅伝大会　　　　　  25千円
  ・宝塚歌劇鑑賞　　　　　 　950千円
　・理科作品展等　　　　　　　19千円

学校教育課

特別支援教育就学奨励費
（10-02-02）
（10-03-02）

6,574 特別支援学級に就学している児童・生徒
の保護者に学用品等・給食費の費用の一
部を補助する。
　・小学校　        　     4,213千円
　・中学校　　　　　　     2,361千円

学事課

特別支援学級整備事業
（10-02-02）
（10-03-02）

1,850 特別支援学級の整備を図る。
（カーペット張替え、トイレ改造、
手すりの取付け、段差の解消等）

学校教育課

教育用コンピュータ運用事業
（10-02-02）
（10-03-02）
（10-04-01）
（10-05-01）

69,354 学習指導要領に基づき、情報教育推進の
ために導入した教育用コンピュータの運
用・更新を図る。
　・小学校　　　　　　 　 41,459千円
　・中学校　　　　　　　　25,965千円
　・特別支援学校    　　　 1,307千円
　・幼稚園　　　　　　　　   623千円

施設課
教育研究課
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

小学校体験活動事業
（10-02-02）

41,746 命のつながりや大切さ等を発展的に学ぶ
ため、自然学校事業と環境体験事業との
系統性を持たせ、体験活動の充実を図る
とともに、地域や学校の実情に応じた体
験活動を支援する。
小学校３年生、５年生を対象とする。

学校教育課

理科おもしろ事業
（10-02-02）

2,124 小学校５・６年生の理科授業に「理科推
進員」を活用し、観察・実験活動等、小
学校における理科授業の充実・活性化と
理科指導力の向上を図る。

学校教育課

◎ 山手台小学校校舎増築事業
（10-02-03）

8,700 児童数の増加が見込まれるため、今後、
不足する普通教室を整備し、教育環境の
改善、向上を図る。
　・実施設計委託

施設課

中学校施設管理事業
(10-03-01)

27,322 市立中学校施設の維持管理により、良好
な教育環境を保全する。
　・施設修繕
　・設備管理委託
　

施設課

中学校施設整備事業
（10-03-01）

41,400 市立中学校の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
また、１校で生徒急増対策として仮設校
舎を使用する。
　・施設修繕
　・仮設校舎借上（１校）

施設課

中学校施設整備事業
(10-03-01）

91,000 新学習指導要領の実施により、平成２４
年度から中学校において武道（柔道）が
必須となるため武道場の新設を行い、学
校教育の充実を図る。
　・武道場整備工事設計委託（3校）
                           5,000千円
　・武道場整備(新設）工事（2校）
                          86,000千円

学校教育課

中学校運営事業
（10-03-01）

2,100 新学習指導要領実施に係る柔道着購入費
　　　　　　　　　　 　　　1,740千円
新設特別支援学級認可校に係る備品購入
費　　　　　　　　　　 　　　360千円

学校教育課

中学校施設耐震化事業
（10-03-01）

144,882 市立中学校施設の耐震化を図り、施設の
安全を確保すると共に、施設を適正に維
持保全する。
　・校舎老朽改修工事設計委託（１校）
　・家屋調査委託（１校）
　・給食室等増築工事（１校）
　・校舎・屋内運動場の耐震補強及び老
　　朽改修工事（１校）

施設課

生命の尊さ講座
（中学校行事振興事業）
（10-03-02）

684 全国的にも命に関わる生徒指導事案が発
生するなか、中学生が生命の尊さを認識
する必要があり、性教育を通して命の大
切さを学ぶ。
　・講師謝礼等　　　　 　    684千円

学校教育課

英語祭
（中学校行事振興事業）
（10-03-02）

160 英語力の向上を図るため、市内の中学校
から各学年毎の代表による英語の暗唱、
寸劇、朗読等を行う英語祭を実施する。

教育研究課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

トライやる・ウィーク推進事業
（10-03-02）
（10-04-01）

10,540 中学２年生を対象に、地域や自然の中で
様々な体験活動を実施することにより、
地域に学び、自分を見つめ、他人を思い
やる心情を育てるとともに、自立性を高
め、「生きる力」を育むことを目指す学
校教育活動を推進する。
　・中学校　　　　　 　　 10,400千円
　・特別支援学校　　　　 　　140千円

学校教育課

部活動推進事業
（10-03-02）

10,933 市立中学校の部活動の環境整備及び各種
大会への参加を促進して、部活動を充実
させることにより、生徒の心身の健全な
育成に資する。
　・部活動外部指導者活用事業委託
           　　　　　　　  5,040千円
　・対外課外活動等補助金　 3,545千円
　・吹奏楽フレッシュコンサート
　　　　　　　　　　　　　　 278千円
　・吹奏楽部楽器購入　　　 2,000千円

学校教育課

特別支援学校施設管理事業
（10-04-01）

3,068 市立特別支援学校施設の維持管理により
良好な教育環境を保全する。
前年度から継続して、学校の安全対策の
ため遠隔施錠システムを借上設置する。
　・施設修繕
　・設備管理委託
　・遠隔施錠システム借上

施設課

特別支援学校施設整備事業
（10-04-01）

2,700 市立特別支援学校施設の既存施設を改修
等整備し、教育環境の改善及び向上を図
る。
　・施設修繕

施設課

特別支援学校教育推進事業
（10-04-01）

764 個々のニーズに応じた教育を確立すると
ともに、障がいの状態の改善と日常生活
の諸能力の向上を図る。
　・特別支援学校教育専門研修　34千円
　・デイキャンプ事業　　     555千円
　・自然体験活動事業　　     175千円

学校教育課

幼稚園施設管理事業
（10-05-01）

3,652 市立幼稚園施設の維持管理により、良好
な教育環境を保全する。
前年度から継続して、園の安全対策のた
め、遠隔施錠システムを借上設置する。
　・施設修繕
　・設備管理委託
　・遠隔施錠システム借上（12園）

施設課

幼稚園施設整備事業
（10-05-01）

12,510 市立幼稚園の既存施設を改修等整備し、
教育環境の改善及び向上を図る。
また、長尾幼稚園については当初予定を
延長し、仮設園舎を継続使用する。
また、園庭芝生整備工事を実施する。
　・施設修繕
　・芝生整備備品購入
　・仮設園舎借上（１園）
　◎園庭芝生整備工事（２園）

施設課
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○ 西谷認定こども園管理運営事業
（10-05-01）

22,187 就学前の子どもへの教育及び保育並びに
保護者に対する子育て支援の総合的な提
供を行うため、市立西谷幼稚園に保育所
機能を一体的に備え、西谷地域における
０歳から就学前の保育に欠ける子どもを
受け入れ、かつ、３歳児以上には西谷幼
稚園と連携して幼稚園教育を実施する。
  ・パート保育士・調理員賃金
                        　 9,196千円

定員増に伴い施設の改修等を実施する。
　・合併式浄化槽設置工事
　　　　　　　　　　　　   9,450千円
　・施設整備工事　　　   　1,050千円
　・管理運営費　 　　　   　 556千円

西谷認定こども園の保育施設に在園する
乳幼児に対して給食を提供する。
　・給食運営費　　       　1,935千円

学事課
学校教育課

長尾幼稚園園舎新築事業
（10-05-02）

21,000 老朽園舎の新築及び園地整備により、教
育環境の改善・向上を図ると共に、建物
の耐震化により、一層安全な幼稚園施設
として整備する。
　・実施設計・地質調査委託
　・敷地荒造成等工事
　・水道引込等負担

施設課

学校の保健・衛生管理
（10-07-01）

99,272 児童生徒の健康の保持増進を図る。
　・学校園の校医等（医師・歯科医師・
 　 薬剤師）報酬　　　　　52,886千円
　・健康診断等謝礼 　　　  2,964千円
　・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借上
 　 　　　　　　　　　　　 2,179千円
　・心臓・尿・脊柱・ぎょう虫・結核等
  　検査手数料　　　　　　17,848千円
　・検査器具滅菌業務委託　 2,020千円
　・日本スポーツ振興センター災害共済
　　掛金等　　　　　　　　17,682千円

学校教育課

○ 給食事業
（10-07-04）

167,369 学校給食法に基づき、市立小学校及び中
学校、特別支援学校において学校給食を
実施する。
　・給食運営費　　　　　　69,543千円
　・学校給食会運営委託費等12,500千円
　・給食用備品　　　　　　16,501千円
　・米飯自校炊飯備品　　　38,825千円
　・学校給食会貸付　　　　30,000千円

学事課

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（６６６６））））社会教育社会教育社会教育社会教育

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

社会教育推進事業
（10-06-01）

2,494 本市社会教育施設との連絡調整や、関係
機関、団体との連携を図りながら社会教
育・生涯学習推進に向けた施策を実施す
る。
　・社会教育委員の会議の開催
　・社会教育関係団体活動支援
　・障がい（児）者の社会教育活動支援
　・社会教育市民講座

社会教育課

市史編集事業
（10-06-01）

2,961 既存歴史資料を活用するための整理及び
新歴史資料を収集し記録する。

中央図書館

桜ガ丘資料室維持管理事業
（10-06-01）

2,306 市へ寄贈された旧松本邸を、中央図書館
市史資料室の分室として、引き続き資料
の保存や整理などに利用する。
　・旧松本邸擁壁工事（防災措置）
　　　　　　　　　　　　　　 788千円

中央図書館

◎ 学校支援地域本部事業
（10-06-01）

2,400 地域住民の知識・経験を活かし、学校の
支援ニーズに応じたボランティア活動な
どにより学校の教育活動を応援するとと
もに、学校・家庭・地域が一体となって
「地域ぐるみで子どもを育てる」体制づ
くりを進めることにより地域の教育力を
向上させ、学校を核とした地域づくりを
目指す。

社会教育課

歴史民俗資料館管理運営事業
（10-06-02）

5,249 小浜地域の小浜宿資料館と西谷地域の旧
東家住宅、及び米谷地域の旧和田家住宅
の各資料館の管理運営を行う。

社会教育課

文化財保護事業
（10-06-02）

2,450 文化財の調査と指定・保存及び国・県・
市指定文化財の保守管理点検を行う。

社会教育課

公民館の管理運営
（10-06-03）

123,891 中央公民館管理運営事業 　 36,796千円
東公民館管理運営事業　　  45,666千円
西公民館管理運営事業　 　 41,429千円

中央公民館
東公民館
西公民館

生涯学習活動の推進
（公民館講座事業）
（10-06-03）

10,153 生涯学習活動の推進
（宝塚市民ｶﾚｯｼﾞ、市民ｾﾐﾅｰ、人権啓発
推進、IT推進、ｻﾏｰｽｸｰﾙ等）

中央公民館
東公民館
西公民館

宝塚自然の家管理運営事業
（10-06-05）

49,192 市民が身近な自然環境に親しむことがで
きる機会を提供し、スローライフの推進
と青少年の健全育成に資するため、宝塚
自然の家の適正な管理運営を行う。特に
開所以来37年が経過して老朽化が進行し
ているため、施設維持と利用者の安全確
保を目的とした改修や備品更新を行う。
管理運営は、平成23年度から５年間引き
続き指定管理者を更新して行われる。

社会教育課

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

○ 中央図書館管理運営事業
（10-06-06）

94,127 公共図書館としての役割を十分に果たす
ため、幅広く資料を収集・整理・保存し
市民の生涯学習活動をサポートする図書
館づくりに努める。
「子どもの読書活動推進計画」に基づ
き、引き続き読み聞かせボランティア養
成講座を実施し、ブックスタート事業を
開始する。
図書館サービス向上のため、東公民館内
に（仮称）長尾地区図書館分室の設置、
既存公共施設への返却場所の増設、中山
台分室の開室時間拡大を行う。
　・図書購入費　　　　　　18,300千円
　・ブックスタートボランティア謝礼
　　　　　　　　　　　　　　　48千円
　・読書週間講演会講師謝礼　 223千円
　・（仮称）長尾地区図書館分室
　　管理運営経費　　　 　　3,236千円
　・返却スポット増設  　   1,922千円
　・中山台分室管理運営業務委託
　　　　　　　　　　　　   4,342千円
　・コンピュータ更新　    21,211千円
　・聖光文庫雨漏修繕　     1,800千円

中央図書館

西図書館管理運営事業
（10-06-06）

56,369 市民サービス向上をめざす取組を行い、
公共図書館としての役割を十分に果たす
ため、幅広く資料を収集・整理・保存し
市民の生涯学習活動をサポートする図書
館づくりに努める。
「子どもの読書活動推進計画」に基づ
き、引き続きストーリーテリングレベル
アップ講座を実施する。
中央監視システム更新工事及び電波障害
対策用アンテナ撤去工事を実施する。

　・図書購入費　　　　  　15,100千円
　・中央監視システム更新工事
　　　　　　　　　　　  　15,000千円
　・電波障害対策用アンテナ撤去工事
　　　　　　　　　　　　   2,700千円

西図書館

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（７７７７））））スポーツスポーツスポーツスポーツ

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

社会体育振興事業
(10-07-02)

10,908 社会体育の振興を図るため、市民スポー
ツ大会・教室の実施、スポーツ活動のた
めの機会の提供、指導者の確保、育成及
び団体の育成等を実施する。
　◎アトム体操映像ソフト制作業務委託
　　　　　　　　　　　　　　 305千円

スポーツ振興課

学校体育施設開放事業
(10-07-02)

25,900 社会体育の振興を図るため、市立小学校
の体育館、運動場を市民のスポーツやレ
クリエーション活動の場に、またプール
を小学生に開放する。

スポーツ振興課

ハーフマラソン実施事業
(10-07-02)

8,030 社会体育の振興を図るため、宝塚・西宮
の両市域の武庫川河川敷を主なコースと
して、ハーフマラソンを実施する。

スポーツ振興課

◎ キンボールスポーツワールドカップ・
宝塚2011実施事業
(10-07-02)

3,500 キンボールスポーツワールドカップを本
市で開催するにあたり、ニュースポーツ
の振興と青少年の健全育成、国際交流、
観光資源の発信、まちの活性化等を図る
ため、大会運営に助成する。
　・キンボールスポーツワールドカッ
    プ・宝塚2011実施事業補助金
　　　　　　　 　　　　    3,500千円

政策推進課

スポーツセンター管理運営事業
(10-07-03)

178,610 社会体育振興の環境づくりを図るため、
スポーツセンターの適正な管理運営を行
う。管理運営は、指定管理者（財）宝塚
市スポーツ教育振興公社が行う。
　・新グラウンドの管理・整備

スポーツ振興課

◎ スポーツ施設等整備事業
（10-07-03）

468,118 土地開発公社が先行買収した企業グラウ
ンド（花屋敷荘園4丁目）を取得する。
　・スポーツ施設等買収費 468,118千円

政策推進課

事　　　　　項
（費　　　目）
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５．環境
（（（（１１１１））））都市景観都市景観都市景観都市景観

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市景観保全・創出事業
（08-04-01）

692 都市景観形成地域の指定や一定規模以上
の開発にかかる景観に対する指導助言を
行い、良好な都市景観の保全・創出を図
る。都市景観条例の見直しを行う。

都市計画課

屋外広告物事務推進事業
（08-04-01）

1,041 違法看板の撤去等を行うことにより、良
好な景観形成の推進を図る。

都市計画課

（（（（２２２２））））緑化緑化緑化緑化・・・・公園公園公園公園

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

公園維持管理事業
（08-04-03）

302,732 既設公園等の維持管理を行い、市民に憩
いとやすらぎの場を提供し、快適な公共
空間を創出する。
また、老朽化が著しい公園ベンチの改修
を重点的に行う。

公園緑地課
人権男女共同参
画課

○ 既設公園整備事業
（08-04-03）

40,000 既設公園のバリアフリー及び施設補修、
整備工事を行う。
　・整備工事　　　　　　　40,000千円

公園緑地課

末広中央公園用地償還金
（08-04-03）

67,813 末広中央公園整備事業の用地取得費に関
して、償還契約書に基づき償還する。
(平成３６年度まで)
　・末広中央公園用地取得費償還金
　　　　　　　　　　　　　67,813千円

公園緑地課

（仮称）小林１丁目公園整備事業
（08-04-03）

59,120 都市計画道路荒地西山線整備事業に伴い
公園を整備する。
　・施設整備工事　　　　　 2,000千円
　・用地買収　　　　　　　57,120千円

公園緑地課

花と緑の市民活動推進事業
（08-04-04）

24,202 地域緑化モデル地区指定団体の育成、花
と緑のフェスティバルの開催、緑化推進
基地の管理等、花と緑にあふれたまちづ
くりを市民との協働で推進する。
　・緑化基地外維持管理業務委託
 　　　　 　　　　　　　　 4,400千円
　・都市緑化基金等連絡協議会会費
                           2,402千円
　・水道分担金               683千円

公園緑地課

緑化基金活用事業
（08-04-04）

1,775 災害に強いまちづくりと緑のあるまちづ
くりを推進するため、ブロック塀の生垣
化及び保護樹等の助成を行う。
　・保護樹等保護奨励助成金 　375千円
　・生垣等緑化推進助成金   1,400千円

公園緑地課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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（（（（３３３３））））環境保全環境保全環境保全環境保全

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

環境保全対策事業
（04-01-08）

6,639 事業者や市民と連携し、健全で恵み豊か
な環境を共に育むまちづくりを目指し、
啓発を行う。
　・環境フォーラム等委託 　1,000千円
  ・緑のカーテン消耗品  　　 700千円

環境政策課

公害対策事業
（04-01-08）

30,494 良好な環境を確保するために公害の防止
と施策の充実を図る。
　・河川等水質調査委託　  14,757千円
　・西谷地区生活排水対策推進事業助
    成金                   4,587千円
  ・羽束川・波豆川流域水質保全協議
　　会分担金　　　　　 　　　750千円

環境政策課

○ 地球温暖化対策実行計画（区域施策）
策定事業
（04-01-08）

2,944 市域における地球温暖化防止の推進のた
め、地球温暖化対策実行計画の策定を行
う。
　・計画策定調査業務委託　 1,800千円

環境政策課

◎ 生物多様性たからづか戦略策定事業
（04-01-08）

3,537 生物多様性の保全や持続可能な利用の促
進を図るため、生物多様性たからづか戦
略を策定する。
　・生物多様性たからづか戦略策定業務
　　委託　　　　　　　　　 2,753千円

環境政策課

（（（（４４４４））））循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

清掃総務事業
（04-02-01）

187 全国都市清掃会議等に参加し、清掃事業
の効率的な運営、技術の改善を図る。
　・全国都市清掃会議等負担金 170千円

管理課

ごみ減量化・資源化推進事業
（04-02-02）

35,197 宝塚市一般廃棄物処理基本計画に基づき
ごみの発生を抑制し、減量化・資源化を
推進する。
　・再生資源集団回収奨励金
 　               　      28,920千円
　・施設見学案内・説明者謝礼 360千円
  ・生ごみ堆肥化容器有償斡旋 483千円
　・廃棄物減量等推進審議会資料収集作
　　成業務委託　　　　　　   840千円

管理課

塵芥収集事業
（04-02-03）

779,379 ごみ細分別収集業務を迅速かつ正常に遂
行する。
　・ごみ収集・運搬業務委託
　　　　　　　　　 　　　718,760千円
  ・ごみ選別業務委託 　　　3,464千円
　・動物の死体等収集・搬送委託
　　　　　　　　　　　 　　3,276千円
　・粗大ごみ受付等業務委託
　　　  　　　　　　　　　11,865千円
　・河川敷出入口警備委託 　6,450千円
  ◎福祉収集・剪定枝ごみ受付システム
　　開発委託 　　　　    　4,000千円

業務課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

塵芥処理事業
（04-02-04）

885,942 ごみの資源化及び適正処理を行うことに
より循環型社会の構築に努める。
　・ごみ処理施設整備修繕
　　　　 　　　　 　     117,500千円
　・長寿命化計画等作成委託 9,000千円
　・一般廃棄物埋立処分業務委託
　　　　　　　　　 　　 　47,250千円
  ・ペットボトル選別業務等委託
    　　　　　　　        14,175千円
　・塵芥焼却灰等搬送業務委託
　　　　　　　　　 　　 　18,900千円
　・ごみ選別業務委託　  　16,800千円
　・焼却炉運転業務委託   125,580千円
  ・プラスチック類選別等処理業務委託
　　　　　 　　　      　110,880千円
　・焼却灰処分場建設事業負担金
　　　　　　　　　　 　　 10,308千円

管理課

不燃物埋立処分事業
（04-02-04）

5,100 処分場下流地域への環境対策として処分
場から浸出する汚水の処理を行う。
　・汚水処理装置運転管理業務委託
　　　　　　　　 　　　　　1,134千円

管理課

緑のリサイクル事業
（04-02-04）

43,846 植木ごみをチップ化し、ごみの資源化を
図る。
　・緑のリサイクル事業委託
　　　　　　　　　　　　  40,530千円

管理課

し尿収集事業
（04-02-05）

44,540 下水道または浄化槽で処理されないし尿
を適正に処理するため収集を行う。
　・し尿収集運搬業務委託  43,964千円

管理課

し尿処理事業
（04-02-06）

30,244 し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理する。
　・し尿処理装置運転管理業務委託
　　　　　　　　           9,975千円
  ・公共下水道使用料　　   4,320千円
　・し尿処理施設修繕　　   5,000千円

管理課

（（（（５５５５））））都市美化都市美化都市美化都市美化・・・・環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

畜犬対策事業
（04-01-01）

3,551 狂犬病予防法に基づき、狂犬病の予防を
し、そのまん延を防止し、及びこれを撲
滅することにより、公衆衛生の向上及び
公共の福祉の増進を図る。
　・蓄犬登録事務委託　 　　2,400千円

生活環境課

霊園管理事業
（04-01-07）

21,955 市営霊園の施設の維持管理を行う。
　・施設管理等委託　　  　14,487千円
　・霊園返還に伴う還付金　 2,982千円

生活環境課

火葬場管理事業
（04-01-07）

29,761 市営火葬場の施設の維持管理を行うとと
もに、火葬業務を円滑に行う。
　・施設管理等委託　　  　 8,687千円
　・施設修繕　 　　　　　  1,300千円

生活環境課

墓地等経営許可事業
（04-01-07）

13 墓地、納骨堂、火葬場の永続的管理と健
全な経営主体の運営の確保を図る。

生活環境課

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 66 －



　

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

都市美化推進事業
（04-01-08）

12,049 空き缶等の散乱防止や啓発、地域美化活
動を推進し、都市の美化に努める。
　・不法投棄ごみ撤去作業委託 500千円
　・ごみ箱ごみ収集業務委託 3,468千円
　・夜間花火巡回指導委託　 　487千円
　・散乱ごみ収集業務委託 　4,506千円
　・不法投棄監視カメラ設置工事
　　　　　　　　　　　　　　 849千円

生活環境課

害虫駆除衛生事業
（04-01-08）

7,700 衛生害虫を駆除し、環境衛生の向上に努
める。
　・害虫駆除業務委託　     7,003千円

生活環境課

環境衛生推進事業
（04-01-08）

6,251 宝塚を美しくする市民運動の実施と、ご
み減量化及び環境問題等の啓発活動を行
う。
　・環境美化推進事業委託　   900千円
　・環境衛生活動促進事業委託 400千円
　・ごみ収集･運搬業務委託  4,800千円

環境政策課

◎ ペットとの共生都市推進事業
（04-01-08）

593 ペットの飼い主のモラルの低下や飼い主
のいない猫の増加から起こるトラブルに
対する地域やボランティアによる取り組
みを支援する。
　・講師謝礼　　　　　　　 　 30千円
　・費用弁償　　　　　　 　 　32千円
  ・(仮称)飼い主のいないねこの去勢、
    不妊手術費助成金  　 　　500千円

生活環境課

公衆便所管理事業
（04-02-01）

5,378 市立公衆便所の清掃、維持管理を行う。
　・公衆便所清掃等業務委託 3,280千円

管理課
道路建設課

宝塚都市環境サービス株式会社貸付金
（04-02-01）

8,000 宝塚都市環境サービス株式会社に事業資
金を貸付け、会社経営の円滑化を図る。
　　　　　　　　　　 　　　8,000千円

管理課

浄化槽指導事業
（04-02-02）

11 浄化槽設置届出の受理及び水質検査結果
による浄化槽点検等の指導を行う。

管理課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 67 －



　

６．観光・文化・産業
（（（（１１１１））））観光観光観光観光

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

観光振興・宣伝事業
（07-01-03）

31,961 観光大使サファイアによる観光ＰＲ活動
やサファイアの特別住民票の販売を行う
リボンの騎士プロジェクトを実施する。
　・リボンの騎士プロジェクト著作権使
　　用料等　　　　　　　　   997千円

観光客誘致のためキャンペーン等を実施
する。
　・観光宣伝事業補助金　 　1,800千円

市民レクリエーション及び観光客誘致の
ため、大正初期以来の歴史と伝統を誇る
花火大会を実施する。
　・花火大会事業補助金　　18,000千円

外国人観光客の誘致を積極的に行う。
　・県外客誘致促進委員会事業負担金
　　　　　                 1,000千円
　・海外観光宣伝事業補助金　 550千円

宝塚市国際観光協会の自立的運営を促進
するため運営費の一部を補助する。
　◎国際観光協会補助金　 　5,316千円

観光文化課

フラワー都市交流事業
（07-01-03）

807 花をテーマとした街づくりを目指す全国
9都市の相互交流及び観光ＰＲ事業を実
施する。平成23年度は、久留米市にて総
会・交流展が開催される予定である。

観光文化課

温泉施設等管理事業
（07-01-03）

13,713 温泉を安定給湯するための泉源地の維持
管理、温泉施設の運営及び設備の維持管
理等を行う。
　・泉源地給湯設備維持管理等委託
　　　　　　　　　　　　　 2,403千円

観光文化課

観光施設維持管理事業
（07-01-03）

5,544 観光ダム、観光噴水、観光案内板の維持
管理等を行う。
　・観光ダム・観光噴水施設等点検業務
　　委託　　　　　　　　　 2,638千円
　・観光案内看板設置工事   　633千円

観光文化課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 68 －



　

（（（（２２２２））））商業商業商業商業・・・・サービスサービスサービスサービス業業業業・・・・工業工業工業工業

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

○ 商工振興事業
（07-01-02）

18,901 商業・工業振興事業に対する補助等及び
商工会議所が行っている経営改善普及事
業への補助を行う。
　・小規模事業者経営改善支援事業補助
　　金（商工会議所）       2,000千円
　・商店街空き店舗活用事業補助金
                    　     7,047千円
  ・商業活性化推進事業補助金
                    　     2,700千円
  ・賃借型企業立地促進補助金
　　　　　　　　　　　　   1,428千円
  ・おいしいまち宝塚事業補助金
　　　　　　　　　　　　 　2,600千円
　・商工業共同施設補助金 　1,000千円
　・店舗外装整備補助金　　 1,000千円
　・特産品PR事業補助金　　   200千円

商工勤労課

中小企業振興資金融資斡旋事業
（07-01-02）

416,400 市融資斡旋制度における市が中小企業者
に斡旋した融資残高に応じ所定の率によ
り取扱金融機関に預託する。また、小規
模企業振興資金の借受者が支払う信用保
証料の補助を行う。
　・中小企業振興資金融資斡旋制度
　　預託金　　　　　　   412,200千円
　・中小企業振興資金融資補助金
　　　　　　　　　　　　　 4,200千円

商工勤労課

中心市街地活性化事業
（07-01-02）

2,330 中心市街地の活性化を図るため、事業の
実施に対する補助等を行う。
　・スプリングフェスタ事業補助金
　　　　　　　　　　　　 　2,000千円

商工勤労課
都市再生課

新事業創出総合支援事業
（07-01-02）

366 起業家の事業立ち上げを支援し、市内商
工業の活性化を図る。
　・起業融資活用者利子補給金 366千円

商工勤労課

◎ 宝塚ブランド商品発信事業
（07-01-02）

2,500 市内で作られている宝塚らしい「逸品」
を宝塚ブランド商品として審査会を開催
し認定する。また、地域資源の活用や農
商工連携による新たなブランド商品開発
の促進及びＰＲを図る。

商工勤労課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 69 －



　

（（（（３３３３））））農業農業農業農業

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

農業委員会事業
（06-01-01）

10,181 農地の適正な利用等を推進し、農業の振
興と農業従事者の福祉の向上を図る。
　・農業委員会委員報酬　　 9,514千円

農業委員会

農業事務事業
（06-01-02）

3,563 農業施策全般に関わる事務費等・農会長
事務委託等
　・農会長事務委託　　　　 3,190千円

農政課

自然休養村センター管理事業
（06-01-02）

1,739 西谷地域全体が「自然休養村」に指定さ
れており、その拠点施設である当センタ
ーの管理を行う。

西谷サービスセ
ンター

自然休養村運営事業
（06-01-02）

1,214 自然休養村区域の地域資源を活用した観
光農業の推進並びに地産地消の推進（特
産物の発掘）、育成及び販売促進を図
る。
　○自然休養村管理運営指導委託
　　　　　　　　　　　　　 　898千円
　・地産地消事業委託　　　 　306千円

農政課

農業振興事業
（06-01-03）

1,105 農用地利用の高度化、水稲の生産調整等
農業の総合的な振興を図る。

農政課

市民農園事業
（06-01-03）

729 都市住民の余暇活動の場や土に親しむ機
会を提供し、合わせて農地の有効利用と
緑地の保全を図ることを目的として開設
している市民農園の維持管理委託を行
う。
　・市民農園現地指導事業委託 579千円

農政課

園芸振興事業
（06-01-03）

16,861 花き植木産業の振興を図るため、植木ま
つり開催に合わせ展示会や品評会等を実
施する。また、宝塚山本ガーデン・クリ
エイティブ㈱を指定管理者に定め、園芸
振興センターの施設管理運営等を行う。
　・花き展示会事業委託　　   712千円
　・観賞植物品評会事業委託 1,110千円
　・里帰り牡丹保存育成委託   452千円
　・園芸振興センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　12,610千円

農政課

長谷牡丹園管理運営事業
（06-01-03）

6,278 長谷牡丹園芸組合を指定管理者と定め、
施設管理運営等を行う。
　・指定管理料　　　　　　 5,238千円
　・里帰り牡丹保存育成委託   840千円
  ・施設修繕料 　　　　　　  200千円

農政課

農業振興施設管理事業
（06-01-03）

2,073 兵庫六甲農業協同組合を指定管理者と定
め、農業振興施設の管理運営を行う。
　・指定管理料 　　　　　　1,693千円
　・施設修繕料 　　　　　　  200千円

農政課

農地・水・環境保全向上対策事業
（06-01-03）

2,943 集落にある農道、農業用水路、ため池な
どを良好に保全し、集落の環境の質的向
上を図るための地域ぐるみでの効果の高
い共同活動を支援する。
　・負担金　　　　         2,807千円

農政課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 70 －



　

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

農業振興計画策定事業
（06-01-03）

715 新規就農者を含む担い手育成や地産地消
の推進など本市がかかえる諸問題に対処
するため、宝塚市農業振興計画を策定す
る。
　・計画策定委員会委員報酬　 419千円

農政課

◎ 農業振興地域整備計画書策定事業
（06-01-03）

5,000 農業振興地域整備計画書を現況に即した
整備計画に修正する。
　・計画策定業務委託　　 　5,000千円

農政課

林業振興事業
（06-01-04）

2,024 猪、アライグマ等有害鳥獣による被害を
防止するため、捕獲体制の充実を図ると
ともに野生動物防護柵設置助成を行う。
　・農作物被害防止事業補助金
　　　　　　　　　　　　 　1,500千円

農政課

農業共済事業
（特別会計）

81,700 農業災害補償法に基づき実施され、加入
する農業者に対して、災害等の不慮の事
故によって被る損失を補てんし、農業経
営の安定を図る。

農政課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 71 －



　

（（（（４４４４））））雇用雇用雇用雇用・・・・勤労者福祉勤労者福祉勤労者福祉勤労者福祉

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

ふるさと雇用再生事業
（02-01-12）
（02-01-13）
（03-01-01）
（03-01-02）
（03-03-01）
（04-01-08）

36,180 国の交付金に基づく県の基金から交付さ
れる補助金により、地域内でニーズがあ
り、かつ今後の地域発展に資すると見込
まれ、安定的な雇用継続を図る事業を実
施する。
　・地域情報整備事業　　 　4,400千円
　・地域文化活動支援事業　 3,500千円
　・地域福祉コーディネーター設置事業
　　　　　　　　　　　　　 3,150千円
　・成年後見等支援事業　　 4,810千円
　・障害者手帳未取得者等就労支援事業
　　　　　　　　　　　　　 5,111千円
　・思春期ひろば事業　 　　5,023千円
　・放課後プラン人材育成・啓発事業
　　　　　　　　　　　　 　3,786千円
　・不法投棄監視夜間パトロール等事業
　　　　　　　　　　　　　 6,400千円

商工勤労課

緊急雇用就業機会創出事業
（03-02-02）
（03-03-01）
（06-01-03）
（06-01-04）
（07-01-03）
（08-03-02）
（10-01-02）

89,623 国の交付金に基づく県の基金から交付さ
れる補助金により、緊急かつ臨時的な雇
用の創出を図る事業を実施する。
　・介護予防体操等普及事業
　　　　　　　　　　　 　　2,448千円
　・高齢者等生活困難者支援コーディネ
　　－ター設置事業（重点）
　　　　　　　　　　　　　 3,975千円
　◎中高生出前児童館事業（重点）
　　　　　　　　　　　　　 8,404千円
　・有害鳥獣防除対策事業（重点）
　　　　　　　　　　　　　12,600千円
　・宝塚花のまちづくり推進事業
　　（重点）　　　　　　　17,271千円
　○農業サポート事業（重点）
　　　　　　　　　　　　 　1,870千円
　・観光資源活用事業（重点）
　　　　　　　　　　　　 　9,319千円
　◎普通河川現況調査事業（重点）
　　　　　　　　　　　　 　2,100千円
　・学校図書館教育推進事業
　　　　　　　　          11,680千円
　・生活指導支援員配置事業 7,651千円
　・中学校図書館教育充実事業
　　　　　　　　　　　　　 5,600千円
　○外国語活動アドバイザー事業
　　（重点）　　　　　　　 6,705千円

商工勤労課

日雇労働者健康保険事業
（05-01-01）

1 健康法に基づく日雇い労働者に適用され
る健康保険に係る事務を行う。
　・消耗品費　　　　　   　　　1千円

商工勤労課

労働行政事業
（05-01-02）

4,776 労働施策の実施状況に係る審議、若者等
の就労に関する相談、支援業務や就労支
援セミナーの開催及び技能功労者等の表
彰等。
　・労働問題審議会           212千円
　・若者しごと相談広場　 　1,037千円
　・就労支援セミナー等　　   270千円
　◎名匠セミナー　　　　 　　100千円
　・技能功労者等の表彰　　   326千円
　・若者職場体験等就労支援 1,146千円

商工勤労課

事　　　　　項
（費　　　目）

－ 72 －



　

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

ワークサポート宝塚運営事業
（05-01-02）

6,592 求職者に対する職業相談、求職受理及び
職業紹介並びに求人検索機の活用による
求人情報の提供を行う。
　・ワークサポート宝塚借上 5,360千円

商工勤労課

高年齢者就業機会確保事業
（05-01-02）

11,849 高年齢者の生きがいづくりと活力ある地
域社会づくりに貢献するシルバー人材セ
ンターに対する助成。
　・高年齢者就業機会確保事業費等補助
　　金　　　　　　　　　　11,759千円

商工勤労課

勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金
（05-01-02）

22,256 勤労者福祉の向上を図るため、勤労者住
宅資金を融資斡旋してきたが、融資残額
に伴う金融機関への預託金。
　・一般融資預託金　 　 　 8,544千円
　・災害融資預託金　　  　13,712千円

商工勤労課

勤労市民センター等管理運営事業
（05-01-02）

1,512 勤労者・市民の文化及び教養の向上並び
に福祉の増進のために活動の場を提供す
る。
　・勤労市民センター及び末広駐車場指
　　定管理料　      　     1,512千円

商工勤労課

（（（（５５５５））））消費生活消費生活消費生活消費生活

予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

消費生活対策事業
(07-01-04)

14,331 消費者の保護と自立した消費者の育成に
努めるとともに、特例市としての計量検
査事務を実施する。
  ・消費生活法律相談業務委託
　　　　　　　　　　　　 　1,512千円
  ・市民からの消費生活相談、苦情処理
  ・消費者教育啓発出前講座、生活大学
    の実施
  ・特定計量器定期検査業務委託
　　　　　　　　　　　　 　1,221千円

消費生活セン
ター

消費者行政活性化事業
(07-01-04)

7,082 国の経済危機対策関連事業として、地方
消費者行政の活性化を図るため、兵庫県
に造成された基金を活用し、昨年度に引
き続き消費者行政の活性化事業を実施す
る。
　・消費生活特別講演会を開催する
　　　　　　　　　　　　 　　425千円
　・安全・安心な農産物を活用した料理
    教室を開催する           151千円
　・市広報特集号の発行　   1,039千円
　・多重債務等特別相談会の実施
                             780千円

消費生活セン
ター

事　　　　　項
（費　　　目）

事　　　　　項
（費　　　目）
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予　算　額
　　　　　（千円）

説 明 担 当 課 名

○ 文化振興事業
（02-01-13）

203,857 市内各地域で伝統文化として保存・継承
されてきただんじりが集まり、多くの市
民に披露される機会となるだんじりパレ
ードの事業に対し補助することにより、
郷土文化の継承とまちの活性化等を図
る。
　・だんじりパレード事業補助金
　　　　　　　　　　　　   1,800千円

市立文化施設の管理運営及び芸術文化事
業を実施する。
　・文化施設指定管理料   181,604千円

小浜工房館の管理運営及び街なみ景観形
成活動、工房活動等の事業を実施する。
　・小浜工房館指定管理料　10,961千円

ベガ・ホール、ソリオホールにおける施
設予約システムの管理運営を行う。
　・文化施設予約システム借上
　　　　　　　　 　　　　　1,899千円

本市における芸術文化振興のあり方につ
いて検討する機関として「（仮称）文化
の薫るまちづくり研究会」を設置する。
　・文化の薫るまちづくり研究委託
　　　　　　　　　　　　　 1,000千円

政策推進課
観光文化課

宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校
舎）管理運営事業
（02-01-13）

28,911 指定管理者制度を導入し、宝塚文化創造
館（宝塚音楽学校旧校舎）の管理・運営
を行う。
　◎指定管理料　    　　　23,900千円

観光文化課

国際交流事業
（02-01-15）

55,473 国際・文化センターの管理運営及び国際
交流活動事業を実施する。
　・国際・文化センター指定管理料
　　　　　　　　　　　　　46,550千円
松本・土井アイリン海外留学助成基金を
原資とする助成金を交付する。
　・松本・土井アイリン海外留学助成金
　　　　　　　　　　 　　　8,700千円

観光文化課

手塚治虫記念館管理運営事業
（02-01-16）

75,994 手塚治虫氏に関する資料を展示、企画展
やイベント等を実施する。
　・建物総合管理業務委託　 5,000千円
　・収納受付案内業務委託　16,123千円
　・企画事業委託        　30,000千円

平成26年度の開館20周年に向けて、平成
24～25年度にわたりリニューアル作業を
実施するための計画を策定する。
　◎リニューアル計画策定業務委託
　　　　　　　　　　　 　　2,660千円

手塚治虫記念館

（仮称）宝塚音楽学校記念公園整備事
業
（08-04-03）

18,295 宝塚音楽学校旧校舎の利活用に合わせ、
隣接する土地を取得し、街区公園として
整備する。
　・整備工事　　　　　　　17,567千円

公園緑地課

事　　　　　項
（費　　　目）
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