
芦屋市令和２年度事務事業一覧 

１．芦屋市及び近隣同規模自治体の事務事業数 

芦屋市 三田市 三木市 高砂市 生駒市 

362 326 688 648 500 

２．芦屋市令和２年度事務事業一覧 

NO. 事務事業名 所属名称 

1 広報活動推進 企画部広報国際交流課 

2 広報紙発行 企画部広報国際交流課 

3 記者クラブ等報道機関への対応 企画部広報国際交流課 

4 広報番組制作 企画部広報国際交流課 

5 市民相談業務 企画部お困りです課 

6 あしや市民活動センター管理運営事業 企画部市民参画課 

7 市民参画協働の仕組みづくりの推進 企画部市民参画課 

8 地区集会所管理運営事業 企画部市民参画課 

9 芦屋さくらまつりの開催 企画部市民参画課 

10 地域自治活動の振興に関する事業 企画部市民参画課 

11 文化推進計画の策定と進行管理に関する事務 企画部政策推進課 

12 市民文化賞等顕彰事業 企画部市長室 

13 芦屋市後援名義使用承認 企画部市民参画課 

14 芦屋市芸術文化活動助成及び顕彰 企画部市民参画課 

15 潮芦屋交流センター管理運営事業 企画部広報国際交流課 

16 国際交流に関する事業 企画部広報国際交流課 

17 １．１７あしやフェニックス基金事業 企画部政策推進課 

18 市長と市民の懇談会（まちづくり懇談会） 企画部市民参画課 

19 総合計画の策定と進行管理に関する事務 企画部政策推進課 

20 広聴業務 企画部お困りです課 

21 危機管理体制の充実・強化を図るための事務 企画部市長室 

22 総合行政情報システムの計画・運用支援 企画部情報政策課 

23 秘書要務 企画部市長室 

24 地方分権事務 企画部政策推進課 

25 政策の企画及び総合調整に関する事務 企画部政策推進課 

26 総合戦略の推進 企画部政策推進課 

27 行政改革の推進 企画部マネジメント推進課 

28 都市間協力 企画部政策推進課 

29 指定管理業務の総合調整に関する事務 企画部マネジメント推進課 

30 公共施設等総合管理計画の推進に関する事務 企画部マネジメント推進課 

31 情報公開及び個人情報保護事務 総務部文書法制課 

32 統計調査事務 総務部文書法制課 
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NO. 事務事業名 所属名称 

33 文書管理事務 総務部文書法制課 

34 印刷事務 総務部文書法制課 

35 人事評価事業 総務部人事課 

36 時代に対応した組織運営 総務部人事課 

37 職員研修事業 総務部人事課 

38 職員の採用・任免・異動・服務関係事務 総務部人事課 

39 人事課所管のその他一般事務 総務部人事課 

40 公務災害補償関係事務 総務部人事課 

41 職員の福利厚生事務 総務部人事課 

42 芦屋市職員公舎住宅貸与事業 総務部人事課 

43 人事・給与制度に係る研究及び改定事務 総務部人事課 

44 職員組合及び労働組合との交渉・折衝業務 総務部人事課 

45 職員の給与及び旅費等の支給に関する事務 総務部人事課 

46 法制事務 総務部文書法制課 

47 市議会との連絡調整等の事務 総務部文書法制課 

48 工事及び調達等の入札契約事務 総務部契約検査課 

49 検査事務 総務部契約検査課 

50 働き方改革推進事業 総務部人事課 

51 公共用地取得費特別会計事務 総務部用地管財課 

52 庁舎周辺整備 総務部用地管財課 

53 公有財産管理事務 総務部用地管財課 

54 公共事業用地取得 総務部用地管財課 

55 財産区に関する事務 総務部用地管財課 

56 庁舎管理事務 総務部用地管財課 

57 備品管理事務 総務部用地管財課 

58 車両管理事務 総務部用地管財課 

59 市税・未収強制徴収公債権の徴収事業 総務部（財務担当）債権管理課 

60 都市公園の管理・運営事業 都市建設部道路・公園課 

61 都市公園・街路樹維持管理事業 都市建設部街路樹課 

62 市立芦屋病院一般会計負担金等に関する事務 芦屋病院総務課 

63 救急救命士の養成及び応急手当の普及啓発業務 消防本部救急課 

64 救急活動に関する業務 消防本部救急課 

65 道徳教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

66 カウンセリングセンター管理運営事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

67 適応教室実施事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

68 予算管理事務 総務部（財務担当）財政課 

69 市県民税賦課事務 総務部（財務担当）課税課 

70 固定資産税・都市計画税等賦課事務 総務部（財務担当）課税課 

71 税務管理事務 総務部（財務担当）課税課 

72 平和施策 市民生活部人権・男女共生課 

73 人権啓発事業 市民生活部人権・男女共生課 

74 隣保館事業 市民生活部上宮川文化センター 

75 観光事業 市民生活部地域経済振興課 



NO. 事務事業名 所属名称 

76 ふるさと寄附推進事業 市民生活部地域経済振興課 

77 あしや秋まつりの開催 市民生活部地域経済振興課 

78 上宮川文化センター管理運営 市民生活部上宮川文化センター 

79 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等関連事業 市民生活部市民課 

80 人権擁護事業 市民生活部人権・男女共生課 

81 上宮川文化センター施設補修事業 市民生活部上宮川文化センター 

82 男女共同参画センター事業 市民生活部人権・男女共生課 

83 男女共同参画推進施策 市民生活部人権・男女共生課 

84 女性の活躍推進事業 市民生活部人権・男女共生課 

85 婦人保護事業 市民生活部人権・男女共生課 

86 児童センター事業 市民生活部上宮川文化センター 

87 国民健康保険事業 市民生活部保険課 

88 後期高齢者医療事業 市民生活部保険課 

89 無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業 市民生活部市民課 

90 労働福祉・雇用対策事業 市民生活部地域経済振興課 

91 消費者保護事業 市民生活部地域経済振興課 

92 農林水産業対策事業 市民生活部地域経済振興課 

93 芦屋市環境計画等推進事業 市民生活部環境課 

94 一般住宅向エコ・エネルギーシステム導入補助事業 市民生活部環境課 

95 廃棄物の減量・資源化促進事業 市民生活部環境施設課 

96 低公害車普及事業 市民生活部環境課 

97 し尿処理業務 市民生活部環境課 

98 薬剤散布等環境衛生業務 市民生活部環境課 

99 畜犬登録業務 市民生活部環境課 

100 行旅死亡人の引き取り業務 市民生活部環境課 

101 公害対策関係事業 市民生活部環境課 

102 市民マナー条例関係事業 市民生活部環境課 

103 保健衛生一般事務費 市民生活部環境課 

104 ごみ収集・運搬に関する事業 市民生活部収集事業課 

105 ごみ収集関係事務事業 市民生活部収集事業課 

106 霊園整備事業 市民生活部環境課 

107 環境処理センターの維持管理事業 市民生活部環境施設課 

108 パイプライン維持管理事業 市民生活部環境施設課 

109 環境処理センター施設改修事業 市民生活部環境施設課 

110 芦屋市霊園維持管理業務 市民生活部環境課 

111 芦屋市霊園使用者募集 市民生活部環境課 

112 芦屋市火葬場維持管理業務 市民生活部環境課 

113 あしや温泉運営管理業務 市民生活部環境課 

114 中小企業支援事業 市民生活部地域経済振興課 

115 商工振興対策事業 市民生活部地域経済振興課 

116 ラポルテ市民サービスコーナー運営管理 市民生活部市民課 

117 国民年金事業 市民生活部市民課 

118 戦争犠牲者等援護事業 福祉部地域福祉課 



NO. 事務事業名 所属名称 

119 民生委員・児童委員活動の推進 福祉部地域福祉課 

120 福祉医療費助成事業 福祉部地域福祉課 

121 地域支援事業 福祉部高齢介護課 

122 生活困窮者自立支援事業 福祉部地域福祉課 

123 生活保護法施行事務 福祉部生活援護課 

124 社会福祉一般事務 福祉部地域福祉課 

125 社会福祉法人等助成費 福祉部地域福祉課 

126 友愛基金等関係事業 福祉部地域福祉課 

127 芦屋市災害見舞金 福祉部地域福祉課 

128 福祉センター管理運営事業 福祉部福祉センター 

129 援護資金貸付金 福祉部生活援護課 

130 生活困窮者に対する法外扶助金給付事業 福祉部生活援護課 

131 中国残留邦人等支援事業 福祉部生活援護課 

132 災害援護資金償還事務 福祉部生活援護課 

133 災害弔慰金支給及びり災証明書発行事務 福祉部生活援護課 

134 介護保険に係る一般管理 福祉部高齢介護課 

135 介護認定・調査事務 福祉部高齢介護課 

136 介護保険給付等 福祉部高齢介護課 

137 芦屋ハートフル福祉公社支援 福祉部高齢介護課 

138 社会福祉法人・施設指導監査等事業 福祉部監査指導課 

139 生きがい・社会参加等在宅支援事業 福祉部高齢介護課 

140 地域福祉活動推進事業 福祉部地域福祉課 

141 芦屋市社会福祉協議会支援事業 福祉部地域福祉課 

142 地域介護・福祉空間整備事業 福祉部高齢介護課 

143 権利擁護推進事業 福祉部地域福祉課 

144 共助の地域づくり推進事業 福祉部地域福祉課 

145 老人福祉会館運営及び維持管理 福祉部高齢介護課 

146 入所措置業務 福祉部高齢介護課 

147 高年福祉に係る一般事務 福祉部高齢介護課 

148 養護老人ホーム運営事業 福祉部高齢介護課 

149 三条デイサービス事業 福祉部高齢介護課 

150 地域生活支援事業 福祉部障害福祉課 

151 障害者総合支援法介護給付費等事業 福祉部障害福祉課 

152 障がい者福祉・障がい児育成事業 福祉部障害福祉課 

153 障がい者（児）助成事業 福祉部障害福祉課 

154 みどり地域生活支援センターに要する経費 福祉部障害福祉課 

155 「友愛」基金による社会福祉活動助成事業 福祉部障害福祉課 

156 阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式 福祉部生活援護課 

157 バリアフリー化推進事業助成 福祉部地域福祉課 

158 市立保育所・認定こども園の運営業務 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

159 私立特定教育・保育施設等運営事業 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

160 保育士・保育教諭活躍サポート事業 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

161 いじめ防止対策事業 こども・健康部子育て推進課 



NO. 事務事業名 所属名称 

162 市立保育所・認定こども園の維持管理業務 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

163 ひょうご保育料軽減事業補助金（保育所等） こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

164 子育てセンター運営事業 こども・健康部子育て推進課 

165 子育て支援事業 こども・健康部子育て推進課 

166 母子保健事業 こども・健康部健康課 

167 母子父子家庭児童育成事業と母子・父子自立支援員の設置 こども・健康部子育て推進課 

168 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 こども・健康部子育て推進課 

169 児童福祉対策事業 こども・健康部子育て推進課 

170 児童手当事業 こども・健康部子育て推進課 

171 母子父子家庭自立支援給付金事業 こども・健康部子育て推進課 

172 児童扶養手当制度 こども・健康部子育て推進課 

173 交通遺児就学激励金 こども・健康部子育て推進課 

174 育児支援家庭訪問事業 こども・健康部子育て推進課 

175 児童福祉施設措置事業 こども・健康部子育て推進課 

176 子育て世帯臨時特別給付金支給事業 こども・健康部子育て推進課 

177 特定教育・保育施設等施設整備事業 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 

178 子ども・子育て支援事業計画推進事業 こども・健康部子育て推進課 

179 市立認定こども園整備業務 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 

180 認可外保育施設利用者補助事業 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

181 病児保育事業 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

182 地域子育て支援事業 こども・健康部子育て推進課（子育施設担当 

183 特定教育・保育施設等に対する監査指導事業 こども・健康部子育て推進課（監査指導） 

184 健康増進法に関する事業 こども・健康部健康課 

185 予防接種事業 こども・健康部健康課 

186 特定疾病療養費補助事業 こども・健康部健康課 

187 健康被害予防事業 こども・健康部健康課 

188 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 こども・健康部健康課 

189 救急医療事業 こども・健康部健康課 

190 障害児通所支援等に要する経費 こども・健康部子育て推進課 

191 都市計画の決定及び見直しに関する業務 都市建設部都市計画課 

192 住居表示の変更及び実施 都市建設部建設総務課 

193 ＪＲ芦屋駅北地区再開発事業 都市建設部都市整備課 

194 阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業

（ 

都市建設部建設総務課 

195 都市計画事業特別融資制度 都市建設部建設総務課 

196 地籍調査に関する事務 都市建設部道路・公園課 

197 芦屋サマーカーニバルの開催 都市建設部道路・公園課 

198 生活安全条例推進事業 都市建設部建設総務課 

199 公益灯の新設・改良・維持管理 都市建設部街路樹課 

200 防災総合訓練及び地域の防災・減災事業 都市建設部防災安全課 

201 防災対策関係事務 都市建設部防災安全課 

202 防災拠点の維持管理 都市建設部防災安全課 

203 災害復旧 都市建設部防災安全課 



NO. 事務事業名 所属名称 

204 国民保護計画の策定及び見直し 都市建設部防災安全課 

205 耐震改修促進法に関する事務 都市建設部建築指導課 

206 市建築物の計画、設計及び工事監理等 都市建設部建築課 

207 狭隘道路整備事業 都市建設部建築指導課 

208 庭園都市推進に関する業務 都市建設部街路樹課 

209 芦屋市総合公園管理運営事業 都市建設部道路・公園課 

210 緑化施策に関する事務 都市建設部都市計画課 

211 芦屋市総合公園整備事業（償還） 都市建設部道路・公園課 

212 まちの景観形成等に関する事務 都市建設部都市計画課 

213 屋外広告物に関する事務 都市建設部都市計画課 

214 道路の改良事業 都市建設部道路・公園課 

215 地区計画等の策定に関する事務 都市建設部都市計画課 

216 交通安全施設等整備事業 都市建設部道路・公園課 

217 道路・橋梁の修繕事業 都市建設部道路・公園課 

218 交通安全運動の推進 都市建設部建設総務課 

219 ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業 都市建設部都市整備課 

220 交通計画等に関する事務 都市建設部都市計画課 

221 自転車駐輪場管理運営事業 都市建設部建設総務課 

222 街路事業（山手幹線） 都市建設部都市整備課 

223 ＪＲ北芦屋駅周辺公共施設維持管理業務 都市建設部道路・公園課 

224 道路の管理に関すること 都市建設部道路・公園課 

225 道路の補修工事 都市建設部道路・公園課 

226 道路の除草、清掃 都市建設部街路樹課 

227 放置自転車対策 都市建設部道路・公園課 

228 駐車場事業特別会計 都市建設部建設総務課 

229 開発指導等関係一般事務 都市建設部建築指導課 

230 建築指導等に関する事務 都市建設部建築指導課 

231 住宅関連一般事務 都市建設部住宅課 

232 市営住宅等改良改修工事 都市建設部住宅課 

233 市営住宅等管理業務 都市建設部住宅課 

234 南芦屋浜団地の建設費（割賦金） 都市建設部住宅課 

235 災害復興住宅特別融資制度 都市建設部住宅課 

236 兵庫県住宅再建共済制度 都市建設部住宅課 

237 都市公園施設整備事業 都市建設部道路・公園課 

238 南芦屋浜地区開発事業 都市建設部都市計画課 

239 都市計画に関する基礎調査 都市建設部都市計画課 

240 都市計画関係等一般事務 都市建設部都市計画課 

241 都市計画関係等その他一般事務 都市建設部都市整備課 

242 都市計画事業特別公有財産評価委員会 都市建設部都市整備課 

243 山手第一地区都市環境整備事業 都市建設部都市整備課 

244 都市建設部一般事務 都市建設部建設総務課 

245 都市公園維持管理事業 都市建設部道路・公園課 

246 下水道整備受託事業 上下水道部下水道課 



NO. 事務事業名 所属名称 

247 水道施設整備業務 上下水道部水道管理課 

248 下水道管渠維持管理事業 上下水道部下水道課 

249 下水道管渠整備事業 上下水道部下水道課 

250 芦屋下水処理場維持管理事業 上下水道部下水処理場 

251 南芦屋浜下水処理場維持管理事業 上下水道部下水処理場 

252 抽水場維持管理事業 上下水道部下水処理場 

253 芦屋下水処理場整備事業 上下水道部下水処理場 

254 南芦屋浜下水処理場整備事業 上下水道部下水処理場 

255 抽水場整備事業 上下水道部下水処理場 

256 浄水業務 上下水道部水道管理課 

257 水道維持管理業務 上下水道部水道管理課 

258 受託工事業務 上下水道部水道管理課 

259 水道事業運営業務 上下水道部水道管理課 

260 阪神水道企業団 上下水道部水道管理課 

261 下水道一般管理事業 上下水道部下水道課 

262 出納及び決算に関する事業 会計課 

263 通信施設及び消防情報機器の運営管理業務 消防本部警防課（通信装備担当） 

264 消防用自動車購入事業 消防本部警防課（通信装備担当） 

265 消防団運営管理業務 消防本部総務課 

266 消防庁舎維持管理業務 消防本部総務課 

267 消防団施設・設備維持管理事務 消防本部総務課 

268 消防活動に関する業務 消防本部警防課 

269 救助・水防活動に関する業務 消防本部警防課 

270 消防車両及び資機材維持・管理事業 消防本部警防課（通信装備担当） 

271 消防団配備車両購入事業 消防本部警防課（通信装備担当） 

272 防火指導と防火意識の普及啓発 消防本部予防課 

273 火災予防業務 消防署 

274 各種消防活動業務 消防署 

275 防火・防災・応急手当等の普及啓発 消防署 

276 防火対象物の規制・指導 消防本部予防課 

277 危険物の規制・指導 消防本部予防課 

278 消防本部運営管理事業 消防本部総務課 

279 教育委員会その他一般事務 教育委員会管理部管理課 

280 小学校施設整備事業 教育委員会管理部管理課 

281 中学校施設整備事業 教育委員会管理部管理課 

282 幼稚園施設整備事業 教育委員会管理部管理課 

283 芦屋市奨学金 教育委員会管理部管理課 

284 就学援助費 教育委員会管理部管理課 

285 私立学校園助成費 教育委員会管理部管理課 

286 在日外国人学校就学補助金 教育委員会管理部管理課 

287 教育委員会の運営 教育委員会管理部管理課 

288 小学校維持管理 教育委員会管理部管理課 

289 中学校維持管理 教育委員会管理部管理課 



NO. 事務事業名 所属名称 

290 幼稚園維持管理 教育委員会管理部管理課 

291 小学校施設維持管理業務 教育委員会管理部管理課 

292 中学校施設維持管理業務 教育委員会管理部管理課 

293 幼稚園施設維持管理業務 教育委員会管理部管理課 

294 市立幼稚園子育て支援事業 教育委員会管理部管理課 

295 遠距離通学費助成 教育委員会管理部管理課 

296 大学等入学支援基金事業 教育委員会管理部管理課 

297 私立幼稚園子育て支援事業 教育委員会管理部管理課 

298 職員の採用、任免、異動、研修、表彰、服務関係事業 教育委員会管理部教職員課 

299 人事関係内部管理業務 教育委員会管理部教職員課 

300 正規職員の例月給与・一時金・退職金等の業務 教育委員会管理部教職員課 

301 公務災害・通勤災害 教育委員会管理部教職員課 

302 職員の執務環境及び健康管理関係事業 教育委員会管理部教職員課 

303 嘱託、臨時職員関係経常業務 教育委員会管理部教職員課 

304 県費負担教職員の服務等の経常業務 教育委員会管理部教職員課 

305 国際理解教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

306 就学前教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

307 学力向上支援事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

308 読書活動推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

309 特別支援教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

310 人権教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

311 生徒指導対策事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

312 学校体育振興事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

313 学校保健関係事務 教育委員会学校教育部学校教育課 

314 中学校部活動推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

315 学校給食関係事務 教育委員会学校教育部学校教育課 

316 打出教育文化センター教育研究推進と研修事業 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 

317 打出教育文化センター一般事務 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 

318 教職員の資質向上事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

319 学校園ＩＣＴ環境整備事業 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 

320 義務教育運営等事務 教育委員会学校教育部学校教育課 

321 企画運営事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

322 打出教育文化センター一般事業 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 

323 打出教育文化センター管理運営 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 

324 文化活動振興事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

325 進路指導関係事務 教育委員会学校教育部学校教育課 

326 環境教育推進・自然学校推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

327 トライやる・ウィーク推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

328 特色ある学校園づくり支援事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

329 防災・安全教育推進事業 教育委員会学校教育部学校教育課 

330 生涯学習推進事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 

331 美術博物館管理運営事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 

332 谷崎潤一郎記念館管理運営事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 
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333 富田砕花顕彰事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 

334 市民センター管理運営業務 教育委員会社会教育部市民センター 

335 ルナ・ホール事業 教育委員会社会教育部市民センター 

336 講座・セミナー・音楽会等の開催 教育委員会社会教育部公民館 

337 芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院 教育委員会社会教育部公民館 

338 芦屋市立公民館運営審議会等 教育委員会社会教育部公民館 

339 常設展示事業・公民館ギャラリー 教育委員会社会教育部公民館 

340 阪神南青い鳥・くすの木学級の開催 教育委員会社会教育部公民館 

341 文化財保護及び活用事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 

342 市民会館文化事業 教育委員会社会教育部市民センター 

343 図書館運営事業（収集整理利用） 教育委員会社会教育部図書館 

344 図書館施設整備事業 教育委員会社会教育部図書館 

345 公民館図書室の運営 教育委員会社会教育部公民館 

346 生涯スポーツ推進事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

347 三条分室及び三条デイサービスセンターの維持管理 教育委員会社会教育部生涯学習課 

348 体育館・青少年センター等の管理運営事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

349 芦屋公園庭球場管理運営事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

350 朝日ケ丘公園水泳プール管理運営事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

351 海浜公園水泳プール管理運営事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

352 スポーツ振興基金事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 

353 人権教育推進 教育委員会社会教育部生涯学習課 

354 あしやキッズスクエア事業 教育委員会社会教育部青少年育成課 

355 子ども若者育成支援対策 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 

356 青少年愛護センター運営 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 

357 青少年問題協議会経費 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 

358 青少年健全育成及び青少年団体育成事業 教育委員会社会教育部青少年育成課 

359 学校園・家庭・地域の教育推進支援事業 教育委員会社会教育部生涯学習課 

360 青少年保護対策事業（芦屋市放課後児童クラブ事業） 教育委員会社会教育部青少年育成課 

361 放課後児童健全育成事業 教育委員会社会教育部青少年育成課 

362 南芦屋浜地区教育施設用地活用事業 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 


