
重点取組

010101014002 広報活動推進                        企画部広報国際交流課 01-01-001

010101014002 広報活動推進                        企画部広報国際交流課 再掲 01-01-001

010101014002 広報活動推進                        企画部広報国際交流課 再掲 01-01-001

010101020483 広報紙発行                         企画部広報国際交流課 01-01-002

010101020097 観光事業                          市民生活部地域経済振興課 01-01-003

010101020486 記者クラブ等報道機関への対応                企画部広報国際交流課 01-01-004

010101020487 ＣＡＴＶ広報チャンネル制作                 企画部広報国際交流課 01-01-005

010101024016 ご当地ナンバープレート交付事務               総務部（財務担当）課税課 01-01-006

010101024017 ふるさと寄附推進事業                    市民生活部地域経済振興課 01-01-007

031303010096 商工振興対策事業                      市民生活部地域経済振興課 再掲 13-03-002

010101020483 広報紙発行                         企画部広報国際交流課 再掲 01-01-002

010101020487 ＣＡＴＶ広報チャンネル制作                 企画部広報国際交流課 再掲 01-01-005

010101014002 広報活動推進                        企画部広報国際交流課 再掲 01-01-001

010101030559 市民相談業務                        企画部お困りです課 01-01-008

010102014004 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 01-02-001

010102014004 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 再掲 01-02-001

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

010102010493 市民参画協働の仕組みづくりの推進              企画部市民参画課 01-02-002

010102014004 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 再掲 01-02-001

010102020011 地区集会所管理運営事業                   企画部市民参画課 01-02-003

010102020006 芦屋さくらまつりの開催                   企画部市民参画課 01-02-004

010102020671 芦屋サマーカーニバルの開催                 都市建設部公園緑地課 01-02-005

010102020651 あしや秋まつりの開催                    市民生活部地域経済振興課 01-02-006

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

010103010007 地域自治活動の振興に関する事業               企画部市民参画課 01-03-001

010102014004 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 再掲 01-02-001

031002010367 地区計画等の策定に関する事務                都市建設部都市計画課 再掲 10-02-004

010201010631 文化振興事業                        企画部政策推進課 02-01-001

010201010631 文化振興事業                        企画部政策推進課 再掲 02-01-001

010201020305 生涯学習推進事業                      教育委員会社会教育部生涯学習課 02-01-002

010201020341 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 再掲 02-01-003

010201020337 ルナ・ホール事業                      教育委員会社会教育部市民センター 再掲 02-01-007

010201021028 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 再掲 02-01-008

010201020313 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 再掲 02-01-011

010201020341 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 02-01-003

010201020321 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 02-01-004

010201020338 富田砕花顕彰事業                      教育委員会社会教育部生涯学習課 02-01-005

010201020310 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 02-01-006

010201030336 市民会館文化事業                      教育委員会社会教育部市民センター 再掲 02-01-014

010201020337 ルナ・ホール事業                      教育委員会社会教育部市民センター 02-01-007

010201021028 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 02-01-008

010201020312 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 02-01-009

010201020315 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 02-01-010

010201020313 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 02-01-011

010201040316 公民館図書室の運営                     教育委員会社会教育部公民館 再掲 02-01-017

010201020223 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 02-01-012

010201020343 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 02-01-013

010201020341 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 再掲 02-01-003

①芦屋の文化を見つめなおし，個性豊か
で幅広い芦屋文化をまちの魅力として広
く発信します。

①重点施策に則った「第２次芦屋市文化
振興基本計画」の策定を平成28年度
（2016年度）中に行います。

②芸術，芸能，生活文化等はもとより，学
術，景観，観光その他創造的活動をも含
む個性豊かで幅広い芦屋文化を発信し，
まちの魅力として定着を図ります。

②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の
世代に継承できる取組を進めます。

①芦屋の文化を知り，身近に感じること
ができるよう，子どもにも分かりやすい出
前講座や展示，リーフレットや冊子を作
成して配布するなど，芦屋の文化につい
ての理解が深まるよう取り組みます。

②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記
念館，富田砕花旧居等の文化施設の活
性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

③芦屋の伝統や文化を広め，継承する
ために，講演会などを開催します。

②市民が市民活動に参加しやすい環境
をつくります。

①市民活動や地域活動の情報発信を行
い，市民活動の機会の提供に努めます。

②社会福祉協議会での福祉ボランティア
活動を含めた市内全体のボランティア活
動を推進，強化し，互助の地域をつくりま
す。

①市民主体の地域課題の解決と地域運
営への取組を支援します。

①自治会活動などに参加していない市民
に，地域活動の大切さや楽しさ等を伝え
るなど，地域活動が活性化するための支
援を行います。

②地域の課題解決に向けて，市民が主
体的に取組を進めやすくするための支援
を検討します。

③まちづくりに関わる様々な主体が互い
に交流し，事例の研究などによって知識
を深め，地域におけるまちづくりを進めつ
つ，連携する機会を充実します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①市民の意欲・特技・経験を生かし，地
域を支える市民の力を豊かにする取組を
支援します。

①あしや市民活動センター機能の認知度
を向上させます。

②ＮＰＯ，自治会等の市民活動のすそ野
を広げ，地域を支える人材の発掘や育成
を支援します。

③職員の協働に対する意識を向上させる
よう，協働に関する情報を共有します。

　　②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名

①市民が必要とする情報や行政が市民
に届けたい情報を効果的に発信します。

①市民ニーズの把握と分析を行い，これ
までの広報のあり方を検証します。

②分かりやすい表現方法や，目にふれ
やすく，見つけやすい情報発信になって
いるか発信方法を見直すとともに，時代
に合った広報媒体の活用も視野に入れ
て広報活動を充実させます。

③より効果的で効率的な情報発信となる
よう，職員の意識向上を目指します。

①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  
　　①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

担当課 再掲

　　③地域主体のまちづくりの仕組みが根付き、地域の力が高まっている                      

ページ
重点施策

②本市の住宅都市としての魅力発信に
つながる情報提供に努めます。

①市民が芦屋に愛着や誇りを持てるよう
に，全国でも優れた住宅都市としての本
市の魅力について情報発信を行います。

②魅力発信については，市民参画・協働
の視点で取り組みます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               
　　①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

掲載事務事業一覧-1

(4）



重点取組

010201020337 ルナ・ホール事業                      教育委員会社会教育部市民センター 再掲 02-01-007

010201021028 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 再掲 02-01-008

010201020312 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 再掲 02-01-009

010201020343 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 再掲 02-01-013

010201021028 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 再掲 02-01-008

010201020343 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 再掲 02-01-013

010201030336 市民会館文化事業                      教育委員会社会教育部市民センター 02-01-014

010201020305 生涯学習推進事業                      教育委員会社会教育部生涯学習課 再掲 02-01-002

010201021028 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 再掲 02-01-008

010201020312 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 再掲 02-01-009

010201040317 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 02-01-015

010201040616 図書館施設整備事業                     教育委員会社会教育部図書館 02-01-016

010201040316 公民館図書室の運営                     教育委員会社会教育部公民館 02-01-017

010201040317 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 再掲 02-01-015

010201050309 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 02-01-018

010201050309 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 再掲 02-01-018

010201060490 市民文化賞等顕彰事業                    企画部市長室 02-01-019

010201060332 芦屋市後援名義使用承認                   企画部市民参画課 02-01-019

010201060333 芦屋市芸術文化活動助成及び顕彰               企画部市民参画課 02-01-019

010201060306 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 02-01-019

010201060326 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 02-01-019

010201064005 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 02-01-019

010201064006 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 02-01-019

010201064007 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 02-01-020

010201064008 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 02-01-020

010202014003 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 02-02-001

010202010488 国際交流に関する事業                    企画部広報国際交流課 02-02-002

010201020305 生涯学習推進事業                      教育委員会社会教育部生涯学習課 再掲 02-01-002

010201021028 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 再掲 02-01-008

010202010262 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 再掲 02-02-003

010202010262 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 02-02-003

010202010488 国際交流に関する事業                    企画部広報国際交流課 再掲 02-02-002

010202010262 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 再掲 02-02-003

010301010092 平和施策                          市民生活部人権推進課 03-01-001

010301020083 人権啓発事業                        市民生活部人権推進課 03-01-002

010301020087 隣保館事業                         市民生活部上宮川文化センター 03-01-003

010301020086 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 03-01-004

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

　　②様々な交流が、多様な文化への理解と見識を深めている                           

③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          
　　①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の
世代に継承できる取組を進めます。

③芦屋の伝統や文化を広め，継承する
ために，講演会などを開催します。

④失われつつある戦前，戦中の地域の
伝統や文化を継承するため，戦前，戦中
を知る人達の記憶の記録や状況調査等
を行うとともに，調査結果を広く市民と共
有し，活用します。

③市民が主体となって活躍する知の循環
型社会の構築を目指します。

①芦屋の文化を知り，自らリーダーとなっ
て活躍できる人材が豊富になるように，
研修会や講習会を実施し，ボランティアを
育成，支援します。

②個々の学習成果が社会に還元，活用
され，市民の生きがいや更なる学習意欲
につながるよう，市民が主体となった発
表会や研修会等を実施します。

④地域の情報拠点として，公立図書館を
充実させます。

①市民が知識や教養を高めることができ
るよう，図書館施設の整備や資料の充実
を図るとともに，調べ物や読書相談等の
サポートを強化します。

②子どもたちの読書機会を増やせるよ
う，子どもと本を結ぶ図書館行事の充
実，保育所・幼稚園向けの読み聞かせ
や，学校への団体貸出等を実施します。

⑤「するスポーツ・みるスポーツ・ささえる
スポーツ」を推進し，全ての市民が健康
で豊かなスポーツ文化を楽しむことがで
きる環境を創ります。

①「芦屋市スポーツ推進実施計画」に基
づき，スポーツ施策を推進します。

②高齢者，障がいのある人，ファミリー
等，誰もがライフステージに応じて楽し
み，人と人の絆を深めるスポーツ事業を
実施します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①多様な文化を持つ人々との交流を促
進し，お互いの理解を深めます。

①潮芦屋交流センターを国際交流の拠
点として，また，地域のコミュニティの活
動拠点として広く活用されるよう周知を図
ります。

②芦屋市国際交流協会や社会教育関連
団体との連携，協力によるセミナーや講
演会等を実施し，国際理解を深める機会
の充実を図ります。

③様々な異文化交流の機会を活用し，子
どもたちが外国の言語や文化に触れた
り，自国の文化を発信したりする取組を
進めます。

④外国語によるスピーチコンテストの実
施など，外国にルーツのある児童生徒と
他の児童生徒が相互に学びあい，高め
合える機会を増やします。

②外国人住民が安心して暮らせる共生
のまちづくりを進めます。

①外国人住民が生活に必要な情報を入
手できるように，外国人向けの刊行物，
パンフレット，公共サイン等を多言語表記
や「やさしい日本語」で情報提供します。

②外国人児童生徒の望ましい教育の在
り方について協議を深め，日本語指導支
援員の配置などの支援体制を整備しま
す。

①非核・平和意識の高揚を図るため各種
事業を充実します。

①平和の大切さを再認識できるように，
「平和首長会議」の提唱する非核・平和
事業を実施するほか，平和講演会等を実
施するなど「みんなで考えよう　平和と人
権」事業を拡充します。

②「人権教育・人権啓発に関する総合推
進指針」に基づき人権啓発事業に取り組
みます。

①お互いの人権を尊重する社会を目指し
て，「日々の生活と人権を考える集い」な
どの人権啓発事業に工夫を加え実施しま
す。

②上宮川文化センターでは，人権啓発，
住民交流の拠点施設として，地域福祉や
人権意識の向上を担い得る機関となるよ
うに，講演会などを充実し，市民が親しみ
やすい各種事業を実施します。

掲載事務事業一覧-2

(5）



重点取組

010301020089 人権教育推進                        教育委員会社会教育部生涯学習課 03-01-005

010301020083 人権啓発事業                        市民生活部人権推進課 再掲 03-01-002

010301030550 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 03-01-006

010301030082 人権擁護事業                        市民生活部人権推進課 03-01-007

020702020648 権利擁護推進事業                      福祉部地域福祉課 再掲 07-02-005

010301040088 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 03-01-008

010301044025 戦争犠牲者等援護事業                    福祉部地域福祉課 03-01-008

010302010351 男女共同参画センター事業                  市民生活部男女共同参画推進課 03-02-001

010302010349 男女共同参画推進施策                    市民生活部男女共同参画推進課 再掲 03-02-002

010302010349 男女共同参画推進施策                    市民生活部男女共同参画推進課 03-02-002

010302014009 女性の活躍推進事業                     市民生活部男女共同参画推進課 03-02-003

010302024010 婦人保護事業                        市民生活部男女共同参画推進課 03-02-004

010302010349 男女共同参画推進施策                    市民生活部男女共同参画推進課 再掲 03-02-002

010401010275 就学前教育推進事業                     教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-004

010401010570 教育委員会その他一般事務                  教育委員会管理部管理課 04-01-001

010401010189 市立保育所の運営業務                    こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 04-01-002

010401011041 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（子育て施設担当） 04-01-003

010401010275 就学前教育推進事業                     教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-004

010401010189 市立保育所の運営業務                    こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 再掲 04-01-002

010401011041 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（子育て施設担当） 再掲 04-01-003

010401020260 学力向上支援事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-005

010401020260 学力向上支援事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-005

010202010262 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 再掲 02-02-003

010401020670 読書活動推進事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-006

010201040616 図書館施設整備事業                     教育委員会社会教育部図書館 再掲 02-01-016

010401020259 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 04-01-007

010401010189 市立保育所の運営業務                    こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 再掲 04-01-002

010401011041 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（子育て施設担当） 再掲 04-01-003

010401030264 人権教育推進事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-008

010401030267 道徳教育推進事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-009

010401030266 適応教室実施事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-012

010401030281 生徒指導対策事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-013

010401031034 いじめ防止対策事業                     こども・健康部子育て推進課（こども担当） 04-01-010

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

　　②男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている                            

④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          
　　①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

②「人権教育・人権啓発に関する総合推
進指針」に基づき人権啓発事業に取り組
みます。

③市民や職員が人権教育推進の担い手
となるように，人材育成に取り組むととも
に，芦屋市人権教育推進協議会の事業
を支援します。

③全ての市民の人権が守られるよう取り
組みます。

①住民票などの不正請求，不正取得に
より市民の人権が侵害されないように，
本人通知制度の周知と適正な運用を行
います。

②市民一人一人の権利が尊重され安心
して暮らすことができる環境づくりを進め
るため，支援が必要な高齢者や障がい
のある人たちを支える市民後見人の養成
や，その活動を支援します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①性別による固定的な役割分担意識の
解消などにより，女性の社会参画を進め
ます。

①各種講座の開催，「ウィザス」の定期発
行，ウィザスあしやフェスタの開催等によ
る啓発や女性のための悩み・法律相談に
よる支援等，性別による固定的な役割分
担の意識の解消のための取組を進めま
す。

②市附属機関等における女性委員の登
用割合を高め，政策・方針決定過程での
男女共同参画を推進します。

③長時間労働の抑制，育児休業や介護
休暇の取得促進等により，子育てや介護
を支える環境整備の推進に取り組み，
ワーク・ライフ・バランスを促進します。

④女性の職業生活における活躍を推進
するため，計画を策定し，相談などの支
援を行います。

②性別による人権侵害の防止，啓発に
努めます。

①ＤＶ被害者の相談窓口を充実し，被害
者の早期発見，安全確保を図り，幅広い
関係機関との連携のもと，切れ目のない
自立支援を行います。

②性差別による暴力防止についての啓
発を行います。

①就学前の子どもの健やかな発達を保
障する教育・保育を提供します。

①「就学前カリキュラム」に基づき，幼稚
園，保育所（園），認定こども園の連携を
深め，質の高い教育・保育が受けられる
ように取り組みます。

②幼児期と児童期の教育が円滑に接続
し，連続性や一貫性を確保できるよう，就
学前施設と小学校との交流を促進し，連
携の充実を図ります。

②子どもたちの学習意欲の向上と学力
の定着を図る指導を充実します。

①全国学力・学習状況調査の結果を分
析し，基礎的，基本的な知識，技能を活
用する力を育む指導の研究を推進すると
ともに， 算数・数学のチューター，理科推
進員を効果的に活用し，学力が定着しに
くい児童生徒の学習意欲と学力の向上を
目指します。

②小学校における英語学習の教科化に
備え，子どもの英語の学習意欲と活用能
力が向上するように，英語を系統的，専
門的に指導する人材を配置するととも
に，中学校との滑らかな接続を目指した
カリキュラムを作成し，指導の充実を図り
ます。

③子どもが読書の喜びや楽しさを体感
し，読書意欲を高めることができるよう，
家読（うちどく）などの活動を推進し，子ど
もの読書機会を増やします。また，本を
活用した学習を推進するために，授業で
の学校図書館利用を促進するとともに，
公立図書館との連携を強化します。

④インクルーシブ教育システムの構築を
めざし，共に学びながら，一人一人の教
育的ニーズに応じた教育を十分に受けら
れる環境整備を進めます。

③子どもたちが命や人権を大切にする
「豊かな心」と，「健やかな体」をバランス
よく身に付けられるよう取り組みます。

①「いじめは人権侵害であり，決して許さ
れない行為である。」との認識のもと，
「芦屋市いじめ防止基本方針」に基づき，
教育相談の充実や実態把握のためのア
ンケート調査を実施するとともに，子ども
たち自身がいじめについて考える機会を
設けるなど，いじめ防止策を推進します。

掲載事務事業一覧-3

(6）



重点取組

010401030257 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 04-01-011

010401030266 適応教室実施事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-012

010401030281 生徒指導対策事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-013

010401030281 生徒指導対策事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-013

010401030271 学校体育振興事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-014

010401030273 学校保健関係事務                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-015

010401030274 学校給食関係事務                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-016

010401040287 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 04-01-017

010401040283 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 04-01-018

010401040285 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 04-01-019

010401050291 小学校施設整備事業                     教育委員会管理部管理課 04-01-020

010401050292 中学校施設整備事業                     教育委員会管理部管理課 04-01-021

010401050293 幼稚園施設整備事業                     教育委員会管理部管理課 04-01-022

010401050655 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 04-01-023

010401050280 義務教育運営等事務                     教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-024

010401050655 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 再掲 04-01-023

010403010241 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 再掲 04-03-002

010401060190 市立保育所の維持管理業務                  こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 04-01-025

010401060621 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（子育て施設担当） 04-01-025

010401060245 芦屋市奨学金                        教育委員会管理部管理課 04-01-025

010401060246 就学援助費                         教育委員会管理部管理課 04-01-025

010401060248 私立学校園助成費                      教育委員会管理部管理課 04-01-025

010401060249 幼稚園就園奨励費補助金                   教育委員会管理部管理課 04-01-026

010401060251 在日外国人学校就学補助金                  教育委員会管理部管理課 04-01-026

010401060252 教育委員会の運営                      教育委員会管理部管理課 04-01-026

010401060253 小学校維持管理                       教育委員会管理部管理課 04-01-026

010401060254 中学校維持管理                       教育委員会管理部管理課 04-01-026

010401060255 幼稚園維持管理                       教育委員会管理部管理課 04-01-027

010401060294 小学校施設維持管理業務                   教育委員会管理部管理課 04-01-027

010401060295 中学校施設維持管理業務                   教育委員会管理部管理課 04-01-027

010401060296 幼稚園施設維持管理業務                   教育委員会管理部管理課 04-01-027

010401060620 ひょうご保育料軽減事業補助金（幼稚園）           教育委員会管理部管理課 04-01-028

010401060659 市立幼稚園子育て支援事業                  教育委員会管理部管理課 04-01-028

010401064023 大学等入学支援基金事業                   教育委員会管理部管理課 04-01-028

010401060261 企画運営事業                        教育委員会学校教育部学校教育課 04-01-028

010401060282 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 04-01-028

010401060288 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 04-01-029

010402010263 文化活動振興事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-02-001

010402010619 進路指導関係事務                      教育委員会学校教育部学校教育課 04-02-002

010402011031 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 04-02-003

010402010268 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 04-02-004

010402010269 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 04-02-005

010403010241 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 再掲 04-03-002

010401030267 道徳教育推進事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-009

010402020688 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 04-02-006

010402020688 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 再掲 04-02-006

010402011031 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 再掲 04-02-003

010402030195 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 04-02-007

010402040308 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 04-02-008

010402040307 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 04-02-008

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

　　②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

③子どもたちが命や人権を大切にする
「豊かな心」と，「健やかな体」をバランス
よく身に付けられるよう取り組みます。

②学校だけで解決が困難な生徒指導事
案の対応を支援するために，関係機関と
の連携を更に強化し，学校の生徒指導を
支援する体制整備を進めます。

③スマートフォンなど，インターネット利用
に係る弊害やトラブルを防止するため，
子どもの発達段階に応じて，情報を正しく
選択し活用する教育を推進するとともに，
保護者などへの啓発に取り組みます。

④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，学校園における体
力向上の指導の研究と実践に取り組むと
ともに，家庭で実践できる子どもの健康・
体力づくりについて，保護者への啓発に
取り組みます。

⑤山手中学校，精道中学校について，校
舎の建替えと併せた給食実施のための
準備を進めます。

④教職員の専門性及び指導力の向上に
取り組みます。

①様々な教育課題に適切に対応できる
教職員を育成するため，キャリアステー
ジ（経験年数，校務分掌等）や課題に応
じた研修機会の充実を図ります。

⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を
計画的に進めます。

①子どもが，快適で充実した環境の中で
学校園生活が送れるように，山手中学
校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各
学校園施設の整備を実施するとともに，
教育備品の整備を計画的に行います。

②教職員が，子どもと向き合う時間を確
保できるように，外部人材の活用や教育
現場のＩＣＴ化など，校務の効率化に総合
的に取り組みます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①子ども・若者が将来の夢や希望を持て
るよう支援します。

①小中学校において，子どもたちに将来
の夢や希望を育む指導，望ましい勤労観
や職業観等，社会的・職業的自立のため
に必要な資質や能力を育てる教育を充
実します。

②地域で次代の社会を担う大人になるた
めの資質を養えるよう，自然学校，トライ
やる・ウィーク，キャンプ，あしやキッズス
クエア事業等，子どもたちの体験活動へ
の参加機会を提供します。

②困難を有する子ども・若者を支援しま
す。

①若者相談センター「アサガオ」において
カウンセリング，アウトリーチ（訪問支
援），ピアサポート（仲間同士の支えあい
の支援）を展開していきます。

②医療機関などの専門機関へのつなぎ
を充実させ，ソーシャル・ワークを進める
とともに，国・県やＮＰＯ等の関係機関と
の連携を図ります。

③子ども・若者の健やかな育成に努めま
す。

①家庭や地域社会で，子ども・若者の自
主的活動を促進し，育成します。

②インターネットやスマートフォンの急速
な進展に対応して，保護者，青少年関係
者の情報リテラシー（活用能力）や情報モ
ラルが向上するように，啓発活動，講演
会，講習会等を効果的に実施します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-4

(7）



重点取組

010403014011 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 04-03-001

010403010241 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 再掲 04-03-002

010403010241 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 04-03-002

010403014011 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 再掲 04-03-001

010403014011 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 再掲 04-03-001

010402011031 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 再掲 04-02-003

031202010050 交通安全施設等整備事業                   都市建設部道路課 再掲 12-02-001

010403034024 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 04-03-003

010403014011 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 再掲 04-03-001

031202010050 交通安全施設等整備事業                   都市建設部道路課 再掲 12-02-001

010402030195 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 再掲 04-02-007

010501010197 子育てセンター運営事業                   こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-001

010501010198 子育て支援事業                       こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-002

010401010275 就学前教育推進事業                     教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-004

010501020184 母子保健事業                        こども・健康部健康課 05-01-003

010501010197 子育てセンター運営事業                   こども・健康部子育て推進課（こども担当） 再掲 05-01-001

010501030187 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（こども担当） 05-01-004

010501030200 児童福祉対策事業                      こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-005

010501030144 民生委員・児童委員活動の推進                福祉部地域福祉課 05-01-006

010501040183 児童センター事業                      市民生活部上宮川文化センター 05-01-007

010501040185 児童手当事業                        こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-007

010501040186 交通遺児就学激励金                     こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-007

010501040199 育児支援家庭訪問事業                    こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-007

010501040234 児童扶養手当制度                      こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-007

010501040235 児童福祉施設措置事業                    こども・健康部子育て推進課（こども担当） 05-01-008

010501040236 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（こども担当） 05-01-008

010502011040 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（新制度推進担当） 05-02-001

010502010684 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（こども担当） 05-02-002

010502014027 市立認定こども園整備業務                  こども・健康部子育て推進課 05-02-003

010502010666 病児・病後児保育事業                    こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 05-02-004

010502010194 青少年保護対策事業（芦屋市留守家庭児童会事業）       教育委員会社会教育部青少年育成課 05-02-005

010502014020 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 05-02-006

010302010351 男女共同参画センター事業                  市民生活部男女共同参画推進課 再掲 03-02-001

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

　　③学校園・家庭・地域が連携して、子どもたちの育成を支えている                       

⑤地域で安心して子育てができている                                    
　　①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

②地域と連携した子どもたちの居場所づ
くりの充実を図ります。

①子どもたちが放課後などを安全・安心
に過ごせる居場所として，あしやキッズス
クエア，校庭開放，子ども教室等を地域
の協力を得て充実します。

③地域と連携して子どもたちの安全確保
を図ります。

①子どもが安全に登下校できるように，
芦屋市通学路交通安全プログラムに基
づき，通学路合同点検を地域と共に実施
し，関係機関と連携して危険箇所の点
検，改善を進めます。

　　②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

①学校園・家庭・地域が連携し相互協力
のもと，子どもたちの学びを支えます。

①保護者や地域住民による学校支援ボ
ランティアの活動が充実するように，支援
者間の連絡調整や，学校現場との有効
な連携づくりを進めます。

②専門的な知識や技能を有する教育ボ
ランティアを学校園へ招聘するなど，地
域の教育力を教育活動に生かし，特色あ
る学校園づくりを進めます。

③子どもたちが健やかに育つ家庭環境
実現の手助けとなるよう，学校支援ボラ
ンティアグループなどの協力を得て，保
護者の世代間交流を図り，情報交換でき
る機会と場所を提供します。

②南芦屋浜地区からの子どもの通学の
安全確保策については，保護者や地域と
の協議を重ねながら有効な対策を実施し
ます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①地域で子育てについて交流，相談しや
すい環境を整えます。

①子育て家庭が身近なところで交流しや
すいように，子育て支援拠点など親子が
集うひろばの充実を目指します。

②乳幼児の保護者が，親子で遊びに行
け，育児について親同士が話し合える場
所となるように，幼稚園で園庭開放や未
就園児交流会等を実施します。

②妊娠・出産期から子育て中の家庭にお
ける切れ目のない支援を実施します。

①安心して出産，子育てに臨めるように，
妊娠中の健康診査及び健康教育・相談
等の母子保健相談支援を充実します。

②子育て家庭が自信を持って子育てが
できるように，子育てセンターなどの身近
な相談の場の充実を図るとともに，関係
機関の連携による支援体制を推進しま
す。

③ひとり親家庭や要保護家庭の自立や
支援に努めます。

①ひとり親家庭の経済的な自立を図るた
め，各種手当を支給するとともに就労支
援を充実します。

②家庭児童相談における要保護家庭や
要保護児童について，児童虐待防止と早
期発見及び適切な対応ができるように，
要保護児童対策地域協議会において関
係機関との連携を行い，支援の充実を図
ります。

③困難な状況の子育て家庭が適切な支
援機関とつながるように，地域の関係機
関と連携を図り，民生委員・児童委員活
動を高めます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①必要とするときに適切で良質な保育
サービスを提供します。

①待機児童が生じないように，「子ども・
子育て支援事業計画」に基づき，小規模
保育事業所や認定こども園等の整備を
計画的に進めます。

②病児・病後児保育を利用しやすくする
ために，実施施設の増設や広域的な利
用などにより提供体制の確保を図りま
す。

③放課後児童健全育成事業の高学年の
受入れについて，提供体制を整備しま
す。

②子育てと仕事を両立しやすい社会環境
づくりに努めます。

①育児休業の取得促進など働き方を見
直すきっかけをつくることができるように，
センター通信「ウィザス」などでのワーク・
ライフ・バランスに関する周知，啓発を充
実します。

掲載事務事業一覧-5

(8）



重点取組

010302010351 男女共同参画センター事業                  市民生活部男女共同参画推進課 再掲 03-02-001

010502031039 地域子育て支援事業                     こども・健康部子育て推進課（子育て施設担当） 05-02-007

010502034022 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（監査指導担当） 05-02-007

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

②子育てと仕事を両立しやすい社会環境
づくりに努めます。

②女性だけでなく男性の家事や育児参
加の意識を高める啓発講座などを開催し
ます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

重点施策

まちづくり基本方針1　①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

掲載事務事業一覧-6

(9）



重点取組

020602030112 国民健康保険事業                      市民生活部保険課 再掲 06-02-003

020601010122 健康増進法に関する事業                   こども・健康部健康課 06-01-001

020601010117 予防接種事業                        こども・健康部健康課 06-01-002

010501020184 母子保健事業                        こども・健康部健康課 再掲 05-01-003

020601010122 健康増進法に関する事業                   こども・健康部健康課 再掲 06-01-001

020601010122 健康増進法に関する事業                   こども・健康部健康課 再掲 06-01-001

020601010122 健康増進法に関する事業                   こども・健康部健康課 再掲 06-01-001

020601040118 特定疾病療養費補助事業                   こども・健康部健康課 06-01-003

020601040119 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 06-01-003

020601040120 健康被害予防事業                      こども・健康部健康課 06-01-003

020602040115 後期高齢者医療事業                     市民生活部保険課 再掲 06-02-005

020602020126 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 06-02-001

020602020126 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 再掲 06-02-001

020602020125 救急活動に関する業務                    消防本部救急課 06-02-002

020602020125 救急活動に関する業務                    消防本部救急課 再掲 06-02-002

020602030112 国民健康保険事業                      市民生活部保険課 06-02-003

020602040115 後期高齢者医療事業                     市民生活部保険課 06-02-004

020602040113 福祉医療費助成事業                     福祉部地域福祉課 06-02-004

020602040124 救急医療事業                        こども・健康部健康課 06-02-004

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

020701031030 生活困窮者自立支援事業                   福祉部地域福祉課 再掲 07-01-003

020701040151 福祉センター管理運営事業                  福祉部福祉センター 再掲 07-01-010

020701014012 社会福祉複合施設整備事業                  福祉部地域福祉課 07-01-001

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 再掲 07-01-002

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 再掲 07-03-001

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 07-01-002

020702021037 共助の地域づくり推進事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-02-006

020702020648 権利擁護推進事業                      福祉部地域福祉課 再掲 07-02-005

020701014012 社会福祉複合施設整備事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-01-001

担当課 再掲

②がん検診の個別勧奨による未受診者
勧奨に努め，受診率向上を目指します。

③定期予防接種の個別接種勧奨に努
め，接種率向上を目指します。

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 ページ

重点施策

まちづくり基本方針2　②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              
　　①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

　　②市民が適切な診療を受けられる                                      

①定期的な健診の受診や予防接種を促
進します。

①芦屋市国民健康保険加入者の特定健
診の普及啓発と未受診者対策に努め，
受診率向上を目指します。

②ライフステージに応じた正しい食習慣
を身につけられるよう啓発します。

①「妊娠・出産期」からはじまる各々のラ
イフステージに応じた相談，教室等による
情報提供や，学校，保育所における給食
などを通じて食に関する指導の充実を図
ります。

③こころの健康について，関係機関と連
携し支援します。

①「こころの体温計」の周知を図るなど，
相談窓口やストレス解消等の情報提供を
進めます。

②各関係機関との連携を深め，相談から
支援まで相談窓口の連携が図れるよう，
自殺予防対策を進めます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

②救急救命活動の充実を図り，市民が
適切な診療を受けられる体制を構築しま
す。

①病院前救護の質を高めるために，救急
救命士養成所への派遣促進など救急救
命士の育成を進めます。

②一刻も早い救命措置を行えるよう，気
管挿管や薬剤投与など，より高度な救命
処置ができる認定救急救命士を計画的
に養成します。

③真に救急車を必要とする傷病者に迅
速な対応ができるよう，市民への周知，
啓発に取り組み，救急車の適正利用を促
進します。

④適切な医療機関に迅速に搬送できるよ
う，定期的に情報交換の場を設けるな
ど，地域医療機関との連携を図ります。

③安定的持続可能な国民健康保険制度
の運営に努めます。

①医療費の適正化の推進を図るため，レ
セプトデータを活用した個別受診勧奨を
実施するとともに市民への啓発に取り組
みながら，特定健診の受診率やジェネ
リック医薬品の使用率の向上を図りま
す。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①地域の住民やボランティア，自治会，
民生委員・児童委員，福祉推進委員等と
保健・医療・福祉との連携を充実させま
す。

①地域の福祉課題について考え，解決
に向けて取り組む市民が増えるように，
地域発信型ネットワーク会議参加を地域
活動に参加していない市民にも広く呼び
かけます。

②保健福祉に関する相談から支援まで
を，窓口間が連携し支援できるように，住
民，専門機関，行政が一体となった支援
の仕組みをつくるなど，機関間の連携強
化を図ります。

③支援が必要な高齢者の課題解決が図
られるように，地域発信型ネットワークに
位置付けられている会議などを活用し，
保健・医療・福祉に関する情報や相談窓
口のほか，課題解決に向けて取り組んで
いる地域などの情報の周知に取り組みま
す。

⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  
　　①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

②保健・医療・福祉に関する情報を分か
りやすく提供します。

①保健・医療・福祉に関する必要な情報
を手に入れられるように，地域発信型
ネットワークを通じて発信します。

②視覚や聴覚に障がいのある人が必要
な情報をより多く入手できるように，点字
や声の広報について，障がい者手帳交
付時での直接的な案内などの周知，登
録勧奨を充実させるほか，手話通訳者の
派遣などを行います。

③高齢者生活支援センターの機能を強
化し，保健・医療・福祉が連携した取組に
より情報の共有を推進します。

③様々な制度やサービスを連携させて，
生活困窮者の自立を支援するとともに，
地域からの孤立を予防します。

①地域から孤立しがちな人の権利が守ら
れ，地域で安心して暮らすことができるよ
うに，支援が必要な人を早期発見し，適
切な機関につなぎます。

掲載事務事業一覧-7
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重点取組

020701031030 生活困窮者自立支援事業                   福祉部地域福祉課 07-01-003

020701030230 生活保護法施行事務                     福祉部生活援護課 07-01-004

020701031030 生活困窮者自立支援事業                   福祉部地域福祉課 再掲 07-01-003

020701040226 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 07-01-005

020701044019 社会福祉法人・施設指導監査等事業              福祉部監査指導課 07-01-005

020701040138 友愛基金等関係事業                     福祉部地域福祉課 07-01-005

020701040139 社会福祉一般事務                      福祉部地域福祉課 07-01-005

020701040142 社会福祉法人等助成費                    福祉部地域福祉課 07-01-005

020701040227 芦屋市災害見舞金                      福祉部地域福祉課 07-01-006

020701040151 福祉センター管理運営事業                  福祉部福祉センター 07-01-006

020701040228 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 07-01-006

020701040229 援護資金貸付金                       福祉部生活援護課 07-01-006

020701040231 災害援護資金償還事務                    福祉部生活援護課 07-01-006

020701040233 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 07-01-006

020701040592 中国残留邦人等支援事業                   福祉部生活援護課 07-01-007

020701040163 介護保険に係る一般管理                   福祉部高齢介護課 07-01-007

020701040165 介護認定・調査事務                     福祉部高齢介護課 07-01-007

020701040167 介護保険給付等                       福祉部高齢介護課 07-01-007

020701040177 芦屋ハートフル福祉公社支援                 福祉部高齢介護課 07-01-007

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 07-02-001

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 再掲 07-01-002

020702021037 共助の地域づくり推進事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-02-006

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 再掲 07-01-002

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 再掲 07-02-002

020702010146 地域福祉活動推進事業                    福祉部地域福祉課 07-02-002

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020702014026 芦屋市社会福祉協議会支援事業                福祉部地域福祉課 07-02-003

020702010180 地域介護・福祉空間整備事業                 福祉部高齢介護課 07-02-004

020701014012 社会福祉複合施設整備事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-01-001

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020702020648 権利擁護推進事業                      福祉部地域福祉課 07-02-005

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 再掲 07-01-002

020702021037 共助の地域づくり推進事業                  福祉部地域福祉課 07-02-006

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020702030157 老人福祉会館運営及び維持管理                福祉部高齢介護課 07-02-007

010201020312 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 再掲 02-01-009

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020701020162 地域支援事業                        福祉部高齢介護課 再掲 07-01-002

020702021037 共助の地域づくり推進事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-02-006

020702040174 入所措置業務                        福祉部高齢介護課 07-02-008

020702040176 高年福祉に係る一般事務                   福祉部高齢介護課 07-02-008

020702040178 養護老人ホーム運営事業                   福祉部高齢介護課 07-02-008

020702041043 三条デイサービス事業                    福祉部高齢介護課 07-02-008

ページ
重点施策

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲

まちづくり基本方針2　②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

　　②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

　　③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を 大限に発揮できる                     

③様々な制度やサービスを連携させて，
生活困窮者の自立を支援するとともに，
地域からの孤立を予防します。

②経済的に困窮し支援を必要としている
人などが，地域で安心して暮らし続けるこ
とができるように，様々な方法により相談
機関の周知を行います。

③経済的に困窮し支援を必要としている
人などに必要なサービスが円滑に提供さ
れるように，機関間の連携による個別支
援を行います。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①高齢者を地域とともに支援できる体制
づくりを行います。

①まちぐるみで高齢者を支える地域づくり
のために，地域見まもりネット事業を推進
し，各圏域における高齢者生活支援セン
ターを強化するとともに，医療機関などと
の連携を図ります。

②高齢者の支援について考え，地域で支
える仕組みづくりを実践する市民を増や
すため，地域発信型ネットワーク会議や
地域ケア会議を開催します。

③地域活動などへの参加や関心を持つ
市民を増やし，また，地域活動に関わる
市民を育てるために，活動団体のＰＲや
地域活動の実践報告の場を提供します。

④地域密着型サービス（定期巡回・随時
対応型訪問介護看護など）を含めた福祉
施設の整備を進めます。

②高齢者の参加が推進され，担い手とし
て活躍できる仕組みづくりを行います。

①認知症対応に取り組む地域が増える
ように，「認知症の正しい理解」や適切な
対応を普及する認知症サポーター養成
講座を実施します。

②地域における「権利擁護」の意識を高
めるために，権利擁護の研修や広報によ
る周知活動を行います。

③支援が必要な高齢者を把握するため
に，地域に働きかけます。また，支援体
制の整備を進めるために，介護保険事業
で新たに創設される「介護予防・日常生
活支援総合事業」の検討，準備を行い，
実施します。

③高齢者の社会参加と就労の機会を拡
充し，生きがい活動を推進します。

①高齢者の経験と技術を活用できる機会
を増やすための仕組みをつくるため，シ
ルバー人材センターを支援します。

②高齢者が社会参加できる場所を増や
すために，老人福祉会館での文化，教
養，レクリエーション活動を促進します。
また，家にとじこもりにならないように身
近なところで趣味・創作活動ができる，生
きがいデイサービス事業を充実します。

③地域の老人クラブの活性化を図るため
に，老人クラブ連合会と連携して地域発
信型ネットワークに位置付けられている
会議などにおいて，機会あるごとに老人
クラブの活動を広く周知します。

④「介護予防」の意識を持ちながら社会
参加を続ける高齢者が増えるように，地
域発信型ネットワークに位置付けられて
いる会議などにおいて，機会あるごとに
介護予防事業の周知，啓発を図るととも
に，すでに介護予防事業に参加している
高齢者の意識が向上するよう取り組みま
す。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-8
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重点取組

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 再掲 07-03-001

020703040213 障がい者福祉・障がい児育成事業               福祉部障害福祉課 再掲 07-03-004

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 07-03-001

020702020648 権利擁護推進事業                      福祉部地域福祉課 再掲 07-02-005

020703040213 障がい者福祉・障がい児育成事業               福祉部障害福祉課 再掲 07-03-004

020703030216 障害者総合支援法介護給付費等事業              福祉部障害福祉課 07-03-002

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 再掲 07-03-001

020701014012 社会福祉複合施設整備事業                  福祉部地域福祉課 再掲 07-01-001

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 再掲 07-03-001

020703030681 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（こども担当） 07-03-003

020703020222 地域生活支援事業                      福祉部障害福祉課 再掲 07-03-001

020703040213 障がい者福祉・障がい児育成事業               福祉部障害福祉課 07-03-004

020703040085 労働福祉・雇用対策事業                   市民生活部地域経済振興課 07-03-005

020703050214 障がい者（児）助成事業                   福祉部障害福祉課 07-03-006

020703050590 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 07-03-006

020703050639 「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 07-03-006

020802010054 生活安全条例推進事業                    都市建設部建設総務課 再掲 08-02-001

020802010054 生活安全条例推進事業                    都市建設部建設総務課 再掲 08-02-001

020801020106 消費者保護事業                       市民生活部地域経済振興課 08-01-001

010401020260 学力向上支援事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 04-01-005

020801020106 消費者保護事業                       市民生活部地域経済振興課 再掲 08-01-001

020802010054 生活安全条例推進事業                    都市建設部建設総務課 08-02-001

020802010054 生活安全条例推進事業                    都市建設部建設総務課 再掲 08-02-001

020802010053 公益灯の新設・改良・維持管理                都市建設部道路課 08-02-002

010402030195 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 再掲 04-02-007

020701040139 社会福祉一般事務                      福祉部地域福祉課 再掲 07-01-006

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

まちづくり基本方針2　②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         
　　①市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている                         

　　②犯罪が起きにくいまちになっている                                    

③障がい福祉サービスなどの提供基盤
の整備を進めます。

①障がいのある人が必要なサービスなど
を利用できるように，計画相談支援事業
を実施します。

②地域生活支援拠点等の機能を持つ福
祉施設の整備を進めます。

③障がい児が，適切な療育，訓練を早期
に受けられるように，保健・医療・福祉・
教育の関係機関と連携した療育支援体
制の整備を推進します。

①障がいへの理解を深めるため，普及，
啓発活動を行います。

①障がいへの正しい理解が広がるよう
に，障がい理解のための学習機会の増
加，交流活動の場の充実を図ります。

②支援を必要とする人が，途切れのない
支援を受けられるように，サポートファイ
ルの周知，有効活用に向けた研修会等
を開催し，サポートファイルの普及，啓発
に努めます。

②相談窓口体制や相談拠点の充実を図
ります。

①障がいのある人が安心して相談支援
が受けられるように，障がい者基幹相談
支援センターをはじめとした各相談事業
者の人材育成など，相談支援事業の充
実を図ります。

②障がいのある人一人一人の権利が尊
重され安心して暮らすことができるよう
に，権利擁護支援センター機能を充実
し，ネットワークを構築します。

③障害者差別解消支援地域協議会を設
置し，障がいを理由とする差別に関する
相談や紛争の防止，解決等を推進する
ためのネットワークを構築します。

重点施策

④障がいのある人の就労支援を行いま
す。

①障がいのある人が持てる能力を発揮し
て就労できるように，就労支援関係機関
との連携強化など就労支援を充実しま
す。

②障がいのある人の市役所における短
期雇用（チャレンジド雇用）を推進し，雇
用の場を拡充します。

③障がいのある人が継続して企業で雇
用されるように，芦屋市障害者雇用奨励
金の交付など，継続雇用の支援を行いま
す。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①犯罪から身を守る方法の周知，啓発に
努めます。

①市民の防犯意識の高揚及び安全を確
保するため，不審者情報，犯罪発生情
報，危険箇所に関する情報等を発信し，
各種防犯活動の連携強化と啓発に取り
組みます。

②犯罪被害者等の置かれた現状の理解
を広めるための啓発活動や，県，関係機
関，民間団体と連携して，犯罪被害者等
の権利利益の保護と適切な支援に取り
組みます。

②消費生活に関する情報提供，相談，教
育の充実を図ります。

②様々な消費者問題について市民自ら
的確な判断と行動ができるように，必要
な情報や知識を十分に得られるための
教材提供や情報提供を行います。

③学校において，子どもたちが必要な知
識や適切な判断力を身に付けるための
学習を計画的に実施します。

④自らを被害から守るだけではなく，未
然に防ぐことができる知識を持った消費
者市民として活躍する人材を育成するた
め，「（仮称）芦屋市消費者教育基本計
画」を策定し，身近なところで知識を学ぶ
機会を確保するなど，消費者教育を推進
します。

①見守り活動や情報提供の充実により，
犯罪が起きにくい環境を整えます。

①街頭犯罪・侵入犯罪認知件数の更な
る減少を目指し，まちづくり防犯グループ
などへの若い世代の参加などの活性化
を図り，見守り，見回り活動が充実できる
よう支援します。

②警察などの関係機関とも情報を共有
し，市民への情報発信を充実させるほ
か，市で行える対策を講じます。

③照度調査などを行い，街灯の新設，補
修等照度の向上を図るとともに，ＬＥＤ灯
への更新により球切れによる消灯を減少
させます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-9
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重点取組

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 再掲 09-01-001

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 再掲 09-01-001

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 09-01-001

010501030144 民生委員・児童委員活動の推進                福祉部地域福祉課 再掲 05-01-006

020703040213 障がい者福祉・障がい児育成事業               福祉部障害福祉課 再掲 07-03-004

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 再掲 09-01-001

010501030144 民生委員・児童委員活動の推進                福祉部地域福祉課 再掲 05-01-006

020703040213 障がい者福祉・障がい児育成事業               福祉部障害福祉課 再掲 07-03-004

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

020901010014 防災対策関係事務                      都市建設部防災安全課 09-01-002

020901020034 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） 09-01-003

020901020034 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） 再掲 09-01-003

020901020037 消防用自動車購入事業                    消防本部警防課（通信装備担当） 09-01-004

020901020030 消防団運営管理業務                     消防本部総務課 09-01-005

020901010014 防災対策関係事務                      都市建設部防災安全課 再掲 09-01-002

020901010014 防災対策関係事務                      都市建設部防災安全課 再掲 09-01-002

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 再掲 09-01-001

020901030017 防災拠点の維持管理                     都市建設部防災安全課 09-01-006

010401050291 小学校施設整備事業                     教育委員会管理部管理課 再掲 04-01-020

010401050292 中学校施設整備事業                     教育委員会管理部管理課 再掲 04-01-021

020901010014 防災対策関係事務                      都市建設部防災安全課 再掲 09-01-002

020901010043 防災総合訓練                        都市建設部防災安全課 再掲 09-01-001

020901040009 １．１７あしやフェニックス基金事業             企画部政策推進課 09-01-007

020901040042 阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式             福祉部生活援護課 09-01-007

020901040025 災害復旧                          都市建設部防災安全課 09-01-007

020901040045 国民保護計画の策定及び見直し                都市建設部防災安全課 09-01-007

020901040027 消防庁舎維持管理業務                    消防本部総務課 09-01-007

041402010028 消防本部運営管理事業                    消防本部総務課 再掲 14-02-005

020901040029 消防団施設・設備維持管理事務                消防本部総務課 09-01-008

020901040032 消防活動に関する業務                    消防本部警防課 09-01-008

020901040033 救助・水防活動に関する業務                 消防本部警防課 09-01-008

020901040038 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） 09-01-008

020901040039 消防団配備車両購入事業                   消防本部警防課（通信装備担当） 09-01-008

020901040021 防火指導と防火意識の普及啓発                消防本部予防課 09-01-009

020901040023 火災予防業務                        消防署 09-01-009

020901040040 各種消防活動業務                      消防署 09-01-009

020901040046 防火・防災・応急手当等の普及啓発              消防署 09-01-009

020902010026 耐震改修促進法に関する事務                 都市建設部建築指導課 09-02-001

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針2　②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      
　　①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

　　②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

①災害時に地域の人たちが主体となって
防災活動が行える基盤作りを進めます。

①市民の防災意識を高めるため，集中
豪雨や土砂災害等の災害に備え，集会
所単位などでの説明会を行うなど，効果
的な周知，啓発活動に取り組みます。

②災害時に地域住民間で協力し合える
体制を構築するため，津波浸水被害や
土砂災害の恐れがある地区から優先し
て地区防災計画の策定を支援します。

③災害時に要援護者が安全に避難する
ことができるように，要援護者の「個別避
難支援計画」を策定します。

④個別避難支援計画に基づく地域住民
が主体となった避難訓練の実施や，日頃
からの地域での見守りを進める等，共助
の地域づくりを支援します。

⑤災害時に情報入手手段を持たない災
害時要援護者などへの情報伝達手段の
追加導入を検討します。

②火災や交通事故などの日常的な災害
に迅速に対応できる体制を充実させま
す。

①通報場所や内容を早期に確定させる
ため，日々進化する通信機器に対応した
119番受信体制を確立します。

②消防車などの適正利用のため，119番
通報の正しい理解に向けて，分かりやす
い広報物を作成し，啓発に取り組みま
す。

③中高層建築物の事前活動計画を策定
するため，はしご車架梯状況調査を行う
とともに，はしご車が接着できる対象物を
増やす手法を検討します。

④地域防災力の強化のため，消防団員
を効果的に募集し，入団促進を行いま
す。

③想定される様々な大規模災害に対応
できる防災・減災体制を充実させます。

①市民の生命，身体及び財産並びに市
域を災害から保護するため，新たな知見
に基づきながら「地域防災計画」を更新
し，災害発生時に備えた訓練を実施しま
す。

②災害発生時に民間事業者などの専門
的なノウハウ，物資，資機材の提供等の
支援が円滑に行えるようにするため，災
害時における応援協定を指定管理者や
福祉施設（福祉避難所）と締結します。ま
た，物資集配センターの施設などを見直
します。

③災害発生時に円滑に被災者支援がで
きる体制とするため，職員及び市民を対
象とした防災リーダーを育成します。

④避難所の防災機能を強化するために，
長期にわたり避難生活が行えるよう，学
校園などに，マンホールの上に簡易なト
イレ設備が設置できる対策と断水時にお
ける生活用水対策を行います。

⑤災害時協力井戸制度を創設することに
より，井戸の所有者又は管理者に協力を
求めます。

⑥市職員間で災害対応の経験・教訓の
継承をはじめ，知見等の共有に取り組み
ます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①民間建築物の防災・減災機能の向上
を促進します。

①旧耐震基準の一戸建て住宅の耐震改
修，建替えその他の耐震化を推進するた
め，案内文書などの送付及びセミナー等
の実施など周知，啓発に取り組みます。

掲載事務事業一覧-10

(13）



重点取組

020902010026 耐震改修促進法に関する事務                 都市建設部建築指導課 再掲 09-02-001

020902020553 市建築物の計画、設計及び工事監理等             都市建設部建築課 09-02-002

031302010447 管路施設改築事業                      上下水道部下水道課 再掲 13-02-002

031302010458 芦屋下水処理場整備事業                   上下水道部下水処理場 再掲 13-02-004

020902040406 狭隘道路整備事業                      都市建設部建築指導課 09-02-003

031301010390 建築指導等に関する事務                   都市建設部建築指導課 再掲 13-01-002

020902040020 防火対象物の規制・指導                   消防本部予防課 09-02-003

020902040022 危険物の規制・指導                     消防本部予防課 09-02-003

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

重点施策

まちづくり基本方針2　②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

①民間建築物の防災・減災機能の向上
を促進します。

②旧耐震基準のマンションの耐震改修を
更に推進するため，管理組合などに対す
る意向調査や耐震化に関する情報発信
を行います。

②公共建築物の防災・減災機能の向上
を図り，災害に強いまちづくりを進めま
す。

①小規模な施設も含めた旧耐震基準の
公共建築物の耐震改修又は建替え等と
ともに，非構造部材も含めた耐震改修を
行います。

③ライフラインなどの防災・減災機能の向
上を図り，災害に強いまちづくりを進めま
す。

①災害などによる下水道施設の被害の
軽減を図るため，新たに耐震診断を行
い，施設の老朽化の状況も踏まえ，計画
的に耐震化を行います。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-11
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重点取組

031001010471 庭園都市推進に関する業務                  都市建設部公園緑地課 10-01-001

031001010375 都市公園・街路樹維持管理事業（南芦屋浜地域）        都市建設部公園緑地課 10-01-002

031001010469 都市公園の管理・運営事業                  都市建設部公園緑地課 10-01-003

031001010470 都市公園・街路樹維持管理事業                都市建設部公園緑地課 10-01-004

031001010471 庭園都市推進に関する業務                  都市建設部公園緑地課 再掲 10-01-001

031302010673 都市公園施設整備事業                    都市建設部公園緑地課 再掲 13-02-007

031001010368 緑化施策に関する事務                    都市建設部都市計画課 10-01-005

031101010079 芦屋市環境計画等推進事業                  市民生活部環境課 再掲 11-01-001

031001030068 農林水産業対策事業                     市民生活部地域経済振興課 10-01-006

031001030468 芦屋市総合公園整備事業（償還）               都市建設部公園緑地課 10-01-006

031001030475 河川・海岸環境整備事業                   上下水道部下水道課 10-01-006

031002010465 まちの景観形成等に関する事務                都市建設部都市計画課 10-02-001

031002010464 屋外広告物に関する事務                   都市建設部都市計画課 10-02-002

031002014013 道路の改良事業                       都市建設部道路課 10-02-003

031002010465 まちの景観形成等に関する事務                都市建設部都市計画課 再掲 10-02-001

031002010367 地区計画等の策定に関する事務                都市建設部都市計画課 10-02-004

031302030362 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 再掲 13-02-014

031302040363 都市計画に関する基礎調査                  都市建設部都市計画課 再掲 13-02-023

031101010079 芦屋市環境計画等推進事業                  市民生活部環境課 11-01-001

031101010628 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 11-01-002

031101010059 廃棄物の減量・資源化促進事業                市民生活部環境施設課 11-01-003

031101010059 廃棄物の減量・資源化促進事業                市民生活部環境施設課 再掲 11-01-003

031101010059 廃棄物の減量・資源化促進事業                市民生活部環境施設課 再掲 11-01-003

031101010079 芦屋市環境計画等推進事業                  市民生活部環境課 再掲 11-01-001

031101010079 芦屋市環境計画等推進事業                  市民生活部環境課 再掲 11-01-001

031101030057 し尿処理業務                        市民生活部環境課 11-01-004

031101030070 薬剤散布等環境衛生業務                   市民生活部環境課 11-01-004

031101030071 畜犬登録業務                        市民生活部環境課 11-01-004

031101030072 行旅死亡人の引き取り業務                  市民生活部環境課 11-01-004

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

　　②建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している                            

⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

②芦屋の自然環境の保全へ向けた取組
を推進します。

①生きものの生息環境に関する情報を
把握し，市民へ向けた情報や自然を学び
触れ合う機会の提供の充実を図るなど，
自然環境を守る意識の向上への啓発を
推進するとともに，その保全，維持に努
めます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

　　①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

①まちなかを花と緑で彩り，市民とともに
緑を守り育てます。

①オープンガーデンの参加者や，緑化な
どの活動団体を増やす取組を進め，市民
による市内を花と緑でいっぱいにする活
動を促進します。

②街路樹，公園，緑地等，公共空間の花
と緑を守り育てるために，市民との協働
を図りながら適切に維持管理を行うととも
に，市街地における公園，緑道，街路樹
等により緑が連続的につながるような公
園配置を検討します。

③市街地における面的な緑化の推進と
既存緑地の保全のため，緑の保全地区
における規制内容の周知と徹底，景観重
要樹木や保護樹の指定を検討します。

重点施策

まちづくり基本方針3　③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           
　　①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

①芦屋らしい美しい景観をまもる・つくる・
そだてるため，景観誘導施策を更に進め
ます。

①南芦屋浜地区において良好な景観の
形成を進めるため，景観地区の指定を含
む取組を検討します。

②芦屋らしい広告景観を形成するため，
独自条例の周知，徹底や市民参画によ
る運用を推進します。

③美しい景観形成と道路の防災性能向
上のため，「第７次電線類地中化計画」に
基づき，芦屋川両岸などの無電柱化の
整備を行うとともに，景観計画及び防災
面を考慮した無電柱化整備計画を検討し
ます。

④住みやすく良好な住環境の保全又は
形成を市民参画により進めるため，地区
計画及びまちづくり協定の周知や策定支
援に取り組み，地域の特性に応じた規制
やルールづくりによる環境整備を推進し
ます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①市民，事業者による環境負荷の低減
へ向けた取組を促進します。

①市民と行政が一体となった取組が推進
できるように，環境問題やエネルギーに
関する情報を把握し，情報提供や学習機
会を充実します。

②市民，事業者が協働して取り組めるよ
うに，環境に配慮した設備導入への補助
制度の見直しや，環境づくり推進会議と
協力しながら情報交換できる機会の提供
に取り組みます。

③ごみの減量化，再資源化事業を促進
するために，持ち込みごみ予約制や持ち
去り防止パトロールの実施の効果を検証
し，適正な料金体系や新たな再資源化の
促進策などを検討します。

④事業系ごみの適正処理を推進するた
め，持ち込みごみ予約により事業系ごみ
が持ち込まれる状況を把握し，不適正排
出を行う事業所に注意喚起などを行いま
す。

⑤事業系ごみの減量化を推進するため，
簡易包装などに取り組む店舗などを「ス
リム・リサイクル宣言の店」に指定する事
業を，今後一層推進していきます。

②行政の事業に係る環境負荷を低減し
ます。

①「環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）」及
び「環境保全率先実行計画」等に基づ
き，全庁的な温室効果ガス削減への取
組を推進します。

②公共施設の保全計画と省エネ診断と
の連動により，公共施設における効率
的，効果的な省エネ機器の導入や再生
可能エネルギーの利用を図ります。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-12
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重点取組

031101030076 低公害車普及事業                      市民生活部環境課 11-01-004

031101034021 公害対策関係事業                      市民生活部環境課 11-01-005

031102010077 市民マナー条例関係事業                   市民生活部環境課 11-02-001

031102010077 市民マナー条例関係事業                   市民生活部環境課 再掲 11-02-001

031102010058 保健衛生一般事務費                     市民生活部環境課 11-02-002

031102020060 ごみ収集・運搬に関する事業                 市民生活部収集事業課 11-02-003

031102020552 ごみ収集関係事務事業                    市民生活部収集事業課 11-02-003

031203010051 交通安全運動の推進                     都市建設部建設総務課 再掲 12-03-002

031203010051 交通安全運動の推進                     都市建設部建設総務課 再掲 12-03-002

031203010051 交通安全運動の推進                     都市建設部建設総務課 再掲 12-03-002

031203010051 交通安全運動の推進                     都市建設部建設総務課 再掲 12-03-002

031202010050 交通安全施設等整備事業                   都市建設部道路課 12-02-001

031002014013 道路の改良事業                       都市建設部道路課 再掲 10-02-003

031302010673 都市公園施設整備事業                    都市建設部公園緑地課 再掲 13-02-007

020902020553 市建築物の計画、設計及び工事監理等             都市建設部建築課 再掲 09-02-002

031203020360 交通計画等に関する事務                   都市建設部都市計画課 再掲 12-03-003

031202020397 バリアフリー化推進事業助成                 福祉部地域福祉課 12-02-002

031203010399 道路・橋梁の修繕事業                    都市建設部道路課 12-03-001

031202010050 交通安全施設等整備事業                   都市建設部道路課 再掲 12-02-001

031203010051 交通安全運動の推進                     都市建設部建設総務課 12-03-002

031202010050 交通安全施設等整備事業                   都市建設部道路課 再掲 12-02-001

031203020360 交通計画等に関する事務                   都市建設部都市計画課 12-03-003

031203020634 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 12-03-004

031203020410 自転車駐輪場管理運営事業                  都市建設部建設総務課 12-03-005

031203020634 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 再掲 12-03-004

031203020634 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 再掲 12-03-004

031203020360 交通計画等に関する事務                   都市建設部都市計画課 再掲 12-03-003

031203030412 駐車場事業特別会計                     都市建設部建設総務課 12-03-006

031203030372 ＪＲ北芦屋駅周辺公共施設維持管理業務            都市建設部道路課 12-03-006

031203030400 道路の管理に関すること                   都市建設部道路課 12-03-006

031203030407 道路の補修工事                       都市建設部道路課 12-03-006

031203030408 道路の除草、清掃                      都市建設部道路課 12-03-006

②市外からの来訪者にも市民マナー条
例を守ってもらえるように，交通事業者な
どの関係機関との連携や官学協働等，
様々な手段により，市の内外に向けた市
民マナー条例の周知，啓発活動を強化し
ます。

③良好な生活環境の確保へ向けて地域
が主体となった取組が行えるように，美
化活動への支援やごみ出しルールにつ
いての啓発などを推進します。

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

　　②清潔なまちづくりが進んでいる                                      

⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          
　　①交通ルールやマナーに関する意識が高まっている                              

　　②公共施設などのバリアフリー化が進んでいる                                

　　③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

①市民と行政が一体となった清潔で安
全・快適なまちづくりへの取組を推進しま
す。

①市民マナー条例推進連絡会や美化推
進員と協力しながら，地域の情報交換や
合同の街頭キャンペーン，パトロール等，
協働による活動を推進します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

重点施策

まちづくり基本方針3　③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①交通に関するルールとマナーの周知，
啓発に努めます。

①子どもや高齢者の交通事故を減少さ
せるために，街頭啓発，交通安全教室，
地域の集会の場等を活用し，周知，啓発
を更に強化します。

②子どもに対する交通安全教室の内容
を見直し，地域の特徴にあわせて改善す
るとともに，自転車の正しい乗り方につい
て発達に応じた啓発活動を推進します。

③自転車が関わる交通事故を減らすた
めに，自転車利用者への交通ルールの
周知と安全教育の推進を進めます。

④自転車事故の際の危機管理として，賠
償責任保険の加入促進などの普及，啓
発に取り組み，自転車の安全利用の定
着を図ります。

①道路や公園などの公共空間や様々な
人が利用する建物のバリアフリー化を進
めます。

①全ての人にやさしい歩行者空間の確
保に努めるとともに，歩道の平坦性を確
保するなど歩道設置路線のバリアフリー
化を進めます。

②安全かつスムーズに目的地に行くこと
ができるよう，景観に配慮した分かりやす
く統一的なサイン計画に見直します。

③長寿命化改修に併せて，公園施設の
バリアフリー化を進めます。

④公共建築物の建替えや大規模改修時
には，関係団体などからのアドバイスを
参考にしながら，利用者の視点を考慮し
た施設整備を行います。また，バリアフ
リー化に係る整備マニュアルも作成し，
建替えなどの計画に活用します。

⑤円滑に市街地を移動できるよう，現地
調査などを行いながら新たなバリアフ
リー基本構想（重点整備地区）を検討しま
す。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①道路や交通安全施設の整備，維持管
理を適切に行います。

①橋りょうを安全に通行できるように，老
朽化した橋りょうを定期的に点検し，修
繕，架け替え等を行います。

②道路を安全に通行できるように，芦屋
川沿いの防護柵の改修の実施など歩行
者の安全対策を行います。

③道路を安全に通行できるように，歩行
者，自転車，自動車の共存が図れるよう
様々な工夫を図ります。

②ＪＲ芦屋駅周辺の交通結節機能を高め
る取組を進めます。

①安全かつ快適に移動でき利便性が向
上するように，ＪＲ芦屋駅南側の駅前広
場及び周辺道路を整備します。

②ＪＲ芦屋駅南側において分散化された
既存の駐輪場を集約，整備します。

③バスを利用しやすくなるように，ＪＲ芦
屋駅の南北バス停の再配置に伴う路線
再編に向けて関係機関と協議します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-13

(16）



重点取組

031203031038 放置自転車対策                       都市建設部道路課 12-03-007

031203030403 街路事業（山手幹線）                    都市建設部都市整備課 12-03-007

031002010465 まちの景観形成等に関する事務                都市建設部都市計画課 再掲 10-02-001

031301010369 開発指導等関係一般事務                   都市建設部建築指導課 13-01-001

031301010390 建築指導等に関する事務                   都市建設部建築指導課 13-01-002

031301020421 住宅関連一般事務                      都市建設部住宅課 13-01-003

031301020421 住宅関連一般事務                      都市建設部住宅課 再掲 13-01-003

020702011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              福祉部高齢介護課 再掲 07-02-001

031301020421 住宅関連一般事務                      都市建設部住宅課 再掲 13-01-003

031301020421 住宅関連一般事務                      都市建設部住宅課 再掲 13-01-003

031301030669 市営住宅等ストック総合活用計画に係る建替等業務       都市建設部住宅課 13-01-004

031301040237 災害復興住宅特別融資制度                  都市建設部住宅課 13-01-005

031301040416 市営住宅等管理業務                     都市建設部住宅課 13-01-005

031301040419 市営住宅等改良改修工事                   都市建設部住宅課 13-01-005

031301040425 南芦屋浜団地の建設費（割賦金）               都市建設部住宅課 13-01-005

031301040427 兵庫県住宅再建共済制度                   都市建設部住宅課 13-01-005

031301040428 特定優良賃貸住宅の管理運営                 都市建設部住宅課 13-01-005

031302010660 庁舎等施設保全事業                     都市建設部建築課 13-02-001

031302010447 管路施設改築事業                      上下水道部下水道課 13-02-002

031302010378 南芦屋浜下水処理場整備事業                 上下水道部下水処理場 13-02-003

031302010458 芦屋下水処理場整備事業                   上下水道部下水処理場 13-02-004

031302010459 兵庫東流域下水汚泥処理事業                 上下水道部下水処理場 13-02-005

031302010460 下水処理場・ポンプ場維持管理業務              上下水道部下水処理場 13-02-006

031302010673 都市公園施設整備事業                    都市建設部公園緑地課 13-02-007

031302020650 霊園整備事業                        市民生活部環境課 13-02-008

031302020061 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 13-02-009

031302020062 パイプライン維持管理事業                  市民生活部環境施設課 13-02-010

031302020065 環境処理センター施設改修事業                市民生活部環境施設課 13-02-011

031203020634 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 再掲 12-03-004

031302030381 南芦屋浜地区開発事業                    都市建設部都市計画課 13-02-012

031302034014 南芦屋浜地区教育施設用地検討事業              教育委員会社会教育部スポーツ推進課 13-02-013

031302030362 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 13-02-014

031302040582 芦屋市霊園維持管理業務                   市民生活部環境課 13-02-015

031302040583 芦屋市霊園使用者募集                    市民生活部環境課 13-02-015

031302040584 芦屋市火葬場維持管理業務                  市民生活部環境課 13-02-015

031302040585 あしや温泉運営管理業務                   市民生活部環境課 13-02-015

031302040379 住居表示の変更及び実施                   都市建設部建設総務課 13-02-016

031302040386 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（清算業務） 都市建設部建設総務課 13-02-016

031302040383 地籍調査に関する事務                    都市建設部道路課 13-02-016

031302040363 都市計画に関する基礎調査                  都市建設部都市計画課 13-02-016

031302040365 都市計画関係等一般事務                   都市建設部都市計画課 13-02-016

ページ
重点施策

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲

まちづくり基本方針3　③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            
　　①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

　　②住宅都市としての機能が充実している                                   

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①質の高い魅力ある住まいづくりを促進
します。

①良好な住環境の維持，誘導のため，新
築住宅の整備にあたって，「景観計画」又
は「住みよいまちづくり条例」等の適切な
運用を図ります。

②長期にわたって使用可能な質の高い
新築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ります。

②良質な住宅ストック形成への対策を進
めます。

①住宅に関する課題解決が図られるよう
に，市内マンション管理組合のネットワー
ク会議も活用しながら，マンションの長期
修繕計画の策定などをはじめとした住宅
相談を拡充します。

②マンションの共用部や，高齢者や障が
い者世帯の居住住宅の改善が進むよう，
バリアフリー改造助成の周知，啓発に取
り組みます。

③良質な住宅維持を促進するため，中古
住宅流通に携わる関係団体との調整を
行うなど，中古住宅のリフォーム改修の
促進を図ります。

④空き家（戸建，集合）の現状を把握し，
課題などを整理するための取組として，
分譲マンションの利用状況調査を実施
し，今後の取組を検討します。

③市営住宅の大規模集約事業を円滑に
実施します。

①市営住宅大規模集約事業において，
良好なコミュニティの形成に配慮した住
宅を建設し，新規住宅へのスムーズな転
居を図ります。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①公共施設等の保全計画に基づき効率
的かつ適切な改修や維持管理を行いま
す。

①公共建築物の定期点検などにより施
設の問題を把握し，適切な改修や維持管
理を行うとともに，未策定となっている小
規模施設の保全計画を策定します。ま
た，施設の効果的な活用なども検討しま
す。

③快適な下水道施設を維持していくた
め，「下水道長寿命化計画」を策定し下
水道施設の改築，更新を行います。

④公園を安全に利用できるよう，「公園施
設長寿命化計画」に基づき，公園ごとの
特性にあわせて公園施設の更新を進め
ます。

②環境関連施設を適切かつ計画的に整
備，運営します。

①霊園施設については，新たな納骨方
法を検討し，必要な施設を整備するなど
修景に配慮した公園墓地として再整備に
取り組みます。

②環境処理センター内のごみ焼却施設
及び*パイプライン施設等について，社会
環境の変化及び施設の老朽化に対応し
た適切なごみ処理を行うため，施設の運
営方針を定め，計画的に事業を進めま
す。

③住宅都市に必要な都市施設を計画的
に整備していくための検討を行います。

①ＪＲ芦屋駅南地区において，本市の玄
関口としてふさわしい，住宅・商業・公益・
交通の各機能を備えた魅力あるまちづく
りを推進します。

②南芦屋浜地区のまちづくりについて
は，地元との調整も図りながら完成に向
けて取組を進めます。

③都市計画道路などの都市施設，市街
地開発等を効率的に整備するため，交通
機能，防災機能等の様々な視点を踏ま
え，都市施設等の整備に関する基本方
針などを検討します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-14

(17）



重点取組

031302040384 ＪＲ芦屋駅北地区再開発事業                 都市建設部都市整備課 13-02-017

031302040388 山手第一地区都市環境整備事業                都市建設部都市整備課 13-02-017

031302040389 都市計画関係等その他一般事務                都市建設部都市整備課 13-02-017

031302040554 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 13-02-017

031302040377 南芦屋浜公共下水道整備事業                 上下水道部下水道課 13-02-017

031302040448 雨水浸水対策事業                      上下水道部下水道課 13-02-017

031302040450 下水道施設建設費負担金設計業務               上下水道部下水道課 13-02-018

031302040451 下水道台帳の管理・修正業務                 上下水道部下水道課 13-02-018

031302040452 下水道管路施設の維持管理業務                上下水道部下水道課 13-02-018

031302040453 下水・水路用地の管理業務                  上下水道部下水道課 13-02-018

031302040454 下水道整備に係るその他事務                 上下水道部下水道課 13-02-018

031302040455 排水設備等関連業務                     上下水道部下水道課 13-02-019

031302040456 合流式下水道改善事業                    上下水道部下水道課 13-02-019

031302040457 下水道事業計画・評価事業                  上下水道部下水道課 13-02-019

031303010102 中小企業支援事業                      市民生活部地域経済振興課 13-03-001

031303010096 商工振興対策事業                      市民生活部地域経済振興課 13-03-002

031303010096 商工振興対策事業                      市民生活部地域経済振興課 再掲 13-03-002

031203020634 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 再掲 12-03-004

031303010096 商工振興対策事業                      市民生活部地域経済振興課 再掲 13-03-002

031203020634 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 再掲 12-03-004

担当課 再掲

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ 事務事業名 ページ

重点施策

まちづくり基本方針3　③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

　　③市内の商業が活性化し、市民の利便性も向上している                            

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①生活利便性を向上させるため，市内の
商業を活性化します。

①新たな創業者への支援として「芦屋ブ
ランド」活用による創業の効果もアピール
しながら，また，活気にあふれた事業所
が増えるよう，芦屋市商工会と協働して
後継者育成に取り組みます。

②市内商業の活性化を図るため，市内
事業者の商品について，全国にその魅
力を発信します。

②ＪＲ芦屋駅南地区まちづくりにおいて，
生活利便性を向上させる取組を進めま
す。

①ＪＲ芦屋駅南地区の商業について，ま
ちづくり計画と十分な調整を図りながら，
芦屋市商工会や芦屋市商業活性化対策
協議会と協議し，取組を進めます。

②ＪＲ芦屋駅南地区と他の商業地域とが
つながり，様々な相乗効果が得られるよ
うに，商業・業務施設の立地を誘導しま
す。

掲載事務事業一覧-15

(18）



重点取組

041401010492 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 14-01-001

041401010480 情報公開及び個人情報保護事務                総務部文書法制課 14-01-002

041402020544 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 再掲 14-02-008

041401010482 統計調査事務                        総務部文書法制課 14-01-003

041401010522 文書管理事務                        総務部文書法制課 14-01-004

010102010493 市民参画協働の仕組みづくりの推進              企画部市民参画課 再掲 01-02-002

010102010493 市民参画協働の仕組みづくりの推進              企画部市民参画課 再掲 01-02-002

041401030498 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 14-01-005

041401030498 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 再掲 14-01-005

041401030498 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 再掲 14-01-005

041401040523 印刷事務                          総務部文書法制課 14-01-006

041402010500 人事評価事業                        総務部人事課 14-02-001

041402010516 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 再掲 14-02-004

041402010028 消防本部運営管理事業                    消防本部総務課 再掲 14-02-005

041402010496 時代に対応した組織運営                   総務部人事課 14-02-002

041402010516 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 再掲 14-02-004

041402010028 消防本部運営管理事業                    消防本部総務課 再掲 14-02-005

041402010501 職員研修事業                        総務部人事課 14-02-003

041402010516 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 14-02-004

041402010028 消防本部運営管理事業                    消防本部総務課 14-02-005

041402020044 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 再掲 14-02-007

041402020491 広聴業務                          企画部お困りです課 14-02-006

041402020044 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 14-02-007

041402020044 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 再掲 14-02-007

041402020044 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 再掲 14-02-007

041402020544 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 14-02-008

041401010480 情報公開及び個人情報保護事務                総務部文書法制課 再掲 14-01-002

041402030543 秘書要務                          企画部市長室 14-02-009

041402030527 地方分権事務                        企画部政策推進課 14-02-009

041402030598 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 14-02-009

041402030686 芦屋Ｇｒｏｗ　ＵＰチャレンジ                企画部政策推進課 14-02-009

041401010480 情報公開及び個人情報保護事務                総務部文書法制課 再掲 14-01-002

041402030481 法制事務                          総務部文書法制課 14-02-009

041402030564 市議会との連絡調整等の事務                 総務部文書法制課 14-02-010

041402030502 職員の採用・任免・異動・服務関係事務            総務部人事課 14-02-010

041402030503 芦屋市職員公舎住宅貸与事業                 総務部人事課 14-02-010

041402030505 公務災害補償関係事務                    総務部人事課 14-02-010

041402030506 職員の福利厚生事務                     総務部人事課 14-02-011

041402030507 人事・給与制度に係る研究及び改定事務            総務部人事課 14-02-011

041402030509 職員組合及び労働組合との交渉・折衝業務           総務部人事課 14-02-011

041402030524 人事課所管のその他一般事務                 総務部人事課 14-02-011

041402030525 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 14-02-011

041402030534 検査事務                          総務部契約検査課 14-02-012

担当課 再掲

①パブリックコメントなど市民参画の仕組
みについての周知を充実するなど，市民
がより積極的に市政に参画しやすい取組
を進めます。

②市民参画・協働に積極的に取り組む職
員を育成します。

③各施策について，市民目線での評価，
改善に取り組みます。

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）
事業№ ページ

重点施策

⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    
　　①市民参画による開かれた市政を運営している                                

　　②変化に対応できる柔軟な組織運営をしている                                

②市民参画の機会と協働推進のための
仕組みを充実し，拡大に努めます。

①市政に関する情報を適切な方法で整
理し，公開性を高めます。

①市民が市政に関心を持つよう情報の
公開度を高めるため，情報提供の在り方
を見直します。

②情報提供手段としてＩＣＴの活用などと
ともに，オープンデータなど２次利用可能
な方法を検討します。

③重要な歴史資料などの選別，保存方
法の検討を含め，公文書の適正な管理，
保存を更に進めていきます。

まちづくり基本方針4　④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

事務事業名

①総合計画をはじめ各種計画などの策
定にあたっては，目標を定め，その評価
を通じて各施策の進捗状況を分かりやす
く発信します。

②市民目線での事業推進に取り組むた
め，市民の声を把握し，改善に生かしま
す。

③職員に対し，様々な機会を活用し，重
点取組，重点施策等の意識付けなど，総
合計画の啓発に努めながら，事業推進を
図ります。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①自ら考え行動する職員を育成し，行政
サービスの質の向上を目指します。

①努力した職員を公正に評価するために
人事評価制度を全職員に導入し，上司と
部下がともに成長できる，人が育つ人事
評価を実施します。

②迅速かつ柔軟に課題解決を図れるよ
う，ベテラン職員から技術やノウハウを伝
承するなど，自治体職員としての高度な
知識，技術の習得を図ります。

③政策形成力を発揮することでまちづくり
が進めていけるよう，庁内外を問わず
様々な知識や技術，専門能力を身につ
けるなど，職員としての資質や能力の向
上を目指します。

②職員一人一人及び市役所全体の課題
対応力と危機管理能力の向上を目指し
ます。

①市民からの様々な意見に潜む行政
サービス向上のためのヒントや事務処理
ミス等で得た反省を全庁的に反映させる
ため，個別の情報を集約し広く業務改善
に生かします。

②日常業務で発生するトラブルにおける
職員の初動対応力の向上を図ります。

③自然災害や新型感染症など，市民生
活に重大な影響を及ぼす事態が発生し
た際にも，行政機能を継続するための
「事業継続計画（ＢＣＰ）」の見直しを定期
的に行います。

④様々な社会環境が変化していく中で
も，職員一人一人が常に高い倫理観を
持って職務を全うし，社会的責任が果た
せるよう職員の行動指針を作成するとと
もに，法令遵守の意識を高めるため，公
務員倫理研修をはじめとする法令遵守研
修を行います。

⑤マイナンバー制度が新たに始まること
から，従来よりも更に高いレベルの個人
情報保護や情報セキュリティ対策が求め
られるため，職員意識の向上と定着を図
ります。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-16

(19）



重点取組

041402030538 工事及び調達等の入札契約事務                総務部契約検査課 14-02-012

010301030550 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 再掲 03-01-006

041402030549 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 14-02-012

041402030560 国民年金事業                        市民生活部市民課 14-02-012

041402030694 臨時福祉給付金給付事業                   福祉部地域福祉課 14-02-012

041402030551 都市建設部一般事務                     都市建設部建設総務課 14-02-013

041402030513 人事関係内部管理業務                    教育委員会管理部教職員課 14-02-013

041402030514 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 14-02-013

041402030515 公務災害・通勤災害                     教育委員会管理部教職員課 14-02-013

041402030517 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 14-02-013

041402030518 嘱託、臨時職員関係経常業務                 教育委員会管理部教職員課 14-02-013

041402030519 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 14-02-013

041501014018 総合戦略の推進                       企画部政策推進課 15-01-001

041401030498 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 再掲 14-01-005

041501020541 行政改革の推進                       企画部政策推進課 15-01-002

041501020542 都市間協力                         企画部政策推進課 15-01-003

041501024001 指定管理業務の総合調整に関する事務             企画部政策推進課 15-01-004

041501031033 公共施設等総合管理計画の策定と進行管理に関する事務     企画部政策推進課 15-01-005

041502020567 予算管理事務                        総務部（財務担当）財政課 再掲 15-02-003

020902020553 市建築物の計画、設計及び工事監理等             都市建設部建築課 再掲 09-02-002

041501030537 公共用地取得費特別会計事務                 総務部用地管財課 15-01-006

041501040371 高浜用地宅地造成事業                                           総務部用地管財課 15-01-007

041501040529 備品管理事務                        総務部用地管財課 15-01-007

041501040530 庁舎管理事務                        総務部用地管財課 15-01-007

041501040531 庁舎周辺整備                        総務部用地管財課 15-01-007

041501040532 公有財産管理事務                      総務部用地管財課 15-01-007

041501040533 車両管理事務                        総務部用地管財課 15-01-007

041501040535 公共事業用地取得                      総務部用地管財課 15-01-007

041501040566 財産区に関する事務                     総務部用地管財課 15-01-008

041401030498 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 再掲 14-01-005

041501020541 行政改革の推進                       企画部政策推進課 再掲 15-01-002

041502020548 市税の徴収事業                       総務部（財務担当）債権管理課 15-02-001

041502020675 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 15-02-002

041502020567 予算管理事務                        総務部（財務担当）財政課 再掲 15-02-003

041502020567 予算管理事務                        総務部（財務担当）財政課 15-02-003

041502024015 地方公営企業会計移行業務                  上下水道部下水道課 15-02-004

041502030545 市県民税賦課事務                      総務部（財務担当）課税課 15-02-005

041502030546 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 15-02-005

041502030547 税務管理事務                        総務部（財務担当）課税課 15-02-005

041502030445 下水道事業特別会計一般管理事務               上下水道部下水道課 15-02-005

041502030555 出納及び決算に関する事業                  会計課 15-02-006

事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ
重点施策

まちづくり基本方針4　④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           
　　①様々な資源を有効に活用している                                     

　　②歳入・歳出の構造を改善している                                     

②官民を問わず，様々な資源を活用し，
効果的かつ効率的なサービス向上に努
めます。

①民間事業者，大学などをはじめとした
民間のノウハウ，資源を積極的に活用し
ます。

②広域サービスの提供，効率的運営など
の視点から，国，県，近隣市等との連携
を検討します。

③指定管理者制度を導入運営している
施設について，外部視点での評価など
チェックの質を高め，よりよいサービスが
提供できるよう改善に努めるとともに，そ
の他の施設についても効率的な運営方
法を検討します。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①芦屋の個性を生かし，住み続けたいま
ち・住んでみたいまち芦屋を目指します。

①まち・ひと・しごと創生法に基づき策定
する「芦屋市創生総合戦略」において，
本市の良好な住環境や子育て環境の充
実を基本目標として掲げ，それに基づく
施策を推進します。

掲載事務事業一覧

基本的施策（10年後の芦屋の姿、施策目標）

③市が保有する資産を一元管理し，適正
化と有効活用を図ります。

①全ての公共施設等の情報を整備し，維
持管理，修繕，更新等に係る中長期的な
経費の見込みなどを算出し，現状及び将
来見込みを明らかにするとともに，それを
踏まえた今後の公共施設の基本方針等
を盛り込んだ「公共施設等総合管理計
画」を策定し，公共施設の適正化を図り
ます。

②土地開発公社からの買戻し用地をはじ
め未利用地を有効活用できるよう，資産
管理を行います。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

①各施策，事務事業の目的に対する効
果を点検し，より効率的かつ効果的な行
財政運営を目指します。

①限られた財源を有効活用できるよう
に，施策評価，事務事業評価を実施し，
各施策，事務事業の妥当性，有効性，効
率性などを検証し，改善に努めます。

②財政を健全化するため，歳入の確保と
歳出の適正化に取り組みます。

①市が保有する債権の管理及び徴収に
取り組めるように，徴収技術の向上に努
め，適正に管理します。

②行政サービスの提供に係る費用（コス
ト）を把握し，行政サービスに対する受益
者負担の適正化に努めます。

③財政を健全運営するために，長期財政
収支見込などに基づき，計画的に事業を
実施します。

④下水道事業運営のより健全な運営を
目指し，経営状況の的確な把握，計画性
及び透明性を高めることができる公営企
業会計化に取り組みます。

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

その他事務事業（法定受託，経常業務な
ど）

掲載事務事業一覧-17

(20）


