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１ 施政の基本方針 

令和４年芦屋市議会第１回定例会の開会に当たり，令和４年

度施政方針について申し上げ，市民の皆さま並びに議員各位の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

今，いくつもの危機が同時多発的に襲来しています。全国的

な人口減少と少子高齢化の進展，地球温暖化の進行，災害の頻

発・激甚化，そして新たな感染症の影響等により市民生活や企

業活動，行政運営など領域を問わず，将来への不確実性が増大

しています。そのような中で，加速するデジタル化やＳＤＧｓ

の考え方の浸透など，社会情勢の変化も踏まえ，先送りするこ

となく直面する課題に立ち向かうとともに，時代の変化に応じ

た未来への投資により，変革の礎を早急に築くことが必要です。 

私は，先人たちが築いてきたまちの魅力を継承しながら，

「市民が主役」を念頭に，課題多き時代の変化をチャンスと捉

え，未来へ希望を持ったまちづくりを目指し，ＯＰＥＮなマイ

ンドでこれからの芦屋市を市民の皆さまと「共に創る」，「共

創」を進めてまいります。 

はじめに，新型コロナウイルス感染症対策では，感染拡大防

止対策にご理解とご協力をいただき，医療従事者をはじめ，市

民，事業者の皆さまには改めて心から感謝を申し上げます。こ

れまで，緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置により，

市民や事業者の皆さまの暮らしに多大な影響を及ぼす中，国・

県と連携して必要な施策を速やかに実施してきたほか，本市独

自に事業者一時支援金を創設するなど，市民の暮らしに対する

支援に尽力してきたところであり，三回目のワクチン接種につ
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いても，前倒しでの追加接種を迅速に進めているところです。 

今後も国の新興感染症対策等も踏まえつつ，この困難を乗り

越え，新たな生活様式と調和する社会経済活動を前進させるこ

とでポストコロナの未来を切り拓き，安心と希望を市民，事業

者の皆さまと共有できるよう機を逸することなく取り組んでま

いります。 

また，人口構成の変化が進む中，昨年９月に新たな「第５次

芦屋市総合計画」及び「第２期芦屋市創生総合戦略」を一体的

に策定し，人口減少下であっても，まちの魅力を高め，市民の

皆さまがいきいきと暮らせるまちを目指すとともに，「新行財

政改革」に取り組むことにより，変化する社会情勢への対応と

将来への持続可能な行政運営に向けた前例にとらわれない業務

全体の変革を重点的に進めてまいります。 

そして，「ＡＳＨＩＹＡ ＳＭＩＬＥ ＢＡＳＥ」をキャッ

チフレーズに，次に示す施策を重点的に進めることにより，国

際文化住宅都市に相応しい芦屋ならではのまちの良さを継承し

ながら，「人がつながり 誰もが輝く 笑顔あふれる住宅都

市」を実現してまいります。 

＜子育ての希望がかなうまちづくり＞ 

重点取組の第一は，子育ての希望がかなうまちづくりでござ

います。 

安心で充実した子育て環境の中で子どもを守り育む暮らしを

実現し，子育て世代の多様なニーズに応えていくとともにまち

づくりにも大いに参画いただくことは，このまちの良さを次世

代につなげ，さらに活性化させていくために重要です。そのた

めに，これまで培ってきた芦屋の特色ある子育て施策にさらに

磨きをかけてまいります。
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ＩＣＴを活用し，「ＧＩＧＡスクール構想」を着実に進め，

授業を充実させることで，主体的・対話的で深い学びを実現す

るとともに，本市独自の取組である保育所・認定こども園・幼

稚園におけるＩＣＴの活用では，子どもたちがタブレットを操

作しＩＣＴ環境への関わりを持った教育・保育活動により，そ

の特性を活かした学びを深め，小学校へのスムーズな接続を図

ることで，子どもたちが２１世紀に力強く生きていく力の基礎

を育んでまいります。また，あしやキッズスクエア事業では，

学校，地域，企業と協働し，オンライン体験プログラムを実施

し，子どもたちが多様な人とつながりながら，地域で育つ環境

づくりを進めるなど，特色のある教育・保育の質の向上に取り

組んでまいります。 

多様化する子育てニーズへの対応では，妊娠から出産・子育

てまでの切れ目のない支援や独自基準による保育士の配置等，

質の高い施策を継続させるとともに，令和３年度から実施して

おります岩園幼稚園における３歳児保育の試験的な実施と２年

目の検証を進めてまいります。また，経済的な理由により，大

学等への進学をあきらめることがないよう，受験生をサポート

するためこれまでの入学支度金制度に加え，新たに大学等受験

料支援金制度を創設します。 

＜人がつながり活躍し，暮らしの魅力を高めるまちづくり＞ 

重点取組の第二は，人がつながり活躍し，暮らしの魅力を高

めるまちづくりでございます。 

成熟した住宅都市として時代の変化に対応し更に発展してい

くために，本市のすべての施策に「誰一人取り残さない」ＳＤ

Ｇｓの視点を取り入れ，取り組んでまいります。 

地域住民の支援ニーズは複雑化・複合化してきていることか
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ら，地域共生社会の実現に向け，多機関協働機能や参加支援機

能，自宅訪問などを含め地域に出向き支援を行うアウトリーチ

機能を担う福祉専門職を配置することで，属性や世代を問わな

い包括的な相談支援・地域づくりの実施体制を構築する「重層

的支援体制整備事業」，障がい者・児への相談支援事業を行う

事業所の人材確保を支援する「計画相談支援事業所等の人材確

保支援事業」，生活困窮者を支援する「家計改善支援事業」な

どを新たに実施するとともに，ヤングケアラー等の社会的課題

への気付きに一層の磨きをかけ，人に寄り添うまちづくりを進

めてまいります。 

また，環境面においても令和３年度に表明した「ゼロカーボ

ンシティ」を目指し，市域全体の温室効果ガス排出量の現状把

握と将来推計を行い，課題の整理とロードマップの策定を行っ

てまいります。 

さらに新型コロナウイルス感染症対策を契機として，ＩＣＴ

の急速な高度化・汎用化が進む中，本市の行政運営においても，

さらにＤＸを推進し，サービスの向上に努めてまいります。 

市民の皆さまのお問い合わせに２４時間・３６５日対応でき

るようＡＩチャットボットを導入するとともに，図書館では従

来の貸出券に加えて，図書貸出券とマイナンバーカードのワン

カード化を行い，マイナンバーカードでも貸出が行えるように

サービス向上を図ります。 

また，持続可能な行財政運営に向けて，引き続き庁内の「自

律的な業務改善組織への変革プロジェクト」により，ＩＣＴ等

を使用した業務効率化を進めるとともに，初の試みとして，Ｄ

Ｘ人材育成にかかる他市派遣事業や人事分野への民間人材の活

用にも取り組んでまいります。 

併せて，引き続き「公共施設等総合管理計画」及び「公共施
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設の最適化構想」を推進し，「縮充」の理念のもと本市に見合

った施設総量となるよう公共施設の最適化に取り組むとともに，

市民センターのネーミングライツにより新たな歳入を確保する

など改善に努めてまいります。また，産官学連携のもと，地域

全体の価値が向上するよう，打出教育文化センター等と打出公

園の一体的整備を進めてまいります。 

最後に，本市が継続的に発展していくために必要であり，未

来への投資でもあるＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業につき

ましても，しっかりと取り組んでまいります。 

以上，令和４年度に臨む施政の基本的な考え方を申し上げま

した。 

これらに沿って，住んでみたい，住み続けたいまちであり続

けるため，「ＡＳＨＩＹＡ ＳＭＩＬＥ ＢＡＳＥ」を掲げ，

持続可能な心弾むまちづくりを進めてまいります。 

次に，新たな総合計画の施策目標に沿って，改めて主な取組

及び行財政運営につきまして，順次ご説明申し上げます。 

また，教育行政に関わる施策も，私が一括してご説明申し上

げるとともに，推進に当たりましては教育委員会と連携し，

「教育のまち芦屋」を目指してまいります。 
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２ 主な取組 

（１）子育て・教育 

〔施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している〕 

〔施策目標２ 未来への道を切り拓く力が育っている〕 

〔施策目標３ 生涯を通じた学びの文化が醸成されている〕 

第一は，「子育て・教育」に関する取組についてでござ

います。 

 就学前教育・保育施設の整備では，「市立幼稚園・保育

所のあり方」に基づく，市立打出・大東保育所の民間移管

について，子どもたちの保育環境に影響のないよう最大限

配慮しながら進めてまいります。 

放課後児童クラブ事業では，引き続き，事業を一部民間

委託し，それぞれの取組を官民で共有することにより，更

なる保育内容の充実を図ってまいります。 

 あしやキッズスクエア事業では，学校・地域・企業と協

働し，オンライン体験プログラムを実施するとともに，放

課後児童クラブとの協働も継続し，子どもたちに安全・安

心で地域に定着した放課後の居場所を提供してまいります。 

 子育て支援では，令和４年６月分から制度が改正される

児童手当の支給について，円滑に実施してまいります。 
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 子ども家庭総合支援拠点では，コロナ禍で全国的に増加

している児童虐待や家庭児童相談にも，早期に対応し育児

支援に取り組むことで，引き続き子どもの健やかな育ちを

支援してまいります。 

 青少年愛護事業では，青少年育成愛護委員会及び学校園

と連携し，引き続き登下校時の見守りやあいさつ運動を実

施するとともに，危険薬物やインターネット上の有害な情

報などから青少年を守るため，啓発に努めてまいります。 

 青少年健全育成事業では，若者相談センター「アサガ

オ」において，コミュニケーションセミナーやキ・テ・

ミ・ル・会などを開催し，関係機関と連携しながら若者へ

の支援を続けてまいります。また，青少年問題協議会にお

いて，「第２期子ども・若者計画（令和２年度～令和６年度）」

の進行管理及び評価を行ってまいります。 

 認可保育所等では，保育士等への様々な研修や市保育士

による私立保育所等への巡回指導など保育の質の向上に努

めてまいります。 

また，一時預かり事業，病児保育事業，インクルーシブ

事業，医療的ケア事業，ＩＣＴを活用した教育・保育事業，

地域や小学校との交流など，特色ある教育・保育を進めて

まいります。 

 特別支援教育では，共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築を充実し，特別な支援が必要な子ど

もたちの特性，教育的ニーズや発達段階を十分に把握した
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うえで，個別の指導計画等に基づいた指導を進めるととも

に，合理的配慮のあり方についての研究をさらに進めます。 

また，特別支援教育コーディネーターを中心とした学校園

内の相談支援体制を充実させるとともに，特別支援教育セ

ンターを核に関係部署や機関との連携を強化し，支援体制

の充実を図ります。 

 国際理解教育では，外国語教育等を通してコミュニケー

ション能力を育成するとともに，外国にルーツのある児童

生徒と他の児童生徒がお互いに異文化を学び理解する機会

を計画的に実施し，子どもたちの国際的視野の拡充と外国

語学習の充実に努めてまいります。 

 就学前教育・保育施設間の連携では，市立幼稚園におけ

る公開保育や合同研修会を実施し，ともに教育・保育の質

の向上をめざしてまいります。 

また，引き続き岩園幼稚園における３歳児保育の試験的

な実施と２年目の検証を進めてまいります。 

幼児期と児童期の接続では，指導者間の相互理解を深め

るとともに，就学前の子どもたちが小学校施設を利用する

体験や授業参観等を継続し，円滑な接続に向けた接続期カ

リキュラムの実践に取り組んでまいります。 

児童生徒の学力向上では，算数・数学の学習指導員や理

科推進員等を継続配置し，児童生徒が主体的に取り組むこ

とができる学習環境と個に応じた指導の充実を図ります。 

また，ＩＣＴを活用した教育では，一人１台タブレット
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端末等のＩＣＴを効果的に活用し，情報を収集・比較・選

択し表現する等，情報活用能力の視点を取り入れた主体

的・対話的で深い学びの授業となるよう取り組んでまいり

ます。 

小学校における外国語教育では，ＡＬＴや英語に堪能な

地域人材を配置し，児童の学習意欲を引き出す指導を目指

します。 

また，「芦屋市外国人児童生徒等にかかわる教育指針」

に基づき，初期日本語の指導体制の充実を図るとともに，

指導者養成研修を系統的に開催することで，教育関係者に

対する日本語指導の資質能力の向上を図ってまいります。 

読書活動の推進では，子ども同士が，人とのつながりに

おいて読書の楽しさや喜びを実感できるような読書活動を

教育課程に位置づけ，計画的，継続的に実施してまいりま

す。 

また，学校図書館のレファレンス機能の充実などの研修

を実施し，市立図書館との連携をより深めることにより，

授業における学校図書館の活用を促進してまいります。 

いじめ防止対策では，「芦屋市いじめ防止基本方針」に

基づき，組織力の向上や関係機関・専門家との連携のもと，

未然防止の取組を徹底するとともに，積極的認知による早

期発見，適切な早期対応を進め，さらに，家庭や地域の大

人も対象とした啓発を実施してまいります。 

人権教育では，ＬＧＢＴなど，時代の変化に対応した内
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容も推進することで，自身および他者の人権を守ろうとす

る意識・意欲・態度を育み，人権に関わる様々な課題に向

けて，教育活動全体を通じて取り組んでまいります。 

生徒指導では，教育相談等を通して児童生徒の内面理解

を深めるなど，相手意識を持った心の通い合う指導を推進

してまいります。また，スクールソーシャルワーカーを有

効に活用し，スクールカウンセラー，子ども家庭総合支援

室など関係機関と積極的に連携を図りながら，円滑な解決

を目指してまいります。 

さらに，警察等関係機関と連携を図りながら，ＳＮＳの

利用によるトラブルを未然に防ぐための授業等を実施し，

子どもたちが情報社会で適正に活動するためのモラルの向

上に向け，考え方や態度を身につける取組を推進してまい

ります。 

適応教室では，指導員への研修により通級する児童生徒

一人ひとりの状況に応じた指導の充実を図り，教職員や保

護者の相談機関として不登校児童生徒への対応に関する指

導や助言を行うとともに，教員の資質能力の向上を図るこ

とで，各学校の不登校対策を強化し，学校やスクールソー

シャルワーカーなどの関係機関との連携のもと，児童生徒

の学校復帰や社会的自立に向けて取り組んでまいります。 

体力・運動能力向上の取組では，就学前に遊びの中で運

動の楽しさを実感させ，小・中学校においては子どもの運

動意欲を高め，体力運動能力が向上するように，カリキュ

ラム等の工夫改善を行い，研究と実践に取り組んでまいり
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ます。 

また，小学校では，スポーツ交流会を継続実施し，学校

間の交流を進めてまいります。 

学校給食では，新型コロナウイルス感染防止対策を含め，

学校給食衛生管理基準に基づき，安全安心でおいしい学校

給食を提供してまいります。 

また，映画「あしやのきゅうしょく」や給食レシピ本，

広報などを通して学校給食の魅力発信に努めてまいります。 

キャリア教育では，自分らしい生き方を実現するために，

キャリアノートやキャリア・パスポートの活用を充実させ，

自立をめざしたキャリア教育の推進を図ってまいります。 

子どもの安全な登下校では，「芦屋市通学路安全プログ

ラム」に基づき，地域住民や関係機関と協力して通学路点

検を実施し，危険箇所の早期発見と改善対策を進め，地域

と連携した児童生徒への交通安全教育を充実してまいりま

す。 

中学校施設の整備では，精道中学校の令和４年１０月末

の建て替え完了に向け，着実に工事を進めてまいります。 

打出教育文化センターでは，教師力向上支援事業及びＩ

ＣＴ活用，経験年数別や課題別研修等の充実を図り，教職

員の実践的な指導力向上の取組を計画的に進めるとともに，

一般講座等においても社会性や人間的な魅力を兼ね備えた

教職員の育成に努めてまいります。また，オンラインでの
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研修等を実施することにより，実践的にＩＣＴを活用して

まいります。 

また，児童生徒や教職員が，ＧＩＧＡスクール構想に伴

って配備された学習用タブレットを授業等で安心・安全・

快適に使えるよう，環境を整備し，校務系ネットワークシ

ステムの情報セキュリティについても，インシデントが発

生しないよう運用・保守に努めてまいります。 

さらに，児童生徒の情報モラル向上への取組を引き続き

支援してまいります。 

打出教育文化センター等と打出公園の一体的整備では，

産官学連携のもと，地域全体の価値が向上するよう，市民

ワークショップなどを通じて，令和５年度の改修実施に向

けて，適切に設計等を進めてまいります。 

地域に開かれた学校園の運営では，保護者や地域住民の

力，公共施設を活用しながら，子どもたちの実態に合わせ

て社会に開かれた学校園の運営を充実してまいります。 

また，地域とともにある学校づくり，学校を核とした地

域づくりを目指し，現行の学校評議員制度の活性化を図り

ながら，本市ならではの学校運営協議会の設置に向けて取

り組んでまいります。 

教育費の負担軽減では，経済的な理由により，大学等へ

の進学をあきらめることがないよう，受験生をサポートす

るため，これまでの入学支度金制度に加え，新たに大学等

受験料支援金制度を創設してまいります。 
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美術博物館，谷崎潤一郎記念館では，施設の保全・長寿

命化のため，老朽化した屋根やトイレ，空調・換気設備等

の改修工事を実施してまいります。工事による一時休館に

合わせ，美術博物館の歴史資料展示室における展示内容の

充実を図るなど，利用者の満足度向上のための取組を進め

てまいります。 

文化財事業では，古墳出土の金属器の保存処理及び絵図

や古写真等のデジタル化を実施し，歴史文化遺産の未来へ

の継承に取り組んでまいります。 

図書館では，９月から従来の図書貸出券に加えて，マイ

ナンバーカードでの図書貸出も開始いたします。 

スポーツ施策では，ライフステージに応じた事業を進め

ることにより，市民の健康増進や体力向上に努めるととも

に，令和５年度予定の「第２期スポーツ推進実施計画（令和

５年度～令和１４年度）」策定に向けた分析を行うため，アンケ

ート調査を実施してまいります。 

公民館では，状況に応じて感染予防対策を講じ，第２回

芦屋国際音楽祭と連携したクロージングコンサートや郷土

が育んできた阪神間モダニズム文化をテーマとした文化事

業を進めてまいります。 

芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院では，引き続き

地域で活躍する方を講師に招くなど，知の循環型社会を目

指した仕組みづくりを進めてまいります。 
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（２）福祉健康 

〔施策目標４ あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標５ 健康になるまちづくりが進んでいる〕 

第二は，「福祉健康」に関する取組についてでございま

す。 

地域福祉では，「第４次地域福祉計画（令和４年度～令和８年

度）」に基づき，社会福祉協議会をはじめとした様々な関係

機関との連携による，分野や属性を問わない相談支援体制

づくりや参加と協働による「ともに支え合う共生のまちづ

くり」に向け，新たに重層的支援体制整備事業に取り組ん

でまいります。 

共助の地域づくりでは，地域活動への参加や多様なつな

がりづくりに向け，「ひとり一役活動推進事業」の活動機

会の充実や地域の居場所づくり，地域支え合い推進員によ

る地域活動の運営支援の強化等に努めてまいります。 

生活困窮者自立支援制度では，複合的な課題や制度の狭

間にある課題の解決に向け，包括的な相談支援体制を構築

するとともに，新たに家計改善支援事業により，経済的な

課題を抱えた世帯の生活再建に向けた専門的な支援を行い，

自立に向けた取組の充実を図ります。 

また，新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い，貸付

を利用できない生活困窮世帯に対し，就労等による自立支

援に向け，引き続き新型コロナウイルス生活困窮者自立支
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援金事業を実施してまいります。併せて，住民税非課税世

帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金支給事業を実

施いたします。 

生活保護では，引き続き困窮者等の自立促進のため，被

保護者就労支援事業の強化を図るとともに，生活困窮者自

立支援等の関係機関と連携し， 継続して重層的かつ包括的

なセーフティネットの構築に取り組んでまいります。 

ヤングケアラー支援では，広報等で普及啓発するととも

に，保健福祉センターの総合相談窓口，子ども家庭総合支

援室及び教育委員会で相談を受付けることで早期対応を図

り，必要な支援を行なってまいります。 

高齢福祉では，「第９次芦屋すこやか長寿プラン２１（令

和３年度～令和５年度）」に基づき，生涯現役社会の実現に向け

て，高齢者の知識や経験を活かした生きがい活動や就労を

支援するとともに，地域における介護予防を推進する「高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」では，通い

の場にリハビリ専門職等を派遣し，効果的なフレイル予防

の啓発に努めてまいります。 

また，「第１０次すこやか長寿プラン２１（令和６年度～令

和８年度）」策定のため，アンケート調査を実施してまいり

ます。 

介護保険事業では，「第８期介護保険事業計画（令和３年度

～令和５年度）」に基づき，医療的な支援が必要な利用者への

「訪問」「通い」「泊まり」のサービスを組み合わせた看
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護小規模多機能型居宅介護の整備に取り組んでまいります。 

障がい福祉では，「第６期障がい福祉計画・第２期障がい

児福祉計画（令和３年度～令和５年度）」に基づき，相談支援事

業所の体制強化による相談支援体制の拡充を図るため， 新

たに「計画相談支援事業所等の人材確保支援事業」を実施

してまいります。 

また，「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画

（令和６年度～令和８年度）」の策定のため，インタビュー調査

を実施いたします。 

権利擁護支援では，高齢者や障がいのある人など様々な人

の権利を守るため，専門職団体や関係機関等との地域連携

を充実させ，地域共生社会の実現を目指してまいります。 

男女共同参画の推進では，「第３次女性活躍推進計画」及

び「第３次配偶者等からの暴力対策基本計画」を含む男女

共同参画社会の実現に向けた総合的な計画として「第５次

男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（令和５年度～令和９年

度）」を策定いたします。 

男女共同参画センターウィザスあしやでは，ジェンダー平

等社会の実現を目指し，固定的役割分担意識の解消やアン

コンシャス・バイアス（無意識の思い込み）への気づき，

家事や育児の適切な分担や女性だけでなく男性の生きづら

さの解消にもつながるような講座の開催やセンター通信ウ

ィザスによる啓発などを行ってまいります。   

また，男女共同参画団体協議会との協働による「ウィザス
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あしやフェスタ」などを通して，市民に親しまれるセンタ

ーを目指してまいります。 

女性活躍推進では，女性の職業生活における活躍を推進す

るため，「第３次女性活躍推進計画（令和５年度～令和９年

度）」を策定し，引き続き「ＡＳＨＩＹＡ ＲＥＳＵＭＥ事

業」や女性活躍相談，啓発講座を実施してまいります。 

また，女性だけでなく，配偶者やパートナーが参加できる

ワーク・ライフ・バランス推進を目的とした啓発事業を行

い，女性活躍推進に向けた環境の整備に努めてまいります。 

配偶者等からの暴力の防止では，ＤＶ相談室の周知に努め

るとともに，被害者の早期発見や安全確保を図るため，

「第３次配偶者等からの暴力対策基本計画（令和５年度～令和

９年度）」を策定し，相談者の気持ちに寄り添いながら，関

係機関と連携して切れ目のない自立に向けた支援を行って

まいります。 

人権推進では，多様性を認め，全ての人の人権が尊重され

る社会の実現を目指し，「日々の生活と人権を考える集

い」や人権啓発映画会を中心とした啓発事業を実施してま

いります。 

また，「第４次人権教育・人権啓発に関する総合推進指針

（令和３年度～令和７年度）」に基づき，あらゆる人権課題解決

のための啓発や相談事業，近隣市と連携した取組を行うと

ともに，職員研修を通して，職員の人権意識の一層の向上

を図ってまいります。 
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平和施策では，戦争体験者が少なくなることに伴い，次世

代への継承が一層重要となることから，市が所有する戦争

資料の活用や映画会などを通して，幅広い世代の平和意識

の醸成を図ってまいります。 

また，核兵器廃絶の実現に向け，「平和首長会議」の提唱

する活動に，引き続き取り組んでまいります。 

保健福祉センターでは，安心してご利用いただけるよう，

新しい生活様式を踏まえた施設の管理運営を継続するとと

もに，様々な人が集い，多様な活動を展開できるよう地域

づくりの拠点としての環境整備に取り組んでまいります。 

高齢者の歯周病予防では，歯科健康診査の受診の機会の拡

大を図るため，「６０歳の歯科健診（節目健診）」を実施

してまいります。 

健康づくりの推進では，「第２期国民健康保険保健事業実

施計画（データヘルス計画）（平成３０年度～令和５年度）」に

基づき，令和４年度の目標値である国民健康保険加入者の

特定健康診査受診率５７％に向け，未受診者への効果的な

受診勧奨を推進してまいります。 

また，「第４次健康増進・食育推進計画（令和６年度～令和１

０年度）」策定のため，アンケート調査を実施してまいりま

す。 

予防接種事業では，子宮頸がんの原因となるＨＰＶ(ヒト

パピローマウィルス)の感染を防ぐＨＰＶワクチンの積極的

な勧奨の差し控えにより，接種機会を逃した平成９年度生
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まれから平成１７年度生まれまでの女性で未接種の方を対

象に，公平な接種機会を確保する観点から，時限的に，従

来の定期接種の対象年齢を越えて接種を行うキャッチアッ

プ接種を実施してまいります。 

また，新型コロナワクチン接種事業では，市民が適切に接

種できるよう体制整備を行い，引き続き，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止に取り組んでまいります。 
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（３）市民生活 

〔施策目標６ 良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている〕 

第三は，「市民生活」に関する取組についてでございま

す。 

市民マナー条例の取組では，「第２次市民マナー条例推進

計画（令和元年度～令和５年度）」に基づき，市民マナー条例指

導員による喫煙禁止区域や違反の多い地域の巡回を継続す

るとともに，地域の美化推進員と一体となり，清潔で安

全・快適な生活環境を確保してまいります。 

ごみの減量化，再資源化事業では，新たな「一般廃棄物処

理基本計画（令和４年度～令和１３年度）」の目標達成に向け，

指定ごみ袋の導入など，３Ｒ等に関する取組をさらに進め

てまいります。 

ごみの収集では，清潔なまちなみを保つため，安全かつ速

やかな作業に努めるとともに，ごみ出しルールの徹底に加

え，高齢者等のごみ出しを支援する「さわやか収集」のニ

ーズ増加に対応してまいります。 

自然環境の承継では，「環境づくり推進会議」等を通じ市

民団体や事業者とともに，自然に触れ合う機会の創出など，

環境保全に取り組んでまいります。 

環境負荷の低減では，地球温暖化防止に向け，「第５次環
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境保全率先実行計画（令和３年度～令和７年度）」の目標達成に

向け取組を進めるとともに，市域全体の温室効果ガス排出

量の現状把握や地域再エネ導入の可能性調査を行い，地域

脱炭素に向けた課題の整理と取組方針を検討してまいりま

す。 

また，一般住宅向けの省エネルギー設備導入補助や事業者

向け次世代自動車導入補助などの温室効果ガスの削減へ向

けた取組に加えて，他の自治体との連携による家庭での節

電・省エネ行動についての周知，啓発を行ってまいります。 

中小企業支援では，「中小企業・小規模企業振興基本計

画」を策定する中で，地域経済振興施策を検討してまいり

ます。新型コロナウイルス感染症対策についても，国・県

の動向を踏まえて，市として感染拡大状況に応じた対策を

実施してまいります。 

市民センターでは，官民協働による市民サービスと対象施

設等の魅力の向上を図り，また，公共施設等の安定的な運

営・管理のための財源を確保するため，大ホール・小ホー

ルを対象として募集したネーミングライツパートナーとと

もに，市民が親しみを持てる愛称表示を行ってまいります。 

国道４３号及び阪神高速３号神戸線の自動車公害対策では，

継続して測定・調査を行い，排出ガス対策，騒音・振動対

策及び低周波音対策の推進を，引き続き国等に要望してま

いります。 
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（４）安全安心 

〔施策目標７ 災害に強いまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標８ 日常の安全安心が確保されている〕 

第四は，「安全安心」に関する取組についてでございま

す。 

建築行政では，住まいの耐震化を図るため，耐震診断・耐

震改修を促進してまいります。 

道路の無電柱化では，引き続き，さくら参道の早期抜柱に

向けて電線管理者と調整を行うとともに，芦屋川地区の電

線共同溝の整備を進めてまいります。 

防災対策では，新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた

避難行動のあり方，避難所開設運営を推進します。 

また，地区防災計画の策定を推進するために，地区の特性

に応じた支援に努めるとともに，防災・減災体制を充実さ

せるため，市民を対象に防災士の育成に取り組んでまいり

ます。 

防災総合訓練では，災害時における防災関係機関との連携

を図るとともに，市の災害対応力及び市民の防災意識の向

上に努めてまいります。 

高潮対策では，引き続き県と連携しながら，南芦屋浜地区

の嵩上げなどに取り組んでまいります。 
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土砂災害特別警戒区域等の対策では，県とともに急傾斜地

崩壊対策事業に取り組むとともに，移転や改修等への補助

制度の活用を促進してまいります。 

また，災害時における正確かつ迅速な生活再建支援に資す

るシステムを構築してまいります。 

警防業務では，今後も想定される各種災害等に対応するた

め，非常備車両（岩園分団配備）の更新等を計画的に進め，

災害対応力を強化してまいります。 

個人防火装備の更新では，消防職員の安全確保のため，防

火服の耐熱性や強度を高め，より効果的な消防活動を実施

し，災害による被害の軽減を図ってまいります。 

消費生活行政では，多様化かつ巧妙化する特殊詐欺や悪質

商法をはじめとする犯罪，消費生活トラブルに備えるため，

警察，消費者協会，消費生活サポーター等の関係機関との

連携・協力により，様々な年代の方への啓発活動を継続し

てまいります。 

地域防犯活動の推進では，まちづくり防犯グループ連絡協

議会や生活安全推進連絡会を開催し，各団体の連携による

防犯活動の活性化を図り，安全安心のまちづくりを推進し

てまいります。 

道路の安全対策では，安全な歩行者空間を確保するため，

歩道のバリアフリー整備や転落防止柵の改修等を計画的に
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行ってまいります。 

また，夜間の歩行者や自転車等の安全・安心な通行のため，

照度不足の箇所は公益灯の増設や照度向上を行います。ま

た，電気使用量の削減等のため，全公益灯のＬＥＤ化を行

い，令和８年度末までの完了に向け滞りなく進めてまいり

ます。 

交通事故防止対策では，子どもや高齢者を対象とした交通

安全教室や自転車教室の開催，警察・学校・地域などと連

携した街頭での指導・啓発を実施し，交通マナーの向上を

推進してまいります。 

また，道路交通法施行規則の改正に伴い，公用車の運転に

際し，アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無

の確認を行い，安全運転に一層取り組んでまいります。 

市立芦屋病院では，本市の中核病院として「良質な医療」

の提供，積極的な救急患者の受入れ等政策医療の実施に努

めてまいります。 

新型コロナウイルス感染症対策につきましても，市民の健

康と生命を守るために必要な医療が提供できるよう，常に

万全な対策を講じつつ関係機関とも連携して，公立病院と

しての責任を果たしてまいります。 

医療のＩＣＴ化につきましては，国においてオンライン資

格等システムを基盤とした全国の医療機関にて患者個々の

薬剤，手術，移植及び透析等の情報が確認可能となるシス

テムの導入が検討されているため，セキュリティ対策や導

入にかかるコストの費用対効果等を検証し，積極的な取組

を進めてまいります。 
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経営面では，コロナ禍により厳しい状況が続くと予想され

ますが，「市立芦屋病院新中期経営計画（令和４年度～令和８年

度）」に基づき，更なる収支改善に取り組んでまいります。 
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（５）都市基盤 

〔施策目標９ 住宅都市の魅力が受け継がれ，高められている〕 

〔施策目標 10 持続可能なインフラ整備が進んでいる〕 

第五は，「都市基盤」に関する取組についてでございま

す。 

庭園都市の推進では，「芦屋庭園都市宣言」にふさわしい

まちなみの形成に向け，１７回目を迎える「オープンガー

デン２０２２」を市民の皆さまの参画と協働により開催し，

市内を花と緑でいっぱいにする活動を充実させてまいりま

す。 

また，学校園などの公共施設への緑化資材配布や，市民・

事業者・各種団体への緑化費用一部助成及び住民緑化団体

の育成や助成を実施し，庭園都市をより一層推進してまい

ります。 

街路樹の維持管理では，剪定時期の検討や，市民の負担軽

減など，街路樹に関する整理が必要となっていることから，

「街路樹更新計画」に基づき，道路の機能を確保するため

の手法として，新たに街路樹等包括管理業務委託を実施し

てまいります。 

景観形成事業では，「景観地区」の認定制度により，良好

な景観の創出と維持を図るとともに，講演会等を通じて，

景観への意識を高めてまいります。 
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広告景観の形成では，平成２８年７月から市独自の屋外広

告物条例の施行に伴い創設した，既存不適格の屋外広告物

にかかる改修等への補助制度の期間の延長について，引き

続き制度活用の促進や，条例の主旨に関する丁寧な説明に

努めてまいります。 

霊園整備事業では，引き続き参拝者の安全対策への整備を

進めるとともに，適切な維持管理に努めてまいります。 

公園施設の整備では，「公園施設長寿命化計画」に基づき，

遊具等の更新を進めてまいります。芦屋中央公園では，ト

イレの改修・整備に向けた設計を行います。 

市営住宅等の維持管理では，上宮川住宅の駐輪場の整備工

事を行い，防犯柵を設置するとともに駐輪台数を増やしま

す。 

住宅政策では，住宅ストックの効果的な活用として，総合

的な住宅相談やマンションセミナーを開催するとともに，

バリアフリー改修や空き家活用の支援を実施いたします。 

住宅都市の魅力継承では，「住みよいまちづくり条例」に

基づき，良好な住環境の維持，誘導を行ってまいります。 

また，長期にわたって使用可能な質の高い住宅を供給する

ため，長期優良住宅の認定取得の普及を図ってまいります。 

橋梁の維持管理では，「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき，

修繕工事を実施するとともに，５年に一度の定期点検を実
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施します。第一跨線橋など撤去方針の３橋については，地

域や関係機関と協議を重ねてまいります。 

道路・公園の維持管理では，清掃や除草など自治会等の市

民の参画は確保しつつ，施設の維持管理に係る業務の効率

化と質の向上を図ることを目的として，包括的管理業務委

託の導入を検討してまいります。 

下水道事業では，管路等の点検調査を行うとともに，大原

町・南宮町ほかで老朽管の改築工事を行うなど適正な維持

管理と施設更新に努めてまいります。 

また，下水道ビジョンや下水道事業経営戦略（令和３年度改

訂予定）に基づき経営基盤の強化に引き続き取り組んでまい

ります。 

下水処理場，雨水ポンプ場では，効率的な維持管理を行え

るよう日常点検管理を行い，施設の機能保全に努め，計画

的に改修や更新を行うとともに，耐震計画や場内ポンプ場

の雨水ポンプ更新工事を進めてまいります。 

水道事業では，安心・安全でおいしい水を継続的に供給す

るため，水道ビジョンや水道事業経営戦略（令和３年度改訂予

定）に基づき，老朽管の更新や水道施設の点検調査，維持管

理を行い，経営基盤の強化に引き続き取り組んでまいりま

す。 

ごみ焼却施設・資源化施設では，令和３年度に策定した

「施設整備基本構想」に基づき，基本計画の策定を進めて
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まいります。 

廃棄物運搬用パイプライン施設では，利用者や関係者との

協議を重ね具体的な代替収集方法の検討を進めつつ，定め

られた期間における適正運用に向け，計画的に事業を進め

てまいります。 

ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業では，一日でも早く安

全で快適な駅前空間をご提供するために，議会で承認され

るよう説明を尽くし，市民のご理解とご協力を得られるよ

う，しっかりと取り組んでまいります。 

鉄道斜面豪雨対策補助事業では，鉄道の安全輸送及び法面

に隣接する市道等の安全性を確保するため，阪急電鉄株式

会社が線路に隣接する斜面において行う，豪雨による崩壊

を防ぐ法面防護工事に対し，補助を実施いたします。 

市街地における道路ネットワーク機能の整備では，優先す

べき路線を中心に，交通機能のほか，都市機能や，防災機

能の強化・向上が図られるよう，整備の方向性を検討して

まいります。 

自転車利用環境の整備では，自転車ネットワーク計画に基

づき整備した道路の利用実態を調査し，今後の整備方法等

を検討してまいります。 

落葉の清掃では，新たに街路樹等包括管理業務委託を実施

するとともに，地域との協働により，限られた維持管理費

の中で市民の負担を軽減する方法を研究してまいります。 
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（６）行政経営 

〔施策目標 11 協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標 12 人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている〕 

〔施策目標 13 急速な社会変化に対応できる組織になっている〕 

第六は，「行政経営」に関する取組についてでございま

す。 

市民活動センターでは，相談や事業を通じて，多様な市民

活動団体等の発掘や育成，活動支援を行うとともに，課題

解決に向けた新たな取組が生まれるよう，活動する個人や

団体等をつなぐなど協働によるまちづくりを推進してまい

ります。 

市民活動の拠点の維持管理では，奥池集会所敷地内の樹木

伐採による安全対策を実施してまいります。 

地区集会所の管理運営では，持続可能なコミュニティ活動

の場となるよう，地域の方々のご意見を伺いながら，次期

指定管理者の選定替えに向け，運営体制の改善を検討して

まいります。 

広報活動では、広報紙やホームページなどの広報媒体の特

性に応じて，掲載内容や発信のタイミングなどを考慮し効

果的に活用するとともに，ＳＮＳの積極的な活用など情報

発信の充実に努めてまいります。 
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情報公開では， 公文書の正確な作成， 適切な管理及び保

存に努め，原則として公開することにより， 市民の知る権

利を保障し， 説明責任を果たしてまいります。また，個人

情報保護については，慎重に取り扱ってまいります。 

広聴業務では，必要な手続の提案や適切な窓口へのご案内，

法律相談等専門的な相談窓口の活用により，親切・丁寧に

対応するとともに，相談等の傾向を整理したうえで全庁的

に共有し，改善や解決につなげてまいります。 

新行財政改革では，人口減少に伴い，人材や財源など行政

運営に必要な資源が制約されることを見据え，社会情勢の

変化にも臨機応変に対応し，行政サービスを安定的に維

持・向上できるよう「自律的な業務改善組織への変革プロ

ジェクト」を発展させるとともに，市民との協働や産官学

連携にも戦略的に取り組み，持続可能な行政運営を推進し

てまいります。 

公有財産の管理運用では，公共用地として活用できる場合

を除き，遊休資産の貸付等の活用又は売却処分等を進めて

まいります。 

公共施設の最適化では，「公共施設等総合管理計画（平成

２９年度～令和１８年度）」及び「公共施設の最適化構想」を推

進し，本市に見合った施設総量となるよう，取り組んでま

いります。 

ふるさと寄附金収納事務では，受付関連業務を委託し，寄
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附金受付サイトの拡充を図るとともに，さらなる歳入の確

保に努めてまいります。 

行政サービスのデジタル化では，ＡＩ（人工知能）を活用

し，市民の皆さまからのお問い合わせに対して，自動応答

できるサービスとして，ＡＩチャットボットを導入してま

いります。 

また，子育てや介護関係の行政手続について，マイナンバ

ーカードを用いて，いつでもどこでも手続を行えるよう，

利便性の向上を図ってまいります。 

働き方改革では，職員の公務能率や市民サービスの質の向

上を目指して，職員の人材育成と職場環境改善などのワー

ク・ライフ・バランスを推進してまいります。 

合理的・効率的な組織構築では，適切な人材を確保するた

め，人事分野において，外部人材を活用し，併せて採用業

務等の見直しを図ってまいります。 

働きやすい職場づくりでは，研修等を通じて，職員のコン

プライアンス意識の向上を図り，多様な職員の能力を十分

に発揮できる職場環境づくりに引き続き取り組んでまいり

ます。 

職員の人材育成では，ＤＸの先進市である神戸市に職員を

派遣し，今後，庁内の各部署の課題解決支援やＩＣＴリテ

ラシーの底上げに寄与する，ＤＸ推進の指導役となれる職

員の育成を図ります。 
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人事評価制度では，職員間のコミュニケーションツールと

しての位置づけに加え，職員の人材育成にも寄与するよう

に，引き続き制度の見直しを図ってまいります。 
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３ 行財政運営 

最後に，行財政運営について申し上げます。 

本市の行財政運営につきましては，阪神・淡路大震災に

よって増大した将来負担の改善に取り組んでまいりました

が，年々経費が増加する社会保障関係事業や公共施設の老

朽化対策事業，本格化する人口減少社会や災害への対応に

加え，情勢によって刻々と変化する新型コロナウイルス感

染症対策を確実に実施するため，引き続き，慎重な財政運

営が必要となっています。 

こうした状況において，令和４年度予算の編成に当たり

ましては，「第５次芦屋市総合計画」が本格的に開始され，

「新行財政改革基本計画」を進める中，単なる経費削減に

終始するのではなく，市民サービスの維持に留意した上で，

各施策の有効性や必要性に十分な精査を加え，それらの優

先順位付けやスクラップ＆ビルドの徹底を図ることを基本

方針としました。 

まず，歳入におきましては，新型コロナウイルス感染症

の影響が続く中にあっても景気が持ちこたえており国の各

種見通しでも一定の伸びを想定していることや，新型コロ

ナウイルス感染症関連の税の軽減が一部終了することから，

市税が増加するほか，地方消費税交付金も増加すると見込

んでおります。 

歳出におきましては，新型コロナウイルス感染症への対

策をはじめとした喫緊の課題に対応するため，令和３年度
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３月補正予算と合わせて，切れ目のない一体的な予算を編

成するとともに，＜美しいまちなみを守り，磨き上げるま

ちづくり＞ ＜子どもたちが安心して暮らし，学べる環境

づくり＞ ＜一人一人に寄り添い，誰ひとり取り残されな

い多様性のある社会づくり＞について重点的に予算を編成

しました。 

以上のように編成いたしました令和４年度の歳入歳出予算は 

一般会計 ４２９億２，６００万円（対前年度比 １．３％増） 

特別会計 ２３７億８，８００万円（対前年度比 ４．６％増） 

企業会計 １４３億５，８８８万８千円（対前年度比 ０．７％減）

財産区会計     １，１７０万円（対前年度比 １１．４％増）

合 計  ８１０億８，４５８万８千円（対前年度比 １．９％増）

でございます。 

予算の執行に当たりましては，歳入の確保に一層努める

とともに，事務事業の効率化・適正化を進めつつ，第５次

芦屋市総合計画に掲げる目標の実現に向けて施策を実行し

てまいります。 

議員各位におかれましては，関係する諸議案について慎

重にご審議いただき，ご議決賜りますよう，よろしくお願

い申し上げます。 

ありがとうございました。 
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資料 主な取組の予算（案） 

（予算額は，実施計画の事務事業ごとの事業費を掲載しています） 
（単位：千円） 

（１）子育て・教育 

〔施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している〕 

〔施策目標２ 未来への道を切り拓く力が育っている〕 

〔施策目標３ 生涯を通じた学びの文化が醸成されている〕

市立保育所・認定こども園の運営業務                 86,397 

私立特定教育・保育施設等運営事業          2,612,185 

病児保育事業                         83,769 

あしやキッズスクエア事業                 33,836 

青少年保護対策事業（放課後児童クラブ）         151,958 

放課後児童健全育成事業                              20,288 

児童手当事業                   1,108,317 

児童福祉対策事業                    3,061 

青少年愛護センター運営                 4,640 

子ども若者育成支援対策                 5,326 

青少年問題協議会経費                    346 

特別支援教育推進事業                  8,286 

国際理解教育推進事業                 18,232 

就学前教育推進事業                   4,355 

学力向上支援事業                    2,072 

読書活動推進事業                   15,187 

人権教育推進事業                      153 

生徒指導対策事業                      621 
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適応教室実施事業                    586 

学校体育振興事業                   10,331 

学校給食関係事務                  486,195 

進路指導関係事務                     0 

特色ある学校園づくり支援事業             1,771 

防災・安全教育推進                   359 

中学校施設整備事業                1,303,656 

教育委員会その他一般事務               7,313 

打出教育文化センター教育研究推進と研修事業      2,146 

学校園ＩＣＴ環境整備事業               80,246 

打出教育文化センター管理運営            23,682 

大学等入学支援基金事業                7,028 

美術博物館管理運営事業               331,469 

谷崎潤一郎記念館管理運営事業             58,681 

文化財保護及び活用事業                14,526 

図書館運営事業(収集整理利用)            134,909 

生涯スポーツ推進事業                 9,922 

ルナ・ホール事業                   11,900 

講座・セミナー・音楽会等の開催            7,530 

芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院          7,000 
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（２）福祉健康 

〔施策目標４ あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標５ 健康になるまちづくりが進んでいる〕 

共助の地域づくり推進事業               49,379 

地域福祉活動推進事業                109,387 

地域支援事業                    675,426 

入所措置業務                      7,712 

高年福祉に係る一般事務                6,310 

養護老人ホーム運営事業                73,442 

三条デイサービス事業                    500 

生きがい・社会参加等在宅支援事業          171,834 

老人福祉会館運営及び維持管理              6,583 

生活保護法施行事務                1,276,276 

生活困窮者自立支援事業                87,716 

介護保険に係る一般管理                32,324 

介護認定・調査事務                  55,735 

介護保険給付等                  8,761,992 

地域介護・福祉空間整備事業              91,201 

障害者総合支援法介護給付費等事業         1,682,877 

権利擁護推進事業                  24,934 

平和施策                        158 

人権擁護事業                        589 

人権啓発事業                     1,538 

男女共同参画推進施策                  466 

男女共同参画センター事業               3,917 

女性の活躍推進事業                  6,568 
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婦人保護事業                     127 

福祉センター管理運営事業             210,447 

国民健康保険事業                9,668,708 

健康増進法に関する事業              258,285 

予防接種事業                   643,256 
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（３）市民生活 

〔施策目標６ 良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている〕

市民マナー条例関係事業                6,561 

保健衛生一般事務費                   831 

廃棄物の減量・資源化促進事業             99,909 

芦屋市環境計画等推進事業               8,981 

二酸化炭素排出抑制対策事業                          3,200 

次世代自動車普及事業                                 600 

中小企業支援事業                   28,657 

商工振興対策事業                   90,691 

市民センター管理運営業務              174,681 

公害対策関係事業                   31,140 

ごみ収集・運搬に関する事業             229,155 
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（４）安全安心 

〔施策目標７ 災害に強いまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標８ 日常の安全安心が確保されている〕 

耐震改修促進法に関する事務               6,980 

道路の改良事業                                    97,549 

防災総合訓練及び地域の防災・減災事業        11,313 

防災対策関係事務                  61,298 

消防団配備車両購入事業              23,335 

消防活動に関する業務               20,815 

消費者保護事業                   7,081 

生活安全条例推進事業                9,141 

交通安全施設等整備事業              41,401 

公益灯の新設・改良・維持管理           95,829 

交通安全運動の推進                  753 

車両管理事務                   32,470 

市立芦屋病院一般会計負担金等に関する事務     788,973 
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（５）都市基盤 

〔施策目標９ 住宅都市の魅力が受け継がれ，高められている〕 

〔施策目標 10 持続可能なインフラ整備が進んでいる〕 

庭園都市推進に関する業務               12,302 

都市公園・街路樹維持管理事業            376,569 

まちの景観形成等に関する事務              5,113 

屋外広告物に関する事務                20,737 

霊園整備事業                     57,701 

芦屋市霊園維持管理業務                54,524 

都市公園施設整備事業                 5,330 

住宅政策に関する事務                 6,868 

市営住宅等改良改修工事                6,596 

開発指導等関係一般事務                 626 

建築指導等に関する事務                3,021 

道路・橋梁の修繕事業                238,850 

道路の管理に関すること                66,308 

下水道管渠維持管理事業               288,444 

下水道管渠整備事業                 185,656 

芦屋下水処理場維持管理事業             594,947 

南芦屋浜下水処理場維持管理事業           111,381 

抽水場維持管理事業                  46,444 

芦屋下水処理場整備事業               405,103 

南芦屋浜下水処理場整備事業              15,000 

抽水場整備事業                    36,556 

水道施設整備業務                  464,863 

水道事業運営業務                 1,343,306 
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環境処理センター施設改修事業             93,843 

環境処理センターの維持管理事業           777,088 

ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業         2,281,603 

交通計画等に関する事務                23,053 

都市計画の決定及び見直しに関する業務           0 

道路の除草、清掃                   24,275 
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（６）行政経営 

〔施策目標 11 協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標 12 人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている〕 

〔施策目標 13 急速な社会変化に対応できる組織になっている〕 

あしや市民活動センター管理運営事業         33,168 

地区集会所管理運営事業               68,384 

広報活動推進                    8,215 

広報紙発行                     19,952 

情報公開及び個人情報保護事務            1,520 

文書管理事務                    25,610 

広聴業務                      1,069 

行財政改革の推進                  5,097 

公有財産管理事務                  52,365 

公共施設等総合管理計画の推進に関する事務       693 

ふるさと寄附金収納事務               64,984 

総合行政情報システムの計画・運用支援       464,773 

働き方改革推進事業                   0 

時代に対応した組織運営                 0 

コンプライアンスに関する事務             2,856 

職員研修事業                    10,160 

人事評価事業                     1,947
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見
直
し

策
定
中

見
直
し

区
分

計画の名称
令　和　４　年 令　和　５　年

第５次男女共同参画行動計画
ウィザス・プラン

中小企業・小規模企業振興基本計画

芦屋市消費者教育推進計画

素案検討

公 表

パブリックコ
メントの実施

男女共同
参画推進
本部会議

庁内関係課
との協議

庁内の
意見集約

素案の作成 原案作成

男女共同参画推進
審議会

女性活躍推進会議

男女共同
参画推進
本部会議

男女共同参画推進
審議会

女性活躍推進会議

男女共同
参画推進
本部会議

男女共同参画推進
審議会

市民アンケート
の実施

消費者教育
推進地域協
議会におい
てアンケー
トの検討

庁内関
係課と
の協議 庁内の

意見集約

公 表

パブリック
コメントの
実施

原案作成
市民アンケー
トの分析

消費者教育推進地域協議会にて
素案の検討

本部会議
にて決定

策定委員会にて素案の検討
委員の

再選任・資
料収集

庁内の
意見集約

公 表

パブリック
コメントの
実施

原案作成 本部会議
にて決定

令和４年度 中・長期計画の策定スケジュール
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

区
分

計画の名称
令　　和　　４　　年 令　　和　　５　　年

見
直
し

第７期障がい福祉計画・
第３期障がい児福祉計画

見
直
し

芦屋すこやか長寿プラン２１
（第１０次芦屋市高齢者福祉計画及び

第９期介護保険事業計画）

令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

区
分

計画の名称
令　　和　　４　　年 令　　和　　５　　年

市民アン
ケートの
実施

委員の
選任・資
料収集

庁内関係
課との協
議

策定委員会にて素案の検討
ヒアリン
グ等

アンケー
トの報告

庁内の
意見集約

パブリック
コメントの
実施

原案作成

社会福祉
審議会

策定委員会にて素案の検討

策定委員会
にてアン
ケートの検

討

委員の選任・資料収集

公 表

パブリック
コメントの
実施

関係団体・事業所等へのインタビュー
調査の実施

策定委員会にて素案の検討
庁内・関係機関の意見集約

策定委員会にて意見収集
の検討

インタビュー調査結果の
分析

社会福祉
審議会

社会福祉
審議会

原案作成

社会福祉
審議会

公 表

令和４年度 中・長期計画の策定スケジュール
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見
直
し

第４次健康増進・食育推進計画

令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

区
分

計画の名称
令　　和　　４　　年 令　　和　　５　　年

区
分

計画の名称
令　　和　　４　　年 令　　和　　５　　年

見
直
し
第２期芦屋市スポーツ推進実施計画

令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

市民アンケー
トの実施

委員の選任・
資料収集

芦屋市健康増進・食
育推進計画策定委員
会においてアンケー

トの検討

庁内関係課
との協議

芦屋市健康増進・食育推進計画策定委員会にて素案の検討

庁内の
意見集約

公 表

パブリック
コメントの
実施

原案作成

市民アンケート
の分析

芦屋市健康増進・食育推進計画策定
委員会にて素案の検討

市民アンケー
トの実施

資料収集
スポーツ推進審議会
においてアンケート

の検討

庁内関係課
との協議

スポーツ推進審議会にて素案の検討

庁内の
意見集約

公 表

パブリック
コメントの
実施

原案作成

市民アンケー
トの分析 スポーツ推進審議会にて素案の検討

令和４年度 中・長期計画の策定スケジュール


