
説明文

010101010684 子ども・子育て支援事業計画推進事業             ＊ こども・健康部子育て政策課 01-01-001

010101011040 特定教育・保育施設等施設整備事業              ＊ こども・健康部ほいく課（施設整備） 01-01-002

010101014027 市立認定こども園整備業務                  ＊ こども・健康部ほいく課（施設整備） 01-01-003

010101010666 病児保育事業                        ＊ こども・健康部ほいく課 01-01-004

010101010659 市立幼稚園子育て支援事業                  ＊ 教育委員会管理部管理課 01-01-005

010101021031 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 01-01-006

010101020194 青少年保護対策事業（放課後児童クラブ）           ＊ 教育委員会社会教育部青少年育成課 01-01-007

010101024020 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 01-01-008

010101020308 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 01-01-009

010101010684 子ども・子育て支援事業計画推進事業             ＊ こども・健康部子育て政策課 再掲 01-01-001

010102010187 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・健康部子育て政策課 01-02-001

010102010185 児童手当事業                        こども・健康部子育て政策課 01-02-008

010102014048 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業            こども・健康部子育て政策課 01-02-008

010102010236 母子父子家庭自立支援給付金事業               こども・健康部子育て政策課 01-02-008

010102010234 児童扶養手当制度                      こども・健康部子育て政策課 01-02-008

010102010186 交通遺児就学激励金                     こども・健康部子育て政策課 01-02-008

010102010235 児童福祉施設措置事業                    こども・健康部子育て政策課 01-02-009

010102014028 認可外保育施設利用者補助事業 ＊ こども・健康部ほいく課 01-02-002

010102014044 子育て世帯臨時特別給付金支給事業              こども・健康部子育て政策課 01-02-009

010102014023 大学等入学支援基金事業                   教育委員会管理部管理課 01-02-009

010102020200 児童福祉対策事業                      ＊ こども・健康部子ども家庭総合支援課 01-02-003

010202030257 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 再掲 02-02-009

010202030266 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 02-02-010

010202030281 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 02-02-011

010102031039 地域子育て支援事業                     こども・健康部ほいく課 01-02-009

010102030184 母子保健事業                        ＊ こども・健康部健康課 01-02-004

010102030119 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 01-02-009

010102030199 育児支援家庭訪問事業                    ＊ こども・健康部子ども家庭総合支援課 01-02-005

010101010684 子ども・子育て支援事業計画推進事業             ＊ こども・健康部子育て政策課 再掲 01-01-001

010102040183 児童センター事業                      市民生活部上宮川文化センター 01-02-009

010102040197 子育てセンター運営事業                   ＊ こども・健康部子ども家庭総合支援課 01-02-006

010102040198 子育て支援事業                       ＊ こども・健康部子ども家庭総合支援課 01-02-007

010201011034 いじめ防止対策事業                     ＊ こども・健康部子育て政策課 02-01-001

010201010195 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 02-01-002

010201010307 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 02-01-004

010202030281 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 02-02-011

010202030619 進路指導関係事務                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-019

010201020688 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 02-01-003

010202020259 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 02-02-001

010202030189 市立保育所・認定こども園の運営業務             ＊ こども・健康部ほいく課 02-02-002

010202034022 特定教育・保育施設等に対する監査指導事業          こども・健康部ほいく課（監査指導） 02-02-031

010202031041 私立特定教育・保育施設等運営事業              ＊ こども・健康部ほいく課 02-02-003

010202030262 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 02-02-004

010202030275 就学前教育推進事業                     ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-005

010202030260 学力向上支援事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-006

010202030670 読書活動推進事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-007

010202030264 人権教育推進事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-008

010202030257 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 02-02-009

010202030266 適応教室実施事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-010

010202030281 生徒指導対策事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-011

010202030271 学校体育振興事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-012

010202030273 学校保健関係事務                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-013

010202034029 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 02-02-014

010202030274 学校給食関係事務                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-015

010202030285 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 02-02-016

010202030280 義務教育運営等事務                     ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-017

010202030263 文化活動振興事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-018

010202030619 進路指導関係事務                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-019

010202030268 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 02-02-020

010202030241 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 02-02-021

010202034024 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 02-02-022

010202030287 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 02-02-023

010202030283 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 02-02-024

010202030190 市立保育所・認定こども園の維持管理業務           こども・健康部ほいく課 02-02-031

010202030291 小学校施設整備事業                     都市建設部建築課 02-02-031

010202030292 中学校施設整備事業                     都市建設部建築課 02-02-031

010202030293 幼稚園施設整備事業                     都市建設部建築課 02-02-031

010202030294 小学校施設維持管理業務                   都市建設部建築課 02-02-032

010202030295 中学校施設維持管理業務                   都市建設部建築課 02-02-032

010202030296 幼稚園施設維持管理業務                   都市建設部建築課 02-02-032

010202030570 教育委員会その他一般事務                  教育委員会管理部管理課 02-02-032

１　インクルーシブ教育・保育システムの
推進

配慮を必要とする子どもの支援を充実
し、インクルーシブ教育・保育システムを
推進します。

２　時代に応じた質の高い教育・保育環
境の整備

就学前教育・保育施設における官民共
同による教育・保育研究及び小学校との
円滑な接続、小中学校における外国語
教育・食育などを推進し、教育・保育環
境の充実により質の向上を図るとともに
市立幼稚園での３歳児保育の試験的な
実施と検証を行います。

子育て世代包括支援センター等での相
談から支援体制までの充実や養育支援
訪問などにより、個々の家庭が抱える養
育上の問題解決・軽減を図ります。

４　子育て世代間や多世代で交流を図
り、情報を共有できる機会と場所の提供

子育て家庭が互いに交流できるよう、
「つどいのひろば」や「あい・あいるーむ」
等の身近な地域での交流や相談支援事
業を実施します。

１　社会的な問題に対する地域や家庭で
の取組の推進

子どもたちを巡るいじめや性、インター
ネットに関する問題や子どもの貧困など
の現代的な社会問題に対応するため、
地域や家庭と連携した取組を推進しま
す。

２　就学前の子ども、児童・生徒、青少年
の悩みへの対応、解消や社会参加の促
進

広報・啓発の充実を図りながら、相談事
業などにより子ども・若者を支援します。

２　未来への道を切り拓く力が育っている                                  
　　１　子どもや若者の健全な成長を支えます                                  

１　社会環境の変化に応じた就学前教
育・保育施設の整備

保育ニーズを的確に把握しながら、民間
保育施設の誘致など官民が協働して取
組を進めます。

２　子どもたちが放課後などを安全・安
心に過ごせる居場所づくり

放課後児童クラブと関連事業との連携
強化に加え、学校・地域・企業と協働し
ながら、あしやキッズスクエア事業を充
実します。

１　子育て家庭への経済的支援 経済的な理由で子どもを生み育てること
が困難な状況にならないよう支援を推進
するとともに、ひとり親家庭の生活の安
定と自立を支援するため、就労支援等
総合的・継続的な支援を実施します。

子ども家庭総合支援室において要保護
児童対策地域協議会を運営し、こども家
庭センター・警察・学校・地域等の関係
機関との連携体制の充実により、虐待
の未然防止・早期発見・早期対応に取り
組みます。

３　妊娠期から子育て期の切れ目ない支
援の充実

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
事業№ 事務事業名

１　誰もが安心して生み育てられる環境が充実している                            

重点 担当課 再掲 ページ
主な施策

２　児童虐待の未然防止・早期発見・早
期対応のための相談・支援体制の強化

まちづくり基本方針1　子育て・教育                                               

　　１　仕事と子育てを両立できる環境整備を進めます                              

　　２　子どもの命と健康が守られ、安心して子育てできる環境をつくります                    

　　２　就学前教育・保育施設、学校、家庭、地域が連携・協働し、未来を見据えた教育環境を整えます        

総合計画体系別目次-1



説明文

010202030253 小学校維持管理                       教育委員会管理部管理課 02-02-032

010202030254 中学校維持管理                       教育委員会管理部管理課 02-02-033

010202030255 幼稚園維持管理                       教育委員会管理部管理課 02-02-033

010202030267 道徳教育推進事業                      教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-033

010202030621 ひょうご保育料軽減事業補助金（保育所等） ＊ こども・健康部ほいく課 02-02-025

010202034041 保育士・保育教諭活躍サポート事業 ＊ こども・健康部ほいく課 02-02-026

010202040655 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 02-02-027

010202030260 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 02-02-006

010202050261 企画運営事業                        ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 02-02-028

010202050269 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 02-02-029

010202054011 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 02-02-030

010203060245 芦屋市奨学金                        教育委員会管理部管理課 02-03-001

010203060246 就学援助費                         教育委員会管理部管理課 02-03-001

010203060248 私立学校園助成費                      教育委員会管理部管理課 02-03-001

010203060251 在日外国人学校就学補助金                  教育委員会管理部管理課 02-03-001

010203060252 教育委員会の運営                      教育委員会管理部管理課 02-03-001

010203060682 遠距離通学費助成                      教育委員会管理部管理課 02-03-002

010203064043 私立幼稚園子育て支援事業                  教育委員会管理部管理課 02-03-002

010203060282 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 02-03-002

010203060288 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 02-03-002

010301010631 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 03-01-001

010301010341 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 03-01-002

010301010321 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 03-01-003

010301010343 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 03-01-004

010301010310 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 03-01-005

010301010490 市民文化賞等顕彰事業                    企画部市長室 03-01-009

010301010333 芦屋市芸術文化活動助成及び顕彰               企画部市民参画・協働推進室 03-01-009

010301010338 富田砕花顕彰事業                      教育委員会社会教育部生涯学習課 03-01-009

010301010337 ルナ・ホール事業                      教育委員会社会教育部市民センター 03-01-009

010301011028 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 03-01-009

010301010315 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 03-01-010

010301010223 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 03-01-010

010202030263 文化活動振興事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-018

010301020317 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 03-01-006

010301020616 図書館施設整備事業                     ＊ 教育委員会社会教育部図書館 03-01-007

010301020316 公民館図書室の運営                     教育委員会社会教育部公民館 03-01-010

010202030670 読書活動推進事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-007

010301030309 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 03-01-008

010301034005 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 03-01-011

010301034006 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 03-01-011

010301034007 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 03-01-011

010301034008 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 03-01-011

010301034014 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 03-01-011

010202030271 学校体育振興事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-012

010202034029 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 再掲 02-02-014

020501020326 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 再掲 05-01-005

010302010305 生涯学習推進事業                      ＊ 教育委員会社会教育部生涯学習課 03-02-001

010302010336 市民会館文化事業                      ＊ 教育委員会社会教育部市民センター 03-02-002

010302010312 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 03-02-003

010302010313 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 03-02-003

010303020332 芦屋市後援名義使用承認                   企画部市民参画・協働推進室 03-03-001

010303020306 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 03-03-001

３　誰もが健康で豊かなスポーツ文化を
楽しめる環境の推進

地域や団体、学校と連携しながら「する・
みる・ささえる」スポーツ文化を醸成し、
すべての市民が楽しめる環境づくりを進
めます。

１　市民による生涯を通じた学習の支援 知の循環型社会を推進し、自らがリー
ダーとなって活躍できる人材・団体の支
援に取り組みます。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業
　　その他                                                  

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

１　歴史的・文化的な資源の活用推進 個性豊かで幅広い芦屋文化が創造され
るまちづくりの実現を目指し、社会教育
施設・文化施設の有効利用や史跡・文
化財などの保存・活用を推進します。

２　多様な連携による読書のまちの推進 市民が知識や教養を高めることができる
よう、図書館利用の促進に加え、学校図
書館との連携充実などに取り組みます。

４　就学前教育・保育施設、学校、家庭、
地域が連携し、社会の中で学べる環境
づくり

地域全体で未来を担う子どもの成長を
支えるため、自主的な活動を行うコミュ
ニティ・スクールへの支援、あしやキッズ
スクエア、トライやる・ウィークの充実な
ど地域での交流を進めます。

就学前教育・保育施設における官民共
同による教育・保育研究及び小学校との
円滑な接続、小中学校における外国語
教育・食育などを推進し、教育・保育環
境の充実により質の向上を図るとともに
市立幼稚園での３歳児保育の試験的な
実施と検証を行います。

３　ＩＣＴを有効活用した教育の推進 未来を担う子どもたちが、社会環境が変
化するなかでも豊かな創造性を発揮でき
るようＩＣＴを有効活用し、誰一人取り残
すことのないそれぞれの子どもに適した
教育を実践します。

基本的施策（施策目標、基本施策）
主な施策

まちづくり基本方針1　子育て・教育                                               

　　その他                                                  

３　生涯を通じた学びの文化が醸成されている                                
　　１　文化の継承と活用に努めます                                      

　　２　市民による学びの仕組みづくりを進めます                                

２　時代に応じた質の高い教育・保育環
境の整備

事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ重点

総合計画体系別目次
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説明文

020402011030 生活困窮者自立支援事業                   ＊ 福祉部地域福祉課 再掲 04-02-001

020401041037 共助の地域づくり推進事業                  ＊ 福祉部地域福祉課 再掲 04-01-003

020402030222 地域生活支援事業                      ＊ 福祉部障がい福祉課 再掲 04-02-005

020401040144 民生委員・児童委員活動の推進                ＊ 福祉部地域福祉課 04-01-001

020401040146 地域福祉活動推進事業                    ＊ 福祉部地域福祉課 04-01-002

020401041037 共助の地域づくり推進事業                  ＊ 福祉部地域福祉課 04-01-003

020402011030 生活困窮者自立支援事業                   ＊ 福祉部地域福祉課 04-02-001

020402010230 生活保護法施行事務                     ＊ 福祉部生活援護課 04-02-002

020402010229 援護資金貸付金                       福祉部生活援護課 04-02-009

020402010228 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 04-02-009

020402020162 地域支援事業                        ＊ 福祉部高齢介護課 04-02-003

020402020180 地域介護・福祉空間整備事業                 ＊ 福祉部高齢介護課 04-02-004

020402020163 介護保険に係る一般管理                   福祉部高齢介護課 04-02-009

020402020165 介護認定・調査事務                     福祉部高齢介護課 04-02-009

020402020167 介護保険給付等                       福祉部高齢介護課 04-02-009

020402020174 入所措置業務                        福祉部高齢介護課 04-02-009

020402020176 高年福祉に係る一般事務                   福祉部高齢介護課 04-02-009

020402020178 養護老人ホーム運営事業                   福祉部高齢介護課 04-02-009

020402021043 三条デイサービス事業                    福祉部高齢介護課 04-02-009

020501011042 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 05-01-001

020402030222 地域生活支援事業                      ＊ 福祉部障がい福祉課 04-02-005

020402030216 障害者総合支援法介護給付費等事業              ＊ 福祉部障がい福祉課 04-02-006

020402030213 障がい者福祉・障がい児育成事業               ＊ 福祉部障がい福祉課 04-02-007

020402030681 障害児通所支援等に要する経費                ＊ こども・健康部子育て政策課 04-02-008

020402030214 障がい者（児）助成事業                   福祉部障がい福祉課 04-02-010

020402030590 みどり地域生活支援センターに要する経費           福祉部障がい福祉課 04-02-010

020402030639 「友愛」基金による社会福祉活動助成事業           福祉部障がい福祉課 04-02-010

010202020259 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 再掲 02-02-001

010301010223 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 再掲 03-01-010

020403010351 男女共同参画センター事業                  ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-001

020403010349 男女共同参画推進施策                    ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-002

020403014009 女性の活躍推進事業                     ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-003

020403014010 婦人保護事業                        ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-004

020403024003 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 04-03-005

020403020488 国際交流に関する事業                    ＊ 企画部広報国際交流課 04-03-006

010202030262 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 02-02-004

020403030083 人権啓発事業                        ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-007

020403030082 人権擁護事業                        ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-008

020403030087 隣保館事業                         ＊ 市民生活部上宮川文化センター 04-03-009

020403030648 権利擁護推進事業                      ＊ 福祉部地域福祉課 04-03-010

020403030089 人権教育推進                        ＊ 教育委員会社会教育部生涯学習課 04-03-011

020403030086 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 04-03-013

020403030088 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 04-03-013

010202030264 人権教育推進事業                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-008

020403040092 平和施策                          ＊ 市民生活部人権・男女共生課 04-03-012

020404050226 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 04-04-001

020404050560 国民年金事業                        市民生活部市民課 04-04-001

020404054019 社会福祉法人・施設指導監査等事業              福祉部監査指導課 04-04-001

020404054025 戦争犠牲者等援護事業                    福祉部地域福祉課 04-04-001

020404050138 友愛基金等関係事業                     福祉部地域福祉課 04-04-001

020404054062 社会福祉事業                        福祉部地域福祉課 04-04-002

020404050397 バリアフリー化推進事業助成                 福祉部地域福祉課 04-04-002

020404050151 福祉センター管理運営事業                  福祉部福祉センター 04-04-002

020404050592 中国残留邦人等支援事業                   福祉部生活援護課 04-04-002

020404050231 災害援護資金償還事務                    福祉部生活援護課 04-04-002

020404050233 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 04-04-003

020501011042 生きがい・社会参加等在宅支援事業              ＊ 福祉部高齢介護課 05-01-001

020501010157 老人福祉会館運営及び維持管理                福祉部高齢介護課 05-01-005

020402020162 地域支援事業                        ＊ 福祉部高齢介護課 再掲 04-02-003

020501020112 国民健康保険事業                      ＊ 市民生活部保険課 05-01-002

020501020122 健康増進法に関する事業                   ＊ こども・健康部健康課 05-01-003

020501020326 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 05-01-005

010202030273 学校保健関係事務                      ＊ 教育委員会学校教育部学校教育課 再掲 02-02-013

２　多様な主体との連携による気軽に
「健康づくり」に取り組むことができる仕
組みの構築

健康の保持増進を図るため、特定健康
診査やがん検診の受診率向上に取り組
み、ポイント制度を活用した事業や食
育、スポーツ活動の推進、こころの健康
に関する正しい知識の習得の支援に加
え、公衆衛生の向上のため、予防接種し
やすい環境整備と未接種者対策を推進
します。

４　平和な世界の実現に向けた施策の
実施

戦争が最大の人権侵害であるという観
点から、平和意識の醸成と次世代への
継承に向け、平和首長会議等と連携し、
講演会等の啓発事業に取り組みます。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

１　高齢者が健康で、社会と関わり、楽し
み、活躍できる場の整備

高齢者がいつまでも活躍できるよう介護
予防、認知症予防に取り組み、自身ので
きること、したいことを地域での生きがい
活動やボランティアなどの社会活動への
参加につなげます。

１　男女共同参画意識が浸透し、女性が
活躍できるまちを目指したエンパワメント
事業の展開

男女共同参画社会を実現するため、固
定的な性別役割分担意識の解消に向け
た取組や女性の活躍を支援する事業を
推進します。

２　多文化が共生する地域づくり 「潮芦屋交流センター」を国際交流と地
域コミュニティの活動の拠点として活用
し、市内在住外国人の支援、社会参画
の促進、多文化共生を推進します。

３　市民一人一人の多様性が尊重され、
安心して暮らせる環境づくり

様々な機会を捉えた人権教育・人権啓
発を実施し、権利擁護に関わる施策を推
進します。

１　包括的支援体制の構築 地域住民の複合・複雑化した支援ニー
ズに対応するため、本人や世帯への継
続的な支援や地域とのつながりづくり
等、包括的な支援体制を整備します。

２　地域の住民や事業者をはじめとした
多様な主体の参加と協働による地域力
の向上

地域発信型ネットワーク、共助の地域づ
くり推進事業等を推進します。

３　障がいのある人が活躍できる環境整
備

障がいへの理解・差別解消の普及啓発
に取り組み、障がいのある人が活躍でき
る場づくりを推進します。

　　１　市民の健康づくりを促し、いつまでも自分らしく生き生きと過ごすことができる取組を進めます        

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                          
　　１　地域共生社会の実現に向けた取組を推進します                              

　　２　誰もが地域で暮らしやすいまちづくりを進めます                             

　　３　平和と人権が尊重され、誰もが活躍できる社会の実現を目指します                     

　　その他                                                  

５　健康になるまちづくりが進んでいる                                   

１　地域から孤立している人や経済的に
困窮している人への適切な支援

生活困窮者自立支援制度を中心とし
て、相談・支援事業の充実を図ります。

２　高齢者がいつまでも安心して暮らせ
る取組の推進

高齢者を支える地域包括ケアシステムと
認知症施策の総合的な取組を推進しま
す。

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲重点 ページ

主な施策

まちづくり基本方針2　福祉健康                                                 
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説明文

020501030117 予防接種事業                        ＊ こども・健康部健康課 05-01-004

020502030115 後期高齢者医療事業                     市民生活部保険課 05-02-001

020502030118 特定疾病療養費補助事業                   こども・健康部健康課 05-02-001

020502030120 健康被害予防事業                      こども・健康部健康課 05-02-001

３　新たな感染症の拡大防止 新たな感染症が拡大した場合に、被害
を最小限に抑えながら社会経済活動が
維持できるよう、感染症の予防・収束に
向けた対策を充実し、柔軟に対応しなが
ら適切な啓発に取り組みます。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業
　　その他                                                  

ページ
主な施策

まちづくり基本方針2　福祉健康                                                 

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲重点

総合計画体系別目次-4



説明文

030601040077 市民マナー条例関係事業                   ＊ 市民生活部環境課 06-01-001

030601040058 保健衛生一般事務費                     市民生活部環境課 06-01-002

030602010059 廃棄物の減量・資源化促進事業                ＊ 市民生活部環境施設課 06-02-001

030602020628 二酸化炭素排出抑制対策事業                 ＊ 市民生活部環境課 06-02-002

030602020076 次世代自動車普及事業                    市民生活部環境課 06-02-004

030602030079 芦屋市環境計画等推進事業                  ＊ 市民生活部環境課 再掲 06-02-003

030602030079 芦屋市環境計画等推進事業                  ＊ 市民生活部環境課 06-02-003

030603010085 労働福祉・雇用対策事業                   ＊ 市民生活部地域経済振興課 06-03-001

030603010102 中小企業支援事業                      ＊ 市民生活部地域経済振興課 06-03-002

030603020096 商工振興対策事業                      ＊ 市民生活部地域経済振興課 06-03-003

010202030268 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 再掲 02-02-020

030604020550 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 06-04-001

030604020549 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 06-04-001

061301020544 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 13-01-002

030605030068 農林水産業対策事業                     市民生活部地域経済振興課 06-05-001

030605030057 し尿処理業務                        市民生活部環境課 06-05-001

030605030070 薬剤散布等環境衛生業務                   市民生活部環境課 06-05-001

030605030071 畜犬登録業務                        市民生活部環境課 06-05-001

030605030072 行旅死亡人の引き取り業務                  市民生活部環境課 06-05-001

030605034021 公害対策関係事業                      市民生活部環境課 06-05-001

030605030585 あしや温泉運営管理業務                   市民生活部環境課 06-05-002

030605030060 ごみ収集・運搬に関する事業                 市民生活部収集事業課 06-05-002

030605030552 ごみ収集関係事務事業                    市民生活部収集事業課 06-05-002

２　住宅都市としての価値を高める商業
活性化の推進

商店街への支援など、住宅地としての価
値を高める商業活性化事業を推進しま
す。

１　新たな技術や手法の見直しによる持
続可能な行政サービスの利便性の向上

ＩＣＴやマイナンバー等を活用し、オンライ
ン手続きの充実など業務変革により行
政サービスの利便性の向上を図ります。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

１　市民マナー条例をはじめとした快適
なまちづくりの推進

市民マナー条例をはじめ、ごみの出し方
やまちの清掃を市民一人一人が心が
け、マナーを守る清潔なまちづくりを推進
します。

１　ごみの減量化、再資源化事業の促進 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進
むよう、３Ｒや事業系ごみの適正処理な
どを推進します。

１　起業・創業・経営継続の支援 中小企業・小規模企業振興基本計画に
基づき、コワーキングスペースを活用し
た創業支援や情報の発信など事業者に
寄り添った経営継続の支援に取り組み
ます。

地球温暖化の原因となる温室効果ガス
削減に向け、節電などの省エネに関する
啓発をより一層推進します。

３　自然環境を守る意識の向上と自然に
触れる機会の創出

豊かで多様な本市の自然環境の継承に
向けて、市民が生物の多様性に関心を
持ち、身近な自然に親しみ、自然環境を
守り共生する意識の醸成に取り組みま
す。

２　地球温暖化防止に向けた取組

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                          
　　１　清潔なまちを協働で維持する取組を進めます                               

　　２　環境へ配慮した都市生活の仕組みを築き、意識を高めます                         

　　３　本市の特性に合った商業の活性化を目指します                              

　　４　行政サービスの利便性を高めます                                    

　　その他                                                  

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ

主な施策

まちづくり基本方針3　市民生活                                                 

重点
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説明文

040701010026 耐震改修促進法に関する事務                 ＊ 都市建設部建築指導課 07-01-001

040701020017 防災拠点の維持管理                     ＊ 都市建設部防災安全課 07-01-002

040701034013 道路の改良事業                       ＊ 都市建設部道路・公園課 07-01-003

040702010043 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 07-02-001

040702010009 １．１７あしやフェニックス基金事業             企画部政策推進課 07-02-006

040702010021 防火指導と防火意識の普及啓発                消防本部予防課 07-02-006

010202034024 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 再掲 02-02-022

040702020042 阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式             福祉部生活援護課 07-02-006

040702020023 火災予防業務                        消防本部消防署 07-02-006

040702020046 防火・防災・応急手当等の普及啓発              消防本部消防署 07-02-007

040702030014 防災対策関係事務                      ＊ 都市建設部防災安全課 再掲 07-02-003

040702030044 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 07-02-002

040702030014 防災対策関係事務                      ＊ 都市建設部防災安全課 07-02-003

040702030030 消防団運営管理業務                     ＊ 消防本部総務課 07-02-004

040702030028 消防本部運営管理事業                    ＊ 消防本部総務課 07-02-005

040702030027 消防庁舎維持管理業務                    消防本部総務課 07-02-007

040702030029 消防団施設・設備維持管理事務                消防本部総務課 07-02-007

040702030032 消防活動に関する業務                    消防本部警防課 07-02-007

040702030033 救助・水防活動に関する業務                 消防本部警防課 07-02-007

040702030037 消防用自動車購入事業                    消防本部警防課 07-02-007

040702030039 消防団配備車両購入事業                   消防本部警防課 07-02-008

040702030040 各種消防活動業務                      消防本部消防署 07-02-008

040703030383 地籍調査に関する事務                    都市建設部道路・公園課 07-03-001

040703030025 災害復旧                          都市建設部防災安全課 07-03-001

040703030045 国民保護計画の策定及び見直し                都市建設部防災安全課 07-03-001

040703030020 防火対象物の規制・指導                   消防本部予防課 07-03-001

040703030022 危険物の規制・指導及び開発行為の指導に関すること      消防本部予防課 07-03-001

040703030038 消防車両及び資機材維持・管理事業              消防本部高浜分署 07-03-001

040801040106 消費者保護事業                       ＊ 市民生活部地域経済振興課 08-01-001

040801040054 生活安全条例推進事業                    ＊ 都市建設部建設総務課 08-01-002

040802030051 交通安全運動の推進                     ＊ 都市建設部建設総務課 再掲 08-02-003

010202034024 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 再掲 02-02-022

040802020050 交通安全施設等整備事業                   ＊ 都市建設部道路・公園課 08-02-001

040802020053 公益灯の新設・改良・維持管理                ＊ 都市建設部街路樹課 08-02-002

040802020410 自転車駐輪場管理運営事業                  都市建設部建設総務課 08-02-004

040802020412 駐車場事業特別会計                     都市建設部建設総務課 08-02-004

040802021038 放置自転車対策                       都市建設部道路・公園課 08-02-004

051003020360 交通計画等に関する事務                   ＊ 都市建設部都市計画課 再掲 10-03-002

040802030051 交通安全運動の推進                     ＊ 都市建設部建設総務課 08-02-003

010202034024 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 再掲 02-02-022

040803010034 通信施設及び消防情報機器の運営管理業務           ＊ 消防本部指令課 08-03-001

040803010126 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 08-03-002

040803010125 救急活動に関する業務                    消防本部救急課 08-03-002

040803020124 救急医療事業                        こども・健康部健康課 08-03-002

040804020113 福祉医療費助成事業                     福祉部地域福祉課 08-04-001

１　救急体制の充実 救急車の適正利用を啓発するとともに、
誰も取り残さない１１９番受信体制に努
め、一刻も早い救急救命活動を進めま
す。

２　医療の地域連携の推進 市民に信頼され、安全で質の高い医療
を安定的に提供できるよう、市立芦屋病
院と地域における医療・福祉の関係機
関との連携強化を図ります。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

２　防災に関わる情報の効果的な発信 ホームページやテレビ、ラジオだけでなく
ＳＮＳ等を活用した多様な手法により、要
配慮者にも配慮し、平時からの周知や
自助の重要性の啓発、災害発生時の迅
速な発信、被災後の生活における必要
な情報の提供に取り組みます。

３　災害発生時の体制や防災対策の充
実

地域防災計画や危機管理指針に基づく
各種取組を推進するとともに、消防団へ
の入団促進などの消防体制の充実、事
業継続計画（BCP)の見直しなどを行い
ます。

１　地域との連携による通学路合同点検
による危険箇所の点検、改善

子どもたちを交通事故から守るため、学
校、ＰＴＡ、地域等と連携して、通学路合
同点検により道路環境の改善や交通安
全教育を実施します。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

１　関係機関、地域活動団体等との連携
を図り、市民の安全を確保するための対
策

まちづくり防犯グループなどとの連携、
見守り活動の支援、警察等との連携に
よる情報発信に取り組みます。

１　適切な情報提供による住宅の耐震改
修の促進

今後発生が懸念される地震による建築
物の倒壊被害を減少させるため、適切
な指導に加え、住宅耐震改修や簡易耐
震診断などを促進します。

２　避難所等施設の防災機能の強化 災害発生時の備えとして、感染症の予
防対策を講じたうえでの災害や避難者
に応じた避難所等の運営及び環境の向
上や土砂災害特別警戒区域等への対
策、耐震性貯水槽の整備などの強化を
図ります。

総合計画体系別目次

１　災害発生時に地域住民間で協力し合
える体制を構築するための支援

地区防災計画の策定、自主防災組織等
の活動との連携、防災リーダーの育成、
地域防災訓練の充実及び要配慮者支援
など共助の取組を支援します。

基本的施策（施策目標、基本施策）

　　その他                                                  

８　日常の安全安心が確保されている                                    
　　１　地域などと連携し防犯の向上に取り組みます                               

　　２　交通ルールを守る意識を高め、歩きやすいまちとなるよう取り組みます                   

　　３　誰もが安心して適切な医療を受けられる地域を目指します                         

　　その他                                                  

２　道路の安全な通行につながる対策の
実施

市民が安全かつ安心して外出できる道
路環境を形成するため、防護柵の整備、
道路のバリアフリー化、警察と連携した
違法駐車・駐輪対策を行います。

３　交通安全に関する周知・啓発の強化 交通事故を減少させるため、交通安全
教室などを通じて自転車を含む交通
ルールやマナーについて啓発に取り組
みます。

ページ
主な施策

まちづくり基本方針4　安全安心                                                 

７　災害に強いまちづくりが進んでいる                                   
　　１　まちの防災機能を高めます                                       

　　２　自助、共助、公助の連携により、災害に備えます                             

３　無電柱化の推進 無電柱化推進計画に基づき、「電柱・電
線のないまち」を目標に、長期的な視点
で計画的かつ効率的に事業を推進しま
す。

事業№ 事務事業名 担当課 再掲重点
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説明文

050901010471 庭園都市推進に関する業務                  ＊ 都市建設部街路樹課 09-01-001

050901020368 緑化施策に関する事務                    ＊ 都市建設部都市計画課 再掲 09-01-003

050901020470 都市公園・街路樹維持管理事業                ＊ 都市建設部街路樹課 09-01-002

050901020368 緑化施策に関する事務                    ＊ 都市建設部都市計画課 09-01-003

050902010465 まちの景観形成等に関する事務                ＊ 都市建設部都市計画課 09-02-001

050902010464 屋外広告物に関する事務                   ＊ 都市建設部都市計画課 09-02-002

050903010650 霊園整備事業                        ＊ 市民生活部環境課 09-03-001

050903010375 芦屋市総合公園管理運営事業                 ＊ 都市建設部道路・公園課 09-03-002

050903010469 都市公園の管理・運営事業                  ＊ 都市建設部道路・公園課 09-03-003

050903010673 都市公園施設整備事業                    ＊ 都市建設部道路・公園課 09-03-004

050903014046 都市公園維持管理事業                    ＊ 都市建設部道路・公園課 09-03-005

050903010582 芦屋市霊園維持管理業務                   市民生活部環境課 09-03-006

050903020553 市建築物の計画、設計及び工事監理等             都市建設部建築課 09-03-006

050903010673 都市公園施設整備事業                    ＊ 都市建設部道路・公園課 再掲 09-03-004

061201030541 行政改革の推進                       ＊ 企画部マネジメント推進課 再掲 12-01-005

061202020532 公有財産管理事務                      ＊ 総務部用地管財課 再掲 12-02-002

050904010419 市営住宅等改良改修工事                   都市建設部建設総務課 09-04-003

050904020421 住宅関連一般事務                      ＊ 都市建設部建設総務課 09-04-001

050904024049 住宅政策に関する事務                    ＊ 都市建設部都市計画課 09-04-002

050905030583 芦屋市霊園使用者募集                    市民生活部環境課 09-05-001

050905030584 芦屋市火葬場維持管理業務                  市民生活部環境課 09-05-001

050905030416 市営住宅等管理業務                     都市建設部建設総務課 09-05-001

050905030379 住居表示の変更及び実施                   都市建設部建設総務課 09-05-001

050905030386 土地区画整理事業に伴う清算金の徴収及び交付         都市建設部建設総務課 09-05-001

050905030551 都市建設部一般事務                     都市建設部建設総務課 09-05-002

050905030425 南芦屋浜団地の建設費（割賦金）               都市建設部建設総務課 09-05-002

050905030237 災害復興住宅特別融資制度                  都市建設部建設総務課 09-05-002

050905030427 兵庫県住宅再建共済制度                   都市建設部建設総務課 09-05-002

050905030468 芦屋市総合公園整備事業（償還）               都市建設部道路・公園課 09-05-002

050905030367 地区計画等の策定に関する事務                都市建設部都市計画課 09-05-002

050905030365 都市計画関係等一般事務                   都市建設部都市計画課 09-05-002

050905030406 狭隘道路整備事業      都市建設部建築指導課 09-05-003

050905030369 開発指導等関係一般事務                   都市建設部建築指導課 09-05-003

050905030390 建築指導等に関する事務                   都市建設部建築指導課 09-05-003

050905030384 ＪＲ芦屋駅北地区再開発事業                 都市建設部都市整備課 09-05-003

050905030389 都市計画関係等その他一般事務                都市建設部都市整備課 09-05-003

050905030554 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 09-05-003

051001010399 道路・橋梁の修繕事業                    ＊ 都市建設部道路・公園課 10-01-001

051001020372 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 10-01-002

051001020400 道路の管理に関すること                   都市建設部道路・公園課 10-01-002

051001020407 道路の補修工事                       都市建設部道路・公園課 10-01-002

040701034013 道路の改良事業                       ＊ 都市建設部道路・公園課 再掲 07-01-003

051002020061 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 10-02-001

051002020065 環境処理センター施設改修事業                ＊ 市民生活部環境施設課 10-02-002

051003010634 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 10-03-001

２　ごみ処理施設の安定的な運用 ごみ焼却施設、資源化施設及びパイプ
ライン施設の安定的な運用に向けて、適
正な維持管理及び施設整備に取り組み
ます。

１　ＪＲ芦屋駅南地区再開発事業の推進 ＪＲ芦屋駅南地区において、円滑な通行
を確保し、近隣へも賑わいと活力が波及
するよう、本市の南玄関口としてふさわ
しく魅力のあるまちづくりの完成に向け、
市街地再開発事業を推進します。

施策目標関連事務事業

１　橋梁の計画的な保全 今後、増大が見込まれる橋梁の補修・架
替えに対応するため、橋梁の計画的な
保全や廃止も視野に入れた適正化に取
り組みます。

２　道路の適切な維持管理 安全で利用しやすい道路空間の確保に
向け、適切な道路の補修や防護柵の整
備に取り組みます。

施策目標関連事務事業

１　公園ごとの特性に合わせた更新、活
用、維持管理

まちの価値を高める公共空間となるよう
総合公園の活性化や地域に応じた市
民による公園緑地の利活用などを推進
します。

２　都市施設のユニバーサルデザインの
推進

公共施設や道路・公園などの都市施設
の整備に合わせ、利用者の視点を考慮
したユニバーサルデザインを推進しま
す。

　　３　地域の価値を高める公共空間の活用を進めます                              

２　住宅ストックの効果的な活用 総合的な住宅相談窓口の利活用やリ
フォーム改修、中古住宅流通の促進に
加え、マンションの適正な維持管理や
ネットワークづくりの支援に取り組みま
す。

３　多様な主体による公共施設の活用 行政施設・学校園施設の地域での活用
や市有地の民間活用などについて検討
します。

１　長期的な市営住宅のあり方の検討

１　良質な都市景観への誘導 芦屋の美しい景観を守り、育てるため、
「景観地区」の認定制度による良好な景
観の創出と維持、屋外広告物条例の推
進、無電柱化の推進などを図ります。

２　持続可能な緑の維持管理手法の検
討

緑の基本計画に基づき、まちに潤いをも
たらす街路樹や公園の緑の維持管理に
取り組みます。

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）

　　３　市内交通の円滑化に向けて取り組みます                                 

　　４　良質な住環境を維持し、住宅ストックを活用します                            

　　その他                                                  

１０　持続可能なインフラ整備が進んでいる                                 
　　１　持続可能な交通インフラを保全します（道路・橋梁）                           

　　２　持続可能な生活インフラを保全します（ごみ処理施設）

市営住宅の適切な維持管理に加え、適
正配置などを検討します。

まちづくり基本方針5　都市基盤                                                 

９　住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている                              
　　１　まちなかの緑の持続可能な整備に努めます                                

　　２　良好な景観を守り、魅力を伝えます                                   

１　地域主体の緑化の推進 花と緑で彩られた芦屋をつくるため、
オープンガーデン参加箇所数の維持増
加や市内緑化団体の活動を支援しま
す。

事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ
主な施策

重点
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説明文

051003020360 交通計画等に関する事務                   ＊ 都市建設部都市計画課 10-03-002

051003020362 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 10-03-003

051001010399 道路・橋梁の修繕事業                    ＊ 都市建設部道路・公園課 再掲 10-01-001

051004010408 道路の除草、清掃                      都市建設部街路樹課 10-04-001

051004010403 街路事業（山手幹線）                    都市建設部都市整備課 10-04-001

重点

３　自転車ネットワーク計画の推進 歩行者・自転車・自動車それぞれが安
全・安心で快適に通行できる自転車利用
環境に向けて、道路を整備します。

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

２　市街地における道路ネットワーク機
能の形成・充実

交通の円滑化、安全性向上に加え、防
災性の向上等を図るため、稲荷山線、
山手線の道路整備、阪神電気鉄道の立
体交差、山手第１、２地区の面的整備、
阪急芦屋川駅周辺の交通結節点機能
整備について調査・研究を重ね、検討を
進めます。

　　その他                                                  

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
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061101024004 あしや市民活動センター管理運営事業             ＊ 企画部市民参画・協働推進室 11-01-001

061101030493 市民参画協働の仕組みづくりの推進              ＊ 企画部市民参画・協働推進室 11-01-002

061101030011 地区集会所管理運営事業                   ＊ 企画部市民参画・協働推進室 11-01-003

061101030007 地域自治活動の振興に関する事業               ＊ 企画部市民参画・協働推進室 11-01-004

061101030651 あしや秋まつりの開催                    ＊ 市民生活部地域経済振興課 11-01-005

061101030006 芦屋さくらまつりの開催                   企画部市民参画・協働推進室 11-01-006

061101030671 芦屋サマーカーニバルの開催                 都市建設部道路・公園課 11-01-006

061102014002 広報活動推進                        ＊ 企画部広報国際交流課 11-02-001

061102010483 広報紙発行                         ＊ 企画部広報国際交流課 11-02-002

061102010487 広報番組制作                        ＊ 企画部広報国際交流課 11-02-003

061102010097 観光事業                          ＊ 市民生活部地域経済振興課 11-02-004

061102010486 記者クラブ等報道機関への対応                企画部広報国際交流課 11-02-005

061201014018 総合戦略の推進                       ＊ 企画部政策推進課 再掲 12-01-003

061102020480 情報公開及び個人情報保護事務                総務部文書法制課 11-02-005

061102020482 統計調査事務                        総務部文書法制課 11-02-005

061301020544 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 13-01-002

061103020559 市民相談業務                        企画部市民参画・協働推進室 11-03-001

061103020491 広聴業務                          企画部市民参画・協働推進室 11-03-001

061103020492 市長と市民の懇談会（まちづくり懇談会）           企画部市民参画・協働推進室 11-03-001

061201010498 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 12-01-001

061201010598 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 12-01-002

061201014018 総合戦略の推進                       ＊ 企画部政策推進課 12-01-003

061201030541 行政改革の推進                       ＊ 企画部マネジメント推進課 再掲 12-01-005

061201020548 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 12-01-004

061201030541 行政改革の推進                       ＊ 企画部マネジメント推進課 再掲 12-01-005

061201030567 予算管理事務                        総務部（財務担当）財政課 再掲 12-01-006

061201030541 行政改革の推進                       ＊ 企画部マネジメント推進課 12-01-005

061201030567 予算管理事務                        ＊ 総務部（財務担当）財政課 12-01-006

061201030555 出納及び決算に関する事業                  会計課 12-01-007

061202020537 公共用地取得費特別会計事務                 ＊ 総務部用地管財課 12-02-001

061202020532 公有財産管理事務                      ＊ 総務部用地管財課 12-02-002

061202020530 庁舎管理事務                        ＊ 総務部用地管財課 12-02-003

061202020531 庁舎周辺整備                        総務部用地管財課 12-02-005

061202020535 公共事業用地取得                      総務部用地管財課 12-02-005

061202031033 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 再掲 12-02-004

050903020553 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 09-03-006

061202031033 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 12-02-004

061203010522 文書管理事務                        総務部文書法制課 12-03-001

061203010523 印刷事務                          総務部文書法制課 12-03-001

061203010566 財産区に関する事務                     総務部用地管財課 12-03-001

061203010529 備品管理事務                        総務部用地管財課 12-03-001

061203010533 車両管理事務                        総務部用地管財課 12-03-001

061203010545 市県民税賦課事務                      総務部（財務担当）課税課 12-03-001

061203010546 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 12-03-002

061203010547 税務管理事務                        総務部（財務担当）課税課 12-03-002

061203014047 ふるさと寄附金収納事務                   総務部（財務担当）課税課 12-03-002

061301010542 都市間協力                         ＊ 企画部政策推進課 13-01-001

061301014001 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 13-01-003

061301020544 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 13-01-002

061201030541 行政改革の推進                       ＊ 企画部マネジメント推進課 再掲 12-01-005

061302020496 時代に対応した組織運営                   ＊ 総務部人事課 13-02-001

重点

２　公共施設等の統廃合・複合化等によ
る最適な配置の検討

限られた財源の中、公共サービスの持
続的な提供のため、公共施設等総合管
理計画及び公共施設の最適化構想を推
進し、施設の利用状況や更新時期を勘
案しながら、本市に見合った施設総量と
なるよう、公共施設の最適配置を進めま
す。

２　新たな歳入確保の検討 適正な市税徴収管理を推進するととも
に、少子高齢化や人口減少に伴い懸念
される歳入減少に対応するため、行財政
改革実施計画に基づき、新たな収入確
保に取り組みます。

３　健全な財政運営 長期財政収支見込みを踏まえ、行財政
改革を行う中で、財源を効果的に配分
し、持続的かつ健全な財政運営を進め
ます。

２　全庁的な業務の改善 人口の減少に伴い職員数の減少が予測
される中でも、持続的に行政サービスを
提供するため、ＩＣＴ環境の充実などによ
る全庁的な業務の改善、効率化に取り
組みます。

１　生産性向上のための適切な手法の
選択と環境整備

職場環境の整備に向け、柔軟な働き方
を推進します。

１　公共施設等のライフサイクルコストの
縮減

官民で連携しながら、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のもとで、
包括的な維持管理や最適な改修時期・
規模を検討します。

２　市民自らがまちの課題を解決する仕
組みづくりの推進

市民、地域団体及び企業が集い、連携
する機会や場の提供や、地域の課題解
決への自発的な市民活動を推進し、持
続可能な活動となる仕組みの構築に努
めます。

　　１　地域が主体となってまちづくりを行う仕組みを構築します                         

施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

１　適切な評価に基づく、状況に合わせ
た事業の見直し

効率的・効果的な行財政運営を行うた
め、事業の有効性や必要性について適
切な評価を行い、見直すことで、社会情
勢の変化に適応した事業を推進します。

　　２　効果的・効率的な情報共有に努めます                                  

　　その他                                                  

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                    

１　市民活動の機会の提供に努め、地域
を支える人材の発掘・育成の支援

効果的な情報発信を行い、市民参画・協
働の理解促進に努めるほか、市民活動
センターやまちデザインラボなどの活動
を通じて地域サポーターとなる人材の発
掘・養成を図ります。

担当課

施策目標関連事務事業

１　多様な主体との連携強化 更なる効率的・効果的な行政サービス運
営に向け、新たな発想に基づく民間事業
者等多様な主体との連携強化を図りま
す。

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                         

　　２　持続可能な行政サービスの提供に向け、官民に捉われない施設の効率的な運営や最適な配置を進めます     

　　その他                                                  

１３　急速な社会変化に対応できる組織になっている                             
　　１　不確実性が高まる社会に適応できる行政運営を行います                          

　　２　職員が能力を発揮し、効率的な行政運営を行えるよう、「働き方改革」を進めます              

施策目標関連事務事業

　　１　長期的視点に立った行財政改革を行います                                

１　時代に合った媒体の活用による情報
発信の充実

まちや行政の情報を多様な選択肢によ
り発信するとともに、魅力を市内外にシ
ティプロモートし、芦屋に対する愛着（ シ
ビックプライド）の醸成を図ります。

２　情報を公開し、オープンガバメントを
推進

行政の透明性・信頼性の向上、行政の
効率化、市民の市政への関心度向上に
向け、行政情報のオープンデータ化など
による積極的な提供を行います。

総合計画体系別目次

基本的施策（施策目標、基本施策）
事業№ 事務事業名 再掲 ページ
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061302034061 コンプライアンスに関する事務                ＊ 総務部コンプライアンス推進室 13-02-002

061302030500 人事評価事業                        ＊ 総務部人事課 13-02-003

061302030501 職員研修事業                        ＊ 総務部人事課 13-02-004

061302030517 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 13-02-005

061302030516 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 13-02-006

061302030502 職員の採用・任免・異動・服務関係事務            総務部人事課 13-02-006

061303010543 秘書要務                          企画部市長室 13-03-001

061303010527 地方分権事務                        企画部政策推進課 13-03-001

061303010481 法制事務                          総務部文書法制課 13-03-001

061303010564 市議会との連絡調整等の事務                 総務部文書法制課 13-03-001

061303010524 人事課所管のその他一般事務                 総務部人事課 13-03-001

061303010505 公務災害補償関係事務                    総務部人事課 13-03-001

061303010506 職員の福利厚生事務                     総務部人事課 13-03-002

061303010503 芦屋市職員公舎住宅貸与事業                 総務部人事課 13-03-002

061303010507 人事・給与制度に係る研究及び改定事務            総務部人事課 13-03-002

061303010509 職員組合及び労働組合との交渉・折衝業務           総務部人事課 13-03-002

061303010525 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 13-03-002

061303010538 工事及び調達等の入札契約事務                総務部契約検査課 13-03-002

061303010534 検査事務                          総務部契約検査課 13-03-002

061303010513 人事関係内部管理業務                    教育委員会管理部教職員課 13-03-003

061303010514 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 13-03-003

061303010515 公務災害・通勤災害                     教育委員会管理部教職員課 13-03-003

061303010518 会計年度任用職員関係経常業務                教育委員会管理部教職員課 13-03-003

061303010519 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 13-03-003

重点

　　その他                                                  
施策目標関連事務事業 施策目標関連事務事業

２　職員の能力向上とモチベーションを
引き出す仕組みづくり

職員の基礎的な資質向上に資する研修
はもとより、ノウハウの全庁的な継承、
越境人材の育成など個人の能力を認
め、活かし、専門性の高い課題にも対応
できる仕組みづくりに取り組みます。

まちづくり基本方針6　行政経営                                                 
基本的施策（施策目標、基本施策）

事業№ 事務事業名 担当課 再掲 ページ
主な施策
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