
まちづくりの基本方針

１ 人と人がつながって新しい世代につなげる

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

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

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

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

5  地域で安心して子育てができている

(11)



(12)



01-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 広報紙発行 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010483

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
①市からの情報を得ることにより，行政サービスが受益できる。 
②文化や歴史情報を知ることで，市への信頼や愛着心が醸成でき
る。 
③市政への理解や関心を深め，それぞれの立場での市政への参
画・協働方法を選択できる。 

【大きな目的】 
①市から伝えるべき行政情報の周知。 
②市民が行政サービスを受益する権利を守る。 
③市への信頼や愛着心を醸成するとともに、市民の市政への参
画・協働を促進する。 

【全体概要】 
■「広報あしや」の発行＜月２回＞ 

【発行スタイル】タブロイド判。毎月1日号（２色刷り・１月１日号は
４ページのみカラー刷り）・15日号（２色刷り）ともに８ページ。 

【発行部数】41,000部 

【配布方法】日刊紙６紙に折り込み配布。新聞非購読者向けに市内公
共施設等66ヶ所へ配置するとともに，希望者には郵送（約330件）。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

22,501 住民1人当たり（円） 344.78

年　度 単位

合計 千円 36,902 32,525

平成２６年度 決算

事業費 千円 36,902

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

32,525 22,501 １世帯当たり（円） 797.24

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,025 2,461 1,851

千円 34,877 30,064 20,650 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,617 11,225

1.150 0.950正職員 人

人 0.000 0.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

「広報紙発行」事業に関しては，平成28
年度から主に広報あしやに関する「広報
紙発行」，主に広報に関する職員意識の
啓発や新たな広報媒体の検討等に関する
「広報活動推進」の２事業に分けて取り
組む。

活動配分 人 1.150 1.750

他部門経費

01-01-001

01-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

速やかにより分かりやすい情報が提供できるよう，また，広く市内外へ市の魅力を発信していくことができるよう，外部の有識者の意見
も聴取し，新たな広報媒体の活用を含め，広報全体のあり方を見直す。

平成27年度の実施内容

・「広報のあり方」について市民団体や職員と意見交換を行い広報のあり方に関する調査・研究を行った。 
・「広報あしや」を平成28年4月1日号から全戸配布（家庭・事業所）するとともに，紙面の見直しを行った 
・広報紙配信アプリ「ｉ広報紙」を，平成28年4月から導入することとした。 
・広報掲示板の風雨対策施工が完了した。 
・広報課所有写真等のデータ化を進めた。 
・市職員（各課広報担当者）の広報活動に関する研修会への参加率８４．５％

平成27年度の改善内容

広報のあり方に関して検討した結果，広報紙の配布方法やレイアウトなど平成28年度に向けて改善を行った。

現在認識している課題

・より魅力的で読みやすい「広報あしや」を作成し，市民の満足度を向上する。 
・より効果的で効率的な情報発進となるよう職員意識の向上を目指す。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

広報紙の発行については，平成２７年度に広報のあり方を見直す中で，配布方法やレイ
アウトなどの変更を行った。今後も引き続き，市の情報発進の基幹ともいえる広報紙に
ついては，市民ニーズを把握しながら検証を行う必要がある。広報掲示板等の広報媒体
についても，今後もより効果的かつ効率的に活用していく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・魅力的で読みやすい「広報あしや」を作成し，市民の満足度を高める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・さらに魅力的で読みやすい「広報あしや」を作成し市民の満足度
を高める。 
・教育・子育てなど市民が必要とする情報を広報紙で発信する。 
・市民ニーズの把握と分析。 
・時代に合った広報媒体の検証。

・地域からの情報を取材し，「広報あしや」で発信していく。 
・市が市民に特に注目・強調したいことがらを特集し情報発進して
いく。

01-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
)



01-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ホームページの制作 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010485

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成10年度 ～

事業概要

【対象】 
市民及び市外のインターネット利用者 

【意図】 
市民に行政情報や市の施策をわかりやすくお知らせするととも
に，市内外へ情報を提供する。 

【大きな目的】 
市政への関心と参加を市民に促すとともに，市内外へ芦屋市のＰ
Ｒを行う。 

【全体概要】 
□ＣＭＳ（コンテンツマネージメントシステム）によるホームページ
の新規作成及び更新 
□バナー広告の更新 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,728 住民1人当たり（円） 148.53

年　度 単位

合計 千円 22,237 14,012

平成２６年度 決算

事業費 千円 22,237

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

14,012 2,728 １世帯当たり（円） 343.46

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,165 1,604 2,266

千円 20,072 12,408 462 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,617 11,225

1.150 0.950正職員 人

人 0.000 0.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.150 1.750

他部門経費

01-01-002

01-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

ＣＭＳ操作研修を通じて，必要な情報を適切な時期に公開するとともに，鮮度を保ったページ管理を行うよう指導する。

平成27年度の実施内容

・ＣＭＳ操作研修（初級・中級・承認者）を年３回開催。 
・注目バナーを駆使して，ひきつけるページづくりを実践。 
・人気コーナーとなった「思い出写真館」を月１回更新。

平成27年度の改善内容

・ＣＭＳ操作研修では，課長級職員を対象とした「承認者研修」を新たに実施。 
・研修を通じて，ページ作成上における留意点を指導。

現在認識している課題

より充実したページ作成と鮮度を保ったページ管理を行うため職員への啓発が必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

他の媒体では伝えきれない量の情報を掲載したり，適切なタイミングで情報の発信をす
ることができるホームページは，今後も重要な広報媒体として継続していくことが必要
である。 
今後も適正な運用管理を行い，研修等を通じて職員意識の啓発を行い，見やすく，分か
りやすい情報をタイムリーに発信することが必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
ＣＭＳ操作研修を通じて，必要な情報を適切な時期に公開するとともに，鮮度を保ったページ管理を行うよう助言する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

各末端ページの管理は各課が行うため，適時・適切な情報発信につ
いて，引き続き，各課の認識の向上を図る必要がある。

・庁内研修を継続する。 
・適宜，ページを点検し，必要に応じて個別に助言する。 

01-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
4
)



01-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ＣＡＴＶ広報チャンネル制作 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010487

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

実施区分 委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
□市民へ伝えるべき市の情報を，映像と音声によりタイムリーに
伝える。 
□市民が知りたい情報を，市民リポーターの参画・協働により制
作し，市政への関心を高め，より多くの市民の市政への参画を推
進する。 

【大きな目的】 
ケーブルテレビを通して，市のイベント等や行政情報，市の施策
について視覚を通してわかりやすくお知らせし，市民が市政に関
心をもち，協働と参画を果たす一助とするため。 
文字データ放送により，行政情報をリアルタイムで配信する。 

【全体概要】 
□ケーブルテレビにより，視聴可能エリアが市内はもとより神戸市兵
庫区までとなっている。（地上デジタル，１１ch） 
　※平成27年４月１日現在の市内加入世帯は，15,425世帯(推計世帯数
40,797世帯) 
□番組製作本数は，月２本(年間24本) 
　※15分番組「芦屋市広報番組“あしやトライあんぐる”」に， 
　　①トピックス②特集③お知らせの番組で編成されている。 
□市政情報番組の制作と放映(１日５回)し，ＤＶＤの貸し出しも行っ
ている。 
□サンテレビの文字データ放送を活用した行政情報を配信する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

12,432 住民1人当たり（円） 180.81

年　度 単位

合計 千円 17,882 17,057

平成２６年度 決算

事業費 千円 17,882

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,057 12,432 １世帯当たり（円） 418.09

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 17,882 17,057 12,432 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,600 4,663

0.550 0.550正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.550 0.550

他部門経費

01-01-003

01-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

親しみやすい構成と興味深い内容を企画することで，行政情報をよりわかりやすくするとともに，本市の魅力を発信する。

平成27年度の実施内容

広報番組では，市の新規事業や注目事業をくまなく特集し，特に，12月後半では，甲南学園・美術博物館・市生涯学習課と共同企画によ
る「芦屋ゆかりの作曲家・貴志康一」特集を放映した。 
また，市民リポーターを追加募集し，市民参画・協働による番組制作を進めたほか，甲南女子大学の学生リポーターも起用し，産官学の
取り組みを始めた。 

データ放送では，庁内研修を通じて，積極的な情報発信を呼びかけた。

平成27年度の改善内容

市民リポーターと学生リポーターの起用による，市民参画・協働と産官学の取り組みを進めた。 

現在認識している課題

・市の魅力を伝える企画の選定 
・データ放送の積極的活用

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

テレビを活用した情報発進は市の施策や事業，市民サービスに関わる事業をわかりやす
く伝えるためには有効な媒体である。さらにより親しみやすくわかりやすい内容となる
ようリポーター会議等を活用して番組づくりに工夫を重ねることが必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
行政情報をより分かりやすい内容・構成でお知らせするとともに，本市の魅力を発信する。 
産官学の取り組みをより一層すすめるため，現在起用している甲南女子大学の学生リポーターの試行事業を継続する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・広報番組について，全編字幕放送を行うことや動画配信を検討す
る。 
・庁内各課が認識を持ち，積極的なデータ放送の発信につなげる。 

・行政情報だけでなく，市民リポーター提案の企画を取り入れるな
ど，市民目線の番組編成を目指す。 
・庁内研修を通じて，データ放送の活用を促す。

01-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
5
)



01-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 広報刊行物発行 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010484

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，市外の希望者 

【意図】 
市民に市の施策・行政情報，市域の歴史・文化を含めた情報等を
わかりやすく知らせるとともに，市内外へ芦屋市政ＰＲとしての
概要を知らせる。 

【大きな目的】 
市への信頼や愛着心を醸成するとともに，市民の市政への参画・
協働を促進する。 

【全体概要】 
□芦屋市ガイドマップの発行(芦屋市紹介パンフレット　隔年20,000
部） 
□芦屋シティグラフの発行・販売（市勢要覧　4年ごとに5,000部） 
□芦屋市市民便利帳の発行（3年ごと　全戸配布） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 107.07

年　度 単位

合計 千円 2,927 10,100

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,927

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

10,100 0 １世帯当たり（円） 247.57

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 400 0

千円 2,927 9,700 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,927 7,520

0.350 0.700正職員 人

人 0.000 0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.350 1.100

他部門経費

01-01-004

01-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・「芦屋市ガイドマップ」の発行 
・「芦屋シティグラフ」の発行 
・「芦屋市市民便利帳」の発行

平成27年度の実施内容

・「芦屋市ガイドマップ」を平成27年12月に発行（20,000部） 
・「芦屋シティグラフ」を平成28年3月に発行（5,000部） 
・「芦屋市市民便利帳」を平成27年11月に全戸配布。転入者等には窓口配布。

平成27年度の改善内容

・「芦屋市ガイドマップ」「芦屋シティグラフ」は市の魅力を高める特集を企画した。 
・「芦屋市市民便利帳」は官民共同事業により財政的な負担を伴わず発行した。

現在認識している課題

・「芦屋市ガイドマップ」「芦屋シティグラフ」とも，次回発行までに魅力ある特集企画を選定。「芦屋シティグラフ」は引き続き広告
収入を得て発行する。 
・「芦屋市市民便利帳」は次回も財政的な負担を伴わない同様の手法での発行を目指す。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

目的に応じて適切に刊行物を発行し情報発信を行なうことは必用である。「芦屋市ガイ
ドマップ」「芦屋シティ・グラフ」は本市の魅力を発信するために今後も計画的に発行
し魅力発信のツールとして活用していくことが必要である。「市民便利帳」については
財政負担に伴わない手法での発行や電子書籍版の活用など工夫を重ねることが必要であ
る。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
次回発行に向けた特集企画の選定

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

次回発行に向けた特集企画を選定するため，市の魅力を高める事項
の調査・研究

芦屋市の魅力をより一層高めるため，特集企画やデザインなど，次
回発行に向けて調査・研究を継続していく。

01-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
6
)



01-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 記者クラブ等報道機関への対応 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010486

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市政記者クラブ加盟社等のマスコミを通じて，市の情報を発信す
る。 

【大きな目的】 
市政記者クラブ加盟社等のマスコミを通じて市の情報を発信し，
市政への関心と参画・協働を市民に促す。 

【全体概要】 
□庁議資料の配布による資料提供 
□各課，市民等からの資料配布による情報提供 
□記者発表による情報提供と記事掲載依頼 
□記者からの問い合わせに応えることによる資料提供 
□記者クラブに臨時的任用職員を配置し，各加盟記者からの問い合わ
せや資料提供に応じ，広報活動のサポートに当たらせる。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 57.77

年　度 単位

合計 千円 5,362 5,450

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,362

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,450 0 １世帯当たり（円） 133.59

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,362 5,450 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,362 5,450

0.300 0.350正職員 人

人 1.000 0.880

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.300 1.230

他部門経費

01-01-005

01-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民に対する情報発信するツールとして，プレスを利用するよう引き続き庁内に周知する。

平成27年度の実施内容

・「危機管理研修」の一環として，係長級以上を対象に危機管理における報道対応についての研修を，8月17日に開催した。 
・広報担当者を対象とした研修で，庁内事業の積極的なプレス発表を呼びかけ，発表時における注意点等を説明した。

平成27年度の改善内容

研修や庁内掲示板を通じて，記者発表資料作成時の注意点等をお知らせした。

現在認識している課題

マスコミに取り上げてもらえるような発表資料の作成や発表のタイミングについて庁内に周知する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

記者クラブ等の報道機関を積極的に活用して市の情報発進を行うことは迅速かつ広範囲
に周知するために有効な手段であり，引き続き行う必要がある。記者クラブへの情報発
進については，適切に発進できるよう継続的に職員研修を行う必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
市民に情報発信する重要なツールとして，プレスを利用するよう，引き続き庁内に周知する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

庁内各課へのプレス利用の認識を向上させる。 課長級を中心とした研修を実施する。

01-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
7
)



01-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民相談業務 事務事業番号

01 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                     

前期5年の
重点施策

1-1-1　様々な伝達手段を活用した、平易な表現での情報を発信します。 
1-1-2　市民発の情報や行政発の情報をテーマごとに整理し、発信します。

0101010559

担当所属 企画部お困りです課 担当課長名 浅野　令子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 平成15年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
日常生活にさまざまな問題を抱えている市民に対し，専門の相談
員を配置し，問題解決の糸口や情報提供等のアドバイスにより，
問題解決に向けての手助けをする。 

【大きな目的】 
問題を抱えている市民が減少することで市民生活，ひいては市が
健全で活気あるものとなる。 

【全体概要】 
□弁護士，司法書士や家事相談員等による専門相談の実施。 
 ・弁護士による法律相談 
 ・司法書士による法律相談 
 ・家事相談 
 ・行政相談　 
 ・土地・建物の登記相談 
 ・公正証書相談 
 ・不動産相談 
 ・税務相談 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,547 住民1人当たり（円） 134.80

年　度 単位

合計 千円 12,592 12,716

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,592

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

12,716 2,547 １世帯当たり（円） 311.69

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 12,592 12,716 2,547 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,075 10,172

1.000 1.000正職員 人

人 0.600 0.600

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.600 1.600

他部門経費

01-01-006

01-01-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

専門相談についての周知を図る。

平成27年度の実施内容

・弁護士法律相談　…281件　　・司法書士法律相談…136件 
・家事相談 　　　 … 72件　　・行政相談　　　　… 10件 
・公正証書相談　　… 30件　　・税務相談　　　　…128件 
・土地建物登記相談… 14件　　・不動産相談　　　… 24件 

【決算額】　2,544千円 
　　　　　　1,656千円（弁護士法律相談）　644千円（家事相談） 
　　　　　　  100千円（法律扶助負担金）　144千円（消耗品等）

平成27年度の改善内容

・相談件数の少ない家事相談について，新たにチラシを作成し，相談の需要がある関係課に設置を依頼して連携強化を図った。

現在認識している課題

引き続き相談件数の少ない専門相談のPRを行うと共に，相談日の増減等内容の検討が必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市民サービスにつながる内容であり，他団体においても市が実施している。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民のそれぞれの状況に応じた専門相談を紹介することにより，問題解決を図ることができるため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

問題を抱えている市民が，専門相談で問題解決の糸口を見つけることができる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

市民相談の内容を，まちナビ等を活用し行った。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他政策の中で弁護士相談等の専門相談があるが，特化した内容であるため統合は難しい。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

相談員はボランティアでの活動が大半であるため，手段変更しにくい。

【総合評価】

市民が自ら問題解決を図るには，専門相談を利用することがその一助となるため，適切
な専門相談につなぐことが必要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

現在も，人件費以外の費用はほとんど発生しておらず，相談員もボランティアでの活動が大半である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

１件３０分程度の相談で解決の糸口を見出すための無料相談であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
ニーズに合った専門相談の実施（内容・回数などの見直し）

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

専門相談の適正な回数の検討。 
専門相談のPR方法についての検討。

専門相談については，市民だけではなく職員にも周知を図り，各課
の職員が必要に応じて市民に案内ができるようにする。相談件数の
少ない専門相談については市民のニーズを把握し，利用しやすい専
門相談に改善する。

01-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
8
)



01-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

集会施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 地区集会所管理運営事業 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

1-2-1　幅広い世代が市民活動に気軽に参加できる環境をつくります。 
1-2-2　市民活動に参加する市民や団体の自立への取組を支援します。 
1-2-3　市民活動の輪が広がるよう市民同士や市民と行政の連携を促進します。

0101020011

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例

実施区分 指定管理 財源

事業期間 昭和40年度 ～

事業概要

【対象】 
本市住民，本市内に事務所又は事業所を有する者 

【意図】 
市民が地域を中心に文化活動等を活発に行い，親睦が深まり地域
が活性化する。 

【大きな目的】 
地域の力を高める。 

【全体概要】 
□地区集会所１３か所（打出・翠ケ丘・竹園・前田・朝日ケ丘・春
日・潮見・浜風・奥池・ 
　西蔵・大原・茶屋・三条）の指定管理者による管理運営。　　 
□地区集会所の補修計画の見直し。 
□９つの集会所の県民交流広場事業を支援する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

99,903 住民1人当たり（円） 1,044.09

年　度 単位

合計 千円 104,362 98,494

平成２６年度 決算

事業費 千円 104,362

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

98,494 99,903 １世帯当たり（円） 2,414.25

0

市債 千円 0 0 42,300

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 223 221 234

千円 104,139 98,273 57,369 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,971 5,200

0.550 0.580正職員 人

人 0.130 0.100

うち経費 千円 32,401 32,941

嘱託・臨職等

千円 2,174 2,714

減価償却費 千円 30,227 30,227

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.680 0.680

他部門経費

01-02-001

01-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□朝日ケ丘地区集会所の改修工事を行う。

平成27年度の実施内容

□地区集会所指定管理料41,907,400円 
□地区集会所利用率 48.91％ 
□９つの県民交流広場事業の広報を支援 
□朝日ケ丘地区集会所改修工事17,882,478円

平成27年度の改善内容

□多目的トイレの洗浄便座化　□トイレ手洗いにジェットタオルの設置 
□手動の火災報知機の設置　□前田地区集会所の雨漏りの修理 
□集会所の利用案内を作成

現在認識している課題

□保全計画に従い，順次改修工事を行なっているが，老朽化が進んでいる集会所もあるので，現状を把握しながら保全計画の見直しを協
議していく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民の主体的な活動や幅広い世代の交流の場であるため，整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

地域の住民が集会所を管理運営することで，地域のつながりができ，地域の活性化に貢
献している。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

利用料金の負担がある。

平成２８年度の目標・改善内容
大原地区集会所の改修工事

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

各地区集会所の補修を計画的に行い，利用しやすい集会所を整備す
る。 
災害時における地区集会所の避難所開設についての協定締結。

集会所の運営マニュアルの整備について取り組む。

01-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
9
)



01-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋さくらまつりの開催 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

1-2-1　幅広い世代が市民活動に気軽に参加できる環境をつくります。 
1-2-2　市民活動に参加する市民や団体の自立への取組を支援します。 
1-2-3　市民活動の輪が広がるよう市民同士や市民と行政の連携を促進します。

0101020006

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和63年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，参加者 

【意図】 
市民の活動と交流の輪が広がり，ふるさととして芦屋に愛着を持
つ。 

【大きな目的】 
コミュニティの活性化とふるさとづくりの推進 

【全体概要】 
芦屋さくらまつりの開催 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,524 住民1人当たり（円） 99.26

年　度 単位

合計 千円 6,444 9,364

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,444

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,364 3,524 １世帯当たり（円） 229.53

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 6,444 9,364 3,524 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,228 5,850

0.410 0.660正職員 人

人 0.280 0.090

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成27年度から，まつりの安全対策支援補助金を交付し，より安全なまつりが開催できるように支援した。

活動配分 人 0.690 0.750

他部門経費

01-02-002

01-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

子どもを含む幅広い世代が安心し，楽しめるように安全面に配慮する。

平成27年度の実施内容

第27回芦屋さくらまつりの支援協力 
□日時：平成27年4月4日(土)・4月5日(日)11時～20時 
□場所：芦屋川東側側道(大正橋から業平橋) 
□内容：ステージ，縁日，抽選会 
□参加人数：4月4日(土)8,000人，4月5日(日)6,000人　計14,000人 
□まつり安全対策補助金　2,000,000円 
□芦屋さくらまつり協議会補助金　1,500,000円

平成27年度の改善内容

□縁日の出店従事者の一覧の提出

現在認識している課題

□暴力団対策の強化 
□芦屋さくらまつり運営協議会の自主的な運営

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

芦屋さくらまつり協議会が協賛金を得て自主的に開催するものだが，市が事務局として多くの支援を行っている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

学生が，さくらまつりで清掃ボランティアをするなかで，ボランティアについて考えるワークショップを行った

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

芦屋さくらまつり協議会の自主的な運営を目指し支援を行っていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

出店料の徴取，協賛金募集

平成２８年度の目標・改善内容
□中止基準に基づき，開催中止を協議会の判断で早急に行う。 
□協賛金募集の強化を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

□芦屋さくらまつり協議会の自主的な運営 安心・安全・清潔なまつりを継続して開催する

01-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
0
)



01-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋サマーカーニバルの開催 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

1-2-1　幅広い世代が市民活動に気軽に参加できる環境をつくります。 
1-2-2　市民活動に参加する市民や団体の自立への取組を支援します。 
1-2-3　市民活動の輪が広がるよう市民同士や市民と行政の連携を促進します。

0101020671

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 補助 財源

事業期間 昭和63年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市民他 

【意図】 
コニュミティの推進，ふるさとづくりの推進 

【大きな目的】 
コニュミティの推進 

【全体概要】 
芦屋サマーカーニバル（開催日　平成27年度は7月25日(土)） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,013 住民1人当たり（円） 87.62

年　度 単位

合計 千円 5,785 8,266

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,785

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

8,266 4,013 １世帯当たり（円） 202.61

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,785 8,266 4,013 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,403 4,266

0.250 0.350正職員 人

人 0.460 0.460

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.710 0.810

他部門経費

01-02-003

01-02-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

イベントを通して参加者をはじめとした市民間のコミュニティづくりを支援する。 
警備員の適正配置により，花火終了後の安全確保に努める。 
警備資器材の充実を図り，近隣住宅地への来場者の侵入を防止する。

平成27年度の実施内容

第37回芦屋サマーカーニバルへの援助・協力（補助金　4,000千円） 
　期間：平成27年7月25日 
　場所：南芦屋浜地区（潮芦屋ビーチ周辺，潮芦屋緑地，芦屋市総合公園） 
　内容：花火大会，縁日，イベント等 
　参加人数：約94，200人（花火大会） 

平成27年度の改善内容

花火終了時の混乱を防ぐため，総合公園及び臨時駐車場周辺での歩行者の誘導を適切に行うことができるよう安全対策を強化した。

現在認識している課題

民間主催のイベントに対して，市がどこまで支援し，責任を負うのかについて検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

他市からの参加も多く，市民コミュニティづくりに役立っているのか不透明であり，市が補助金を出す事業としてそぐわない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

人と人とのつながりを促進しているのかが不透明である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

人と人とのつながりを促進しているのかが不透明である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

安全対策等の改善策を着実に実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価

統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

まつりの内容，予算計画に改善の余地があると思われる。

【総合評価】

南芦屋浜地区の住居が完了に近づいている現在，来場者と住民の安全対策のため，警備
費用が増大している。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

まつりの内容，予算計画に改善の余地があると思われる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
駐車・駐輪警備等安全対策を一層強化する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 なし

施設管理者の立場で当該事業を所管することには問題が伴う。 
市としての支援体制の見直しが必要である。

市民まつりとして馴染む事業であるのか，市がどこまで積極的に関
わり支援していくのかについて検討が必要である。

01-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
1
)



01-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 あしや秋まつりの開催 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

1-2-1　幅広い世代が市民活動に気軽に参加できる環境をつくります。 
1-2-2　市民活動に参加する市民や団体の自立への取組を支援します。 
1-2-3　市民活動の輪が広がるよう市民同士や市民と行政の連携を促進します。

0101020651

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
コミュニティの推進，ふるさとづくりの推進 

【大きな目的】 
コミュニティの推進 

【全体概要】 
あしや秋まつり（体育の日の前日の日曜日） 
・あしや秋まつり協議会に補助金を交付。 
・準備及び企画に参画 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,110 住民1人当たり（円） 79.06

年　度 単位

合計 千円 7,179 7,458

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,179

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,458 3,110 １世帯当たり（円） 182.81

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 7,179 7,458 3,110 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,540 4,348

0.700 0.600正職員 人

人 0.100 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.800 0.700

他部門経費

01-02-004

01-02-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

あしや秋まつり協議会への支援

平成27年度の実施内容

あしや秋まつりへの支援 
・あしや秋まつり協議会へ補助金を出し支援 
・企画への参画。当日の応援

平成27年度の改善内容

警備体制の強化

現在認識している課題

事故防止対策の強化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

協議会方式による実施

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

あしや秋まつり協議会の自主的な運営を目指し支援して行くことは，地域の活力を生か
す意味でも妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

安全性を考慮し，コスト削減をするべきではない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

出店料の徴収，協賛金の募集

平成２８年度の目標・改善内容
安全対策の強化

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 義務的事業

・開催場所の検討 
・事故対策の強化

安全対策（警備）の強化

01-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
2
)



01-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民参画協働の仕組みづくりの推進 事務事業番号

03 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                      

前期5年の
重点施策

1-3-1　地域の課題を市民が主体となって解決するよう支援します。 
1-3-2　市民が主体となって進めるまちづくりの仕組みを市民と協働で見直します。

0101030493

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画 第２次芦屋市市民参画協働推進計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 平成16年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，職員 

【意図】 
市民活動及び協働に関する意識，理解が深まる。 
市民が市政に参画する機会が増える。 
市民と行政が協働することにより，住みよいまちづくりが実現す
る。 

【大きな目的】 
市民の力，地域の力が高まり，地域主体のまちづくりが進む。 

【全体概要】 
□第2次芦屋市市民参画協働推進計画の進捗管理 
□市民参画の手続に関する事務 
□市民活動団体の育成・登録 
□地域課題解決の仕組みづくり 
□職員研修会 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

563 住民1人当たり（円） 302.93

年　度 単位

合計 千円 27,886 28,577

平成２６年度 決算

事業費 千円 27,886

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

28,577 563 １世帯当たり（円） 700.47

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 85 58 0

千円 27,801 28,519 563 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,854 7,375

0.700 0.770正職員 人

人 0.000 0.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成26年度に第２次市民参画協働推進計画を策定したため

活動配分 人 0.700 1.070

他部門経費

01-03-001

01-03-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

第２次市民参画協働推進計画を実施し，市民参画協働の仕組みづくりを推進する

平成27年度の実施内容

□地域課題解決の仕組みづくり支援等業務委託料557千円 
□地域課題解決の仕組みづくりアドバイザー会議開催支援等業務444千円 
□芦屋市市民参画協働推進会議1回開催 
□市民参画の手続の実施予定・結果報告をホームページに掲載 
□平成26年度市民参画の手続実施状況を広報あしや6月15日号で公表 
□あしや市民活動センター指定管理の指定（平成27年度～平成31年度） 
　平成27年度指定管理料20,700千円 
　あしや市民活動センター利用者数15,809人，交流会・セミナー参加者938人

平成27年度の改善内容

あしや市民活動センター登録団体の調査を行った

現在認識している課題

あしや市民活動センターの周知不足 
パブリックコメントの周知不足

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

幅広い世代が市民活動に気軽に参加できる環境をつくり，市民活動に参加する市民や団体の自立への取り組みを支援しているため

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

地域福祉との整理は必要である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

行政と市民活動団体等との協働をさらに進めることができないか検討が必要である

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

芦屋市立あしや市民活動センターの会議室利用料の負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
第2次芦屋市市民参画協働推進計画に基づき，市民参画協働を推進する 
庁内の市民参画協働の実態について，聞き取り調査を行い，同時に助言を行う

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

多くの市民・職員に市民参画・協働に関心を持ってもらい，市民参
画・協働によって，より住みやすいまちになることを，実感できる
ようにする

行政が主になっている協働事業で，市民の参画の割合を高めること
ができないかを検討する

01-03-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
3
)



01-03-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 地域自治活動の振興に関する事業 事務事業番号

03 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                      

前期5年の
重点施策

1-3-1　地域の課題を市民が主体となって解決するよう支援します。 
1-3-2　市民が主体となって進めるまちづくりの仕組みを市民と協働で見直します。

0101030007

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 01 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                  

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和48年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市自治会連合会加入の自治会組織（81団体），市民 

【意図】 
市との協働関係を深め，各々の地域自治組織が活発に活動してい
る。 
自治会活動に参加しなかった市民が自治会等の活動へ参加する。 

【大きな目的】 
地域主体の住みよいまちづくり 

【全体概要】 
□自治会連合会の事務局を担う。 
□自治会連合会に対し，補助金を交付する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,535 住民1人当たり（円） 146.47

年　度 単位

合計 千円 11,532 13,817

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,532

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

13,817 4,535 １世帯当たり（円） 338.68

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,199 2,000 0

千円 10,333 11,817 4,535 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,710 7,121

0.700 0.730正職員 人

人 0.300 0.330

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 1.060

他部門経費

01-03-002

01-03-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各所管課から自治会等への協力要請等の状況を把握し，自治会活動を続けていくうえでの課題を把握する

平成27年度の実施内容

□芦屋市自治会連合会の事務局 
　自治会連合会三役会15回，理事会2回，定期総会1回，顕彰委員会1回 
　会計監査1回 
□自治会連合会補助金　395,000円 
□自治会育成事業補助金　240,000円（60件） 
□街の美化推進事業補助金　2,764,000円（691件） 
□自治会へのアンケート調査

平成27年度の改善内容

自治会運営についてのアンケート調査を実施し，課題の把握を行った。

現在認識している課題

新規の自治会役員のなり手がいない等，自治会運営において課題を抱えている

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

自治会へのアンケート結果で把握した課題に基づいて，自治会等地縁組織と行政との協
働のあり方を検討していく。 達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
自治会等地縁組織の活動が活性化するための支援方法を検討する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

自治会等地縁組織と行政との協働のあり方についての検討。 自治会等地縁組織が地域自治を円滑に運営できるよう支援する。

01-03-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
4
)



02-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 生涯学習推進事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010305

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育基本法，生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律，芦屋市生涯学習出前講座実施要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
□地域の課題解決を図るための活動や地域づくりの推進のため，
様々な学習活動の機会を充実させ支援を行う。 
□生涯学習の推進 

【大きな目的】 
□市民が教養豊かで，文化・芸術等の薫り高いまちとなる 
□社会教育活動の推進を図る 
□地域の課題解決に係る活動や地域づくり，地域の教育力向上に 
資する活動 

【全体概要】 
□生涯学習出前講座を実施 
□地域子育て関連事業 
□社会教育活動の推進 
□社会教育活動への地域住民の参画，協働の推進 
□地域の課題解決に係る活動や地域づくり，地域の教育力向上に 
資する活動 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,414 住民1人当たり（円） 82.02

年　度 単位

合計 千円 4,972 7,737

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,972

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,737 2,414 １世帯当たり（円） 189.65

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 271 20 10

千円 4,701 7,717 2,404 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,149 7,207

0.520 0.850正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

・平成27年度には一般社会教育管理事業
を統合した。 
・平成28年度には社会教育委員活動事
業，社会教育関係団体支援・育成事業を
統合した。

活動配分 人 0.520 0.850

他部門経費

02-01-001

02-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・生涯学習出前講座の内容整理及び充実　・学校地域支援連組織の活動の充実化に向けた支援 
・県立芦屋高等学校におけるオ－プンカレッジの開催

平成27年度の実施内容

・生涯学習課講座（７９講座）５８回 
・芦屋市学校支援ボラティア連絡協議会　３回，活動事業日数延べ３８０日 
　　活動参加者延べ２，１７５人 
・県立芦屋高等学校オーブンカレッジ　８回開催，延べ参加者数　４３６名 
・市内在住の小・中学生に対し，のびのびパスポートの配布　８，０００枚 

平成27年度の改善内容

・生涯学習出前講座数が増加した。 
・県立芦屋高等学校のオープンカレッジを開催した。

現在認識している課題

・社会教育関係職員のスキルアップ

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

行政として生涯学習の機会を提供し，市民が主体的な活動を活発に継続していくためのきっかけづくり等の手助けをすべきである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

各事業の実施により，生涯学習の機会を提供している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民が自ら学び，教養を高めることや，市民参画意識の啓発に繋がっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

既存の事業についても，毎年内容を見直しながら，実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

一般社会教育管理と統合したところではあるが，さらに広い視点で，社会教育委員活動，社会教育関係団体支援・育成事業と統合でき
る[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現在のところ，費用対効果をあげる手段変更はない。

【総合評価】

オープンカレッジの実施や出前講座の実施回数が増加し，定着してきたこと等は，市民
が知識と教養を育む機会の充実の面から評価できる。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

出前講座実施時の生涯学習課員の立会いを原則不要とし，減らすことができれば，人件費の削減になる

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

出前講座の会場は受講者が用意するなど，可能なものについては求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
既存の生涯学習出前講座とあわせて，社会教育関係登録団体等の会員が自らの学びにより，得た知識や技術を講師等となって広く市民に
還元できる，市民版出前講座（仮称）の仕組みを整備し，新規事業として実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・のびのびパスポートの利用促進のための方法等，子どもたちが文
化芸術にふれあう機会の充実 
を図る。 

各事業の継続実施と内容の充実

02-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
5
)



02-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 コミュニティ・スクール関係 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010324

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市コミュニティ・スクール推進要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和52年度 ～

事業概要

【対象】 
地域住民 

【意図】 
コミュニティ・スクールの運営を，地域の住民が自主的に運営で
きるよう側面から支援する。 

【大きな目的】 
地域住民の組織的な活動をより活発にする。 

【全体概要】 
□市内各コミュニティ・スクールの自主的な運営のための経費を一部
補助する。 
□コミュニティ・スクールの活動に対する支援 
□活動の拠点として小学校の施設を開放 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 100.09

年　度 単位

合計 千円 5,871 9,442

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,871

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,442 0 １世帯当たり（円） 231.44

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,871 9,442 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,178 6,783

0.380 0.800正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から子育て学習推進事業費及
び地域子育て事業と統合し，学校園・家
庭・地域の教育推進支援事業とする。

活動配分 人 0.380 0.800

他部門経費

02-01-002

02-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

継続した活動の支援を行う。

平成27年度の実施内容

・夏祭り，文化活動発表会など地域に開かれて活動を支援 
・コミュニティ・スクール連絡協議会への補助金　１１８千円 
・９コミュニティ・スクールへの補助金　　各２７０千円

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

地域活動としての各コミュニティ・スクールの活動支援であるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力を高めているため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力を高めているため。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力を高めているため。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

芦屋におけるコミュニティ・スクールの存在は大きく，他に変わるものは無いが，大きな視点で，子育て学習推進事業及び地域子育て事
業と統合も検討できる[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現在，十分な効果をあげている。

【総合評価】

継続した活動が行われており，一定の成果はあると考える。引き続き，安定した活発な
活動ができるよう，調整及び支援を行う。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

補助金の額も既に削減を行ったものであり，これ以上はできない。 

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

各コミスクとも，会費を集める等自主財源の確保に努めている。

平成２８年度の目標・改善内容
28年度はコミスク連絡協議会で行っている合同文化展が，３０回の節目となるため，より充実して実施できるよう支援する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

活動の活性化のためにも，他団体との連携のあり方を見直すことも
必要と考える。

見直しを行うと共に，継続した活動の支援を行なう。

02-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
6
)



02-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 三条分室及び三条デイサービスセンターの維持管理 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010306

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例，芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条
例施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成13年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
三条分室及び三条デイサービスセンター利用者 

【意図】 
利用者が安全快適に利用できるように，三条分室及び三条デイ
サービスセンターを維持管理する。 

【大きな目的】 
三条分室及び三条デイサービスセンターの利用者が安心快適に利
用できる。 

【全体概要】 
□三条分室の管理及び清掃(三条地域協議会に委託) 
□施設補修 
□各設備等保守点検（受水槽，受電設備，消防設備，空調設備，構内
通話設備等） 
□夜間機械警備 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,554 住民1人当たり（円） 165.02

年　度 単位

合計 千円 16,107 15,567

平成２６年度 決算

事業費 千円 16,107

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

15,567 3,554 １世帯当たり（円） 381.57

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 16,107 15,567 3,554 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,895 1,911

0.370 0.370正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 10,857 10,857

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 10,857 10,857

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.370 0.370

他部門経費

02-01-003

02-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□受水槽の内部シーリング，ポンプ，バルブ，配管の交換補修 
□受電装置の交換推奨部品の交換補修

平成27年度の実施内容

□施設管理（施設内清掃，除草，ゴミの排出，駐車場管理，施設内巡回による安全点検等を三条地域協議会に委託） 
□設備等の保守及び保安点検業務委託（消防設備，受電設備，受水槽，空調設備） 

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

□受水槽とポンプからの漏水，バルブ内の錆，パネルの再塗装　　□受電設備交換 
□3階部分の雨漏り　　□窓枠の歪みと腐蝕

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

三条分室は，社会教育施設という性質上，市による維持管理が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「人と人がつながって新しい世代につなげる」及び「市民が教養を高める機会が豊富にある」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

「幅広い知識と教養を育む機会の充実」及び「地域の伝統や歴史が，次の世代に語り継がれていく活動を促進」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

施設を維持管理し，設備等の保守点検等を実施することによって，利用者が快適に利用できる環境を維持している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

地域の協力を得て，費用対効果をあげていると考えており，これ以上は困難。

【総合評価】

施設の老朽化による整備必要箇所が少なからずある中で，長期保全計画との整合性を図
りつつ，予算の範囲内でできることは行ったと考える。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

すでに，施設保全の保守契約について，見積合わせや長期契約による経費の低減に努めている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

社会教育施設として，文化財整理及びコミスク活動の場であるため，利用者に費用負担を求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
□平成29年度実施予定であった小規模改修工事が平成32年に延期となったため，延期となった小規模改修を視野に入れた補修を行なって
いく。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

□小規模改修工事の実施（平成32年度実施予定）　□受水槽のシー
リング，バルブ，配管の交換補修　　□受電装置の部品の交換補修
□雨漏りの対応　　□構内電話の交換　　□空調設備等の交換及び
補修　　□各設備の計画的な的補修・交換等の実施 

□小規模改修工事の実施 
□各設備の計画的な補修・交換等の実施

02-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
7
)



02-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 社会教育関係団体支援・育成事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010335

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法，文化芸術振興基本法，芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会教育関係団体の活動支援 

【大きな目的】 
社会教育関係団体の活動が活発になり，もって市民の文化力の向
上につながる。 

【全体概要】 
□社会教育関係団体の登録 
□社会教育関係団体への支援 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 97.40

年　度 単位

合計 千円 11,252 9,188

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,252

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,188 0 １世帯当たり（円） 225.21

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 11,252 9,188 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,506 6,382

1.000 0.460正職員 人

人 0.050 0.880

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から生涯学習推進事業に統合
する。活動配分 人 1.050 1.340

他部門経費

02-01-004

02-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

社会教育関係登録団体の果たす役割の理解や，補助・減免等の支援の対象団体であることを再認識させ，団体活動内容及び予算施行につ
いての適正化を図る。

平成27年度の実施内容

・社会教育関係団体の３年に一度の更新を行った。 
・社会教育関係団体の追加登録を実施した。（１０団体） 
・市ＰＴＡ協議会等１２団体への事業運営支援として補助金を交付した。（２，６５２千円） 
・社会教育関係登録団体の果たす役割を再確認していただくため，研修会を実施した（参加団体数　午前１１９団体 
　・午後８６団体）

平成27年度の改善内容

・社会教育関係登録団体に対し，研修会を実施した。 
・補助金交付団体に対する会計監査を継続して行った。

現在認識している課題

社会教育関係登録団体の役割について理解を促進する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市として文化振興のため必要である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民が主体となった活動を継続的に行い，文化，芸術等の振興に貢献している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民が主体となった活動を継続的に行い，文化，芸術等の振興に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

継続して実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

大きな視点で，生涯学習推進事業との統合が検討できる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

社会教育関係団体に対する支援の仕方や団体同士の連携により，さらに効果が期待できる。

【総合評価】

社会教育関係登録団体に対する研修を継続して行ったことは評価できる。今後も繰り返
し実施し，各団体の会員すべてに，その目的を理解していただくよう努める。また，補
助金の見直しも含めた事業の見直しを行っていくこととする。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

団体に対する補助金について見直す必要がある。 

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

受益者負担を求める性質の事業では無い。

平成２８年度の目標・改善内容
団体に対する補助金のあり方を見直し，改善につなげていく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

・団体に対する補助金のあり方を見直し，改善につなげていく。 
・登録団体の各会員に社会教育関係登録団体の意義，目的を理解し
ていただき，それに沿ったより良い活動をしていただく。

・団体間の情報共有や連携を支援し，知の循環が実現できる仕組み
づくりを行なう。

02-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
8
)



02-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 社会教育委員活動 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010304

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法，芦屋市社会教育委員に関する条例，芦屋市社会教育委員会議規則

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
教育委員会の附属機関として社会教育委員を委嘱し，社会教育委
員の本務に沿った有効な会議を実施する。 

【大きな目的】 
芦屋市の社会教育活動等について様々な意見をいただき，社会教
育活動の発展を図る。 

【全体概要】 
□社会教育委員の会議を設置する。 
□社会教育に関する諸計画を立案すること。 
□教育委員会の諮問に応じ，意見を述べること。 
□上記の職務を行うための必要な研究調査を行うこと。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 54.90

年　度 単位

合計 千円 4,829 5,179

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,829

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,179 0 １世帯当たり（円） 126.95

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,829 5,179 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 4,663

0.500 0.550正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から生涯学習推進事業に統合
する。活動配分 人 0.500 0.550

他部門経費

02-01-005

02-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

社会教育委員の会議において計画的に議題に取り組む。

平成27年度の実施内容

・社会教育委員８名で構成。 
・社会教育委員の会議を４回開催した。 
・教育委員との意見交換を行った。 
・県・阪神地区の社会教育委員関係の会議及び研修会に計８回出席した。

平成27年度の改善内容

社会教育教育委員の会議において，課題に積極的に取り組んだ。

現在認識している課題

引続き活発かつ積極的な取組のための会議運営

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

社会教育法第15条の規定による

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民参画による開かれた市政を運営するための附属機関として位置づけられている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

会議のあり方等改善・活性化できれば，さらに貢献度は大きくなると考えられる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

少しづつではあるが良い状態に進んでいる

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

大きな視点で生涯学習推進事業への統合も検討する

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現在のところ費用対効果をあげる手段変更は無い。

【総合評価】

限られた時間の中で，決められた内容に加え，課題解決に向けての積極的な意見がいた
だけるよう，引続き会議運営の方法についても工夫が必要。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

ほぼ報酬のみであり，現在のところコスト削減は困難

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

附属機関であり，受益者負担を求めるような事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
社会教育委員の会議において，積極的に課題に対する意見をいただく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

より有益な会議となるよう，よく検討し，議題を提案する。 社会教育委員の会議が課題解決の糸口となるよう，積極的に課題に
取り組む。

02-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
2
9
)



02-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 文化振興事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010631

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 奥村　享央

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市文化振興基本計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市文化基本条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，事業者，市 

【意図】 
文化振興基本計画において文化施策を包括的に示すとともに，市
民，事業者及び市が連携・協働して効果的に推進する。 

【大きな目的】 
文化振興基本計画の基本目標である「自然に恵まれた，人が心豊
かに生きることのできるまち」を目指す。 

【全体概要】 
□文化振興基本計画（平成２４年度～平成２８年度）の進行管理 
・今後の取組に反映させるため，前年度の取組を振り返り，課題や改
善策について検討する。 
□文化振興審議会の開催 
・文化振興基本計画の進行管理として担当課で評価した内容をもと
に，附属機関である文化振興審議会において外部評価する。 
□文化振興基本計画の策定（平成２９年度～平成３３年度） 
・文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための文化
振興基本計画を策定する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,182 住民1人当たり（円） 119.60

年　度 単位

合計 千円 4,005 11,282

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,005

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

11,282 4,182 １世帯当たり（円） 276.54

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,005 11,282 4,182 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,773 6,217

0.400 0.700正職員 人

人 0.150 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.550 0.800

他部門経費

02-01-006

02-01-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

計画の進行管理，文化振興審議会の開催・意見とりまとめ，次期計画策定に向けた取組

平成27年度の実施内容

□文化振興基本計画に基づく事業評価を実施　評価時期：10月 
□文化振興審議会を3回開催 
【1回目】H27年 5月29日〔議題〕第2次芦屋市文化振興基本計画策定について 
　　　　　　　　　　　　　　　第2次芦屋市文化振興基本計画策定における市民アンケートについて（今後の流れ） 
【2回目】H27年 8月24日〔議題〕第2次芦屋市文化振興基本計画策定における市民アンケートについて（前回からの動きと今後の流れ） 
【3回目】H27年12月22日〔議題〕第2次芦屋市文化振興基本計画策定における市民アンケートについて（ヒアリング・アンケート内容
等） 
　 　　　　　　　　　　　　　 平成26年度文化振興基本計画に基づく事業の評価について 
□市民アンケート調査の実施 
〔時期〕平成28年2月9日～2月29日〔対象〕芦屋市在住の18 歳以上〔送付〕2,000通〔回答〕1,063通〔回答率〕53.2％

平成27年度の改善内容

文化振興基本計画の事業評価の際に円滑に行うため，評価に必要な情報等を所管課へ周知した。

現在認識している課題

文化事業における地域人材等の発掘及びこれらの資源を市が行う事業で活用すること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

文化基本条例に基づき文化の推進を図るものであるため，妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

第4次総合計画の重点取組に位置付けられている事業であり，整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

第4次総合計画の重点取組に位置付けられている事業であり，貢献度が高い。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

文化振興審議会からいただいたご意見をもとに評価を実施し，改善を図っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

文化振興審議会でいただいたご意見を各課の取組に反映させることで，より効果的な事業の実施につながる。

【総合評価】

本市は国際文化住宅都市であり，芦屋市創生総合戦略においても市の魅力として文化の
重要性を掲げているため，文化振興基本計画に基づき事業を推進し文化の魅力を発信す
ることは重要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

計画の進行管理が主な事業内容であるため，受益者負担を求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
□計画の進行管理，文化振興審議会の開催・意見とりまとめ。 
□次期計画の策定。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□平成29年度からの新たな文化振興基本計画の策定。 □引続き文化振興審議会を開催し，改善を図りながら文化振興基本
計画の進行管理を行うことで更なる文化振興に努める。

02-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
0
)



02-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民センター管理運営 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010310

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
市民センター運営条例（市民会館条例，公民館設置条例，老人福祉会館条例）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和38年度 ～

事業概要

【対象】 
市民センター利用者 

【意図】 
市民センターの施設，設備を良好に維持するとともに，市民の
ニーズに対応できるよう配置し，来館者（市民）が安全・快適に
利用し，もって市民の文化振興に資する。 

【大きな目的】 
市民の生活文化の向上と教育の振興 

【全体概要】 
□生涯学習や社会福祉活動の場の提供。 
□市民センター施設の維持管理 
□市民センター施設の貸出 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

340,665 住民1人当たり（円） 2,431.46

年　度 単位

合計 千円 224,068 229,372

平成２６年度 決算

事業費 千円 224,068

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

229,372 340,665 １世帯当たり（円） 5,622.28

0

市債 千円 0 0 157,100

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 73,199 70,371 66,851

千円 150,869 159,001 116,714 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 26,195 27,566

1.600 1.800正職員 人

人 4.620 4.220

うち経費 千円 88,290 88,381

嘱託・臨職等

千円 418 509

減価償却費 千円 87,872 87,872

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 6.220 6.020

他部門経費

02-01-007

02-01-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民センターの施設や備品を円滑に市民・利用者の利用に供する。

平成27年度の実施内容

市民センターの利用状況 
①市民会館　９，０１６室使用，使用率５８．９パーセント 
②ホール　　２，０４８室使用，使用率３２．２パーセント 
③公民館　　５，５１６室使用，使用率４０．６パーセント 
全体で　　１６，５８０室使用，使用率４７．０パーセント

平成27年度の改善内容

平成２８年度実施予定である老朽化の激しいルナ・ホールの舞台機構などの改修工事に向け，設計委託を実施した。 
建築課作成の保全計画に沿って，給水ポンプの改修やルナホール棟の給水管更新工事などを実施した。

現在認識している課題

老朽化している施設・備品を計画的に整理・改修する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

平成２８年度から２９年度にかけて，施設保全計画に基づきルナ・ホールの舞台機構な
どを改修する予定であり，建築課と調整の上，適切な工事実施を行う。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
市民センターの施設や備品を円滑に市民・利用者の利用に供する。 
老朽化の激しいルナ・ホールの舞台機構などの改修工事を適切に実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 民間委託

妥当性 あり

市民センターは市民会館と公民館の複合施設で施設の性質が違う。
また，部屋の貸出だけでなく，備品の貸出も連動して行っているた
め，業務が複雑になっている。 
老朽化している施設・備品を計画的に整理・改修する。

業務の簡素化と年次的な施設改修を実施する。

02-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
1
)



02-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民会館文化事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010336

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
市民センター運営条例 
市民センター運営条例施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和38年度 ～

事業概要

【対象】 
各種文化団体や絵画創作活動に親しんでいる人 

【意図】 
市民文化の振興を図ることを目的として，各種文化団体が１年間
の成果を発表するため，又絵画創作活動に親しんでいる方を対象
にホールや展示場を利用して，発表及び鑑賞の場として開催 

【大きな目的】 
市民文化の振興 

【全体概要】 
ルナ・ホールや市民会館・展示場を利用して，発表及び鑑賞の場を提
供。 
　□市民絵画展 
　□市民ギャラリー･ステージ 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

716 住民1人当たり（円） 76.64

年　度 単位

合計 千円 4,307 7,230

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,307

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,230 716 １世帯当たり（円） 177.22

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 254 271 275

千円 4,053 6,959 441 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,881 6,726

0.700 0.740正職員 人

人 0.130 0.120

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.830 0.860

他部門経費

02-01-008

02-01-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民ステージ，市民ギャラリー，市民絵画展を実施する。

平成27年度の実施内容

①市民ステージ 
　　９団体，来場者数　３，００３人 
②市民ギャラリー 
　１５団体，来場者数　５，１３８人 
③市民絵画展 
　出品点数　４６点，来場者数　４５２人

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

参加者が限られており，毎年，同じ参加者が多い。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

市民絵画展で参加者の幅を広げる意味で，一般参加者とは別に，ジュニアの部を設けて
はどうだろうか。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
円滑な事業の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

02-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
2
)



02-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ルナ・ホール事業費 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010337

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
市民センター運営条例 
市民センター運営条例施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成18年度 ～

事業概要

【対象】 
音楽コンサート，落語，映画等の芸術鑑賞者 

【意図】 
市民文化の振興を図ることを目的として，音楽コンサート，落
語，映画会等鑑賞の場を提供する。 

【大きな目的】 
市民文化の振興 

【全体概要】 
□ルナ・ホールを利用して，発表及び鑑賞の場を提供する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

14,546 住民1人当たり（円） 190.24

年　度 単位

合計 千円 16,052 17,946

平成２６年度 決算

事業費 千円 16,052

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,946 14,546 １世帯当たり（円） 439.89

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 5,184 4,779 5,330

千円 10,868 13,167 9,216 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,552 3,137

0.350 0.340正職員 人

人 0.130 0.070

うち経費 千円 0 509

嘱託・臨職等

千円 0 509

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.480 0.410

他部門経費

02-01-009

02-01-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

円滑な事業の実施。芦屋の魅力を発掘・発信する事業を実施する。 
能・狂言といった古典芸能の鑑賞や貴志康一などモダニズムを熟成させた「あしやびと」の軌跡をたどる講座やイベントを実施する。

平成27年度の実施内容

①市民寄席（２回）　　　　　　　　　　入場者数　１，００５人　 
②木津川計の一人語り劇場　　　　　　　入場者数　　　２１４人　 
③いきいきシネマサロン（５回）　　　　入場者数　３，０８５人 
④夏休み子どもシアター　　　　　　　　入場者数　　　６４２人 
⑤貴志康一の歌曲と名曲コンサート　　　入場者数　　　１７８人 
⑥芦屋能・狂言鑑賞の会　　　　　　　　入場者数　　　５５５人 
⑦あしやティアフル映画祭　　　　　　　入場者数　　　６２６人 
⑧あしやDe幸村　　　　　　　　　　　　入場者数　　　２１３人 
⑨芦屋文学サロン「在原業平と芦屋」　　入場者数　　　４６８人 

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

事業を委託している事業者からの提案（内容，特に料金設定）に対する見極めが難しい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

ルナ・ホールに来場できない方々にもルナ・ホール事業を観覧していただく機会を設け
る，いわゆるアウトリーチを民間事業者と協議の上，実施してはどうだろうか。例え
ば，市内の高齢者がいらっしゃる施設で松永貴志コンサートを実施するなど。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
円滑な事業の実施。芦屋の魅力を発掘・発信する事業を実施する。 
「あしやびと」の軌跡をたどる企画として，近年，ますます評価が高まっている本市出身の作家，須賀敦子をテーマとした催しを実施す
る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

民間事業者からのに提案により，芦屋の魅力を発掘・発信する事業
を実施する。民間事業者からの提案を見極める目が必要である。

事業を効果的に実施し，芦屋の魅力を発掘・発信していく。

02-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
3
)



02-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 講座・セミナー・音楽会等の開催 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102011028

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び第22条），芦屋市立公民館設置条例（第3条）

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和29年度 ～

事業概要

【対象】 
生涯学習の機会を求めている人 

【意図】 
さまざまな学習機会の提供 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□市民センターの学習ニーズ及び市の教育方針に基づいて，講座・セ
ミナー・音楽会等を開催する。 
□学習情報の提供と学習方法の相談，グループ育成を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 83.68

年　度 単位

合計 千円 0 7,894

平成２６年度 決算

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,894 0 １世帯当たり（円） 193.49

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 2,862 0

千円 0 5,032 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 368

0.000 0.020正職員 人

人 0.000 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

２つの事務事業「講演・講座・学級・教室等の開催」と「公民館音楽会」を統合し，本事業としたため。

活動配分 人 0.000 0.070

他部門経費

02-01-010

02-01-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２８年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

平成27年度の実施内容

公民館講座　　　　　　　　　　２２講座，　　受講者数　１，４５１人 
にほんごがっきゅう　　　　　　５０講座，延べ参加人数　　　１９１人 
講演会・セミナー等　　　　　　１５講座，延べ参加人数　１，３７３人 
ＮＨＫ公開セミナーの共催事業　　４講座，延べ参加人数　２，３４６人 
公民館・子ども教室　　　　　　２１講座，延べ参加人数　　　８１５人 
公民館音楽会　　　　　　　　　　　７回，延べ参加人数　１，５７６人

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

この事業は継続性と講師依頼での折衝など人間関係が重要である。民間事業者の選定には格段の配慮が必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

民間事業者により適切に事業が実施できたことを評価する。 
民間事業者側で長年事業に携わってきた方の退職が予定されており，事業の継続が上手
くできるかどうか注意してほしい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２９年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

この事業は継続性と講師依頼での折衝など人間関係が重要である。
民間事業者の選定には格段の配慮が必要である。

民間事業者への委託を継続する。

02-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
4
)



02-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010312

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び22条），芦屋市立公民館設置条例（第3条）

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和60年度 ～

事業概要

【対象】 
60歳以上の市民 

【意図】 
60歳以上の市民を対象に学習の機会を提供し，教養を高め，活発
な交流を実現する。芦屋川カレッジ修了生がより高度な教養を身
につけ，受講生間の仲間作りに取り組む。 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□芦屋川カレッジ事業 
□芦屋川カレッジ大学院事業 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

7,000 住民1人当たり（円） 78.10

年　度 単位

合計 千円 7,654 7,368

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,654

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,368 7,000 １世帯当たり（円） 180.60

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,480 2,445 2,507

千円 5,174 4,923 4,493 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 654 368

0.050 0.020正職員 人

人 0.060 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.110 0.070

他部門経費

02-01-011

02-01-011

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２８年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

平成27年度の実施内容

芦屋川カレッジ　必修　３６回，受講者数　１１０人 
　関西文化コース　　　１５回，受講者数　　５５人　 
　世界探訪コース　　　１５回，受講者数　　５５人 
芦屋川カレッジ聴講生　　　　 
　関西文化コース　　　　９回，受講者数　　５５人　 
　世界探訪コース　　　　９回，受講者数　　５５人 
芦屋川カレッジ大学院　 
　日本と世界の食文化～美味しさを求めて旅に出よう～ 
　　　　　　　　　　　１２回，受講者数　１０９人　 

平成27年度の改善内容

この事業は継続性と講師依頼での折衝など人間関係が重要である。民間事業者の選定には格段の配慮が必要である。 
委託事業者と協議し，受講希望の多い芦屋川カレッジ大学院で公開講座を実施した。

現在認識している課題

民間事業者への委託を継続する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

民間事業者により適切に事業が実施できたことを評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２９年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

この事業は継続性と講師依頼での折衝など人間関係が重要である。
民間事業者の選定には格段の配慮が必要である。

民間事業者への委託を継続する。

02-01-011

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
5
)



02-01-012

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市立公民館運営審議会等 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010315

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条，22条，29条），芦屋市立公民館設置条例（第3条及び15条）

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和28年度 ～

事業概要

【対象】 
公民館利用者 

【意図】 
公民館運営審議会を開催し，各種の事業の企画実施につき調査・
審議を行ない，より良い公民館運営に役立てる。 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□公民館運営審議会で公民館の事業内容等を協議し，その中で各種事
業の企画・実施に関し評価を行い，今後の公民館事業の内容に反映さ
せる。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

456 住民1人当たり（円） 6.02

年　度 単位

合計 千円 994 568

平成２６年度 決算

事業費 千円 994

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

568 456 １世帯当たり（円） 13.92

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 994 568 456 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 812 368

0.050 0.020正職員 人

人 0.100 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.070

他部門経費

02-01-012

02-01-012

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

公民館事業の多くを民間事業者に委託している。事業評価と今後の方向性を示していただく。

平成27年度の実施内容

公民館運営審議会　２回開催

平成27年度の改善内容

学識経験者を１名増員し，８名で構成する審議会とした。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

公民館の運営について貴重な意見をいただけたと評価する。講座事業面だけでなく，施
設面でのご意見もいただきたい。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
公民館事業の評価と今後の方向性を決めてもらう。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学識経験者を１名増員した。活発な意見交換を期待する。

02-01-012

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
6
)



02-01-013

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 公民館図書室の運営 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010316

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び第22条），公民館図書室運営要綱，芦屋市立公民館設置条例（第3条）

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和42年度 ～

事業概要

【対象】 
公民館図書室の利用者 

【意図】 
生涯学習並びに教養の向上の支援。 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□公民館の施設としての図書室を整備し，図書館との連携を図って運
営を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,911 住民1人当たり（円） 64.98

年　度 単位

合計 千円 5,383 6,130

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,383

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,130 1,911 １世帯当たり（円） 150.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 652 718 625

千円 4,731 5,412 1,286 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,665 4,264

0.050 0.020正職員 人

人 1.100 1.350

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.150 1.370

他部門経費

02-01-013

02-01-013

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

適切な図書の貸出しなど図書室運営を実施する。

平成27年度の実施内容

蔵書数　　　　　２６，０６３冊 
図書受入冊数　　　　　８８２冊 
図書除籍冊数　　　　　８０４冊 
登録者数　　　　　　　１０２人　 
貸出利用者数　　１４，６６８人 
貸出利用冊数　　４０，３９５冊 

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

図書館本館との連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

適切に公民館図書室を運営できたと評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
適切な図書の貸出しなど図書室運営を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

適切な図書の貸出しなど図書室運営を継続して実施する。 継続して実施する。

02-01-013

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
7
)



02-01-014

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 常設展示事業・公民館ギャラリー 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010313

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び第22条），芦屋市立公民館設置条例（第3条）

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和42年度 ～

事業概要

【対象】 
生涯学習の機会を求めている人 
学習成果の発表の場を求めている人 

【意図】 
さまざまな学習機会の提供。 
市民に学習成果の発表の場を提供すると共に文化意識の向上を図
る。 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□展示により学習機会の提供（常設展示事業） 
□市民の学習成果の発表の場を提供する。（公民館ギャラリー） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

400 住民1人当たり（円） 8.14

年　度 単位

合計 千円 1,054 768

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,054

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

768 400 １世帯当たり（円） 18.82

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 220 220 200

千円 834 548 200 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 654 368

0.050 0.020正職員 人

人 0.060 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.110 0.070

他部門経費

02-01-014

02-01-014

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２８年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

平成27年度の実施内容

常設展示事業　みんなで考えよう平和展 
　　　　　　　夏休み・公民館子ども教室の写真展 
　　　　　　　芦屋のペット，大集合展＆近畿地方に来た迷鳥と珍鳥展 
　　　　　　　芦屋川カレッジ３０年のあゆみ展 
　　　　　　　国指定遺跡　会下山遺跡を守り，活かす展 
　　　　　　　ルナ・ホール事業今むかし展＆私のコレクション展 
　　　　　　　仲ノ池の自然環境（在来種と外来種）展 
　　　　　　　芦屋の街かどスケッチ作品展 
　　　　　　　国指定遺跡　会下山遺跡を守り，活かす展　 
公民館ギャラリー　　　２０グループ

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

生涯学習課など市の他課と連携した事業を，民間委託により実施できたことを評価す
る。 
民間事業者側で長年事業に携わってきた方の退職が予定されており，事業の継続が上手
くできるかどうか注意してほしい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２９年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

特殊性の高い業務であり，民間事業者の選定には十分留意する必要
がある。また，民間事業者からの提案を見極める能力が市職員に必
要となっている。講座事業など他の事業と連携した展示を行い，効
果的な学習機会の提供に努める。

民間事業者への委託を継続する。

02-01-014

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
8
)



02-01-015

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 阪神南青い鳥・くすの木学級の開催 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010223

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 高田

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び第22条），芦屋市立公民館設置条例

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和49年度 ～

事業概要

【対象】 
阪神南３市の視覚障がい者・阪神地区の聴覚言語障がい者 

【意図】 
阪神南３市の視覚障がい者・阪神地区の聴覚言語障がい者の交
流。 

【大きな目的】 
障がいのある人の地域，年齢を超えた交流を図る 

【全体概要】 
□阪神南３市(芦屋市・尼崎市・西宮市)の視覚・阪神地区の聴覚言語
障がい者を対象にした学級を３市で開催 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

600 住民1人当たり（円） 10.26

年　度 単位

合計 千円 1,254 968

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

968 600 １世帯当たり（円） 23.73

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 1,254 968 600 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 654 368

0.050 0.020正職員 人

人 0.060 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.110 0.070

他部門経費

02-01-015

02-01-015

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２８年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

平成27年度の実施内容

阪神南青い鳥学級　　　尼崎が担当 
阪神南くすの木学級　　西宮が担当

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

他市との実行委員会形式の事業形態で，他市は直営事業で本市は民間事業者に事務と事業を委託しているため，会議での民間事業者職員
の位置づけが難しい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

来年度はくすの木学級の実施当番市に当たる。兵庫県が行政改革に伴い事業の内容を変
更するとの情報があり，情報収集に努めてほしい。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，２９年度の事業計画が適切に作成されるかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

視覚障がい者，聴覚言語障がい者を対象とした事業で特殊性が非常
に高く，民間事業者の確保と選定には細心の配慮が必要である。

民間事業者への委託を継続する。

02-01-015

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
3
9
)



02-01-016

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 図書館運営事業（収集整理利用） 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010317

担当所属 教育委員会社会教育部図書館 担当課長名 丸尾　恵子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
図書館法，図書館設置条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和24年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市在住・在勤・在学者，阪神7市1町在住者 

【意図】 
資料を収集･整理・保存し，調査研究・レクリエーション等を行
う場として，市民の福祉・文化向上に寄与する。 

【大きな目的】 
図書館からの幅広い学習機会の提供により，住民の生涯学習を支
援していく。 

【全体概要】 
□施設の維持管理 
□資料の収集（選書・発注・受入・装備・整理・保存），利用，リク
エスト 
□相互利用，相互協力，障がい者奉仕，予約業務 
□参考調査相談業務 
□行事・催物を開催し，市民の教養・知的欲求に資す。 
□図書館だより「みんなの本棚」発行 
□図書館ホームページの運営 
□図書館協議会の運営 
□日本図書館協会等に加盟 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

86,339 住民1人当たり（円） 2,508.95

年　度 単位

合計 千円 238,361 236,682

平成２６年度 決算

事業費 千円 238,361

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

236,682 86,339 １世帯当たり（円） 5,801.46

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 15,231 5,988 6,674

千円 223,130 230,694 79,665 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 128,107 130,556

12.680 13.000正職員 人

人 11.110 10.640

うち経費 千円 32,771 32,771

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 32,771 32,771

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 23.790 23.640

他部門経費

02-01-016

02-01-016

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民が知識や教養を深める機会の拡充

平成27年度の実施内容

□図書館協議会（2回）149千円　　　□ブックスタート事業（絵本の読み聞かせ） 
□図書等貸出　770,452冊 　　　　　□学校等団体貸出　 
□図書等予約　150,436件　　　　　 □打出分室の運営  1,930千円 
□資料収集（図書・雑誌・新聞等）　□大原分室の運営  9,529千円 
□レファレンスサービス　 
□図書館行事 
こどもおはなしの会（45回）打出分室こどもおはなしの会（12回）えほんの会（45回）金曜シネサロン（22回）
こどもの本の研究会（8回）おはなしの研究会（11回）　　　　　 
小学生の本の部屋（1回）読書講演会（1回）親子で楽しむおはなしの会・絵本の会（各4回）大人が楽しむおはなしの会（2回） 
夏休み怖くて楽しいおはなしの会（2回）人形劇の会（1回） 
夏休み折り紙教室（1回）図書館見学（小学３年生対象）8校 図書展示（12回）平成27年度の改善内容

図書館行事の充実を図った。

現在認識している課題

レファレンス等図書館機能の充実 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

長期的・計画的に資料を収集・保存していくためには市が責任をもって運営するべきである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

知識や教養を育む施設として機能している

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民の教養を深めるために貢献している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

評価を参考に目標を掲げ，実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

代替できる事業はない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

手法によっては可能である

【総合評価】

市民の知的欲求に応えるという公立図書館の役割を適切に果たしている。今後も引き続
き，図書館サービスの向上を図っていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減については，困難である

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公立図書館の利用に関しては，原則無料が望ましい

平成２８年度の目標・改善内容
開館時間の拡充等サービスの向上を図る

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

コンピュータシステムの構築と資料等管理体制の整備 利用者のニーズを踏まえた図書館サービスを実施していく

02-01-016

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
0
)



02-01-017

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 図書館施設整備事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010616

担当所属 教育委員会社会教育部図書館 担当課長名 丸尾　恵子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
図書館法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成21年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市在住・在勤・在学者，阪神７市１町在住者 

【意図】 
市民等利用者が快適に過ごせるよう，施設整備を行う。 

【大きな目的】 
老朽化した施設及び設備の保全を行い，良好な施設環境を保持す
る。 

【全体概要】 
老朽化した施設及び設備の改修・更新 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

19,764 住民1人当たり（円） 0.00

年　度 単位

合計 千円 0 0

平成２６年度 決算

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

0 19,764 １世帯当たり（円） 0.00

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 19,000

千円 0 0 764 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 0

0.000 0.000正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

図書館本館大規模改修については，今後
の整備方針により，改修内容・金額・時
期が変動する可能性がある。 

活動配分 人 0.000 0.000

他部門経費

02-01-017

02-01-017

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

大原分室の改修工事計画の立案

平成27年度の実施内容

平成２８年度の大原分室の改修工事に向け，関係課と調整等を行った。

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

施設の整備保全と利便性向上

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

公立図書館は市が責任を持って維持管理する必要があるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画実施のため，環境整備を行っている

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

図書館の環境整備を行っている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画に沿って実施している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

図書館は独立施設であるため

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

計画に沿って，効果的・効率的に実施する

【総合評価】

公共施設として，安全で快適な環境整備を行う必要性がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

効率的な施設整備計画を立てることにより可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

施設整備については市が責任を持って行うべきである

平成２８年度の目標・改善内容
大原分室の改修工事を実施し，施設保全に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

安全で快適な施設整備を目指す。 図書館の大規模改修に向けて課題等を整理し，計画を進めていく。

02-01-017

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
1
)



02-01-018

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 美術博物館管理運営委託事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010340

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立美術博物館条例 
芦屋市立美術博物館施行規則 
芦屋市立美術博物館運営基本方針

実施区分 指定管理 財源

事業期間 平成23年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民及び全国の美術・歴史等の愛好者・研究者等 

【意図】 
□市民及び全国の美術・歴史等の愛好者等が優れた美術作品や文
化財を鑑賞できる機会をつくる。 
□入館者等が安全快適に鑑賞できるよう，施設・設備の維持管理
を行う。 
□収蔵品を適切に管理する。 

【大きな目的】 
□「市民に親しまれる美術博物館」として運営を行う。 
□市民及び全国の美術・歴史等の愛好者等が美術や歴史に触れる
ことによって，心を豊かにし，郷土に愛着と誇りをもつ。 
□入館者等が安全快適に観覧できる。 
□収蔵品を適切に管理し，永久に保存する。 

【全体概要】 
□指定管理者による運営及び維持管理 
・施設の運営 
・展覧会の開催 
・施設・設備の維持管理 
・館および館周辺の美観維持 
・教育普及活動 
・美術作品及び歴史資料等の収集・整理・保存 
・美術作品及び歴史資料の調査・研究 
・収蔵品の台帳整備 
・公募展（芦屋市展）の開催 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 812.70

年　度 単位

合計 千円 78,128 76,666

平成２６年度 決算

事業費 千円 78,128

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

76,666 0 １世帯当たり（円） 1,879.21

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,081 585 0

千円 77,047 76,081 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,428 3,197

0.700 0.510正職員 人

人 0.200 0.180

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，美術博物館管理運営事
業(0102010341)に統合する。活動配分 人 0.900 0.690

他部門経費

02-01-018

02-01-018

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□入館者数の増加

平成27年度の実施内容

□指定管理料　　　　　   73,469千円 
□入館者数　　　　　　　   31,316人 
・常設・企画展観覧者数　   14,952人 
・展覧会関連事業参加者数　  　529人 
・講演会・講座等参加者数　    333人 
・ワークショップ等参加者数　1,136人 
・その他事業参加者数      　8,640人 
・中学生以下の美術博物館入館者数　761人

平成27年度の改善内容

□「ART　MARKET　あしやつくる場」（前庭での手作り市等）の開催　　□公民館セミナーにおける講演　　□美術と音楽の一日
「rooms」の開催　　□文化施設（文化ゾーン3館：美術博物館・谷崎潤一郎記念館・図書館）担当者合同会議の開催 

現在認識している課題

□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備 
□文化ゾーン3館（美術博物館・谷崎潤一郎記念館・図書館）の連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

指定管理者による管理運営を実施している。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

「多様な文化・芸術・伝統が交流するまちで，芦屋の文化があふれている」，「市民が教養を高める機会が豊富」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

「日頃から芸術文化に親しめる環境」，「地域の伝統や歴史が，次世代に語り継がれていく活動を促進」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

指定管理者が計画に沿って事業を実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価

平成28年度から，美術博物館管理運営事業(0102010341)と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

指定管理者による管理運営を実施しており，市が手段を変更することは難しい。

【総合評価】

指定管理者制度を導入し，2期目(3年・5年）も半ばに差し掛かり，さまざまな取組が実
施されてはいるが，集客の面では，まだまだ，十分な結果は出ていない。今後さらに，
内容と集客，収益性のバランスのとれた事業展開が望まれる。 

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

すでに指定管理者による管理運営を実施しており，コスト削減を図ることは難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価

入館者から適正な入館料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
□入館者数の増加 
□文化ゾーン3館（美術博物館・谷崎潤一郎記念館・図書館）の連携 
□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□入館者数の増加 
□文化ゾーン3館（美術博物館・谷崎潤一郎記念館・図書館）の連
携 
□施設の計画的な維持管理 
□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備 

□管理運営については，市と指定管理者が十分な連携を図りながら
指定管理者が実施する。　□収蔵資料の台帳整備を検討する。　□
美術博物館で審議された意見等を，美術博物館の管理運営の改善に
つなげる。　□文化ゾーン3館（美術博物館・谷崎潤一郎記念館・
図書館）の連携を図る。

02-01-018

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
2
)



02-01-019

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 美術博物館管理運営事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010341

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立美術博物館条例 
芦屋市立美術博物館施行規則

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 平成 3年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
□市民及び全国の美術・歴史の愛好者・研究者等 

【意図】 
□入館者が安全快適に観覧できるよう，施設・設備の維持管理を
行う。 
□収蔵品を適切に管理する。 

【大きな目的】 
□入館者等が安全快適に観覧できる。 
□収蔵品を適切に管理し，永久に保存する。 

【全体概要】 
□施設・設備の補修・改修工事等の実施 
□美術博物館協議会の開催 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

79,487 住民1人当たり（円） 439.95

年　度 単位

合計 千円 35,974 41,503

平成２６年度 決算

事業費 千円 35,974

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

41,503 79,487 １世帯当たり（円） 1,017.31

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,118 0 1,160

千円 33,856 41,503 78,327 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,086 4,455

0.550 0.700正職員 人

人 0.100 0.200

うち経費 千円 28,948 29,711

嘱託・臨職等

千円 0 763

減価償却費 千円 28,948 28,948

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，美術博物館管理運営委
託業務(0102010340)を統合する。活動配分 人 0.650 0.900

他部門経費

02-01-019

02-01-019

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□経年劣化している設備等について，緊急性の高いもの，安全管理上必要なものから補修・交換を進める。　　□美術博物館で出た意見
等を，美術博物館の管理運営の改善に繋げる。　　□市と指定管理者との管理運営調整会議を計画的に開催する。

平成27年度の実施内容

□自動扉開閉装置補修工事　　918千円 
□非常用放送設備改修　　　1,761千円 
□温湿度制御機器不具合箇所改修工事　1,620千円 
□舞台演出照明の交換工事　　562千円 
□高所作業台の交換　　　　1,836千円 
□屋根漏水調査　　　　　　　157千円 
□美術博物館協議会の開催　　2回

平成27年度の改善内容

□自動扉開閉装置補修工事の実施　　□非常用放送設備改修の実施　　□温湿度制御機器不具合箇所改修工事の実施　　□舞台演出照明
の交換工事の実施　　□高所作業台の交換　　□屋根漏水調査の実施 

現在認識している課題

□屋根の漏水 
□経年劣化した各種施設・設備等の補修・交換が必要。 
□美術博物館運営基本方針の内容の見直しが必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

指定管理者との役割分担により，市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

「多様な文化・芸術が交流するまちで，芦屋の文化があふれている」，「市民が教養を高める機会が豊富ある」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

「日頃から芸術文化に親しめる環境の整備」，「地域の伝統や歴史が，次の世代に語り継がれていく活動の促進」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

中長期保全計画に即した施設管理を実施している。不具合が生じた設備に対して，迅速に補修・交換を実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価

平成28年度から，美術博物館管理運営委託業務(0102010340)と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

施設の維持管理について，指定管理者と課題を共有し，計画的に実施することによって費用対効果をあげることができると考える。

【総合評価】

施設の老朽化に伴う不具合や修理必要箇所について，優先順位を付けた報告は管理上，
有効で評価できる。引き続き，日常の適正な管理と計画的な先を見越した維持監理とを
調整しながら行なっていくこととする。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

維持管理に係る補修等においては，すでに必要性や費用についても十分精査を行なっているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価

社会教育施設の維持・補修であり，受益者に負担を求めるべきではない。

平成２８年度の目標・改善内容
□屋根漏水補修工事の実施 
□美術博物館運営基本方針の内容の見直し 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□施設・設備の計画的な補修・交換 
□美術博物館運営基本方針の内容の見直し 
□指定管理者の選定（平成30年度予定） 
□美術博物館へのアクセスの改善 
□大規模改修工事の実施（平成34年度実施予定） 

□施設・設備管理について，市と指定管理者間で課題を共有し，計
画的に補修等を実施する。　　□管理運営調整会議を開催し，市と
指定管理者間で課題を見出し，改善する。　　□美術博物館で審議
された意見等を，美術博物館の管理運営の改善につなげる。

02-01-019

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
3
)



02-01-020

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 谷崎潤一郎記念館管理運営事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010321

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市谷崎潤一郎記念館条例 
芦屋市谷崎潤一郎記念館施行規則

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 昭和63年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民及び全国の谷崎潤一郎文学の愛好者 

【意図】 
□市民及び全国の谷崎潤一郎文学の愛好者が，谷崎潤一郎ゆかり
の地である本市で谷崎文学に触れる機会をつくる。 
□入館者等が安全快適に観覧できるよう，施設・設備を良好に維
持管理する。 
□多くの市民に谷崎文学の世界を楽しんでいただくとともに，文
豪谷崎潤一郎の業績を顕彰できるよう，資料や遺品等を展示す
る。 
□収蔵品を適切に管理する。 

【大きな目的】 
□市民及び全国の谷崎潤一郎文学の愛好者等が，谷崎潤一郎の作
品や遺品等に接し，文学に触れることで，教養を深め，心が豊か
になる。 
□入館者等が安全快適に観覧できる。 
□収蔵品を適切に管理し，永久に保存する。 

【全体概要】 
□指定管理者による運営及び維持管理 
・施設の運営 
・展覧会の開催 
・施設・設備の維持管理 
・館及び館周辺の美観維持 
・資料の収集・整理・保存 
・資料の調査・研究 
・収蔵品の台帳整備 
□施設・設備等の補修・改修工事等の実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

29,318 住民1人当たり（円） 353.42

年　度 単位

合計 千円 28,416 33,340

平成２６年度 決算

事業費 千円 28,416

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

33,340 29,318 １世帯当たり（円） 817.22

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 56 75 89

千円 28,360 33,265 29,229 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,934 3,677

0.600 0.560正職員 人

人 0.180 0.200

うち経費 千円 4,864 5,458

嘱託・臨職等

千円 0 594

減価償却費 千円 4,864 4,864

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，谷崎潤一郎賞受賞記念
文化事業(0102010339)を統合する。活動配分 人 0.780 0.760

他部門経費

02-01-020

02-01-020

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□指定管理者による計画的な事業展開と維持管理　　□入館者数の増加　　□施設・設備の計画的な補修・交換　　中央監視盤の更新

平成27年度の実施内容

□指定管理料　19,544千円 
□展示事業等 
入館者数　　15,093人 
・展覧会開催数　4回　・ロビーギャラリー開催数　13回　・ロビーギャラリートーク参加者数　129人　・文学館講座受講者数（延べ人
数）　2,650人　・1日講座参加者数　8人　・朗読会参加者数　79人　・特別イベント参加者数 491人　・残月祭参加者数　260人 
□中央監視装置改修工事の実施　    4,199千円 
□収蔵庫系統エアコン補修作業の実施　276千円 

平成27年度の改善内容

□谷崎潤一郎没後50年・生誕130周年を冠事業として実施　　□中央監視装置改修工事の実施　　□収蔵庫系統エアコン補修作業の実施
□文化施設（文化ゾーン3館：谷崎潤一郎記念館・美術博物館・図書館）担当者合同会議の開催

現在認識している課題

□収蔵資料の台帳整備　　□経年劣化した設備等の補修・交換　　□谷崎潤一郎記念館へのアクセスの改善　　□文化ゾーン3館（谷崎
潤一郎記念館・美術博物館・図書館）の連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

指定管理者による管理運営を実施している。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

「多様な文化が交流するまちで，芦屋の文化があふれている」，「市民が教養を高める機会が豊富」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

「幅広い知識と教養を育む機会の充実」及び「日頃から芸術文化に親しめる環境の整備」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

指定管理者が計画に沿って事業を実施している。市もしくは指定管理者が不具合の生じた施設等に対して迅速に補修等を実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価

平成28年度から，谷崎潤一郎賞受賞記念文化事業(0102010339)と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

施設の維持管理について，指定管理者と課題を共有し，計画的に補修等を実施することによって費用対効果をあげることができると考え
る

【総合評価】

展示等の事業実施については，安定した集客があり，評価できる。ただ，施設管理面に
ついて，優先順位をつけて不具合を報告してもらうようにはしているが，十分とは言え
ず，より適切な維持管理ができるよう促していくこととする。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

すでに指定管理者による管理運営を実施しており，コスト削減を図ることは難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価

入館者から適正な入館料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
□指定管理者による計画的な事業展開と維持管理 
□入館者数の増加 
□電話交換機設備工事の実施 
□吸収冷温水機機能整備補修工事の実施 
□下水道流水濾過装置設置工事の実施 
□文化ゾーン3館（谷崎潤一郎記念館・美術博物館・図書館）の連携

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□文化ゾーン3館（谷崎潤一郎記念館・美術博物館・図書館）の連
携　　□施設・設備の計画的な補修・交換　　□収蔵資料の台帳整
備　　□指定管理者の選定（平成30年度予定）　　□谷崎潤一郎記
念館へのアクセスの改善　　□大規模改修工事の実施（平成32年度
実施予定） 

□管理運営については，市と指定管理者が十分な連携を図りなが
ら，指定管理者が実施する。□館蔵資料の台帳整備を検討する。□
管理運営調整会議を開催し，市と指定管理者間で課題を見出し，改
善する。□文化ゾーン3館（谷崎潤一郎記念館・美術博物館・図書
館）の連携を図る。

02-01-020

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
4
)



02-01-021

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 谷崎潤一郎賞受賞記念文化事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010339

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市谷崎潤一郎記念館条例 
芦屋市谷崎潤一郎記念館施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 平成12年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民及び全国の文学の愛好者 

【意図】 
本市において谷崎潤一郎賞受賞者の講演会を開催することによっ
て，本市が文豪谷崎潤一郎ゆかりの地であることを市民及び全国
に発信する。 

【大きな目的】 
谷崎潤一郎賞を受賞した一流の作家の講演を聴いていただくこと
で，教養を深め，心が豊かになる。 

【全体概要】 
□日本の文学界の権威ある賞として知られる，中央公論新社主催「谷
崎潤一郎賞」の受賞者を招き，芦屋ルナ・ホールで記念特別講演会を
開催する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 22.99

年　度 単位

合計 千円 2,572 2,169

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,572

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,169 0 １世帯当たり（円） 53.17

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,572 2,169 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,988 1,603

0.340 0.130正職員 人

人 0.050 0.250

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，谷﨑潤一郎記念館管理
運営事業（0102010321）に統合する。活動配分 人 0.390 0.380

他部門経費

02-01-021

02-01-021

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

谷﨑潤一郎賞受賞作家の著名度に左右されない，一定の参加者数の確保

平成27年度の実施内容

□谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会 
・日　時　　平成11月26日(水)　午後2時～3時30分 
・場　所　　芦屋ルナ・ホール 
・講演者　　第51回谷崎潤一郎賞受賞者　江國香織氏 
・参加者数　533人

平成27年度の改善内容

参加申し込みの方法としてメールによる申込を追加した。

現在認識している課題

講演会の参加者数は，谷崎潤一郎賞受賞者の知名度等に左右される傾向がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

市が主催し，全国に発信する文化事業として定着している。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

「市民が教養を高める機会が豊富にある」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

「幅広い知識と教養を育む機会の充実」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

良好に開催することができた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価

平成28年度から，谷﨑潤一郎記念館管理運営事業（0102010321）と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

現在，市主導で実施しているが，指定管理業務の本来事業としても検討可能

【総合評価】

日本の文学界の第一線で活躍し，評価されている作家による講演会をゆかりの地として
芦屋で実施し，身近に聴くことができる機会の提供は市民の文化に対する意識高揚や谷
崎潤一郎記念館のＰＲにも有効であると考える。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

現在，市主導で実施しているが，指定管理業務の本来事業としても検討可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市が主催し，全国に発信する文化事業であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
市民に谷崎潤一郎賞を受賞した著名な作家の講演を聴く機会を提供する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

谷﨑潤一郎賞受賞作家の著名度に左右されない，一定の参加者数の
確保

□引き続き開催し，市民に谷崎潤一郎賞を受賞した著名な作家の講
演を聴く機会を提供する。 
□谷崎潤一郎賞受賞作家の著名度に左右されない，一定の参加者数
を確保する方法を検討する。

02-01-021

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
5
)



02-01-022

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 富田砕花顕彰事業管理委託（旧居管理） 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010338

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
富田砕花賞規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和62年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民及び全国の文学の愛好者・研究者等 

【意図】 
□市民及び全国の文学の愛好者・研究者等が優れた文学に触れる
機会をつくる。 
□入館者等が安全快適に見学できるよう，施設・設備の維持管理
を行う。 
□市民及び全国の文学の愛好者等が，「兵庫県文化の父」と呼ば
れる詩人富田砕花について知ることができるよう，展示等を充実
する。 
□市民及び全国の文学の愛好者が富田砕花を顕彰できるよう，富
田砕花賞を実施する。 

【大きな目的】 
富田砕花旧居及び富田砕花賞を通じて，「兵庫県文化の父」と呼
ばれる詩人富田砕花の偉業を顕彰することによって，芦屋の文化
を豊かにする。 

【全体概要】 
□富田砕花旧居の維持管理 
□富田砕花旧居における寄贈資料の展示 
□富田砕花賞の実施（募集，選考及び贈呈式の開催） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,197 住民1人当たり（円） 234.53

年　度 単位

合計 千円 6,699 22,124

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,699

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

22,124 3,197 １世帯当たり（円） 542.29

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 20 0 0

千円 6,679 22,124 3,197 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,463 4,107

0.670 0.570正職員 人

人 0.020 0.250

うち経費 千円 167 1,442

嘱託・臨職等

千円 167 1,442

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

富田砕花旧居の耐震改修工事を実施

活動配分 人 0.690 0.820

他部門経費

02-01-022

02-01-022

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□耐震補強他改修工事の実施 
□旧居の活用方法を検討

平成27年度の実施内容

□富田砕花賞の実施（富田砕花顕彰会主催） 
□富田砕花賞贈呈式及び記念講演会の開催 
□富田砕花旧居の管理運営 
・富田砕花顕彰会に委託　275千円 
・開館日数　68日（平成27年12月1日から平成28年4月30日まで，耐震改修工事のため休館） 
・入館者数　264人 
・展示替回数　1回 
□耐震改修工事の実施　15,342千円

平成27年度の改善内容

□耐震改修工事の実施

現在認識している課題

□富田砕花賞を富田砕花顕彰会に代わって市が主催　　□富田砕花旧居の入館者数の増加　　□富田砕花旧居へのアクセスの改善　　□
市内の文化施設（谷崎潤一郎記念館，美術博物館等）との連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

富田砕花と谷崎潤一郎が執筆活動を行なった，本市の文化を全国に発信する上で重要な施設であるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「芦屋の文化があふれている」及び「市民が教養を高める機会が豊富にある」との整合性がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

「幅広い知識と教養を育む機会の充実」及び「日頃から芸術文化に親しめる環境」に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

予定通り旧居を開館し，富田砕花賞を実施した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

生涯学習推進事業に分類されていた，富田砕花賞の実施事業を旧居の管理及び他の顕彰事業と統合

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

広報活動や関連イベントを積極的に行ない，応募者数や入館者数の増加を図る。

【総合評価】

耐震改修工事を機に，兵庫県文化の父と言われる富田砕花の名を芦屋の子どもたちを中
心に市民にもっと知っていただけるよう，旧居の利用方法を見直し，積極的なＰＲに務
めることとする。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

富田砕花旧居の管理運営は，富田砕花顕彰会に委託しており，出来得るコスト削減はすでに実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

富田砕花旧居の公開にあたっては，入館料を徴収するような規模ではなく，負担を求めていない。

平成２８年度の目標・改善内容
□富田砕花賞の実施を，富田砕花顕彰会主催から市主催へ移行 
□富田砕花旧居の入館者数の増加 
□富田砕花旧居の活用方法を検討

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□富田砕花旧居を積極的に広報する。 
□入館者数の増加 
□富田砕花顕彰会の活性化 
□市内の文化施設（谷崎潤一郎記念館，美術博物館等）との連携

□市主催で富田砕花賞を実施する。　□富田砕花旧居を積極的に広
報する。　□入館者数を増加させる。　□富田砕花旧居で様々なイ
ベントを開催する。　□富田砕花顕彰会を活性化する。　□市内の
文化施設（谷崎潤一郎記念館，美術博物館等）との連携について検
討する。

02-01-022

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
6
)



02-01-023

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 文化財保護及び啓発事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010343

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
文化財保護法　芦屋市文化財保護条例　芦屋市文化財保護条例施行規則　　芦屋市文化財保存整備費等補助金交付要綱
国指定史跡会下山遺跡整備・活用検討委員会設置要綱

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
□市指定文化財を指定し，市民が市内の歴史や文化財の価値を知
ることができるよう，文化財を指定・登録する。 
□市民が市内の文化財を保護・活用し，正しい理解を広め，後世
へ継承する。 
□市民が芦屋の歴史を正しく知ることができるよう，開発によっ
て破壊される埋蔵文化財を事前に発掘調査し，その成果を公表す
る。 

【大きな目的】 
□市内の文化財を保護・活用し，芦屋の歴史を知ることによっ
て，市民が郷土愛を深め，誇りを持って文化等を継承し，新しい
暮らし文化が創造されることにつなげる。 
□市民が歴史や文化財に触れ，教養を高める機会をつくる。 

【全体概要】 
□文化財の調査・研究 
□文化財の管理・保管 
□文化財の整理 
□文化財の普及啓発（講座，展示等） 
□文化財関連冊子等の刊行 
□文化財調査・研究報告書等の刊行 
□国指定史跡会下山遺跡の整備・活用 
□遺跡等の環境整備（草刈等） 
□指定文化財の修理保存補助事業 
□戦前の芦屋の聞き取り・記録調査 
□文化財ボランティアの養成 
□埋蔵文化財発掘調査の実施 
□埋蔵文化財発掘報告書の作成，刊行 
□出土品等の管理・保管 
□文化財保護審議会の開催 
□市指定文化財候補等の調査 
□指定文化財の指定・登録 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

26,623 住民1人当たり（円） 186.63

年　度 単位

合計 千円 12,935 17,606

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,935

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,606 26,623 １世帯当たり（円） 431.55

1,550

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 775 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 410 0

千円 12,935 17,196 24,298 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,970 13,116

0.800 0.750正職員 人

人 1.050 2.570

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，文化財発掘調査事業
(0102010344)及び文化財保護審議会の運
営(0102010345)を統合する。

活動配分 人 1.850 3.320

他部門経費

02-01-023

02-01-023

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□文化財市民ボランティアの拡充 
□国指定史跡会下山遺跡の復元高床倉庫の屋根の修理 
□普及啓発事業の継続実施

平成27年度の実施内容

□活用事業　「戦後70年阪神間と芦屋の空襲について」開催，秋の公民館講座4回「日本古代国家誕生の謎を解き明かす」，春の公民館
講座4回「阪神間モダニズムと芦屋・西宮・尼崎」開催，阪神間街かどウォッチング講師2回，市民センター文化財展示2回（国指定史跡
会下山遺跡を守り，活かす展①・②），夏休み子ども教室（まがたま作り）2回，会下山遺跡復元高床倉庫かやぶき葺き替え体験会の開
催，弥生時代出土品の展示（三条文化財事務所）・講演会などの参加者数　758人 
□文化財ボランティアの登録人数　19人 
□文化財ボランティア養成講座の開催　1回 
□国指定史跡会下山遺跡整備・活用検討委員会の開催　2回 
□パンフレットの刊行　1冊（『芦屋の文化財ハンドブック』2刷） 
□国指定史跡会下山遺跡復元高床倉庫茅葺屋根の葺き替え 
□国指定史跡会下山遺跡草刈1回，金津山古墳及び朝日ケ丘遺跡草刈2回

平成27年度の改善内容

□文化財ボランティアの新規登録及び養成　　□「戦後70年阪神間と芦屋の空襲について」開催　　□春の公民館講座4回「阪神間モダ
ニズムと芦屋・西宮・尼崎」開催　□国指定史跡会下山遺跡復元高床倉庫茅葺屋根の葺き替え及び体験会の開催

現在認識している課題

□市内の文化財を総合的に把握できていない　　□市内文化財整備台帳が整備できていない　□文化財ボランティアの活性化　　□文化
財ボランティアの活動場所の確保　　□国指定史跡会下山遺跡の整備　　□国指定重要文化財旧山邑家住宅の保存修理工事　　市指定文
化財小阪家住宅解体部材の21世紀の森(尼崎市)への搬出　　□歴史的建造物の活用

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

文化財の保存と活用は公益性が高く，市が実施すべきである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

文化財の保存と活用が図られることにより，芦屋の文化があふれ，市民が教養を高める機会が増える。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域の伝統や歴史が，次の世代に語り継がれていくための活動である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

各種の環境整備や活用事業を実施し，文化財の保護と活用を積極的に行なっている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

平成28年度から，文化財発掘調査事業(0102010344)及び文化財保護審議会の運営(0102010345)と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

文化財ボランティアと協働することによって，最少の経費で最大の効果を得る取り組みをすでに実施している。

【総合評価】

国指定史跡会下山遺跡の復元高床倉庫の屋根の修理を市民の参加を得て実施できたこと
や，市指定文化財小阪家住宅の今後についても決定できたことは評価できる。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

文化財ボランティアと協働することによって，最少の経費で最大の効果を得る取り組みをすでに実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

文化財の保存と活用は公益性が高く，全市民を対象としているため。

平成２８年度の目標・改善内容
□文化財ボランティアの養成 
□国指定史跡会下山遺跡発掘調査60周年・史跡指定5周年記念シンポジウムの開催 
□国指定重要文化財旧山邑家住宅(ヨドコウ迎賓館)の保存修理工事の実施 
□市指定文化財小阪家住宅解体部材の21世紀の森(尼崎市)への運搬

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□市内文化財の総合的な調査による把握□市内文化財台帳の整備□
文化財ボランティアの活性化□国指定史跡会下山遺跡の整備及び活
用□歴史的建造物の利活用□国指定重要文化財旧山邑家住宅(ヨド
コウ迎賓館)の保存修理工事の実施□市指定文化財小阪家住宅家財
道具等の21世紀の森(尼崎市)への運搬□市内文化財位置等の情報の
公開

□市内の文化財を幅広く保存及び活用できるように，市内の文化財
を総合的に調査し，その全体像の把握に努める。 
□文化財ボランティアを拡充し，今後，市内の文化財の調査及び研
究，活用事業を市民と協働できる体制・環境を整備する。

02-01-023

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
7
)



02-01-024

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 文化財発掘調査事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010344

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
文化財保護法 
芦屋市文化財保護条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和31年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
開発によって破壊される埋蔵文化財を事前に発掘調査し，その記
録を保存することによって，埋蔵文化財を将来に継承する。さら
に，発掘調査結果から市の歴史を解明する。 

【大きな目的】 
正しく市の歴史を知り，継承し，市民の郷土愛を深め，新しい暮
らし文化の創造につなげる。 

【全体概要】 
□発掘調査の実施 
□発掘調査現地説明会の開催 
□発掘調査報告書の作成，刊行 
□出土遺物等の管理・保管 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 138.80

年　度 単位

合計 千円 14,385 13,094

平成２６年度 決算

事業費 千円 14,385

特
定
財
源

国費 千円 1,600

一般財源

13,094 0 １世帯当たり（円） 320.95

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 800 800 0 世帯数 40,797

1,600

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 11,985 10,694 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,022 11,026

0.800 0.600正職員 人

人 2.120 2.280

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度より，文化財保護及び活用事
業(0102010343)に統合する。 活動配分 人 2.920 2.880

他部門経費

02-01-024

02-01-024

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□発掘調査の円滑な実施 
□発掘調査現地説明会の開催 
□発掘調査報告書の作成及び刊行

平成27年度の実施内容

□発掘調査届出件数　　   　　56件 
□埋蔵文化財確認調査の実施 　12件 
□埋蔵文化財本発掘調査の実施　1件（発掘調査費は事業者負担） 
□発掘調査報告書の作成・刊行　2冊 
□出土品の整理作業

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

□民間開発に伴う発掘調査件数あるいは調査量が当初の想定より増加した場合，年度当初の組織要員及び予算で対応できない可能性があ
る。 
□出土品の台帳が整備されておらず，出土品を有効に活用できていない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

埋蔵文化財の発掘調査は公益性が高く，その保護の観点からも市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

発掘調査によって市の新たな歴史が解明されることによって，芦屋の文化があふれ，市民が教養を高める機会が増える。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域の伝統や歴史が，次の世代に語り継がれていく活動に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

埋蔵文化財発掘調査を迅速かつ効率的に実施し，発掘調査報告書を刊行することによって，市民に調査成果を公表している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

平成28年度より，文化財保護及び活用事業(0102010343)及び文化財保護審議会の開催(0102010345)と統合する。 

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

発掘調査現地説明会を積極的に開催することによって，埋蔵文化財の価値や意識をより多くの市民に周知することができる。

【総合評価】

発掘調査は重用かつ必要な事業ではあるが，土地所有者の私権との絡みもあるので，所
有者をはじめ，市民の理解と協力を得る調整が重要である。現在の体制においては，可
能な範囲で，職務を果していると考える。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

文化財ボランティアを養成し，出土品整理の一部をボランティアとの協働で実施することによって，コストを削減できる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

個人住宅建設を除く開発に伴う本発掘調査に係る費用については，すでに事業者に負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
□発掘調査の円滑な実施 
□発掘調査現地説明会の開催 
□発掘調査報告書の作成及び刊行

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□出土品等の台帳の作成 
□出土品等を有効活用できる管理・保管 
□出土品を市民に公開できる常設展示場所 
□出土した金属製品・木製品の保存処理及び科学分析 
□図面の作成等のデジタル化 

□発掘調査については，適切な調査期間・調査費で実施する。 
□発掘調査報告書の作成においてデジタル化を図り，コスト削減に
努める。

02-01-024

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
8
)



02-01-025

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 文化財保護審議会の運営 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010345

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
文化財保護法 
芦屋市文化財保護条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 元年 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市内の文化財の学術的価値について審議及び建議を行い，市指定
文化財を指定する。その結果，文化財の価値を市民に周知し，文
化財の保存及び継承と市民の郷土愛の育成に繋げる。 

【大きな目的】 
市内の文化財の学術的価値を明らかにし，市の歴史を明らかにす
ることによって，市民の郷土愛を深める。 

【全体概要】 
□審議会の開催 
□市指定文化財候補等の調査 
□市指定文化財の指定 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 21.34

年　度 単位

合計 千円 1,387 2,013

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,387

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,013 0 １世帯当たり（円） 49.34

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 1,387 2,013 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,273 1,867

0.200 0.300正職員 人

人 0.000 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成28年度から，文化財保護及び啓発事
業（0102010343）に統合する。活動配分 人 0.200 0.350

他部門経費

02-01-025

02-01-025

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□新規の市指定文化財を指定する。

平成27年度の実施内容

□文化財保護審議会の開催　1回 
□市指定文化財候補の調査　1回 
□指定文化財の指定　　　　1件

平成27年度の改善内容

□芦屋神社境内古墳を市指定文化財に指定した。

現在認識している課題

□市指定文化財の候補を把握する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

市指定文化財の指定は公益性が高く，市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

新規に市指定文化財を指定することによって，芦屋の文化があふれ，市民が教養を高める機会が増える。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

文化財の新規指定に向けた取り組みである。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

市指定文化財候補について，諮問及び調査，答申を行ない，新規の市指定文化財として指定した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

平成28年度から，文化財保護及び啓発事業（0102010343）及び文化財発掘調査事業(0102010344)と統合する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

審議会や調査等は，必要に応じて最小限の回数で開催，実施しているため。

【総合評価】

少ない実施回数ではあるが，市指定文化財の指定に関する答申をいただく以外にも市内
の文化財に関し，現地視察も含めご意見をいただいている。引き続き，有効な会議運営
に努める。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

審議会や調査等は，必要に応じて最小限の回数で開催，実施しているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市指定文化財の指定は，全市民を対象としているため。

平成２８年度の目標・改善内容
□新規に市指定文化財を指定する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

□市指定文化財候補を把握する必要がある。 
□計画的に市指定文化財を指定する。 

□市指定文化財候補を把握し，計画的かつ継続的に指定していく。

02-01-025

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
4
9
)



02-01-026

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 生涯スポーツ推進事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010309

担当所属 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 担当課長名 木野　隆

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市スポーツ推進実施計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
スポーツ基本法，スポーツ基本計画 
兵庫県スポーツ推進計画，兵庫県スポーツ推進実施計画 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
すべての市民 

【意図】 
「するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ」を推進し，
すべ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
環境を創る。 

【大きな目的】 
すべての市民，スポーツ団体，学校・大学，行政等が参画し，さ
さえ，連携・協働を推進し，あしやスポーツ文化を創る。 

【全体概要】 
□ライフステージに応じたスポーツ推進 
　子ども，成人・高齢者，障がい者，ファミリー，アスリートの実施
者を増やす。 
□スポーツ文化の推進　 
　身近なスポーツ環境の整備，顕彰制度やみるスポーツ文化の充実を
図る。 
□ささえるスポーツの推進 
　指導者やボランティアの育成と活用，障がい者スポーツ組織の充実
を図る。 
□スポーツ団体等との連携・協働 
　スポーツ団体間，行政内外，学校・大学等との連携・協働を図る。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

32,128 住民1人当たり（円） 330.07

年　度 単位

合計 千円 32,130 31,137

平成２６年度 決算

事業費 千円 32,130

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

31,137 32,128 １世帯当たり（円） 763.22

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 26 14 50

千円 32,104 31,123 32,078 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 13,381 14,126

1.600 2.100正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成26年度決算においては，海浜公園水泳プールの前指定管理者（スポーツクラブＮＡＳ株式会社）からの成果配分が計上されているた
め。

□平成３０年度にスポーツ推進実施計画
の後期を策定するために，平成２９年度
に市民アンケートを実施予定。 
□平成２９年度阪神地区都市対抗駅伝競
走大会の当番年。 
□'17年日本スポーツマスターズ,'19年
ワールドカップラグビー,'20年東京オリ
ンピック＆パラリンピック開催予定

活動配分 人 1.600 2.100

他部門経費

02-01-026

02-01-026

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

定期的スポーツ実施者を増やす。体力向上に向け地域スポーツクラブの育成と支援を行う。障がいのある人に参加しやすい環境づくりを
すすめる。

平成27年度の実施内容

□スポーツ推進委員事業　□体力づくり強調月間事業 
□スポーツリーダー事業 
□市民スポーツ啓発事業 
□スポーツ関係団体補助金 
□障がい者スポーツ事業 
□国際ファンラン 
□阪神地区駅伝競走大会 
□阪神間スポーツ行政担当者連絡協議会 
□スポーツクラブ２１事業 
□スポーツ推進審議会 

平成27年度の改善内容

□体育館・青少年センターの改修工事で事業場所の確保に苦慮したが，スポーツ推進委員やスポーツリーダーの研修等予定通り行えた。 
□中高年に対しての施策が十分ではなかったので，子どもを巻き込んでのファミリー層を対象として事業を行えた。

現在認識している課題

□公共スポーツ施設が不足しているため，これ以上のスポーツ推進施策がむずかしい。 
□スポーツ指導者が高齢化してきたことから，全体的に指導者不足である。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

スポーツ推進委員やスポーツリーダーの育成が必要ではあるが高齢化がすすんでおり，行政としての対応が急務である。 

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

スポーツ人口を増やすことは，高齢者の健康寿命の延伸，医療費の削減，疎遠になるコミュニティの再構築などの効果がある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

芦屋のスポーツのレガシーをまとめていく作業を進めることができた。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

事業の実施を行い，着実に効果を得ていると思われる

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

保健行政として健康課事業とすこし重なるところはあるが，スポーツ推進課事業は，スポーツ活動支援に幅広く対応している。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

行政の事業から，将来はスポーツ団体の事業にシフトを変えたいが，スポーツ団体の育成が急務である。

【総合評価】

市民啓発事業に関しては，継続して取り組めているので，ニュースポーツなどを取り入
れて，新たなスポーツ実施者の掘り起こしに期待する。スポーツ団体の育成において
は，指導者の高齢化が顕著であるので，何かしらの対策を考える必要がある。スポーツ
文化事業についても着手し始めたので，次年度以降にある程度結果を出したい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

現時点で削減するところを見つけるのは難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めていない

受益者負担をすすめたいが，まだ，発展途上の時期である。

平成２８年度の目標・改善内容
□ライフステージに応じたスポーツの推進 
□スポーツ文化の推進（芦屋スポーツゆかりの選手など情報収集，スポーツ顕彰制度の充実，スポーツ文化行事の実施） 
□スポーツ団体，学校・大学，行政等における連携・協働の推進 
□「ソフト」「ハード」両面に対応できる人材確保 
□少子化・超高齢社会への対応 
□障がい者スポーツが停滞しないよう，関係課の連携・協働を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□待つ事業だけでなく，出向いていく事業への拡大（出前講座等） 
□スポーツ実施率が特に低い中高年への呼びかけ 
□育成団体や地域との連携や協働 
□スポーツ指導者の高齢化によるスポーツの衰退 

□芦屋学園と芦屋市・芦屋市教育委員会が連携協定を結んだので，
スポーツ推進実施計画に基づいて連携協働を推進していく。 
□超高齢化社会に対して，健康寿命の延伸や指導者不足などの対策
を講じる。

02-01-026

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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02-01-027

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 社会体育施設の管理運営事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010329

担当所属 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 担当課長名 木野　隆

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市スポーツ推進実施計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
各施設の設置管理に関する条例，規則，要綱 
芦屋市スポーツ推進実施計画 
スポーツ基本法，スポーツ基本計画，兵庫県スポーツ推進計画

実施区分 指定管理 財源

事業期間 平成18年度 ～

事業概要

【対象】 
管理運営する市内の公共スポーツ施設の利用者 

【意図】 
指定管理者によるスポーツ施設の維持管理と運営を支援する。 

【大きな目的】 
市内の公共スポーツ施設の利用者が安心安全に施設を使えるよう
にすすめる。 

【全体概要】 
□市立体育館・青少年センター運営管理 
□芦屋中央公園野球場，芝生広場，川西運動場管理運営 
□東浜公園，西浜公園庭球場管理運営 
□朝日ケ丘公園水泳プール管理運営 
□海浜公園水泳プール管理運営 
□芦屋公園庭球場管理運営 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

78,721 住民1人当たり（円） 8,932.99

年　度 単位

合計 千円 412,015 842,694

平成２６年度 決算

事業費 千円 412,015

特
定
財
源

国費 千円 63,462

一般財源

842,694 78,721 １世帯当たり（円） 20,655.78

0

市債 千円 206,300 443,500 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 56,275 1,500 0

千円 85,978 397,694 78,721 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,053 18,874

1.800 2.250正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 123,710 119,271

嘱託・臨職等

千円 7,276 6,360

減価償却費 千円 116,434 112,911

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

体育館・青少年センターの改修工事の経費ががかかったため

・朝日ケ丘公園水泳プールの改修をどの
程度にするのか。 
・平成３０年度の選定の際に，現在非公
募の施設を公募にするのかどうか。

活動配分 人 1.800 2.250

他部門経費

02-01-027

02-01-027

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□施設維持管理と整備工事実施（体育館・青少年センターの改修工事） 

平成27年度の実施内容

□市立体育館・青少年センター改修工事 
□施設予約システムサーバー移設工事 
□中央公園 
　受変電設備改修工事 
□海浜公園水泳プール 
　ボイラー消音器設置工事 
　屋外プール防水改修工事 
　屋外プール配水管改修工事　 
□朝日ケ丘公園水泳プール 
　ウォータースライダー修繕工事 
エレメント洗浄作業平成27年度の改善内容

施設の安全等を考え，モニタリングでの低評価の項目を中心に指定管理者と共に見直しを図った。

現在認識している課題

すべての施設が老朽化しており，市民の安全を考えると修繕や改修が必要。 
非公募としている指定管理施設について，募集方法の検討が必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市民によるニーズは高く，指定管理者に施設管理していただくことで，民間のノウハウを活かして利用者の満足度をあげ，コストも削減
できている[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

体育館の利用率は約９０％あり，また所管の各施設においても自主事業の中で，人と人とのつながりができている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

指定管理者制度により，各事業者の特色が出た事業が展開できているので，知識と教養を育む機会を与えることができている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

施設改修は行っているものの，老朽化が激しいため万全ではない。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

目的や趣旨が違うため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

指定管理者制度をひいているので，手段を変更することは難しい。

【総合評価】

体育館・青少年センターについては，利用者にとって利便性があがったり，市民の集え
るスペースができたりしているので，改善されていると考える。他施設においては老朽
化が進んでいるところが多いので，修繕計画を各指定管理者と協議の上，進めていく必
要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

施設管理において利用者への圧迫が生じるため，コストを削減できない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

現在のところ施設の利用目的に応じて受益者負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
□利用者に安心，そして，安全に施設を利用してもらえるように点検，改修を行なっていく。 
□朝日ケ丘公園水泳プールの改修の方向性について，関係課と協議・調整する。 
□芦屋公園庭球場のコート張替に向けて，関係課と協議・調整する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□施設の老朽化がすすんでおり，利用者の安全のためにも定期的な
点検が必要である。 
□工事や備品の予備費がほとんどなく，緊急時に対応できない。 
□スポーツ施設の不足。 
□所管指定管理施設が４つあり，評価や照会など事務処理の増大。

□定期的な点検を行ない安心安全に利用していただけるようにす
る。 
□備品・工事等の予備費を確保できるように進めていく。 
□計画を立てて補修及び備品の購入を進めていく。 
□職員体制の見直し。

02-01-027

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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02-01-028

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 スポーツ振興基金事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010326

担当所属 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 担当課長名 木野　隆

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市スポーツ推進実施計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
スポーツ基本法，芦屋市スポーツ振興基金条例，芦屋市スポーツ活動助成金交付要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 元年 ～

事業概要

【対象】 
□スポーツ愛好者や選手，役員 
□スポーツ指導者 
□スポーツ功労者 

【意図】 
競技会の開催の支援，広域の競技会，指導者養成事業への派遣，
優秀な選手や功労者等の表彰の表彰の開催などを行うことで，競
技意欲の醸成を図る。 

【大きな目的】 
市民スポーツの普及・推進 

【全体概要】 
□スポーツ賞表彰事業 
□スポーツ交流事業 
□選手派遣事業 
□市長杯・教育長杯の実施 
□大会出場支援 
□指導者養成事業 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

7,268 住民1人当たり（円） 72.30

年　度 単位

合計 千円 8,991 6,820

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,991

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,820 7,268 １世帯当たり（円） 167.17

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 24 78 142

千円 8,967 6,742 7,126 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,527 5,307

0.900 0.650正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

人件費の正職員が５人から４人に減った（１人が再任用に）になったところが大きい。

活動配分 人 0.900 0.650

他部門経費

02-01-028

02-01-028

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

表彰について，競技者だけでなく，地域で活動されている方にも受賞してもらう

平成27年度の実施内容

□地域スポーツクラブで指導等により，多年（３０年以上）にわたり貢献された方に表彰を行った。 
□市長杯・教育長杯を実施した。 
□県大会以上に出場した選手の支援を行った。 
□ラジオ体操指導者を養成した。

平成27年度の改善内容

地域からスポーツ文化の構築を図るため，各スポーツクラブから表彰対象に対しての調査を行なった。

現在認識している課題

□各スポーツクラブが地域を中心として，みる，する，ささえるスポーツを推進していくこと。 
□次世代の指導者の育成。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

スポーツ活動の支援を行なうことは，高齢化社会において，健康寿命を延ばし，街の活性化につながっている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

スポーツ活動における支援において，育成団体の発展にも寄与し，しいては市民の健康的な生活に還元されている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

スポーツ推進を図るとともに，人材の発掘にもつながるもの。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

地域スポーツに貢献した方を表彰することができた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

スポーツに特化したものであるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

スポーツ推進委員やスポーツリーダーとして，活躍してもらえる。

【総合評価】

今年度については，選手派遣事業の予算内で収まったが，予算以上の申請が来た時に市
民に納得してもらえるように事前の説明が必要である。また，指導者育成については，
市の主催する事業等に指導者として活用できるようスポーツリーダーバンクも並行して
進めたい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

支援することが主である当事業において，芦屋のスポーツはまだ発展途上であることを踏まえると，削減することが厳しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

支援することが主である当事業において，受益者負担という考え方が合致しない。

平成２８年度の目標・改善内容
□功績表彰を全市的に貢献した人だけでなく，地域貢献した人，ボランティアした人などの表彰をすすめる。 
□指導者の養成を行う。 
□派遣事業の申請額を助成金の枠内で収める手立てを考える。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□有資格指導者の高齢化。 
□スポーツ賞表彰式の出席者（被表彰者）が少ない。 

□選手派遣事業のおいては，現在の予算以上になることは難しいの
で，その中で公平に補助できるような取り組みを構築していく。 
□市長杯・教育長杯については，会場等の精査を行なっていく。 
□有資格指導者が少ないため，指導者養成事業に力を入れる。 
□スポーツ賞の日程を市民目線で調整する。

02-01-028

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
2
)



02-01-029

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民文化賞等顕彰事業 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010490

担当所属 企画部市長室 担当課長名 今石　佳太

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市民文化賞に関する規則，芦屋市善行賞「つつじ賞」表彰要綱，芦屋市警察官感謝状贈呈要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
学術，芸術等に取り組む市民・団体。善行に取り組む市民・団
体。芦屋警察署の警察官。 

【意図】 
芦屋市における市民文化の向上発展を図る(芦屋市民文化賞)。善
行者を称え「明るく住みよいまちづくり」に資する(芦屋市善行
賞「つつじ賞」)。警察官の士気高揚を図り平和な市民生活を確
保する(芦屋市警察官表彰)。 

【大きな目的】 
市民文化の向上発展，明るく住みよいまちづくり，市内の治安の
確保 

【全体概要】 
□芦屋市民文化賞：学術，科学，教育などの研究実践や芸術，芸能，
体育などの活動，その他地域社会の向上発展に貢献し，その功績が顕
著な人又は団体に対し，毎年11月3日「文化の日」に表彰状及び記念品
の贈呈を行い顕彰する。 
□芦屋市善行賞「つつじ賞」：まちの美化や善行を続けている市民及
び芦屋市に関係がある個人・団体に対し，毎年6月1日「善意の日」を
記念して当該日の前後に表彰状及び記念品の贈呈を行い顕彰する。 
□芦屋市警察官感謝状贈呈：市内の治安等の確保に顕著な功績があっ
た警察官に対し，毎年「社会を明るくする運動」の式典で表彰状及び
記念品の贈呈を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

560 住民1人当たり（円） 44.90

年　度 単位

合計 千円 4,202 4,236

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,202

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,236 560 １世帯当たり（円） 103.83

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,202 4,236 560 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,867 3,901

0.300 0.300正職員 人

人 0.400 0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.700 0.700

他部門経費

02-01-029

02-01-029

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

顕彰すべき対象者の確実な把握

平成27年度の実施内容

市民文化賞の顕彰事業を適正に行った。

平成27年度の改善内容

被対象者の選考基準の改善を図ると共に，式典の会場や構成を見直した。

現在認識している課題

顕彰すべき対象者（団体）の把握

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

市として功績があった者に表彰する事業である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

文化・スポーツ・芸術の向上発展に貢献した。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

表彰することは，知識と教養を育む機会の充実に貢献し，次世代にもその功績が語り継がれていくものである。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

顕彰すべき対象者を確実に把握している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

それぞれの功績ごとに表彰するため，統廃合できない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

功績を称える他の手段がない。

【総合評価】

市民文化賞や善行賞の顕彰事業は，市民活動活性化にも資することから継続的な実施が
求められ，引き続き潜在候補者の発掘も努めていく。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストは表彰状と記念品等が主である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

負担を求めるべき事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
顕彰すべき対象者（団体）の確実な把握

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

被対象者の実績把握が困難である。 顕彰すべき対象者（団体）の確実な把握のため，広い視点で随時，
対象者（団体）を探す。

02-01-029

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
3
)



02-01-030

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市芸術文化活動助成及び顕彰 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010333

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市芸術文化活動助成要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 3年度 ～

事業概要

【対象】 
芸術文化活動を行う市民 

【意図】 
芸術文化活動を行う市民が，活動しやすくなり，より一層親しみ
をもって取組む意欲が高まる。 
また，優秀な成績に対する顕彰により，誇りと意欲が増進する。 

【大きな目的】 
市民の芸術文化活動の振興 

【全体概要】 
□芸術文化活動助成 
□芸術文化活動顕彰 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

569 住民1人当たり（円） 28.13

年　度 単位

合計 千円 2,400 2,654

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,400

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,654 569 １世帯当たり（円） 65.05

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 82 84 86

千円 2,318 2,570 483 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,253 2,457

0.150 0.220正職員 人

人 0.350 0.210

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.430

他部門経費

02-01-030

02-01-030

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民及び市内において芸術文化活動を行っている団体又は個人に適正に対して助成を行う。また，顕彰するべき芸術文化活動を適正に把
握する。

平成27年度の実施内容

(1)芦屋市芸術文化活動助成　7件 135,000円 
(2)芦屋市芸術文化活動顕彰(顕彰者)　個人５名，１団体　 

平成27年度の改善内容

助成や顕彰の対象の拡充についての検討。

現在認識している課題

助成や顕彰制度について市民に周知されていない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市民の芸術文化振興を図るためのものであり，妥当性はある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

助成の実績が学生に限られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

市民の芸術文化振興を図るためには，文化活動への助成制度や顕彰は重要な事業であ
る。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
広報，ホームページに掲載し，助成・顕彰の制度の周知を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

助成や顕彰の対象が広がることにより，調査方法や審査基準などの
見直しが必要である。

芸術文化活動の振興を図るための助成内容について検討が必要であ
る。

02-01-030

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
4
)



02-01-031

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市後援名義使用承認 事務事業番号

01 ①市民が教養を高める機会が豊富にある                                   

前期5年の
重点施策

2-1-1　幅広い知識と教養を育む機会の充実に努めます。 
2-1-2　日頃から芸術文化に親しめる環境を整えます。 
2-1-3　地域の伝統や歴史が、次の世代に語り継がれていく活動を促進します。 
2-1-4　スポーツ・フォー・エブリワンの理念に基づき、誰もがスポーツに気軽に参加できるよう普及、振興に努めま
す。

0102010332

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市の後援名義の使用承認に関する要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 元年 ～

事業概要

【対象】 
市民 
芦屋市の後援名義を使用申請する学術・文化・スポーツ及び福祉
に関する事業を行う団体 

【意図】 
市の名義を使用することで，団体等が主催する行事等が円滑に実
施できる。 
また，市民の芸術文化活動への参加の機会が充実し，理解が深ま
る。 

【大きな目的】 
市民主体の文化・スポーツ等の振興 

【全体概要】 
□申請団体からの申請事業の内容を審査し，市の後援名義の使用承認
を行うことにより，文化・　スポーツ等の振興を奨励する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 37.42

年　度 単位

合計 千円 3,527 3,530

平成２６年度 決算

事業費 千円 3,527

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,530 0 １世帯当たり（円） 86.53

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 3,527 3,530 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,527 3,530

0.200 0.270正職員 人

人 0.650 0.440

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.850 0.710

他部門経費

02-01-031

02-01-031

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

後援名義承認について，適正に審査を行う。

平成27年度の実施内容

□後援名義承認の受付から承認までの事務 
□教育委員会の後援名義の担当課との情報交換 
□後援名義使用承認　阪神淡路大震災20年メモリアルコンサート他108件 

平成27年度の改善内容

ホームページに掲載している申請書や報告書の様式をPDF形式に加えて，ワード形式を追加することにより，申請手続きをしやすくし
た。

現在認識している課題

申請書類の不備などで，承認処理に時間を要する場合がある。 
関係官公庁等への照会に時間を要する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市の名義使用であるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

芸術文化に親しむことができる環境整備に大きく貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

市の名義を使用することで，団体等が主催する行事等が円滑に実施できると同時に，市
民が芸術文化活動へ参加する機会が増えるため，芸術文化の振興に貢献している事業で
ある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
承認書送付までの期間を短縮するよう，取り組みを継続する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

後援することによる参加者の増加・文化振興などの効果の測定。 要綱に基づき，関係部署や機関に照会し，慎重に審査する。 
引き続き，教育委員会の後援名義担当課との情報交換を密に行う。

02-01-031

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
5
)



02-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 姉妹都市交流事業の促進 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

2-2-1　多様な文化を持つ人との交流を促進します。

0102020354

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等
モンテベロ市と芦屋市との間の姉妹都市提携に関する盟約　他

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和36年度 ～

事業概要

【対象】 
市民(交流の担い手は市民一人ひとりであり，その交流が市民に
とつて誇りと愛着を感じられ，そして国際友好親善に寄与す
る。) 

【意図】 
市民の国際感覚と国際理解の醸成。 

【大きな目的】 
姉妹都市との交流を深めることによって，国際化に対応した人づ
くりを目指す。 

【全体概要】 
□姉妹都市との学生親善使節交換事業 
□姉妹都市提携5周年ごとの両市民の相互訪問（市民レベル） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,944 住民1人当たり（円） 38.20

年　度 単位

合計 千円 2,751 3,604

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,751

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,604 3,944 １世帯当たり（円） 88.34

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,751 3,604 3,944 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,825 2,570

0.150 0.150正職員 人

人 0.200 0.460

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.350 0.610

他部門経費

02-02-001

02-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□姉妹都市交流について，より多くの市民に関心を持っていただけるよう，広報あしやへの掲載内容を工夫する。 
□モンテベロ市紹介パンフレットを発行する。

平成27年度の実施内容

□姉妹都市学生親善使節交換事業（派遣２名(7/27～8/18)，受入２名(7/21～8/10),委託料1,034千円 
□モンテベロ市紹介パンフレットの作成（5,000部）

平成27年度の改善内容

・広報番組では，学生親善使節のモンテベロ市滞在の様子を放映し，市民にモンテベロ市の状況を知ってもらう機会とした。 
・モンテベロ市紹介パンフレットを作成し，市民の方に姉妹都市について周知する媒体を広げた。

現在認識している課題

・モンテベロ市とはどういうところなのかについて，周知不足 
・姉妹都市交流について，幅広い世代の市民への周知 
・モンテベロ市と情報収集がスムーズにいかない

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

学生親善使節交換事業は，若い世代が異文化への理解を深めるための機会の創出として
は有効である。ホストアンバサダー制度を活用し，若い世代が姉妹都市交流の担い手と
して交流することや，市民レベルでの交流を継続的に進めていくことが必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
□姉妹都市提携５５周年記念として両市の市民訪問団が相互訪問することから，さらなるモンテべロ市の情報収集に努める。 
□姉妹都市提携５５周年記念として両市の市民訪問団が相互訪問することから，それをきっかけに多くの市民に姉妹都市について関心を
持っていただけるよう広報あしやや広報番組の内容を工夫する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□姉妹都市交流について，幅広い世代の市民への周知が必要 
□モンテベロ市について，さらなる情報収集が必要

□モンテベロ市の情報収集を重ねて，パンフレットの改善をする。 
□より多くの市民への周知に努める。

02-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
6
)



02-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 国際交流一般・支援事業 事務事業番号

02 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                           

前期5年の
重点施策

2-2-1　多様な文化を持つ人との交流を促進します。

0102020488

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 鈴木　和美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 02 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               

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託，指定管理 財源

事業期間 平成 5年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
潮芦屋交流センターに関すること及び外国語でインフォメーショ
ンすることにより，国際交流の核が機能し外国人が暮らしやすい
まちを目指す。 

【大きな目的】 
国際化に対応したまちづくり 

【全体概要】 
□潮芦屋交流センター施設運営等経費 
□英語版広報紙「アシヤニューズレター」の発行 
□外国語（英語等）公用文翻訳 
□在住外国人向け情報紙の発行 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,240 住民1人当たり（円） 560.50

年　度 単位

合計 千円 52,895 52,875

平成２６年度 決算

事業費 千円 52,895

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

52,875 3,240 １世帯当たり（円） 1,296.05

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 144 201 20

千円 52,751 52,674 3,220 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 16,501 18,505

1.350 1.750正職員 人

人 1.800 1.300

うち経費 千円 12,850 12,850

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 12,850 12,850

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

「国際交流に関する事業」については，
平成28年度からは今後の進行管理にあわ
せて「国際交流に関する事業」と「潮芦
屋交流センター管理運営事業」の２事業
に分けて取り組む。

活動配分 人 3.150 3.050

他部門経費

02-02-002

02-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□潮芦屋交流センターの指定管理事業としての事業の整理を明確にするとともに，周知方法を検討する。 
□「芦屋市外国人住民への多言語表記による情報提供に関する基本指針」制定により，各課の多言語化がスムーズにできるようサポート
する。

平成27年度の実施内容

□潮芦屋交流センターの運営，維持管理 
□潮芦屋交流センターの周知（広報掲示板設置，市内の主要バス停３カ所に案内表示サインを設置） 
□公用文翻訳 
□「やさしい日本語」を職員に意識づけるための庁内研修実施 
□他課作成の外国人向け情報紙「ごみの出し方」「安全・安心ガイド」について，やさしい日本語を併記するよう助言した。 
□英語版広報紙「アシヤニューズレター」の発行（年４回） 
□全世帯を対象として配布した発行物の英語版を発行した割合３７．５％

平成27年度の改善内容

□潮芦屋交流センター利用者のニーズの把握をするよう，指定管理者に助言した。 
□他課が発行する外国人への情報発進については，やさしい日本語を併記するなど具体的な助言を行った。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

多文化共生社会の充実に向けて，市内在住外国人のかたや来日された方への情報発進を
充実するため，庁内研修や所管課への支援など引き続き取り組む必要がある。また災害
時の外国人支援について取り組む必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
□災害時外国人サポーター養成研修の開催 
□国際交流関係団体と意見交換会の開催

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□災害時の外国人支援対策について 
□外国人の実態把握

□災害時の外国人支援対策について検討する。 
□在住外国人意識調査等，外国人の実態把握に務める。

02-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
7
)



03-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 平和施策 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010092

担当所属 市民生活部人権推進課 担当課長名 田中　尚美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民が人権と平和について問題意識を持ち，平和を守る意識を高
めるように啓発する。 

【大きな目的】 
人権問題と平和施策への取り組みと啓発により，市民の人権と平
和への意識を高める。 

【全体概要】 
□人権と平和の施策について，関係各課と連携し，「みんなと考えよ
う平和と人権」事業を実施する。 
□「核兵器廃絶に向けた署名活動」等平和首長会議が提唱する事業に
取り組む。 
□核実験に対する抗議を行い，非核平和に取り組み，平和行進の支援
をする。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

207 住民1人当たり（円） 82.69

年　度 単位

合計 千円 5,144 7,801

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,144

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,801 207 １世帯当たり（円） 191.22

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,144 7,801 207 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 6,783

0.600 0.800正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

人件費活動配分の変更による増。

活動配分 人 0.600 0.800

他部門経費

03-01-001

03-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

戦後70年・非核平和都市宣言30周年（市議会決議）の節目にあたり，平和展の充実，平和祈念の講演会の実施，非核平和都市宣言記念銘
板の設置，平和に関する資料等の展示スペースの設置等，平和の大切さについて考える機会を増やす。

平成27年度の実施内容

□平和行進の受入支援　2団体　7千円 
□戦後70年・非核平和都市宣言30周年（市議会決議）平和祈念事業 
・みんなで考えよう平和と人権　平成27年7月18日～8月15日，於）ルナ・ホール他，コンサート，平和ポスター展，映画会ほか　46千円
・蓮池薫さん講演会　平成27年8月8日　参加者627人　554千円 
・非核平和都市宣言30周年記念銘板設置除幕式及び小学生の描いた平和ポスター展表彰式　平成27年10月18日本庁北館前広場　365千円 
・広報番組あしやトライあんぐる「特集・市民とともに振り返る戦後70年」の制作　放映日：平成27年10月1日～15日　11月1日～15日　 
□原爆死没者慰霊に係る半旗の掲揚，黙とうの実施 
□市広報紙，ホームページ，啓発用看板の掲出による啓発 
□核兵器禁止条約の締結に向けた交渉開始等を求める署名活動　323筆 
□核実験への抗議　朝鮮民主主義人民共和国　1回　□その他経費：47千円 

平成27年度の改善内容

今年度は，戦後70年・非核平和都市宣言30周年の節目にあたり，平和展等を充実し，平和祈念事業を実施した。

現在認識している課題

平和の大切さについて，戦争を知らない世代や若者に対する啓発が課題となっている。戦争体験や戦争の記憶を継承する取り組みが必要
となっている。国際的な民族紛争や地域紛争に目を向け，平和の大切さと命の尊さについて啓発していく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

施策目標を実現するために，意識啓発は欠かせない事業であり，市が主体的に実施すべきものである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

啓発事業であり市が主体的に実施すべきものである。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

重点施策「平和を尊重する意識の普及，啓発に努めます」を実現するために意識啓発は欠かせない事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

「人権と平和」の施策について，関係各課の事業プログラムの内容を熟考・調整し，連携をして実施。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

「人権と平和」の施策について，関係各課の事業プログラムの内容と重複しないよう調整し，連携し実施。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

啓発事業であることから，常に内容の改善を図る必要がある。（展示物の無料貸出しを利用等）

【総合評価】

戦後７０年・非核平和都市宣言３０周年（市議会決議）の節目の年にあたりに，平和祈
念事業を実施したことにより，平和の大切さ・命の尊さについて市民の意識向上につな
がる機会が増えたことを評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

啓発事業であることから，常に内容の改善を図る必要がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平和を守る意識を高める契機とするための事業であり，市民誰もが参加できるよう受益者負担を求めるべきではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・平和の大切さについて考える機会を増やす。 
・戦争体験を綴った「記録集」を作成し公開する。 
・新設の資料コーナーに平和関連の展示をする。 
・核兵器禁止条約の締結に向けた交渉開始等を求める署名活動に取り組む。 
・第６回平和首長会議国内加盟都市会議（佐倉市）へ出席する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・戦争を知らない世代や若者に，あらゆる機会を通して，平和の大
切さや命の尊さについて啓発していく。 
・戦争体験や戦争の記憶を継承する取り組みをする。 
・国際的な民族紛争や地域紛争などに目を向け，平和の大切さや命
の尊さについて啓発していく。 

啓発活動を通して，平和について考える機会を増やす。

03-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
8
)



03-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人権擁護事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010082

担当所属 市民生活部人権推進課 担当課長名 田中　尚美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
人権擁護委員法

実施区分 直営，負担金 財源

事業期間 昭和24年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
人権擁護 

【大きな目的】 
豊かな人権文化に満ちた社会づくり 

【全体概要】 
・神戸地方法務局西宮支局及び西宮人権擁護委員協議会と連携し，人
権擁護・人権啓発活動を実施する。 

□特設人権相談所の開設事務 
□人権侵犯事案の調査・調整 
□人権擁護啓発活動 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

171 住民1人当たり（円） 37.70

年　度 単位

合計 千円 5,181 3,556

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,181

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,556 171 １世帯当たり（円） 87.16

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,181 3,556 171 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 3,392

0.600 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

人件費活動配分の変更による減。

活動配分 人 0.600 0.400

他部門経費

03-01-002

03-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

神戸地方法務局西宮支局と連携して，人権擁護活動，人権啓発活動の充実を図る。

平成27年度の実施内容

□特設人権相談所の開設　　23回　相談件数：8件 
□街頭啓発　　　　　　　　平成27年12月　1日（人権週間） 
□人権教室　　　　　　　　平成28年　1月13日（山手小学校） 
□人権の花運動　　　　　　平成27年5月～10月（精道幼稚園） 

西宮人権擁護委員協議会分担金　159千円 
人権相談賄担当委員用お茶　　　　4千円

平成27年度の改善内容

神戸地方法務局西宮支局と連携を図った。

現在認識している課題

神戸地方法務局西宮支局と連携した人権擁護活動，人権啓発活動を展開するのに伴い，各人権擁護委員の負担が増える傾向にある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

施策目標「平和と人権を尊重する意識が行き渡っている」を実現するために，人権擁護委員法に基づく事業であり，市が行うべきもの。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標「平和と人権を尊重する意識が行き渡っている」を実現するために，人権擁護活動，啓発活動は欠かせない事業である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

重点施策の実現のために，人権擁護・啓発活動は欠かせない事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

法務局と連携し，人権擁護活動，啓発活動を遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

法務局と連携した人権擁護委員法に基づく啓発活動であり，市が行うべきものであるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

法務局との日常業務での連携した事業であることから，市独自での手段変更は不可。

【総合評価】

人権擁護委員法に基づき，市民の人権を擁護するための事業であり，今後とも神戸地方
法務局西宮支局と連携して実施する取組は有効である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

法務局との日常業務での連携した事業であることから，コスト削減は不可。経費の大半は，西宮人権擁護委員協議会分担金である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

無料人権相談が主な業務であることから，受益者負担はなし。

平成２８年度の目標・改善内容
人権擁護委員を1人増員する。 
引き続き，神戸地方法務局西宮支局と連携して，人権擁護活動，人権啓発活動の充実を図る。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

神戸地方法務局西宮支局と連携した人権擁護活動，人権啓発活動を
展開していく。

神戸地方法務局西宮支局と連携して，人権擁護活動，人権啓発活動
の充実を図る。

03-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
5
9
)



03-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人権啓発事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010083

担当所属 市民生活部人権推進課 担当課長名 田中　尚美

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
人権尊重の意識を高めるためのきっかけづくり。 

【大きな目的】 
豊かな人権文化に満ちた社会づくり 

【全体概要】 
・人権教育・人権啓発に関する総合推進指針に基づき，各種啓発事業
を実施する。また，人権施策に関する事業について，関連各課と調整
し，懇話会委員の意見を聞きながら，進行管理をする。 

□みんなで考えよう平和と人権事業 
□ふれ愛シネサロン 
□日々の生活と人権を考える集い 
□啓発物品作成等 
□人権教育・人権啓発推進懇話会 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,873 住民1人当たり（円） 115.11

年　度 単位

合計 千円 9,803 10,859

平成２６年度 決算

事業費 千円 9,803

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

10,859 1,873 １世帯当たり（円） 266.17

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 902 992 457 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 515

千円 8,901 9,867 901 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,690 6,783

0.800 0.800正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

人件費活動配分の変更による増。

活動配分 人 0.800 0.800

他部門経費

03-01-003

03-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針（平成23年度～平成27年度）に基づき，人権啓発事業を実施する。また，第2次総
合推進指針の見直しを行い，第3次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針（平成28年度～平成32年度）の策定をする。

平成27年度の実施内容

□市広報紙による啓発　5月1日号，8月1日号，12月1日号　105千円 
□「日々の生活と人権を考える集い2015」平成27年11月11日　ルナ・ホール　水澤心吾一人芝居「決断　命のビザ～SEMPO杉原千畝物
語」　講師：水澤心吾（俳優）参加者：423人　731千円 
□ふれ愛シネサロン　第56回　平成27年8月22日2回上映　上宮川文化ｾﾝﾀｰ3階ﾎｰﾙ　参加者：143人　268千円 
　　　　　　　　　　第57回  平成28年1月29日2回上映  消防庁舎3階多目的ﾎｰﾙ　参加者：162人　246千円 
□ポスター掲出：4月・6月・8月・9月・10月・11月・12月・3月　横断幕掲出：5月・8月・12月 
□職員人権研修：5月～8月・12月　196千円 
□第3次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針策定　1,620千円 
□芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会の開催　3回開催　平成27年6月1日，10月26日，平成28年1月26日　189千円 
□人権の花運動：175千円　□その他経費：545千円 

平成27年度の改善内容

第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針に基づき，人権啓発事業を実施した。また，第2次総合推進指針の見直しを行い，
第3次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針の策定をした。

現在認識している課題

・継続して市内の活動団体と連携し，啓発事業を実施する。 
・啓発事業に参加する世代，年齢層の拡大を図る。 
・教育委員会人権啓発担当課との連携をさらに深める。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

施策目標を実現するために人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条に基づく事業である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標「平和と人権を尊重する意識が行き渡っている」を実現するために意識啓発は欠かせない事業である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

重点施策「人権を尊重する意識の普及，啓発に努めます」を実現するために意識啓発は欠かせない事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

芦屋市人権教育推進協議会と「日々の生活と人権を考える集い2015」を共催したことで，幅広い世代に事業の周知が図れた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

平成24年度から「日々の生活と人権を考える集い」を芦屋市人権教育推進協議会と共催実施とし，統合済み。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

人権教育・人権啓発の事業であることから，常に内容の改善を図る必要がある。

【総合評価】

人権に関する市民意識調査等を基礎資料に，人権に関する動向を踏まえながら「芦屋市
人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」を改訂した。また，第２次人権総合推進指
針に基づき，関係部署と連携し，人権啓発事業を進めていることは有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

人権教育・人権啓発の事業であることから，常に内容の改善を図りながら現状維持のコストで実施する必要がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

人権教育・人権啓発の事業であることから，誰もが参加しやすいように，受益者負担を求めるべき事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
「第3次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針（平成28年度～平成32年度）」に基づき，人権啓発事業を実施する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会の意見を伺いながら，事業の
進行管理を行い，人権啓発の推進を図る。 
また，教育委員会の人権啓発担当課と連携を図り，相互に情報交換
や連絡調整をしながら啓発事業を進めていく。 

「第3次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針（平成28
年度～平成32年度）」に基づき，本市の現状に見合った啓発事業を
実施する。 

03-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
0
)



03-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 上宮川文化センター管理運営 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010086

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 加賀　淳治

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和61年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の人権意識の向上と開かれたコミュニティセンターとしての
住民の交流の場の提供 

【大きな目的】 
人権啓発の推進，開かれたコミュニティセンターとしての住民交
流の場の提供，センター施設・設備等の良好な維持管理 

【全体概要】 
□センターの貸室業務 
□運営審議会によるセンターの運営に関する重要事項の調査審議 
□センターの維持管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

23,223 住民1人当たり（円） 580.98

年　度 単位

合計 千円 58,051 54,807

平成２６年度 決算

事業費 千円 58,051

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

54,807 23,223 １世帯当たり（円） 1,343.41

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 2,588 1,506 1,071 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 4,121 2,091 3,035

千円 51,342 51,210 19,117 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 18,431 20,200

1.340 1.850正職員 人

人 2.320 1.600

うち経費 千円 19,133 17,879

嘱託・臨職等

千円 1,254 0

減価償却費 千円 17,879 17,879

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.660 3.450

他部門経費

03-01-004

03-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

この施設の設置目的を利用者の皆さんに広く知ってもらい，開かれたコミュニティセンターとして親しみのもてる館を目指し，利用者増
を図る。また，センターの適切な維持管理を行う。

平成27年度の実施内容

□　ホール折りたたみ椅子５０脚取替え　２３３，２８０円 
□　事務室の事務机１０台，引出１０台入替え　６０４，２６０円　 
□　貸室使用料収入　Ｈ２６（３，１５５，８００円）Ｈ２７（２，０３５，８００円）（大規模改修工事により１２月１日～３月３１
日まで４か月間閉館） 
□　一般貸室件数　Ｈ２６（２，４９３件）　Ｈ２７（１，５９５件）（大規模改修工事により１２月１日～３月３１日まで４か月間閉
館） 
□　貸室一般来館者数　Ｈ２６（３３，６２０人）Ｈ２７（２０，１５４人）（大規模改修工事により１２月１日～３月３１日まで４か
月間閉館） 
□　看板灯等修理　３９，９６０円 
□　ヒートポンプチラー修理　５４，０００円

平成27年度の改善内容

実施内容に同じ

現在認識している課題

□貸室利用のテーブル・椅子等の備品類の経年劣化による更新 
□高齢者や子供の安全管理 
□来館者数の向上

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

多くの市民に利用していただくために，施設利用者の利便性を図る取組みがされており
評価できる。引き続き開かれたコミュニティセンターとしての住民交流の場の提供を図
ることを今後の方向性としていることは妥当である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
□　高齢者や子供の利用に対する安全管理の再検討 
□　テーブル・椅子等備品類の更新 
□　来館者数の向上 
□　貸室予約システムの導入 
□　３０周年記念事業（講演会，冊子の発行）を実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□貸室利用部分のテーブル・椅子等の備品類の経年劣化による更新 
□高齢者や子供の安全管理 
□来館者数の向上

引き続き，開かれたコミュニティセンターとしての住民の交流の場
の提供を図る。

03-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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03-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 隣保館事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010087

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 加賀　淳治

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会福祉法，隣保館設置運営要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和38年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の人権意識の向上 

【大きな目的】 
地域社会全体の中で，福祉の向上や人権啓発の住民の交流の拠点
となる開かれたコミュニティセンターとして，生活向上の相談事
業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う 

【全体概要】 
□教育啓発事業 
□民生就労促進事業 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,763 住民1人当たり（円） 313.17

年　度 単位

合計 千円 28,763 29,543

平成２６年度 決算

事業費 千円 28,763

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

29,543 4,763 １世帯当たり（円） 724.15

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 1,478 8,591 8,591 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 550 590 626

千円 26,735 20,362 -4,454 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 25,439 26,443

1.330 1.650正職員 人

人 3.880 3.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 5.210 4.850

他部門経費

03-01-005

03-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□市民が親しみやすい各種事業を実施し，コミュニティセンター機能を充実させる。 
□自立支援としての各種相談援助事業を行うと共に，高齢化に対応した地域福祉の増進。 
□人権，平和，環境など幅広い視野から，教育・啓発交流事業を実施し，施設の設置目的の　実行を図る。

平成27年度の実施内容

□関係機関との連携調整のもとに，総合相談・継続的相談事業を行い，要援護世帯（者）要保護児童の支援を行い問題解決に向けた。 
□高齢化に伴う住民の身体と生活に変化が出てきており，積極的な家庭訪問の実施と地域住民(団体）や民生委員の情報などで細やかな
ニーズの把握に努めた。具体対応には老人会など住民　の自主的な協力があり，地域福祉の推進が図られた。 
□人権啓発・交流の拠点施設として，各種教室・講演会・映画会・展示会等を開催し，市内外から多くの参加者を得た。特に人権文化の
向上を目的にしたヒューマンな映画会(毎週水曜日）には高齢者の参加が定着している。また，年４回実施した「ワンコインシアター」
は，民間活力（兵庫県映画センター）を導入し，団塊世代以上のニーズに応える内容となった。 
□ここ数年，住宅入居者に社会的ハンディーを持った世帯が増加してきており，この層の相談指導・支援ニーズに対応していくため，学
校・地域住民の協力を得て情報収集に努めた。

平成27年度の改善内容

平成２７年度，１２月からの大規模改修工事のためセンターが使えなくなるので，各種事業を１１月までに行った。工事期間中，上宮川
地区に相談事業，保健衛生事業，いこいの間事業が行えるように代替場所を確保し現状維持に努めた。

現在認識している課題

地域内格差がはっきりしてきており，生活実態が過去に戻っている人たち，低所得者や特に高齢者・児童虐待（養育の放棄）を抱える家
庭の自立支援が必要とされている。この現状に対する早急な対策が求められている。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

相談業務，自立支援活動に積極的に取組んでいることは評価できる。また，今後の方向
性において，問題解決のための職員の資質向上や関係機関との連携強化を図ることは妥
当である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
広域的な住民のコミュニティセンターとしては一定の役割を果たし，定着してきたと考えられる。一方，世情を反映する若年層ニートや
ワーキングプアの実態が見られ，就労実態の把握と支援事業を重点化する。また高齢者の生活支援を一層図るため，生活・福祉・健康な
どの指導と積極的な家庭訪問を推進する中で，地域福祉を推進する。さらにここ数年，住宅入居者に社会的ハンディを持った世帯が増え
てきており，この層の相談指導・支援のニーズに対応していく。 
また，３０周年記念事業（講演会の開催，冊子の発行）を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

地域内格差がはっきりしてきており，生活実態が過去に戻っている
人たち，低所得者や特に高齢者・児童虐待（養育の放棄）を抱える
家庭の自立支援が必要とされている。この現状に対する早急な対策
が求められている。

地域の高齢化が進む中で，住民の身体的な行動力の限界と後継者不
足が予測される。各種相談事業に加え，地域福祉推進に向けた隣保
館職員のノウハウの習熟が要求されるため，職員の資質向上がます
ます必要となっている。個々の内容が複雑かつ困難な事例が増えて
きたことから福祉部門との連携強化がますます重要となっている。

03-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
2
)



03-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 上宮川文化センター施設補修事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010088

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 加賀　淳治

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和61年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
センター利用の市民が，安全，快適に施設・設備を利用できるこ
と 
施設・設備の耐久性が維持されること 

【大きな目的】 
センター利用の市民が，安全，快適に施設・設備を利用できるこ
と 
施設・設備の耐久性が維持されること 

【全体概要】 
□各設備・機器等の維持管理のための補修・取替工事 
□建物の経年劣化に伴う補修工事 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 2,314.62

年　度 単位

合計 千円 0 218,350

平成２６年度 決算

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

218,350 0 １世帯当たり（円） 5,352.11

0

市債 千円 0 75,500 0

人口 94,335

県費 千円 0 90,709 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 0 52,141 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 4,663

0.000 0.550正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 6,699

嘱託・臨職等

千円 0 6,699

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成２７年度に大規模改修事業が実施されたため。

活動配分 人 0.000 0.550

他部門経費

03-01-006

03-01-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

利用者の利便性の向上及び来館者増加に重点を置いた施設・整備の改修の検討を行い，「公共施設建築物の計画的保全」による大規模改
修を実施する。

平成27年度の実施内容

大規模改修工事の実施 
□天井部分の耐震補強，強化ガラスの入替え 
□外壁クラックの修繕 
□屋内の床，内壁，建具，天井部分の改修，水回り設備の機器更新 
□エレベーター機械の入替え 
□屋上の防水工事 
□電気室の変電設備，自家発電機の入替え工事 
□駐車場の整備 
□消防設備の更新 
□電話交換機，電話機の入替え 
□氷蓄熱槽の錆取等の改修平成27年度の改善内容

センター設置後，初めての大規模改修工事により建物の若返りが図られ利用者の利便性，安全性が向上された。

現在認識している課題

改修工事により更新されたトイレ，冷暖房機器，電話機等の設備の操作に慣れ，利用者に説明できるようする。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

大規模改修工事を行い，より一層，市民の親しまれる施設を目指しており，利用者の利
便性，安全性の向上及び来館者数の増加を追及していく方向性は妥当であり評価でき
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
「公共施設建築物の計画的保全」にかかる日常の整備，点検，記録（ＢＩＭＭＳ）

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

利用者の利便性，安全性の向上，来館者数の増加に向けた施設の維
持管理。

利用者の利便性・安全性の向上及び来館者数増加を図り，引き続き
開かれたコミュニティセンターとしての市民の交流の場の提供を図
る。

03-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
3
)



03-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人権教育推進 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010089

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会の変化に対応する様々な人権に関する学習活動の推進支援を
行う。 

【大きな目的】 
市民の人権に関する意識が高まる。 
市民一人ひとりの人権の尊重により意識向上を図る。 

【全体概要】 
□学習機会の充実 
□社会教育関係機関・団体との連携 
□芦屋市人権教育推進協議会に対し事務的な支援を行なう 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,331 住民1人当たり（円） 54.20

年　度 単位

合計 千円 3,531 5,113

平成２６年度 決算

事業費 千円 3,531

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,113 3,331 １世帯当たり（円） 125.33

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 25 25 25 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 3,506 5,088 3,306 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,350 4,945

0.520 0.500正職員 人

人 0.000 0.250

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.520 0.750

他部門経費

03-01-007

03-01-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

芦屋市人権教育推進協議会や阪神地区人権・同和教育研究協議会等と協力し，今年度芦屋市で開催予定の兵庫県人権教育研究大会中央大
会開催場所等について調整する。

平成27年度の実施内容

・学校，幼稚園，保育所への啓発冊子配布。 
・成人式での啓発グッズの配布。 
・人権教育啓発用材料（ＤＶＤ）の購入 
・芦屋市で開催予定の兵庫県人権教育研究大会中央大会のため打合せを３回行った。 
・芦屋市人権教育推進協議会研究大会を共催で実施し，全体会「～SENPO　杉原千畝物語～」（俳優　水澤心吾さんによる一人芝居）450
名参加，分科会は5分科会実施し，330名の参加があった。

平成27年度の改善内容

市民生活部人権推進課との情報共有に努めた。

現在認識している課題

平成２８年度１０月に芦屋市で開催される兵庫県人権教育研究中央大会の準備を進める。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

社会教育としても人権教育の推進は必要である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「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く」につながる。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

平和と人権を尊重することにつながる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

基本計画及び重点施策に沿った人権教育活動を行なっている，芦屋市人権教育推進協議会の活動支援を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

他部署（特に人権推進課）で行なっている人権に関する事業との整理や統合が検討できる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

活動内容及び実施事業を広く周知することにより，効果を高められる可能性がある

【総合評価】

人権推進課との連絡調整等連携面では良好であると考える。さらに，協力して事業等が
進められるよう努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

人権教育活動に必要な経費であると認識しており，削減は困難 

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

負担を求めるべき事業ではないと考えるが，芦屋市人権教育推進協議会の会員は会費の負担もしている。

平成２８年度の目標・改善内容
平成２８年１０月に芦屋市で行われる，兵庫県人権教育研究大会中央大会を無事，実りある会として実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

ＰＴＡが芦屋市人権教育推進協議会から脱会した状態であり，全国
的にも異例な状態で，喜ばしい状態ではないため，再度加入して活
動いただけるよう働きかける。

芦屋市人権教育推進協議会との協力及び人権推進課との連携を図り
ながら事業を進める。 
ＰＴＡ協議会との話し合いの機会を持ち芦屋市全体として人権に係
る取組が進められるよう努める。

03-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
4
)



03-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 労働福祉・雇用対策事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010085

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
自衛隊法，健康保険法，芦屋市障害者雇用奨励金交付要綱，芦屋市技能功労者表彰要綱

実施区分 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
就労講座開設，啓発事業，労働団体への支援等を実施して，雇用
機会の拡大及び勤労者の福利向上を図る。 

【大きな目的】 
雇用機会の拡大及び勤労者の福利向上 

【全体概要】 
□国及び県の労働関係機関と連携して，労働講座，就職支援講座の開
設及び労働に関する啓発の実施 
□技能功労者の表彰 
□障害者雇用奨励金による障がいのある人の長期雇用の促進 
□事業所人権研修の実施 
□日雇健康保険認証事務及び自衛隊員募集事務の実施 
□勤労者団体に対する支援 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,333 住民1人当たり（円） 38.66

年　度 単位

合計 千円 4,285 3,647

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,285

特
定
財
源

国費 千円 82

一般財源

3,647 1,333 １世帯当たり（円） 89.39

12

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

12

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,203 3,635 1,321 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,525 2,983

0.500 0.400正職員 人

人 0.050 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.550 0.400

他部門経費

03-01-008

03-01-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

ハローワーク等労働関係機関との連携強化を図り，各種就労支援制度の広報周知に努める。

平成27年度の実施内容

ハローワーク及びハローワーク管内の西宮市・宝塚市との就労支援の連携を図った。

平成27年度の改善内容

ハローワークとの連携だけでなく，ハローワーク管内の西宮市・宝塚市との就労支援の連携を図った。

現在認識している課題

近隣市との連携の強化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

ハローワーク西宮および管轄の西宮市・宝塚市と連携し就労強化を図ることは，適切で
ある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
ハローワークを中心とした就労支援以外の，制度の広報周知の強化

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

制度周知の強化 ハローワーク西宮及び管轄の西宮市・宝塚市と連携し，雇用対策事
業の実施及び広報の周知を図る。 
また，労働相談を継続して毎月実施する。

03-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
5
)



03-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 被保護者等法外扶助 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010613

担当所属 福祉部社会福祉課 担当課長名 廣瀨　香

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市内の原爆被害者 

【意図】 
原爆被害者の方たちも含むすべての人が，二度と原子爆弾の被害
にあわないよう恒久平和が続くこと 

【大きな目的】 
原爆被害者（約７０人）に対し，年１回，栄養補給の目的で乾燥
しいたけ，昆布等の支給を行っている。 
平和施策の一環としても行っている。 

【全体概要】 
原爆被害者（約７０人）に対し，年１回，栄養補給の目的として乾燥
しいたけ，昆布等の支給 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

173 住民1人当たり（円） 14.84

年　度 単位

合計 千円 986 1,400

平成２６年度 決算

事業費 千円 986

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,400 173 １世帯当たり（円） 34.32

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 986 1,400 173 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 1,272

0.100 0.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.100 0.150

他部門経費

03-01-009

03-01-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

原爆被害者の方の健康維持と恒久平和に寄与する。

平成27年度の実施内容

市内在住の原爆被害者の方に栄養補給物資を届けるとともに，恒久平和を願った。 
12月に老人福祉会館において，椎茸・昆布の詰め合わせを配布した。 
＠1,820×65セット×1.08＝127,764円

平成27年度の改善内容

特になし。

現在認識している課題

高齢化に伴い，対象者が減少傾向にある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

平和施策の一環として，恒久平和を願う取組であり，有効な事業である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
原爆被害者の健康維持と恒久平和に寄与する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

高齢化に伴い，対象者が減少傾向にある。 継続して実施していく。

03-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
6
)



03-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 戦没者追悼関係事業 事務事業番号

01 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                                

前期5年の
重点施策

3-1-1　平和を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-2　人権を尊重する意識の普及、啓発に努めます。 
3-1-3　人権擁護機関と連携し相談窓口を開設して差別や人権侵害に対処します。

0103010561

担当所属 福祉部社会福祉課 担当課長名 廣瀨　香

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
戦争犠牲者等遺族 

【意図】 
兵庫県遺徳顕彰会への支部分担金，戦争犠牲者慰霊碑(霊園４か
所)への供花奉献及び戦傷病者・戦没者遺族への特別給付金・特
別弔慰金等援護事務。 

【大きな目的】 
戦没者の御霊に対して慰霊と感謝の誠をささげ，永遠の平和と郷
土の繁栄を祈念してその実現に寄与する。 

【全体概要】 
□芦屋市戦没者遺族会の会員が参加して，無宗教方式での戦没者の追
悼式に対して市が一部負担して実施する。 
□兵庫県遺徳顕彰会への支部分担金 
□戦争犠牲者慰霊碑(霊園４か所)への供花奉献 
□５年に１度追悼式を市が行う。 
□戦傷病者及び戦没者遺族に対する特別給付金・特別弔慰金等援護事
務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

124 住民1人当たり（円） 32.81

年　度 単位

合計 千円 1,377 3,095

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,377

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,095 124 １世帯当たり（円） 75.86

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 16 68 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 1,361 3,027 124 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 2,544

0.150 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

市主催の戦没者合同追悼式を開催したことによる関係経費の増加（5年度に1度，市主催で開催）

活動配分 人 0.150 0.300

他部門経費

03-01-010

03-01-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

戦争犠牲者の慰霊碑（芦屋霊園）への供花を行い，恒久平和を願うとともに，市主催の戦没者合同追悼式を実施する（5年度に1度開
催）。

平成27年度の実施内容

●戦争犠牲者慰霊碑供花料　 　66千円 
●兵庫県遺徳顕彰会分担金　　 56千円 
●戦没者合同追悼式関連経費　429千円 
【戦没者合同追悼式】 
戦没者，戦災死没者及び海外引揚物故者の合同追悼式を市主催で実施。 
・実施日　平成27年10月23日（金） 
・場　所　芦屋市保健福祉センター3階　多目的ホール 
・参列者数　150名

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

戦没者遺族の高齢化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

戦没者への追悼の想いと平和祈念の理解を深め，後世に引き継いでいくためにも，実施
することが有効である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
戦争犠牲者の慰霊碑（芦屋霊園）への供花を行い，恒久平和を願う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

戦没者遺族の高齢化。 継続して実施していく。

03-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
7
)



03-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 男女共同参画推進施策 事務事業番号

02 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                            

前期5年の
重点施策

3-2-1　あらゆる分野における女性の社会参画を支援します。 
3-2-2　セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス、その他性別による人権侵害の防止、啓発に努め
ます。

0103020349

担当所属 市民生活部男女共同参画推進課 担当課長名 福島　貴美

芦屋の将来像

課題別計画 第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン，芦屋市配偶者等からの暴力対策基本計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
男女共同参画社会基本法，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律，売春防止法，ストーカー行為等の
規則等に関する法律，芦屋市男女共同参画推進条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 3年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会のあらゆる分野で，女性と男性が対等なパートナーとして参
画できる社会を目指す。男女共同参画社会の実現に向けた施策の
展開 

【大きな目的】 
男女共同参画社会の実現 

【全体概要】 
□第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランの実施（H25～
H29），一部改正（H28～H29） 
□芦屋市男女共同参画推進条例（H21.3月制定）の啓発 
□男女共同参画推進審議会の設置･運営（H21～） 
□芦屋市配偶者等からの暴力対策基本計画の実施（H23～H29） 

□第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン，第２次配偶者等か
らの暴力対策基本計画（ＤＶ対策基本計画），女性の職業生活におけ
る活躍についての推進計画（女性活躍推進計画）を策定し，「第４次
男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（H30～H34）」に統合するた
め，市民・職員意識調査を実施するなど，準備を進める。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,192 住民1人当たり（円） 270.27

年　度 単位

合計 千円 26,706 25,496

平成２６年度 決算

事業費 千円 26,706

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

25,496 3,192 １世帯当たり（円） 624.95

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 26,706 25,496 3,192 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 26,269 24,884

2.200 2.000正職員 人

人 2.000 2.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 4.200 4.000

他部門経費

03-02-001

03-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づき施策を実施する。 
芦屋市男女共同参画推進条例啓発パンフレット（概要版）を改訂し，作成する。 

平成27年度の実施内容

□芦屋市男女共同参画推進審議会の運営（２回開催）191千円 
（内訳：委員報酬　184千円　費用弁償　5千円　食糧費　2千円） 

□市立中学生全員に男女共同参画推進条例啓発パンフレット（概要版）を配布 
　（約1,800部） 

□婦人保護事業の実施（婦人相談員２人，電話相談等事業費）246千円 
（内訳：需用費　72千円　電信電話料　32千円　使用料及び賃借料　79千円　備品購入費　55千円　負担金，補助及び交付金　8千円） 

平成27年度の改善内容

神戸芸術工科大学との官学協働，及び市内中学生への表紙レタリング・イラスト募集により，男女共同参画推進条例啓発パンフレット
（概要版）を作成した。

現在認識している課題

男女共同参画社会の実現に向けて引き続き啓発を進める。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

男女共同参画社会の実現のため，第３次ウィザス・プラン及び配偶者等からの暴力対策
基本計画の継続的な取組は充実していた。女性活躍推進計画を含む新たな第４次ウィザ
ス・プラン策定のための準備については，市民・職員意識調査を進めるなど拡充した。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
□第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランの一部改正 
□第４次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン等の策定に係る市民・職員意識調査を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン及び芦屋市配
偶者等からの暴力対策基本計画の進行管理

第３次ウィザス・プランの一部改正を行う。第４次ウィザス・プラ
ン，第２次ＤＶ対策基本計画，女性活躍推進計画を策定し，第４次
芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランに統合するため，市
民・職員意識調査を実施するなど，準備を進める。 

03-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
8
)



03-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

集会施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 男女共同参画センター事業 事務事業番号

02 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                            

前期5年の
重点施策

3-2-1　あらゆる分野における女性の社会参画を支援します。 
3-2-2　セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス、その他性別による人権侵害の防止、啓発に努め
ます。

0103020351

担当所属 市民生活部男女共同参画推進課 担当課長名 福島　貴美

芦屋の将来像

課題別計画 第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 03 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
男女共同参画社会基本法，芦屋市男女共同参画推進条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 6年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会のあらゆる分野で，女性と男性が対等なパートナーとして参
画できる社会の実現を目指し，講座等の学習会や交流会などの活
動を通して女性がエンパワメントする事業を展開 

【大きな目的】 
男女共同参画社会の実現 

【全体概要】 
■活動拠点の場づくり（センターの管理・運営：直営） 
□男女共同参画センターの管理・運営 
□登録団体の施設使用許可及び登録団体のネットワークづくり 
□活動支援のための情報提供 
■男女共同参画推進施策実現の場づくり 
□啓発のための各種講座等の実施 
□啓発紙（ウィザス）の発行・配布 
□男女共同参画週間記念事業の実施 
□女性の悩み相談「心の悩み相談」・「家事調停相談」，女性のため
の「法律相談」，平成29年1月～3月に女性及び家族からの再就労・継
続就労・起業・地域活動の相談を試行 
□図書の貸し出し 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

7,890 住民1人当たり（円） 326.04

年　度 単位

合計 千円 26,350 30,757

平成２６年度 決算

事業費 千円 26,350

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

30,757 7,890 １世帯当たり（円） 753.90

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 56 56 56 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 145 616 179

千円 26,149 30,085 7,655 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 21,156 24,169

2.680 3.000正職員 人

人 0.960 1.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.640 4.000

他部門経費

03-02-002

03-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□芦屋市男女共同参画センターの安定した運営 
□第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく講座や啓発事業の実施

平成27年度の実施内容

□男女共同参画センターの管理・運営（内訳：光熱水費　1,343千円　業務委託料　2,168千円　施設補修等　551千円）4,062千円 
□登録団体への施設使用許可及び登録団体のネットワークづくり 
□活動支援のための情報提供 

□啓発のための各種講座等の実施（内訳：講座講師等報償費　357千円　市民企画講座委託料　82千円）439千円 
□啓発紙（センター通信ウィザス）の発行・配布（年４回発行） 
□男女共同参画週間記念事業の実施（内訳：映画使用料　170千円　施設使用料等　68千円）238千円 
□「女性の悩み相談（心の悩み相談・家事調停相談）」，「女性のための法律相談」（相談員３人　報償費等）　1,238千円 
□図書等の貸し出し 

平成27年度の改善内容

啓発を目的として，男女共同参画に関する川柳コンクールを実施した。

現在認識している課題

男女共同参画センター登録団体の取組支援の充実，男女共同参画センターの安定した運営

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

男女共同参画センターとしての施設運営は安定している。女性の悩み相談は，１カ月先
の予約待ちを解消するなど拡充した。男女共同参画普及のための啓発については，内容
を工夫するなど充実していた。団体協議会が計画的かつ自主的に，ウィザスあしやフェ
スタを実施することができたことは評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
□男女共同参画センターの安定した運営 
□第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく講座や啓発事業の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

男女共同参画センターの安定した運営及び男女共同参画センター登
録団体の活動の活性化

第３次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づき，男
女共同参画に関する理解がより一層深まる講座や，啓発事業を内容
を工夫して実施する。

03-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
6
9
)



04-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 企画運営事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010261

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
学校園 

【意図】 
学校園が，幼児児童生徒に対する教育の向上に向けて教育実践を
進めるための教育環境を整備する。 

【大きな目的】 
学校(園）教育の振興 

【全体概要】 
□教科等研修会，各種研修会や協議会の開催，講師謝金等事務 
□幼・小・中の連携の在り方等，新たな教育課題に対する調査研究　 
□芦屋の教育「教育指針」の作成・印刷・配付 
□学校園花いっぱい運動の推進 
□学校園の公簿等の印刷，配付 
□学校園に対する事務監査の実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,023 住民1人当たり（円） 41.64

年　度 単位

合計 千円 5,913 3,928

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,913

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,928 2,023 １世帯当たり（円） 96.28

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 333 0

千円 5,913 3,595 2,023 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 2,120

0.500 0.250正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.250

他部門経費

04-01-001

04-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

芦屋市教育振興基本計画，芦屋の教育指針に基づき，学校園が適切な教育委活動を行えるよう支援し指導する。 
中学校の採択替えの年となるため，採択に係る体制の充実を図るとともに，早期から計画的に手続に着手できるようにする。

平成27年度の実施内容

1　教育振興基本計画を基に芦屋の教育指針を作成，配布し学校園の適切な教育活動を支援し指導する。 
2　全小中学校に対して，事務監査を実施 
3　新たな教育課題に対応した各種研修会の開催 
4　学校園の教育活動に必要な消耗品等の購入，配置 
【事務事業内容（単位千円）】 
選定委員報酬　　68       保険料　　　31 
消耗品費　　　 300　　　 負担金　　　90 
特別旅費　　　　36　　　 手数料　　 243　 
印刷製本費　　 625　     園芸材料費 415 
                         合　計　　1808

平成27年度の改善内容

第２期芦屋市教育振興基本計画の策定に向けた取組を進めてきた。 
中学校の教科書採択において，円滑な運営を行った。

現在認識している課題

平成２８年度から平成３２年度までの第２期芦屋市教育振興基本計画に基づいた取組の実施とそれに伴った「芦屋の教育指針」を作成
し，取組の強化を図ること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

実施している事業内容は，本市の教育活動の基盤となるものである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

重点目標に示されている各施策に基づいている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

「芦屋市教育振興基本計画」の基づき「芦屋の教育指針」で教育の重点取組を示し，重点施策に向け取組を行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

計画したすべての内容を円滑に実施でき，経費の削減も図れた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

同じ目的を持つ事務事業がないため，統合・代替はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段・方法の変更が不可能であるため，費用対効果を挙げることができない。

【総合評価】

第2期芦屋市教育振興基本計画の策定に向けて，これまでの取組を評価しながら今後の方
向性を検討し，まとめることができた。 
平成28年4月から使用する中学校の教科書採択に関して，円滑な運営を行うことができ
た。 

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

成果を低下させないため，学校環境整備等への支出は必要であり，現在の予算以下にはできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

学校全体で活用する経費に係る内容について，受益者負担を行うことはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　第２期芦屋市教育振興基本計画の進捗状況の把握と芦屋の教育指針に沿った具体的な取組の充実 
２　特別支援学級で使用する，一般図書の採択に関して，体制の充実と円滑な運営ができるようにする。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

第２期芦屋市教育振興基本計画の実施初年度にあたり，設定目標の
実現に向けた取組の具体化を示した「芦屋の教育指針」に基づいた
実践の充実と数値目標の達成に向けた取組の充実 

教科書選定に関しては，中立を保った組織で児童生徒の実態に則し
た教科書選定が円滑に行えるよう早めから準備を進めること。 
第２期芦屋市教育振興基本計画のに設定した目標の達成に向け，学
校絵にその内容を周知徹底するとともに取組の強化を図る。

04-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
0
)



04-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学力向上支援事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010260

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童生徒 

【意図】 
児童生徒が，学習指導要領の内容を理解し，基礎基本となる学力
を身につける。 

【大きな目的】 
基礎基本の学力の定着と向上を図る。 

【全体概要】 
□小中学校において「学力向上パワーアッププラン」を実践する。 
□「学力向上支援プラン」研究校を指定し，研究の成果を公開，普及
する。 
□ チューター（学習指導員）を，全小中学校に１名配置する。 
□ 観察・実験の支援等，理科授業の充実を図るため，小学校に理科推
進員を配置する。 
□ 全国学力・学習状況調査を小学校第６学年，中学校第３学年に実施
する。 
□ ３年間の小中連携推進校の取組を踏まえ，中学校区毎に小中連携研
究を推進する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,200 住民1人当たり（円） 544.28

年　度 単位

合計 千円 26,232 51,345

平成２６年度 決算

事業費 千円 26,232

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

51,345 3,200 １世帯当たり（円） 1,258.55

733

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 786 0 0 世帯数 40,797

716

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 25,446 50,629 2,467 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 20,503 48,591

0.200 0.450正職員 人

人 6.600 13.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 6.800 13.650

他部門経費

04-01-002

04-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１小中学校で「学力向上ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ」，指定研究校で「学力向上研究支援プラン」を実践し，研究の成果を公開する。 
２小中連携推進校を中心に，小中連携の研究を行い，研究発表会を開催する 

平成27年度の実施内容

１　学力向上パワーアッププランを全小中学校で実施。学力向上に向けた校内研修や公開授業を，全小中学校で取り組んだ。 
２　チューターを全小中学校に配置し，算数・数学への学習意欲の向上を図った。各校の様々な取組について交流することができた。 
３　小中連携の中核に中学校合同研究会を位置づけ，効果的な小中連携のあり方について研究を深めた。 

【事業費内訳】 
１　学力向上研究講師（理科推進員を含む）謝金  　２.６８８千円 
２　学力向上研究支援資料代    　　　　   　 　　 　　６７千円　　　　　  
３　チューター報酬・交通費　　　　　　　　　　２２.７９８千円 

平成27年度の改善内容

１　チューターを効果的に活用した授業方法について説明会で論議した。 
２　効果検証の問題の採点基準を統一した。 

現在認識している課題

１　効果が表れにくい中学校1年生への効果的な指導方法を議論する必要がある。 
２　チューターの任用について交替も含めて検討する必要がある。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

他に適切な実施者はいない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画と整合性が十分ある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力の向上という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

毎年意見交換を行い改善が見られる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他の事業では同じ効果は得られない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

これまでもチューター配置に関する効果検証については，検討してきたが，採点基準を
統一化することにより，効果を明確にできるようになった。 
小中連携については，中学校の教員が積極的に小学校の研究会に参加できる体制を作っ
ていくことが課題である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると配置頻度が減り効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

義務教育段階の授業と一体で行っているため

平成２８年度の目標・改善内容
小中連携の視点を教員が持って授業を見合ったり，指導方法について協議する場面を増やし，9年間を見据えた指導を体現化していく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

小中学校教員が相互の授業を見て協議することの効果を担当者会等
で広報し，教員が必要性を感じられるようにする必要がある。

小中学校教員が連携することを通じて，児童生徒の学習面のつまづ
きを予想できるようになったり，効果的な学力向上の方策を共通認
識し，義務教育9年間を通した学力向上の施策を浸透させる。

04-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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04-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 読書活動推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010670

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法　学習指導要領

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，児童，生徒，市民 
学校園，芦屋市立図書館，分室，公民館 

【意図】 
幼児，児童，生徒が，継続的に読書に取り組み，本が好きになる
ように支援する。 

【大きな目的】 
「子どもの読書の街づくり推進事業」の成果と課題を踏まえ，読
書活動の充実に継続的に取り組み，自ら本を手に取り,本が好き
な子どもを育てる。 
公立図書館との連携を進め，家読（うちどく）等子どもたちの読
書意欲をための取組を研究および推進をする。 

【全体概要】 
□読書活動の充実に継続的に取り組み，自ら本を手に取り，楽しんだ
り，活用したりする本が好きな子どもを育てる。 
□学校図書館の環境整備を進め，学校図書館の活性化を図る。 
□公立図書館と連携した教育活動を推進する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

17,312 住民1人当たり（円） 403.50

年　度 単位

合計 千円 36,845 38,064

平成２６年度 決算

事業費 千円 36,845

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

38,064 17,312 １世帯当たり（円） 933.01

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,370 321 0

千円 35,475 37,743 17,312 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 19,037 18,908

0.400 0.400正職員 人

人 5.500 5.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 5.900 5.900

他部門経費

04-01-003

04-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　環境整備や読書活動の研究，読書スタンプラリー等の実施を通して，読書活動の啓発を推進する。 
２　公立図書館との連携を深めるために，合同研修会等を実施する。

平成27年度の実施内容

１　達成状況 
　（１）「読書ノート」「読書スタンプラリーカード」等の配布 
　（２）家読（うちどく）運動の推進を図るために，春・秋の読書週間・月間にチラシを配布 
　（３）読書モデル校指定（4校） 

２　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　小中学校における年間貸出し冊数（児童生徒一人当たり） 
　（１）講師謝金　148千円　（２）消耗品費　124千円　　　　小学校　６３．５冊 
　（３）印刷製本費　1289千円　　　　　　　　　　　　　　　中学校　１５．３冊 
　（４）図書費（幼・小・中）17,566千円 
　（５）司書補助員賃金　　  14,612千円 

平成27年度の改善内容

１　「図書リスト400選」に広告を掲載した。 
２　スタンプラリーシールを配布した。

現在認識している課題

読書活動を，授業の中で活用すること

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

読書活動の推進は芦屋の教育の柱の一つである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学力向上や心の教育等，整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもの心の教育や学力向上に大きく関わっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

400選の改訂などを実施した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

読書活動推進は他の事業には当てはまらない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

他の手段については実施が困難である。

【総合評価】

「図書リスト400選」改訂にあたり，広告掲載を依頼したことは今後も取り組むべき基礎
となった。 
公立図書館との連携については，今後読書活動の啓発を進めていく上で重要になってく
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減は内容の低下につながると考えられる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

学校の読書活動の充実の負担を受益者に求めるべきではない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　環境整備や読書活動の研究，読書スタンプラリー等の実施を通して，読書活動の啓発を推進する。 
２　公立図書館との連携を深める。 
３　学校図書館を活用した授業の研究を推進する。 
４　読書活動の更なる啓発のために，ミニフォーラム等を企画運営する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　学校図書館を活用した授業を研究する。 
２　公立図書館との連携を深める。 

さらに読書活動を進めていくため，学校図書館を活用した授業の公
開も行う。

04-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
2
)



04-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 標準教材品目整備事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010272

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，同施行規則，理科教育振興法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童生徒 

【意図】 
学校における教材整備により，児童生徒の教育環境が整い，学習
効果が上がる。 

【大きな目的】 
教育効果を高める教材、教具の計画的な整備 

【全体概要】 
□学習指導要領の内容に準拠した教材及び教具を小中学校に適正に配
備する。 
（例）英語ピクチャーカード・英語フラッシュカード・電子黒板・デ
ジタルカメラ・ビデオカメラ・ミシン・跳箱・マット・電子ピアノ・
卓球台・拡声器・アコーディオン・オーブンレンジなど 

□教材備品の廃棄や補修をする 
　（例）楽器の廃棄や修理など 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

12,295 住民1人当たり（円） 167.13

年　度 単位

合計 千円 12,576 15,766

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,576

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

15,766 12,295 １世帯当たり（円） 386.45

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 12,576 15,766 12,295 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 2,544

0.250 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成27年度は，ふるさと寄付金により，中学校の吹奏楽部等で使用する楽器を新規に配備することができた。

活動配分 人 0.250 0.300

他部門経費

04-01-004

04-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　学習指導要領の内容に準拠した教材および教具を，学校園に適正に配置する。 
２　標準教材備品の廃棄や補修を計画的に行う。 

平成27年度の実施内容

１　学習指導要領の内容に準拠した教材および教具を，学校園に適正に配置する。 
　　（13,172千円） 
（例）デジタルカメラ，楽器，プロジェクター，テニスネット，世界地図，テレビ，ワイヤレスマイク 
２　教材備品の廃棄や修理を計画的に行う。（631千円） 
（例）楽器修理 

平成27年度の改善内容

小中学校学習指導要領の実施に必要となる教材，教具を適切に配備した。 
ＩＣＴ関連備品の配置基準を新たに作成した。

現在認識している課題

ＩＣＴ関連備品の配置状況がばらつきがあるので，状況を調べ，適正に配置する。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

公立学校の備品であるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

子どもたちの教科の理解を深める手立てである

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

重点施策を実現する手段となる

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

毎年計画的な整備を進めている

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

義務教育運営等事務との統合を検討する必要がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

他に取りうる手段はない

【総合評価】

ふるさと寄付金を有効に活用し，中学校の吹奏楽部等の楽器を新規に配備することがで
きた。 
ICT機器に関しては，今後も計画的に配備を進めていく必要がある。 
事務事業の統合について検討する必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

目的実現には現在のコストは必要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公立学校の備品であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
平成２７年度中学校で教科書採択されたことを受け，準拠教材の整備が必要となる。 
ＩＣＴ関連備品を適切に配置する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

中学校で行われた教科書採択替え及びＩＣＴ機器の整備により，新
たに必要となる教材を選定し，計画的に購入する。

指導計画に基づいた教材の精選を学校ができるよう指導する。 
ＩＣＴ関連備品の配置状況を調べる。

04-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
3
)



04-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 義務教育運営等事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010280

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
小・中学校児童生徒，教職員 

【意図】 
各学校の教材，消耗備品が充実する中で，教員が様々な教育課題
に対して研究，実践を重ね，義務教育の目的を達成する。 

【大きな目的】 
小・中学校運営における円滑化 

【全体概要】 
□小中学校の教科等研究推進に伴う予算執行・管理事務 
□小中学校の研究発表等に対する指導助言 
□小中学校の消耗備品購入等，学校の教育環境充実に向けての予算執
行・管理事務 
□部活動の運営委託事務等，中学校の部活動に対する指導，支援 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

34,496 住民1人当たり（円） 364.58

年　度 単位

合計 千円 33,741 34,393

平成２６年度 決算

事業費 千円 33,741

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

34,393 34,496 １世帯当たり（円） 843.03

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 33,741 34,393 34,496 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 848

0.100 0.100正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.100 0.100

他部門経費

04-01-005

04-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各学校での教材教具・消耗備品等への適切な予算執行による教育環境の充実及び教科等の研究推進に係る研修会・研究会への指導助言・
支援を充実させる。

平成27年度の実施内容

１　部活動委託料の執行について，円滑な予算執行を行い，部活動の活性化を図る。 
２　小中学校への教育活動に必要な教材教具の整備・充実に努める。 
３　小中学校が，独自に設定した教科等研究推進や教育課題解決に向けて，積極的に校内研究会や研修会が実施できるよう支援する。 
事業費内訳（単位千円） 
　　　　　　　　　　小学校　　中学校　　　　　　　　小学校　　中学校　 
報償費　　　　　　　　674　　　 189　　　業務委託料            8,153 
消耗品費　　　　　 12,104  　 8,013　　　施設機械借上料          156　　 
印刷製本費             28　　　　18　　　負担金　　　　892       554 
物品補修費            535　　　 225 
手数料・運搬費等      129        21　　　合計　　 　14,362　　17,329　 

平成27年度の改善内容

各学校における授業研究会への積極的な参加による指導助言・支援に努めた。

現在認識している課題

１　中学校部活動では，指導補助として外部指導者を配置しているが依然として，教員への負担は大きく，小規模校では，部活動の維持
が難しくなっている。 
２　校内研修会については，若干のばらつきがあるため，工夫改善が必要である。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

実施している事業は，本市の教育基盤となるものである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

授業研究会の開催や教科等研究推進による学力向上への取組に関連するものである。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育環境を整え，子どもたちが「豊かな人間力」をはぐくむために教職員が研究・実績を重ね，芦屋の教育への貢献が図られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

各学校配当の教材教具・消耗備品等の予算は，計画的に執行されている。校内研修・研修会への支援助言等について工夫充実に努める。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

標準教材品目整備事業との統合を検討する必要がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

児童生徒の学習環境等の整備，教職員の研修等教育の充実のための手段方法の変更は常に必要である。

【総合評価】

標準教材品目整備事業との事務事業の統合を検討する必要がある。 
各小中学校に必要な教材教具の整備・充実を進めることができた。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

児童生徒への教育を充実させるために，現在の予算は必要最小限である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

教育の機会均等を図る上で，市が責任を持って行うものである。

平成２８年度の目標・改善内容
１　各学校での教育活動で必要な教材教具・消耗品等への適切な予算思案による教育環境の充実。 
２　教科等の研究推進に係る研究会・研修会の充実及び指導助言・支援の充実。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

各校の研究会・研修会の内容の改善充実と部活動指導の工夫改善に
努める。

各学校が教科研究等教育活動が円滑に行えるよう，各学校への支援
等の充実を図る。

04-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
4
)



04-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 環境教育推進・自然学校推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010268

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成 3年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
１　環境体験事業　　　　市立小学校３年生全児童 
２　自然学校推進事業　　市立小学校５年生全児童 

【意図】 
１　小学校が体験型環境学習を実施する 
２　児童に生命に対する畏敬の念・感動する心・共に生きる心を
育む 

【大きな目的】 
学習の場を教室から豊かな自然の中へ移し，さまざまな活動に取
り組むことを通して，心身ともに調和のとれた児童の育成を図
る。 

【全体概要】 
１　県補助事業 
２　環境体験事業 
　(1)対象：公立小学校３年生学年全児童 
　(2)内容：　地域の自然に出かけて行き，地域の人々の協力を得なが
ら自然観察や栽培・飼育などの五感を使って自然にふれ合う体験型学
習を継続的に実施する。 
　(3)実施日数：3回以上 
　(4)対象地域：①里山，②田や畑，③水辺（川や海岸等），④地域の
自然 
３　自然学校推進事業 
　(1)対象：公立小学校５年生全児童 
　(2)利用施設：丹波少年自然の家・県立南但馬自然学校の２施設 
　(3)期間：４泊５日と事前・事後学習 
　(4)活動内容 
　　 自然観察・登山・星の観察・基地作り・野外炊事・テント泊・
キャンプファイヤー等 
　(5)その他 
　　 指導補助員・救急員配置 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

13,670 住民1人当たり（円） 162.08

年　度 単位

合計 千円 14,844 15,290

平成２６年度 決算

事業費 千円 14,844

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

15,290 13,670 １世帯当たり（円） 374.78

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 6,338 6,373 6,585 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 8,506 8,917 7,085 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,544

0.300 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.300

他部門経費

04-01-006

04-01-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　地域の自然の中で，自然観察等体験的な学習活動を通して，豊かな心や自己を見つめる力の向上を図る。 
２　活動プログラムを精選する。 

平成27年度の実施内容

１　環境体験事業の達成状況 
　　全小学校において里山，田や畑，水辺，地域の自然等の環境における体験学習を各校年３回程度実施 
　　参加人数：第３学年児童７５４名　 
　　実施場所：芦屋川，伊丹市昆虫館・人と自然の博物館等 

２　自然学校推進事業の達成状況 
　　参加人数：７８４名 
　　実施場所：丹波少年自然の家・南但馬自然学校 
　　活動内容：陶芸体験・キャンプファイヤー・野外炊事・星空観察等 

平成27年度の改善内容

活動プログラムを精選した。

現在認識している課題

更なる活動プログラムの精選

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

県の補助事業であり現段階では市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

心の教育の充実や体力向上の内容になっている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

心の教育や体力向上が図られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

児童の実態を捉えた改革案を遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

自然学校と類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現在の事務の方法の変更は想定がない。

【総合評価】

芦屋の児童にとって，自然の中で生活をする機会は少なく貴重な機会となっている。 
バス代等が高騰する中で限られた予算で，事業を進めていかなけらばならない。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減は内容の低下につながると考えられる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

受益者負担の部分と分けて実施している。

平成２８年度の目標・改善内容
１　地域の自然の中で，自然観察等体験的な学習活動を通して，豊かな心や自己を見つめる力の向上を図る。 
２　活動プログラムを精選する。 
３　予算の執行方法を改善し，事務を円滑に行う。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

１　環境学習における指導者や自然学校の指導補助員・救急員の人
材発掘 
２　活動プログラムを精選し，より良い環境体験教育や自然学校が
実施できるようにする。 
３　予算の執行方法を改善し，事務を円滑に行う。

１　他市や関係機関と連携を取り，指導補助員や救急員の人材を発
掘する。 
２　各校の活動プログラムを紹介し，環境体験教育や自然学校の更
なる充実を図る。 

04-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
5
)



04-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 トライやる・ウィーク推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010269

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成10年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市立中学校２年生 

【意図】 
学校・家庭・地域が連携して，中学生の心の教育の充実を図る。 

【大きな目的】 
思春期にある中学生に，時間的，空間的なゆとりを確保し，地域
や自然の中で，生徒の主体性を尊重した様々な体験活動を通し
て，「生きる力」の育成を図る。 

【全体概要】 
１　県の補助事業 
２　内容 
（１）トライやるウィーク 
　　①対象：市立中学校２年生全員 
　　②時期・期間：５月～６月　５日間 
　　③体験先：職場体験，福祉活動，芸術文化活動，幼児教育等を実
施する市内各事業所 
　　④推進体制：推進委員会の設置・運営 
　　⑤指導：目的意識を明らかにする事前指導，その後の生活に活か
す事後指導の実施 
（２）トライやるアクション 
　　市立中学校生徒のうち希望者が年間を通して休日等を活用し，地
域交流イベントに参加するもの 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,500 住民1人当たり（円） 70.18

年　度 単位

合計 千円 7,009 6,620

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,009

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,620 4,500 １世帯当たり（円） 162.27

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 2,250 2,250 2,250 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,759 4,370 2,250 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,120

0.300 0.250正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.250

他部門経費

04-01-007

04-01-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・不登校生徒を含め，市内公立中学校２年生全員の参加。 
・トライやる・ウィーク実施後の継続した学習。 

平成27年度の実施内容

１　生徒参加状況 
　　精道中　２４０人　　山手中　１６６人　　潮見中　１１０人 
２　受入事業所 
（１）受入可能事業所　１０９ヶ所（前年度１０８ヶ所） 
（２）うち新規事業所　　　７ヶ所 
（３）実際に生徒を受け入れた事業所　１０１ヵ所（前年度９８ヶ所） 
３　活動内容 
　勤労生産活動，職場体験活動，文化芸術創作活動，ボランティア活動，福祉活動 
４　トライやるアクション参加生徒数 
　　精道中　３８２人　　山手中　２３３人　　潮見中　２１７人　　計　８３２人（前年度９５９人） 
５ 事業決算内容平成27年度の改善内容

・あいさつ，マナーなど生徒の生活習慣に改善が見られた。 
・クラス以外の仲間と活動することで，人間関係が広がった。

現在認識している課題

・受け入れ側や依頼する側に慣れが出てくることで恒例行事化することのないように，心の教育という原点を啓発していく必要がある。 
・職場体験としてのスキルの習得に終始することのないよう，感謝の気持ちや人とのふれあいの大切さなどを視点として強く打ち出して
いく必要がある。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

公立学校の授業の一環である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学校，家庭，地域が連携して，心の教育の充実を図る取組を行っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

各学校でこの事業を通して心の教育を推進している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

アンケートや連絡協議会で見直しを行い次年度の計画に反映させている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似や代替の事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段変更はできない。

【総合評価】

キャリア教育の視点を盛り込むことが今年度より加わり，この事業の重要性が今まで以
上に増した。 
今後も，受け入れ事業所の開拓を積極的に行っていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

学校は予算内で事業を行うよう努力している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

授業なので負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
・不登校生徒を含め，市内公立中学校２年生全員の参加。 
・トライやる・ウィーク実施前後の学習の充実を図る。 
・キャリア教育の視点から体系的な取り組みとして位置づける。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・保護者や地域の人々に活動のねらいや内容等について理解を求
め，新規事業所の開拓を進め，受け入れ事業所の確保が必要とな
る。

「進路の学習」冊子の活用で，キャリア教育としての指導を推進す
る。

04-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
6
)



04-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 国際理解教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010262

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成 元年 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童，生徒 

【意図】 
１ 外国語活動の全小学校５・６年生での実施 
２ ALTの授業の全中学校での実施 
３ 日本語指導が必要な児童生徒への日本語指導ボランティアの
配置 
４ 帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援 
５ 中学生の海外派遣 

【大きな目的】 
社会や経済のグローバル化が進展する中で，自国の伝統・文化を
尊重するとともに，他の国や地域について理解を深め，人権尊重
の精神を基盤として，異なる伝統・文化に敬意をはらう態度を育
成する。 

【全体概要】 
１ 小学校外国語活動推進事業 
　　　①　対象　　　全小学校５・６年生 
　　　②　実施時間数１学級あたり年間３５時間 
　　　③　実施内容　地域人材と担任の協働による外国語活動の推進 
２ ALT配置事業 
　　　①　対象　　　全中学校全学年 
　　　②　配置人数　２人（３中学校をローテーション） 
　　　③　実施内容　ALTと教科担任の協働による実践的な外国語授業 
３ 日本語指導ボランティア配置事業 
　　　①　対象　　　日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒 
　　　②　派遣日数　合計年間１７５日程度まで 
　　　③　実施内容　対象児童生徒への通訳および学習支援 
４　帰国・外国人児童生徒へのきめ細かな支援 
　　　①　対象　　　帰国・外国人および外国にルーツを持つ児童生
徒 
　　　②　実施内容　放課後の学習支援等 
５　中学生の海外派遣 
　　　①　対象　　　中学生　 
　　　②　派遣期間　約１０日間 
　　　③　実施内容　海外の学校やホームステイ先での体験実習 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

11,603 住民1人当たり（円） 177.71

年　度 単位

合計 千円 15,940 16,764

平成２６年度 決算

事業費 千円 15,940

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

16,764 11,603 １世帯当たり（円） 410.91

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 76 76 76 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 600

千円 15,864 16,688 10,927 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,633 10,305

0.350 0.550正職員 人

人 2.000 2.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

外国語部分と多文化共生部分に分けるこ
とで他の事務事業と統合することができ
る。

活動配分 人 2.350 2.550

他部門経費

04-01-008

04-01-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　小学校外国語活動と中学校英語の指導内容や方法に連続性を持たせる。　 
２　中学校のALTを活用した授業の効果を高める。　 
３　日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒への効果的な支援方策を探る。 

平成27年度の実施内容

１　小学校外国語活動実施時間数　５・６年生１学級あたり年間３５時間 
２　中学校ＡＬＴ配置日数　年間175.5日×2名÷3校＝1校あたり年間約117日 
３　小学校外国語活動アンケート集約結果 
（１）積極的に英語を話そうとした児童の割合87.9% 
（２）これからも英語を使ってみたいと思う児童の割合92.2％ 
４　６校に８人（実数）の日本語指導支援ボランティアを配置し，４言語（中国語，フィリピノ語，スペイン語，ロシア語）に対応。計
（１７０）回支援。 
５　事業決算内容　　報酬・旅費（ＡＬＴ）11,093千円　日本語指導支援ボランティア謝金　700千円　小学校外国語活動推進事業
5,904千円　帰国・外国に対するきめ細かな支援事業　177千円

平成27年度の改善内容

（１）27年度新規事業の英語暗唱・スピーチコンテストについて，協議を重ね実施した。 
（２）帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会を開催し，支援団体，学校，行政が今後の支援のあり方を協議することができた。 

現在認識している課題

（１）小中学校教員が，相互に英語の指導内容を知り，自校の授業の向上を図っていく必要がある。 
（２）学校によって異なる帰国・外国人児童生徒への支援のあり方について，市として一定の方針を策定していく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

公立学校の授業の一環である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

前期基本計画に位置付けられている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

重要施策に大きく貢献する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

アンケート等で効果を見直し次年度の計画に反映させている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

事業内容を分割すれば，他の事務事業と統合できる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

目的を達成させるための他の手段がない。

【総合評価】

県立学校と連携したスピーチコンテストや中学校ALT，地域人材の活用等の取組は，これ
からも継続していくべき有益な事業である。今後は，外国籍の児童生徒が増加傾向にあ
ることから，日本語指導の体制整備を行う必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

コストに対して効果が大きい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公立学校の授業の一環である。

平成２８年度の目標・改善内容
１　小学校の外国語の教科化に向けて，教員の指導力のスキル向上のための研修会を実施する。 
２　中学校のALTを活用した授業の効果を高める。　 
３　個別の指導計画の作成や日本語指導ボランティアの確保等，日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒への指導体制の整備を行
う。 
４　国際化に向けた人材の育成を目指した取組の充実を目指す。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　小中学校間の指導内容の連携及び教員の指導力向上。 
２　帰国・外国人児童生徒への指導・支援体制の構築。 

１　小中学校教員の指導力のスキルアップ 
２　帰国・外国人児童生徒への支援のあり方についての方針の策定 
３　国際化に向けた人材の育成のための「英語暗唱・スピーチコン
テスト」や「中学生の海外派遣」等の取組の充実

04-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
7
)



04-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 特別支援教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010259

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校教育法施行規則，障害者基本法，発達障害者支援法，障害者差別解消法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
障がいのあるすべての幼児・児童・生徒，教職員 

【意図】 
障がいのある子どもたち等特別な支援を要する児童生徒が、その
特性に応じた教育を受けられる体制を整備する。 

【大きな目的】 
特別支援教育を推進する 

【全体概要】 
□専門家による巡回相談を実施する 
□特別支援教育アドバイザーを配置する 
□障がいのある幼児児童生徒の就学に向けた就学指導委員会の開催 
□特別支援教育支援員・介助員・指導補助員を配置する 
□ケースワーカーの派遣を専門機関に委託する 
□関係機関連携協議会を開催する 
□教員の資質向上を図るため特別支援教育に関する研修会を開催する 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,993 住民1人当たり（円） 697.25

年　度 単位

合計 千円 56,395 65,775

平成２６年度 決算

事業費 千円 56,395

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

65,775 5,993 １世帯当たり（円） 1,612.25

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 56,395 65,775 5,993 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 51,070 60,207

1.500 1.500正職員 人

人 13.200 16.510

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

特別支援教育運営振興事業と統合でき
る。活動配分 人 14.700 18.010

他部門経費

04-01-009

04-01-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　特別支援教育コーディネーター研修会及び特別支援学級担当者研修会を定期的に開催し専門性と資質向上を図る。 
２　インクルーシブ教育システム構築に向けて全校園での体制づくりを行う。 
３　特別支援教育支援員を小中学校に配置し，個別の支援の充実を図る。 

平成27年度の実施内容

１　特別支援教育センター専門指導員による巡回指導をし，支援の必要な幼児児童生徒への個別の支援の充実に努める。 
２　県立芦屋特別支援学校，三田谷治療教育院，学校生活支援教員，特別支援教育センター専門指導員等のスタッフが定期的に集まり，
支援の方向性の確認や情報共有を行い，支援の内容の充実を図る。連携連絡会の回数　３回 
３　特別支援教育支援員，介助員，指導補助員を学校園に配置し，特別な支援を要する幼児児童生徒を支援する。特別支援教育支援員数
１２名　　介助員　１４名　指導補助員　６名 
４　ケースワーカーの派遣を専門機関に委託し，教員の個別支援に関する助言等を行い，専門的知識及び資質の向上を図る。 
＜事業費内訳＞　 
支援員・センター職員報酬　2,829,340円　巡回相談・指導員補助員旅費　259,520円　　消耗品費等112,378円　電信電話料　30,480円
事業委託料　2,000,000円　通行駐車料　2,500円　校具器具費　254,102円　負担金　78,100円 

平成27年度の改善内容

１　特別支援教育コーディネーター研修会を開催。 
２　コーディネーター研修会において，特別支援学級担任及び通常学級担任も含め，システム構築及び資質等の向上を図った。 

現在認識している課題

１　小中の滑らかな引継ぎに向けての連携体制の強化。 
２　特別支援教育コーディネーター，特別支援学級担任及び通常学級担任の専門性の向上。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

実施している内容は，本市の教育活動の基盤となるものである

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

重点目標のなかに示されている各施策に基づいている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

特別支援教育の推進・充実に大いに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

特別支援教育センターを中心として，個別の指導計画に基づいて，個々の支援に取り組むことができた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

特別支援教育運営振興事業と統合できる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段・変更が不可能なため，費用対効果を上げることはできない

【総合評価】

・特別な支援を必要とする幼児児童生徒の人数が年々増加していることを踏まえ，より
効果的な支援の在り方について，検討が必要である。 
・支援の必要な子ども一人一人の教育的ニーズに対応するため，特別支援教育に係る教
員の専門性を高める研修のより一層の充実が求められる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

成果を低下させないために推進事業への支出は必要であり，現在の予算以下にはできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

学校全体で活用する経費に係る内容について，受益者負担を行うことはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　特別支援教育では，障がいのある子どもの発達段階や特性，教育的ニーズを十分に把握し，個別の指導計画に基づいた教育を進めま
す。また，県立特別支援学校及び関係機関との連携の強化に努め，学校におけるインクルーシブ教育についての研究も積極的に進めてい
く。 
２　インクルーシブ教育システム構築に向けて全校園での取組体制を行う。 
３　特別支援教育支援員を小中全校に配置し，個別の支援の充実を図る。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　インクルーシブ教育システム構築モデル事業内容の定着。 
２　インクルーシブ教育システム構築の視点に立った支援の充実，
個別の支援の充実を図る。 

１　平成２７年度の事業内容の成果と課題をまとめ，インクルーシ
ブ教育システム構築に向けた取組を進めていく。 

04-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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04-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 特別支援教育運営振興事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010279

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校教育法施行規則，障害者基本法，発達障害者支援法，障害者差別解消法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
障がいのあるすべての幼児・児童・生徒，教職員 

【意図】 
障がいのある子どもたち等特別な支援を要する幼児児童生徒が，
その特性に応じた教育を受けられるよう環境を整備する。障がい
のある幼児児童生徒に対する教職員の理解が深まり，指導力が向
上する。 

【大きな目的】 
特別支援学級の運営振興に資する 

【全体概要】 
□特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担当者を対象とした
研修会の実施 
□特別支援学級の消耗備品等の整備・充実 
□特別支援教育関係協議会の企画，運営 
□各学校の特別支援教育に係る研修活動の支援，予算執行・管理事務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,077 住民1人当たり（円） 46.64

年　度 単位

合計 千円 4,372 4,400

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,372

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,400 1,077 １世帯当たり（円） 107.85

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,372 4,400 1,077 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 3,392

0.400 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

特別支援教育推進事業との統合ができる

活動配分 人 0.400 0.400

他部門経費

04-01-010

04-01-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　特別支援教育コーディネーター及び特別支援学級担当者の専門性と資質向上。 
２　個別の支援を必要とする幼児児童生徒への合理的配慮を意識した学習整備を行う。 

平成27年度の実施内容

１　適正就学指導委員会を開催する。 
２　研修会を開催，各学校の特別支援教育に関する研修会の支援 
３　特別支援学級の消耗備品の整備充実 
４　就学のための教育連携連絡会を開催 
事業内容　 
　小学校教材消耗品・図書費等　96,546円 
　中学校教材消耗品・図書費等　15,832円 
　修学旅行看護員謝金　54,084円 

平成27年度の改善内容

１　特別支援教育コーディネーター及び特別支援学級担当者及び通常学級担任の研修会開催 
２　個別の支援を必要とする幼児児童生徒への合理的配慮を意識した保育・授業の工夫 

現在認識している課題

１　インクルージブ教育システム構築に向けたユニバーサルデザイン授業の確立。 
２　すべての教職員の特別支援教育に対する専門性の向上。 
３　個別の支援を必要とする幼児児童生徒への合理的配慮を意識した学習整備を行う。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

実施している内容は，本市の教育活動の基盤となる。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

重点目標の中に示されている各施策に基づいている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

インクルーシブ教育システム構築のためには特別支援教育は必須であり，貢献度は大きいと言える。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

計画した内容をほぼ実施できた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

特別支援教育推進事業との統合ができる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段・方法の変更が不可能なため費用対効果を上げることはできない。

【総合評価】

・特別な支援が必要な幼児児童生徒の状況や個別のニーズは，年々，多様化してきてお
り，今後も，個別のニーズに応じた教育を行うための体制整備の拡充，支援方法・教材
教具の充実は強く求められる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

インクルーシブ教育システム構築に向けた基礎的環境整備は必要であり，現在の予算以下にはできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
１　特別支援教育コーディネーター及び特別支援学級担当者の専門性と資質向上を図る。 
２　個別の支援を必要とする幼児児童生徒への合理的配慮を意識した学習整備を行う。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　インクルーシブ教育システム構築に向けた体制の拡充。 
２　個別の支援を必要とする幼児児童生徒への合理的配慮を意識し
た支援方法・教材教具の充実を図る。 

１　平成２７年度の事業内容の成果と課題をまとめ，インクルーシ
ブ教育システム構築に向けた取組を進めていく。

04-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
7
9
)



04-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 道徳教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010267

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童生徒及び教職員 

【意図】 
学校園・家庭・地域社会が一体となって心の教育の充実を図る。 

【大きな目的】 
・内面に根ざした道徳性の育成を図る。 
・心に響く道徳の時間の充実を図る。 
・家庭や地域との連携を図り道徳的実践力を養う。 

【全体概要】 
□道徳教育の推進 
□副読本や教材の有効活用 
□道徳教育担当者会の企画・開催 
□年間指導計画・報告書の作成 
□加配教員配置校への調査・指導・助言 
□研修会の参加調整 
□男女共同参画の推進 
□道徳教育教材の整備 
　（例）教育図書・ビデオやＣＤ教材・絵本など 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

363 住民1人当たり（円） 21.08

年　度 単位

合計 千円 2,422 1,989

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,422

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,989 363 １世帯当たり（円） 48.75

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 200 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,422 1,789 363 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 1,441

0.250 0.170正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.250 0.170

他部門経費

04-01-011

04-01-011

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　各学校の道徳の時間の全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 
２　子どもの実態に合った教材や資料を開発する。 
３　教職員の研修会や授業研究会を充実させる。 

平成27年度の実施内容

１　市立小中学校道徳教育担当者会開催　11人 
　　　平成27年4月28日　芦屋市役所　北館４F　教育委員会室 
２　道徳教育実践研修　 
　　　第１回　平成27年7月16日  いたみホール　11人　 
　　　第２回　平成27年11月13日　小学校　尼崎市立教育総合センター 8人 
　　　　　　　平成27年11月20日　中学校　尼崎市立教育総合センター 3人　 
３　平成27年度道徳の時間の全体計画及び年間指導計画，実施報告書の作成 
４　道徳教育研究授業　267.000円 
　　　各学校で授業公開を実施 

平成27年度の改善内容

１　学習指導要領に対応した道徳の時間の全体計画及び年間指導計画の策定と実践 
２　各学校での研究授業の推進 

現在認識している課題

１　道徳の時間の全体計画及び年間指導計画に沿った実践 
２　子どもの実態に合った教材や資料の開発 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

他に適切な実施者はいない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画と整合性が十分ある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力の向上という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

毎年意見交換を行い改善が見られる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他の事業では同じ効果は得られない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

道徳の教科化に向けての準備を進めていく必要がある。 
県の研究指定を受けての授業実践等を通しての授業力の向上を図ることはできている。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると配置頻度が減り効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

義務教育段階の授業と一体で行っているため

平成２８年度の目標・改善内容
１　各学校の道徳の時間の全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 
２　子どもの実態に合った教材や資料を開発する。 
３　教職員の研修会や授業研究会を充実させる。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　道徳の時間の全体計画及び年間指導計画に沿った実践。 
２　子どもの実態に合った教材や資料の開発。 

１　道徳の時間の年間指導計画及び学期毎の実施報告書の作成。 
２　子どもや地域の実態に合った教材や資料の開発に努める。 
３　各校，年に１回の授業研究会の実施。 

04-01-011

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
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0
)



04-01-012

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人権教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010264

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，教育基本法，児童の権利条約

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒及び教職員 

【意図】 
・学校園・家庭・地域社会が一体となって心の教育の充実を図
る。 

【大きな目的】 
・推進体制の整備・充実を図る。 
・確かな人権感覚を育てる。 
・人権尊重の学校園文化を育てる。 
・子ども多文化共生教育を推進する。 

【全体概要】 
□人権教育の推進 
□人権教育担当者会の企画・開催 
□年間指導計画・報告書の作成 
□加配教員配置校への調査・指導・助言 
□研修会の参加調整 
□人権教育資料「ふれあい」の作成 
□男女共同参画の推進 
□調査研究委託事業の実施 
□兵庫県人権教育研究大会の参加調整 
□関係諸機関との連携 
□芦屋市人権教育推進協議会への参加 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

111 住民1人当たり（円） 10.04

年　度 単位

合計 千円 1,774 947

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,774

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

947 111 １世帯当たり（円） 23.21

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 1,774 947 111 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,673 848

0.200 0.100正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

国際理解教育の多文化共生部分と統合す
ることができる。活動配分 人 0.200 0.100

他部門経費

04-01-012

04-01-012

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　各学校の人権全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 
２　人権教育に関する教職員の資質の向上を目指した研修会を実施する。 

平成27年度の実施内容

１　市立小中学校人権教育担当者会開催　11人　平成27年4月28日　芦屋市役所 
２　市町組合教育委員会指導主事等人権教育研修会　1人　平成27年5月13日　兵庫県立のじぎく会館 
３　人権教育指導者研修会参加　1人　平成27年8月8日　兵庫県立文化体育館 
４　中・特別支援学校教員人権教育研修会参加　3人　平成27年11月12日　宝塚市立安倉中学校 
５　小･特別支援学校教員人権教育研修会参加　8人　平成27年10月29日　篠山市立岡野小学校　 
６　芦屋市人権教育推進協議会参加　芦屋市立幼小中学校全教員　小学校8.000円・中学校3.000円・幼稚園9.000円　平成27年11月11日
ルナホール・平成28年1月13日　市民センター 
７　人権教育校内研修会（推進校6校）66.000円 

平成27年度の改善内容

教職員の研修会や授業研究会の充実

現在認識している課題

１　若手教員や指導経験の少ない教職員が増えてきている中で，教職員が同和教育について学習する機会が減ってきている。 
２　ネット上での人権問題など，新しい課題に対する研修が必要である。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市が主体となって人権教育を推進していくことが必要

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策と整合性はある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

人権教育の推進と研修の充実を図ってきた。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

各学校園において年間計画と報告書を作成し，PDCA採掘を活用した取り組みを行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

国際理解教育の多文化共生部分と統合することができる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段変更ができない事業である。

【総合評価】

幼児児童生徒の実態に応じて課題を設定し，各学校園ごとに独自の研修を実施している
が，より一層の充実を進めた上で，ネット上の人権問題など新しい課題に対応するた
め，芦屋市として共通のテーマで行う研修体制の構築の必要性も高まっている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

成果を低下させないために支出は必要であり，現在の予算を削減することができない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

職員の研修等，負担を求めるべき事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　各学校の人権全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 
２　人権教育に関する教職員の資質の向上を目指した研修会を実施する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　若手教員や指導経験の少ない教職員が増えてきている中で，教
職員が同和教育について学習する機会が減ってきている。 
２　ネット上での人権問題など，新しい課題に対する研修が必要で
ある。 

１　教員の授業力や生徒指導力の向上を図る。 
２　研修会や研修講座の充実と参加への呼びかけを行う。 
３　新しい課題に対する研修会を行う。 

04-01-012

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
1
)



04-01-013

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 適応教室実施事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010266

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成10年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒 

【意図】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒が，指導及び援助により，学校
生活への意欲を育てる。 

【大きな目的】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒の学校完全復帰 

【全体概要】 
□通級児童生徒への指導（基本的生活習慣の育成，学習活動，体験活
動等） 
□引きこもり傾向の児童生徒の家庭訪問指導 
□市内在住の不登校および不登校傾向児童生徒の保護者の教育相談 
□芦屋市立小中学校との連携及び不登校研修会の開催 
□関係諸機関との連携 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

547 住民1人当たり（円） 97.69

年　度 単位

合計 千円 10,189 9,216

平成２６年度 決算

事業費 千円 10,189

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,216 547 １世帯当たり（円） 225.90

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 10,189 9,216 547 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,716 8,726

0.650 0.530正職員 人

人 1.500 1.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 2.150 2.030

他部門経費

04-01-013

04-01-013

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　通級児童生徒の学習・体験活動での指導及び援助を行うことにより，学校復帰へつなげていく。 
２　学校・関係機関との連携を強化し，情報の共有を図ることにより，学校復帰への環境整備等を行う。 

平成27年度の実施内容

１　主な事業 
(1)　不登校担当者会の開催（２回：６月・３月　実施）(2)　不登校児童生徒の理解のための支援研修会の開催（１回：10月実施）(3)
教育相談（個人懇談）会（２回：７月・12月実施）(4)　通級児童生徒保護者会（２回：６月・10月実施）(5)　学校等への訪問（市内小
中学校１１校，県立西宮香風高校等）(6)　体験活動の実施（８回：校外学習１回・宿泊学習１回実施，調理実習４回）(7)　他の機関と
の連携 

２　事業費の内訳（千円） 
(1)家庭訪問指導員・講師等への報償費（228千円）(2)家庭訪問指導員・会議参加等の旅費（118千円）(3)消耗品・印刷製本費等の需用
費（115千円）(4)教育指導相談員・家庭訪問指導員の保険料（1千円）(5)高速道路通行料と複写機使用料（23千円）(6)全国適応教室連
絡協議会の年会費（5千円）　　　合計　　490千円 

平成27年度の改善内容

１　適応教室在籍児童生徒の通級意欲向上の取組 
２　適応教室に繋がっていない不登校児童生徒へのアプローチ 
３　学校復帰への取組　４　進路指導

現在認識している課題

１　適応教室に繋がっていない不登校児童生徒への支援 
２　ひきこもりから通級，適応教室での指導，チャレンジ登校，学校復帰へとつながる段階的な支援内容の工夫 
３　学校や関係機関との密な連携 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

１　適応教室に繋がっていない不登校児童生徒への支援 
２ ひきこもりから通級 適応教室での指導 チャレンジ登校 学校復帰へとつながる段階的な支援内容の工夫[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

活動プログラムを児童生徒の実態に合わせて，個別活動・集団活動に分けて作成している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

不登校児童生徒の子どもたちの学力の向上に努めている。また，子どもたちの命や人権を大切にする心の教育も行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

学校訪問を行うなど，不登校児童生徒の情報を常につかみ，適宜学校と連携を行っている。また，通級生には，学校復帰へ向けた力がつ
くよう指導を行 ている[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

適応教室は芦屋市内で１カ所であり，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

指導員の人数について，いつ不登校児童生徒が通級してきても対応できる現在の運営方法が適切である。

【総合評価】

適応教室は，不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援を行う大切な場になっている。増
加傾向にある不登校児童生徒の現状を踏まえても，より一層指導・支援の在り方につい
て研究を進め，取り組みを充実していく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

現在の運営方法が適切である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

学校のかわりとなる場所であり，経済状況にかかわらず，すべての不登校児童生徒が通級できる施設であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
(目標)　　　１　通級児童生徒の学習・体験活動での個に応じた指導及び援助を行うことにより，学校復帰へつなげていく。 
　　　　　　２　学校・関係機関との連携を強化し，情報の共有を図ることにより，学校復帰への環境整備等を行う。 
(改善内容)　１　関係機関や他市の効果的な不登校支援方法を取り入れ，適応教室の指導内容の充実を図る。 
　　　　　　２　相談体制の充実のために，関係機関と連携する。 
　　　　　　３　市内の不登校状況について，学校や関係機関と連携を密にし，できるだけ早く情報を集め，対応する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　適応教室の指導内容の充実を図る。 
２　他機関との連携を強化する。 
３　市内の不登校状況について，迅速に正確な情報を集め，対応す
る。 
４　指導方法や児童生徒についての情報の共有と統一化を行う。

１　市内の不登校状況について，学校訪問を行ったり，ケース会議
に参加したりするなど，できるだけ早く情報を集め，対応する。 
２　スクールカウンセラーをはじめ，関係機関と連携をおこない，
適応教室の指導内容の充実を図る。 

04-01-013

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
2
)



04-01-014

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 カウンセリングセンター管理運営事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010257

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和57年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童・生徒，教師，保護者 

【意図】 
年間相談件数４００件程度への対応 

【大きな目的】 
教育相談によって児童・生徒の健全育成に資すること 

【全体概要】 
１　形態 
　　民間専門機関に業務委託する 
２　相談応対者 
　　専門カウンセラー・電話相談員　　 
３　内容 
（１）電話相談の実施：週３日 
（２）面接相談の実施：週２日（カウンセリング・心理診断及び治
療） 
（３）芦屋市の相談機関との連絡調整 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,252 住民1人当たり（円） 53.87

年　度 単位

合計 千円 5,332 5,082

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,332

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,082 3,252 １世帯当たり（円） 124.57

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,332 5,082 3,252 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 1,865

0.250 0.220正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.250 0.220

他部門経費

04-01-014

04-01-014

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　他の相談機関との整理，統合も視野に入れて連携の充実を目指す。 
２　教育相談事業の更なる啓発に努め，相談業務の質と量の充実を図る。 

平成27年度の実施内容

１　相談実績 
【電話相談】　Ｈ26　109件　　Ｈ27　95件 
（１）電話相談内容　①身体・健康②不登校　（２）相談対象者　①小学生②高校生　（３）相談者　①保護者②高校生 
【面接相談】　Ｈ26　242件　 Ｈ27　219件 
（１）面接相談内容　①身体・健康②不登校　（２）相談対象者　①高校生  ②小学生　（３）相談者　①保護者②小学生 
２事業内訳 
　カウンセリングセンター運営委託　　　　3,135千円 
　カウンセリングに関する電信電話料　　　 　63千円　 
　カウンセリングセンター消耗品費　　　　 　20千円　　　　合計   3,218千円 

平成27年度の改善内容

１　学校教育課と定期的に情報交換を行い，連携を深めた。 
２　芦屋市教育相談連絡会で，他機関との情報共有を行い，連携を深めた。 

現在認識している課題

１　カウンセリングセンターと学校が必要に応じて連携しながら子どもの支援にあたるための具体的な方法の研究。 
２　カウンセリングセンターでの教育相談の利用の促進に向けた継続した取組の必要性。 
３　他の機関との整理，統合に向けた調整の必要性。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

学校園や適応教室などと連携していく上で，民間では対応しにくい。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教育相談の充実に向けた取組である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

児童生徒や保護者の心やすらぐ充実した教育環境の一つとして，寄与している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

利用の啓発を行っているが，金曜日における相談件数が少ない傾向にある。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

打出教育文化センターの教育相談との統合は，今後の検討課題である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

様々な手段により，より広範囲に啓発や周知を行う。

【総合評価】

・学校以外の相談窓口として，保護者への支援策として大きな役割を果たしている。 
・カウンセリングセンターと学校とが連携して指導を進める体制づくりを進めていく必
要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

相談件数に対する相談員数について，現状が適当である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

経済状況にかかわらず，誰でもが相談できる機関として，負担を求めないで運営すべきである。

平成２８年度の目標・改善内容
１　他の相談機関との整理，統合も視野に入れて連携の充実を目指す 
２　教育相談事業の更なる啓発や周知に努め，相談業務の質と量の充実を図る 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

１　カウンセリングセンターと学校が必要に応じて連携しながら子
どもの支援にあたる体制について研究をすること。 
2  カウンセリングセンターの教育相談の利用の促進に向けた継続
した取組の必要性。 

１　芦屋市教育相談連絡会での他機関との連携の強化。 
２　学校と必要に応じて連携しながら子どもの支援にあたる体制の
確立。 
３　カウンセリングセンターの教育相談の利用の促進に向けた継続
した取組。

04-01-014

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
3
)



04-01-015

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 文化体育振興事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010263

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和54年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，児童，生徒 

【意図】 
幼児・児童・生徒の文化体育活動への意欲が高まる。 

【大きな目的】 
幼児・児童・生徒の文化体育への意欲の高揚及び学校園教育の市
民への啓発 

【全体概要】 
□自由研究・教育活動展開催・自由研究冊子作成 
□中学校総合文化祭開催 
□造形教育展開催 
□芦屋市吹奏楽連盟演奏会開催 
□総合体育大会開会式運営 
□部活動に係る外部指導者配置・各種調査 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,134 住民1人当たり（円） 52.46

年　度 単位

合計 千円 4,584 4,949

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,584

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,949 2,134 １世帯当たり（円） 121.31

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,584 4,949 2,134 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,883

0.300 0.340正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.340

他部門経費

04-01-015

04-01-015

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　自由研究・教育活動展等が，よりよい取組になるよう努める。 
２　市民への啓発を行い，入場者を増やす。 

平成27年度の実施内容

１　自由研究・教育活動展の開催　展示作品数約360点　入場者数約1,650人 
２　自由研究発表冊子作成　　　　配布数1,500冊 
３　中学校総合文化祭の開催　　　展示の部　作品数約450点 
　　　　　　　　　　　　　　　　展示の部・音楽の部　入場者数約1,100人 
４　造形教育展の開催　　　　　　作品数約1,000点　入場者数約4,300人 
５　総合体育大会開会式　　　　　約350人 

事業費内訳 
１　報償費　178千円　　２　消耗品費　275千円　　３　役務費　130千円 
４　会場設営費等　875千円　　５　施設等借上料　569千円 

平成27年度の改善内容

自由研究・教育活動展の小中学校の写真パネルをなくし，児童生徒の作品の数を増やした。 

現在認識している課題

ホームページを活用するなど，更に市民へ広く広報する手立てを考える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

運営や展示は，幼児児童生徒に関わっている教職員と指導主事が行うべきである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

幼児児童生徒への文化体育活動への意欲の高揚に大きな役割を果たしている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

教育活動展の学校紹介パネルの作成をやめるなど現状に合わせた事業を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

学校園での教育活動について，全学校園が集まり広く公開する場として，必要である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現状以外の手段変更はない。

【総合評価】

自由研究・教育活動展の学校紹介パネルの作成をやめることで，教員の負担軽減と，児
童生徒の作品をより多く展示することができた。 
次年度から，総合文化祭の展示部門を取りやめるなどさらなる，事業の見直しを図る必
要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減は内容の縮小につながると考えられる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

個人負担にそぐわない事業であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
１　自由研究・教育活動展等が，よりよい取組になるよう努める。 
２　市民への啓発を行い，入場者を増やす。 
３　中学校総合文化祭展示の部の展示内容や方法を精選する。 
４　ルナホールが使用できない中，吹奏楽連盟定期演奏会を開催するための手立てを考え，実施する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

１　展示方法について改善点を探る。 
２　市民への広報活動について，方法を考える。 

１　現在行っている方法を基本にしながら，更に幼児児童生徒の文
化体育活動への意欲が高揚する催事になるよう，取組方法を考え
る。 
２　市民へ広く広報する手立てを考える。 

04-01-015

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
4
)



04-01-016

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学校体育振興事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010271

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童生徒 

【意図】 
児童生徒が，生涯学習の視点に立った実践力を身につけ，個に応
じた体力・運動能力を向上させる。 

【大きな目的】 
児童生徒の体力及び運動能力の向上 

【全体概要】 
□体育的行事の活性化 
□各種スポーツ大会への積極的参加と交流 
□スポーツテストの実施 
□体力向上に向けた取り組み実施 
□体育関係教師の指導力向上 
□全国，県との比較と実態把握 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,036 住民1人当たり（円） 127.26

年　度 単位

合計 千円 12,348 12,005

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,348

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

12,005 10,036 １世帯当たり（円） 294.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 12,348 12,005 10,036 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,593 2,544

0.310 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.310 0.300

他部門経費

04-01-016

04-01-016

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　運動の日常化へ向けた環境整備 
２　体力・運動能力調査をいかした授業づくり 
３　幼小中の授業公開を通した教師の交流 

平成27年度の実施内容

１　体力・運動能力調査の実施　中学校３校（1，579人）小学校８校５，６年児童（1，542人） 
２　小学校体育研究会が中心となり公開授業を開催。保育公開授業に小学校教諭が 
　　参加し，協議 
３　事業費内訳 
　　消耗品　1,677千円　　　物品補修費　707千円 
　　プール消毒剤等　1,731千円　　プール補修費　1,111千円 
　　負担金　751千円　　報償費　150千円 

平成27年度の改善内容

１　幼稚園の保育公開に対して小学校教諭が参加し，幼小連携を推進した。 
２　体力・運動能力調査の具体的な活用法を検討し，来年度の方向性を示すことが 
　　できた。 

現在認識している課題

１　幼小の連携に加えて中学校との交流も図った取り組み 
２　指導力向上を目指した授業研究の充実 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

体育施設の環境整備等が市の実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

児童生徒の体力向上は大きな柱の一つである

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

児童生徒の体力向上施策は課題でもあり，重要な取組内容でもある。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

継続した取り組みが今後成果として実現できる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

体育に関する事業は他にない事業である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現在進めている事業の進め方が効果を挙げられる方法であると考える。

【総合評価】

芦屋の児童生徒の課題である，体力の向上に関しては，授業の改善，教師の指導力の向
上，幼小の連携など多くの視点から取組を進めることができている。 
今後も継続して課題の克服に向けて取組を進めていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

事業の内容は今後とも検討しながら進めていく必要がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

教育活動及び体育施設の整備は保護者負担すべきものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
中学校の武道の研修会を実施してきたが，あわせてダンスの研修も行い教師の指導力の向上を図る。 
就学前施設と小学校の体育の合同授業研究を継続して行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

芦屋の児童生徒の体力向上は喫緊の課題であると捉えている。 小学校体育研究会や打出教育文化センターの体位力向上部会等との
連携をしながら市内全体の児童生徒の体力向上施策を進める。

04-01-016

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
5
)



04-01-017

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学校保健関係事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010273

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校保健法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，児童，生徒 

【意図】 
市立学校園の幼児・児童・生徒の健康の保持・増進 

【大きな目的】 
学校園・家庭・校園医などとの連携のもとに幼児，児童，生徒の
健康管理と健康保持を推進し，自らの健康に関心を持ち心身の健
康を増進しようとする心を育成する。 

【全体概要】 
（１）校医健診 
　①　対象　　　全幼児児童生徒 
　②　実施時期　４月～６月 
　③　内容　　　内科，外科，耳鼻科，眼科の校医による健康診断 
（２）業者による健診 
　①　対象　　　該当学年の幼児児童生徒 
　②　実施時期　４月～６月（一部の検査の２次健診は１１月まで） 
　③　内容　　　ア　ぎょう虫検査（幼稚園）尿検査（全学校園） 
　　　　　　　　イ　心電図検査（小学校１年，４年，中学校１年） 
　　　　　　　　ウ　モアレ健診（小学校５年，中学校２年） 
（３）医師会，歯科医師会，薬剤師会との研修 
　①　対象　　　養護教諭（一部幼稚園の養護員を含む） 
　②　実施時期　１１月医師会　１０月歯科医師会　　　　１月薬剤
師会 
　③　内容　　　学校保健，歯科保健，環境衛生に関わる情報共有 
（４）学校環境衛生検査 
　①　対象　　　全学校園 
　②　実施時期　通年 
　③　内容　　　飲料水およびプールの水質，空気，照明，騒音の検
査 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

60,853 住民1人当たり（円） 718.92

年　度 単位

合計 千円 71,268 67,819

平成２６年度 決算

事業費 千円 71,268

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

67,819 60,853 １世帯当たり（円） 1,662.35

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,769 2,783 3,087

千円 68,499 65,036 57,766 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,196 6,783

0.980 0.800正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.980 0.800

他部門経費

04-01-017

04-01-017

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　検診結果をすべての受診者に通知し，幼児児童生徒の健康の保持・増進に努める。 
２　各種研修会等を利用して，医師会，歯科医師会，薬剤師会とのさらなる連携強化を図る。 

平成27年度の実施内容

１　検診実施項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　事業費内訳 
　　　①校医検診　内科，耳鼻科，外科，眼科，歯科　　　　　　　　　　　　一般管理費　　11,624千円　小学校経費　　28,192千円 
　　　②業者検診　心電図（小１･4，中1），検尿，ぎょう虫（幼稚園のみ）　 中学校経費　　 9,585千円  幼稚園経費　　11,575千円 
　　　脊柱検診（小5，中2） 
　　　③その他　　心臓2次検診，聴力・視力検査，結核検診 
２　三師会との研修会 
　　①　医師会　12月 　参加　校医各回13人　　養護教諭　11人　養護員8人 
　　②　歯科医師会　　11月　参加　歯科医　10人　養護教諭　11人　養護員　8人 
　　③　薬剤師会　　　　3月 　参加　学校薬剤師　3人　養護教諭　11人 
３　学校保健大会　　①　期日　平成28年1月21日（木）　　②　参加人数　123人 

平成27年度の改善内容

１　各種健康課題の解決に向け，関係機関や他市町教育委員会との連携を図った。 
２　各種健康診断の課題を明らかにし，委託先にも改善を依頼した。 

現在認識している課題

様々な健康課題に対する学校園の対応と研修の充実。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

健康診断は法令により実施が定められている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

健康・体力は芦屋の教育の柱の一つである。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

法令通り実施している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

法令通り実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

健康診断は他に事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

三師会との連携が必須である。

【総合評価】

法令通りに健康診断が実施できるよう，医師会，養護教諭会と連携をしながら取組を進
めることができている。 
新しく加わる運動機能検査などの実施が滞りなく行われるよう準備を進める必要があ
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減を求める事業ではない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

法令で定められている。

平成２８年度の目標・改善内容
健康診断の内容が一部変更になるので，新しい内容での実施に向けて準備を進める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

福祉センターの有効活用など，費用を抑える工夫をする必要があ
る。 

健康診断で新しく加わった内容を周知徹底できるよう，医師会，養
護教諭の研修を開催する。

04-01-017

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
6
)



04-01-018

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 安全教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010270

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 中塚　景子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校保健法，学校法施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，児童，生徒，教職員，保護者 

【意図】 
・幼児児童生徒に係る事故・事件を未然に防ぐ。 
・自らの命を守り，安全な生活を送るための知識の習得と意識の
向上 

【大きな目的】 
幼児児童生徒の安全確保及び安全・安心な学校づくり 

【全体概要】 
□安全担当者会の開催⇒学校安全に関する取組についての周知・関係
機関との顔合わせ 
□警報発令時等の対応⇒防災安全課との連携 
□安全教育に係る年間指導計画の作成⇒学校園が作成 
□交通安全教室の実施（芦屋警察・建設総務課・安全協会との連携事
業） 
　⇒幼稚園・小学校１年生（歩行訓練），小学校４年生・中学生（自
転車教室） 
□普通救命講習会の実施⇒対象：教職員，消防本部との連携事業 
□防犯訓練の実施⇒学校園において実施 
□「ＣＡＰプログラム」の実施⇒対象：市内小学校３年生児童全員と
その保護者及び小学校教職員 
□通学路合同点検⇒「芦屋市通学路交通安全プログラム」に基づき実
施 
□新１年生防犯ブザーの配布 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,171 住民1人当たり（円） 48.96

年　度 単位

合計 千円 4,107 4,619

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,107

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,619 1,171 １世帯当たり（円） 113.22

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 159 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,107 4,460 1,171 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,011 3,392

0.360 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

県の委託事業である「平成２７年度実践的安全教育総合支援事業」を実施したため，県より159,322円の委託金が入る。

活動配分 人 0.360 0.400

他部門経費

04-01-018

04-01-018

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

安全教育の指導方法や教育手段の開発，普及について専門家の助言を受け，学校における安全教育の充実を図る。

平成27年度の実施内容

・県の委託事業「実践的安全教育総合支援事業」を受け，学校園における安全教育の見直しを行った。 
・幼稚園・小学1年生での歩行訓練，小学4年生・中学生の自転車教室の内容について専門家の指導を受け，地域環境と発達段階にあった
内容になるよう協議し，実践すると共に，ＰＤＣＡサイクルに基づいて内容の充実を進めた。 
・山手小学校，岩園小学校，朝日ケ丘小学校の通学路点検を実施し，通学路の安全を確保するとともに，登下校時の交通ルールについて
指導が必要な内容について明確にし，校外児童会等で児童に指導した。 
・防犯ブザー313千円，ＣＡＰ講習会委託料714千円，中学校パトロールベスト42千円

平成27年度の改善内容

・交通安全教室の内容を，ＤＶＤや制作物等を利用し，幼児児童生徒が具体的でより理解できるように改善した。 
・各小学校区の通学路での登下校指導を建設総務課と連携し実施した。

現在認識している課題

・自転車のマナー向上のための，幼児児童生徒への啓発内容の工夫と，保護者の意識向上のための取組 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

登下校中の安全確保のための定期的な通学路点検は必要であるとともに，保護者も含む安全教育の実施が必要。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

幼児児童生徒の安全意識を高めるため，交通安全教室，登下校の見守り等を行っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

発達段階及び，地域の特性に合わせた安全教育が行なわれている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

「芦屋市通学路交通安全プログラム」に基づき，地域や関係部署と連携し，通学路点検を実施した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

「命を守る」という観点で防災教育とつながりがあるので，事業の統合ができる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

地域環境に合わせた，安全教育の内容の充実を図る。

【総合評価】

「芦屋市通学路交通安全プログラム」に基づき，潮見小学校，浜風小学校の通学路点検
を地域や関係部署と連携し実施した。また，県の委託事業を受け，安全教室の改善をお
こなった。中学校でも安全教室実施の体制が整った。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

ＣＡＰ講習会委託費，防犯ブザーの購入費のため必要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めていない

求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
・交通安全教室のＰＤＣＡサイクルに基づいた内容の改善・充実。 
・防犯教育の内容の見直し。 
・潮見中学校区の２小学校で通学路点検を実施。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・関係機関との連携を進め，学校での安全教育の充実を進める。 ・平成29年度は精道中学校区の３小学校の通学路点検を実施 
・幼児児童生徒及び保護者への意識向上

04-01-018

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
7
)



04-01-019

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 防災教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010265

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 中塚　景子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，消防法，大規模地震対策特別措置法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 7年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，児童，生徒，教職員，保護者 

【意図】 
学校園の防災体制の整備・充実を図る。命を守るための防災に関
する実践的な態度や能力の育成を図る。 

【大きな目的】 
各学校園の環境や実情に応じた防災教育の推進 

【全体概要】 
□防災教育担当者会の開催⇒防災教育に関する取組についての周知・
関係機関との顔合わせ 
□防災教育に係る年間計画書（消防計画）の作成⇒学校園が作成⇒学
校教育課経由⇒消防本部に提出 
□防災訓練（避難訓練）の実施⇒学校園において実施 
□防災教育実態調査の実施⇒県事業 
□防災教育関連会議への参加⇒関係機関（阪神南県民局・阪神南教育
事務所・他市防災担当者）との連携⇒県事業 
□地域の防災拠点（避難所）としての役割を周知させる⇒初動体制
等，防災マニュアルの見直し 
□「１．１７は忘れない」県事業の推進⇒学校において実施⇒コミス
クやＰＴＡ，消防団など，地域資源の活用について検討する 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

41 住民1人当たり（円） 27.07

年　度 単位

合計 千円 2,671 2,554

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,671

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,554 41 １世帯当たり（円） 62.60

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,671 2,554 41 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,544

0.300 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.300

他部門経費

04-01-019

04-01-019

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・命の尊さや助け合いの大切さ，震災から得た教訓を語り継ぎ，防災教育の充実を図る。 
・「いのち」をまもる防災マニュアルの改訂

平成27年度の実施内容

・学校園での避難訓練の実施（幼稚園8園延べ88回・小学校8校延べ30回・中学校3校延べ6回） 
・全学校園で「１．１７のつどい」を実施 
・気象警報発令時の対応についての見直し（小中学校の臨時休業日決定の時間を10時から9時に変更する。） 
・地震及び津波警報発令時の対応についてまとめる。 
・防災，安全教育担当者会でＨＵＧカードを使った図上訓練の実施 
・「いのち」を守る防災マニュアルの内容を見直すと共に，芦屋市地域防災計画との整合性をとる。 
・研修会講師謝金10千円

平成27年度の改善内容

・「いのち」をまもる防災マニュアルの改訂版を作成した。気象警報発令時及び，地震，津波警報発令時の対応について修正，追記し，
芦屋市地域防災計画の教育委員会所管の内容を追記し，改訂した。

現在認識している課題

・津波警報発令時の避難の仕方について各学校園でのマニュアルづくりと，避難所運営時の初動対応の周知

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

芦屋市地域防災計画と「いのち」をまもる防災マニュアルの整合性を図り，連携する。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

重点施策に基づいている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

貢献できていることと，東日本大震災での教訓を生かした避難行動の体制をつくった。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

学校園の立地条件に合わせた防災マニュアルを作成した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

「命を守る」という観点で，安全教育とつながりがあるので，統合することができる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

地域との防災体制の構築が必要

【総合評価】

「いのち」を守る防災マニュアルを改訂し，大津波警報発令時，避難する施設を決め，
学校園に周知をした。1.17の語り継ぎ等の取組は全学校園で引き続き行われている。今
後，避難所開設，運営についてのマニュアルが必要と考える。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると成果の低下が予想される。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めていない

受益者負担はできない。

平成２８年度の目標・改善内容
・防災意識を高めるための教育内容や避難訓練の工夫をする。 
・大規模災害発生時の対応についてマニュアルの内容を周知する。また，避難所設営，運営に関するマニュアルを作成する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・各学校園における防災マニュアルの内容の見直しと，避難所設営
に伴う備えについて明確にする。

・学校園の防災マニュアルの見直しを進め，安全担当者会等におい
て，避難所設営についての知識を深めるための研修会を開催する。

04-01-019

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
8
)



04-01-020

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学校給食関係事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010274

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校給食法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
小学校・中学校 
児童・生徒 

【意図】 
安全で質の高い学校給食の提供。O-157をはじめとする食中毒等
の徹底した衛生管理。 

【大きな目的】 
学校給食の安全な実施。O-157及び食中毒の予防。 
給食費の公会計化に伴う円滑な事務の実施。 
中学校給食における委託事業の円滑な実施。 

【全体概要】 
□給食施設等の衛生管理指導 
□給食用食器破損補充等，給食室の消耗品整備事務 
□学校給食展の実施 
□学校給食会及び栄養士会の実施 
□学校給食関係団体との連絡調整 
□学校給食に関する助成事務 
□排水層,排気ダクト等清掃業務委託事務 
□給食室害虫駆除委託に係る事務 
□予備調理員の配置 
□予算執行事務 
□給食費公会計化に伴う事務作業 
□中学校における給食調理の委託 
□食育の推進 
□食物アレルギー対応マニュアルの作成と有効活用 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

329,395 住民1人当たり（円） 1,680.54

年　度 単位

合計 千円 337,628 158,534

平成２６年度 決算

事業費 千円 337,628

特
定
財
源

国費 千円 214

一般財源

158,534 329,395 １世帯当たり（円） 3,885.92

486

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

283

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 10,371 260,815

千円 337,414 147,880 68,094 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 303,072 81,847

27.250 2.600正職員 人

人 22.680 17.280

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

公会計システムの構築費用が予定より低く抑え得られたため

活動配分 人 49.930 19.880

他部門経費

04-01-020

04-01-020

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　食物アレルギー対応マニュアルに沿った実態把握とその後の検証及び改定 
２　給食費公会計化の円滑な実施　　３　中学校給食の安全安心な実施 
４　食育の推進及び児童の成長に関わる学校給食実施 

平成27年度の実施内容

１　潮見中学校給食調理業務委託選定（6月）委託開始（10月） 
２　給食理事会　年2回（6月，2月）臨時給食理事会（10月） 
３　給食費管理システムの構築業務（26年度から継続）（4月～9月） 
４　学校給食費公会計化準備　 
　　保護者説明会（12月） 口座振替依頼書処理（1月～3月） 
５　学校給食展の実施　日時：平成27年7月23日，24日　市民センター 
　　献立研（月1回）食育授業研（３月） 
６　事業費　①給食展委託料，印刷製本　負担金等　850千円 
　　②消耗品，備品補修，購入費　11060千円　③予備調理員賃金　　　8325千円 
　　④要保護，準要保護奨励費　　16743千円　⑤中学校給食業務委託　12456千円　　⑥中学校給食賄材料費　10651千円 

平成27年度の改善内容

１　給食管理システムを使って学校徴収金の収納を行うための仕組みづくりを検討 
　　する 
２　衛生管理及び異物混入対応マニュアルの策定

現在認識している課題

１　潮見中学校及び全小学校における給食費の公会計実施に向けた体制作り 
２　芦屋市における衛生管理マニュアルの策定

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

学校給食は法令で定められている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

食育は，基本計画に挙げられている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学校給食の果たす役割は大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

中学校給食の実施を含め計画通り実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他に給食に類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

中学校給食の実施については，業者委託を行っており，費用を抑えて実施している。

【総合評価】

中学校給食の実施と公会計化の実施は予定通り行うことができた。 
小学校給食の公開花は，事業として大変大きなものであり，早期に準備を進めていかな
ければならない。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減は，児童生徒の給食提供に影響が出る。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

賄材料費以外の負担は市が行うものと定められている。

平成２８年度の目標・改善内容
１　潮見中学校における安全安心な給食の実施 
２　給食費管理システムによって適切な公会計を実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　潮見中学校における調理業務の委託業者と業務についての協議 
２　給食費の口座情報を使用し学校徴収金の引落としを行う体制協
議 

１　アレルギー対応も含めた安心安全な給食の維持継続 
２　委託調理で実施する中学校給食の安心安全な体制維持 
３　給食費の公会計をシステムで管理しながら運営 

04-01-020

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
8
9
)



04-01-021

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 幼稚園教育推進事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010275

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 中塚　景子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児，教職員及び保護者，地域の未就園児とその保護者 

【意図】 
・信頼される開かれた園づくり 
・教師の指導力を高め，幼児に基本的な生活習慣や心情を身につ
け，生きる力を育む。 
・子どもの発達や学びの連続性を保障するために，幼児期と児童
期の互いの教育活動に対する理解を深め，円滑な接続をめざす。 

【大きな目的】 
・創意工夫のある幼稚園づくりを推進する。 
・幼稚園における心身の教育の充実を図る。 
・幼稚園・家庭・地域等の連携を深める。 

【全体概要】 
□園経営・学級経営を推進し，保育内容の充実を図る。 
□加配教員等配置検討委員会の設置・運営 
□幼稚園特別支援教育支援員の配置　 
□特別な支援を要する幼児の公開保育研究会，研修会の企画・運営 
□市内・阪神地区等の研究会，研修会の企画・参加調整 
□研修会の参加費や園内研究会の講師謝金に係る執行調整 
□教育ボランティア謝金に係る執行調整 
□児童期の学びを理解し，見通しを持った幼児教育の推進 
□子育て支援の充実を図る。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

6,430 住民1人当たり（円） 673.38

年　度 単位

合計 千円 428,483 63,523

平成２６年度 決算

事業費 千円 428,483

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

63,523 6,430 １世帯当たり（円） 1,557.05

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 428,483 63,523 6,430 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 422,569 57,969

44.100 0.500正職員 人

人 15.840 15.840

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 59.940 16.340

他部門経費

04-01-021

04-01-021

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・幼児期から児童期への円滑な接続について研究をする。 
・子育て支援活動の充実

平成27年度の実施内容

○公開保育を伴う研究会の実施 
　・グループ研究会「健康な体グループ」「豊かな心グループ」計4回 
　・芦屋市教育委員会指定研究会　1回　・特別支援教育研究会計３回 
○「幼児期と児童期の円滑な接続について考える会」の開催 
　・精道小学校区の幼稚園，保育所（園），認定こども園をモデルとし研究を実施 
　　保育研究会　計2回・研修会計3回 
○子育て支援活動　未就園児交流会，親子ひろば，園庭開放，オープンスクール 
○事業費 
　研究会講師謝金865千円，ピアノ調律代325千円，運搬費71千円， 
　教材備品代1,343千円，研修会参加費529千円

平成27年度の改善内容

・平成29年度開催予定の阪神地区幼稚園教育研究会に向け，「健康な体」「豊かな心」の育成のための保育の在り方について研究を進め
ている。 
・就学前施設から小学校への接続期における学びのつながりについて研究する。

現在認識している課題

・接続期における小学校教育の在り方について考え，接続期カリキュラムの作成へつなげる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

学校教育法に学校として規定されており，学校教育の始まりを担う教育施設

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「心も体もしなやかでたくましい幼児の育成」を研究テーマに掲げ，取り組んでいる。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもたちが「生きる力」を身に付けるために体験活動を中心にバランスのとれた心身の育成に取り組んでいる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

各園で創意工夫された教育が行われている。運営計画を立て，評議委員会を学期ごとに開き，学校評価を行っている。 

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

保育所との統廃合はできないが，交流を通して教育・保育の質の向上に取り組んでいる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

幼稚園の空き教室を地域に開放していく。

【総合評価】

幼児期から児童期への円滑な接続のために研究を進め，「芦屋市接続期カリキュラム」
の理論編を作成した。教育の質の向上のため，研究会を市内の私立幼稚園，保育園にも
公開し共に学ぶ機会をもってきたことは今後も必要なことと考える。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

個々に応じたきめ細かな幼児，保護者への指導と安全確保のために現状維持が望ましい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

保育料の納付がある。

平成２８年度の目標・改善内容
○就学前施設と小学校との連携を深め，接続期カリキュラムの作成につなげる。 
○地域における就学前施設間の交流を図る。 
○平成29年度阪神地区幼稚園教育研究会開催に向け，研究を進める。 
○地域の子育て支援の充実

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

○接続期における小学校における活動内容や配慮事項等について明
確にしていく。 
○研究テーマにそった幼児教育の研究の推進。 
○地域への子育て支援活動の充実

○「学びの芽生え」を意識した幼児教育の在り方について明確にし
ていく。 
○就学前施設と小学校との連携の推進 
○週１回の3歳児親子ひろばの実施 

04-01-021

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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04-01-022

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 進路指導関係事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010619

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒 

【意図】 
生徒一人一人の希望する学校への進学率が向上する。 
中学校における進路指導が充実し，生徒が行きたい進路を選択で
きるようにする。 
幼児児童生徒が自分の将来に対して夢や希望を抱いて生活する。 

【大きな目的】 
県教育委員会が推進する高校教育改革への対応を行い，中学校の
進路指導の充実を図る。 
幼稚園，小学校，中学校の指導の段差を小さくし，公立学校の魅
力を発信する。 
子どもたちに自分の将来や生き方を考え，進路を切り拓く力を身
につけさせる。 

【全体概要】 
１　中学校における進路指導の充実 
　(1）進路担当者会の開催・中高連絡会への参加 
　(2) 進路指導に係る各種調査の実施・調査結果の集約 
　(3) 県の高校教育改革への対応 
　(4) 進路指導の手引き「進路の学習」の作成，配付 
２　小学校における進路指導の充実 
　(1) 中学校進学に係る意識調査の実施 
　(2) 公立中学校との連携強化を図る事業の推進 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 35.96

年　度 単位

合計 千円 2,927 3,392

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,927

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,392 0 １世帯当たり（円） 83.14

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,927 3,392 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,927 3,392

0.350 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.350 0.400

他部門経費

04-01-022

04-01-022

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　平成２７年度の公立高校通学区の変更に向けて保護者に趣旨と制度の変更点を周知し，高校の特色を紹介する。 
２　各中学校において進路指導や保護者との懇談を充実し，生徒が希望を持って進路を選択できるようにする。

平成27年度の実施内容

１　中学校育友会主催進路協議会　　年3回（7月，11月，3月）各回30人参加 
２　中学校進路担当者会　　　　　　年8回（5・6・8・10月を除く毎月）各回4人参加 
３　進路希望調査　　　　　　　　　年6回（6月，9月，10月，11月，12月，1月）中学3年生全員対象 
４　進路結果集約　　　　　　　　　年3回（2月，3月中旬，3月末）中学3年生全員対象　 
５　神戸市との中高連絡会　　　　　年3回（7月，12月，1月） 
６　冊子「進路の学習」作成　　　　本編は中学1年生全員配布し3年間使用，資料編は中学全学年に配布し1年間使用 

平成27年度の改善内容

冊子「進路の学習」本編を自分の特性を考える章の内容を充実させ，個性を生かせる進路選択につなげられるように編集した。 

現在認識している課題

進路選択への考慮が不十分であったため，公立高校一般入試後に私立２次や定時制再募集を受ける生徒がいる。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

公立学校の教育活動の一部である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

子どもたちの自己実現を図る手段である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもたちの自己実現を図ることに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

毎年進路結果を詳細に分析している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他に事業は考えられない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

費用はほぼゼロで実施している。

【総合評価】

生徒の進路実現のため，キャリア教育を含めた進路指導を中学の入学当初から冊子「進
路の学習」等を通して実施していることは大きな成果が上がっている。 
中高連絡会等を通して，今後も高等学校に関する情報収集を充分に行っていく必要があ
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストはほぼゼロで実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

義務教育の教育活動の一部である

平成２８年度の目標・改善内容
新通学区域で初めて実施された２７年度選抜結果を分析，整理し，次年度の進路指導に活用する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

公立高校の通学区が拡大し，オープンスクールの回数も増加するこ
とで，中学校教員が生徒と向き合って指導する時期に，希望調査や
申込み事務の負担が増大しているため，事務の効率化を図る必要が
ある。

校務支援システムを活用した進路事務の効率化を図り，生徒・保護
者に対しこまめな面談，丁寧な説明会，適切な教材による進路指導
を実施する。

04-01-022

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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04-01-023

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 生徒指導対策事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010281

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 俵原　正仁

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和40年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童，生徒 

【意図】 
児童，生徒が問題行動を起こすことなく，健全に成長する。 

【大きな目的】 
青少年健全育成 

【全体概要】 
□芦屋市生徒指導連絡協議会の開催をする 
□生徒指導担当を中心に問題行動の事前指導と事後指導をする 
□生徒指導担当を中心に問題行動時に家庭訪問する 
□生徒指導担当を中心に登下校指導や巡回指導する 
□近隣校や保護者，地域，関係機関との連携をする 
□不登校児童生徒の登校の促進に関わる対応 
□生徒指導上の問題行動解決，課題解決のための対応 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

611 住民1人当たり（円） 89.32

年　度 単位

合計 千円 8,281 8,426

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,281

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

8,426 611 １世帯当たり（円） 206.53

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 8,281 8,426 611 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,748 7,918

0.550 0.560正職員 人

人 0.800 0.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.350 1.360

他部門経費

04-01-023

04-01-023

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　スクールソーシャルワーカーの配置等，生徒指導の有効な体制つくりをすすめる。 
２　心の通い合う生徒指導体制の充実及び規範意識の醸成等に努めるなど，主体的に自己を成長させていく過程を支援する。 
３　研修の機会を確保し，担当者の生徒指導に関する専門的資質の向上を図る。 

平成27年度の実施内容

１　芦屋市生徒指導連絡協議会の実施　１１回 
２　神戸市・芦屋市生徒指導連絡協議会の実施　学期に１回　計３回実施 
３　問題行動件数 
　　①小学校　３２件　　　　②中学校　４１９件 
４　いじめに対する対応 
　　①小学校　４３件　　　　②中学校　　２０件 

【事業内訳】 
生徒指導対策経費　　　　　５０８千 円 
                    合計　５０８千 円 

平成27年度の改善内容

生徒指導体制を充実させるため，共通理解を図り，関係機関と連携した。

現在認識している課題

生徒指導の有効な体制づくりをすすめていくための，スクールソーシャルワーカーの配置。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

いじめ，暴力行為等の問題行動について，小中学校の教員が対応するため，地方自治体での実施が必要である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

いじめ問題等については，重要施策に位置づけられており，取組を行っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

いじめ，暴力行為等の問題行動の未然防止，早期発見，早期対応につながる取組を行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

各学校での様々な問題に対して，関係機関と連携しながら，問題解決を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

いじめ，暴力行為等の問題行動への対応は，生徒指導対策の位置づけで行っている。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

問題事案によって，対応手段方法を変えることは必要であるが，慎重かつ丁寧な対応が求められるものである。

【総合評価】

これまで行ってきた事業の充実を図りつつ，児童生徒の心理的、情緒的課題や発達障害
に係る課題、児童虐待等、学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、学校と外部福祉
関係機関とのネットワークの構築、学校内におけるチーム体制の構築や保護者への支援
等、児童生徒が置かれた環境に働きかけ、状況を改善することが求められている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

問題事案は対応が様々で，対応によって大きな事案に発展する場合もあり，関係機関等と連携した対応やケース会議等が重要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

小中学校の教員が対応すべきもので，受益者負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　スクールソーシャルワーカーの有効的な活用と３中学校への配置体制つくりをすすめる。 
２　心の通い合う生徒指導体制の充実及び規範意識の醸成等に努めるなど，主体的に自己を成長させていく過程を支援する。 
３　研修の機会を確保し，担当者の生徒指導に関する専門的資質の向上を図る。 
４　いじめの積極的認知と年間複数回のアンケート実施による未然防止への取組推進 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・保護者対応において，学校だけで対応が困難な状況の増加。 
・児童生徒と向き合う時間の確保。

・複雑な背景を持つ児童生徒に対する指導では，SSWが見立てを行
い，コーディネーターとして関係機関との連携をすすめ，個別の指
導計画を作成する。・各校研修会を実施し，チームとして問題解
決，支援に取り組む校内体制を構築する。・市顧問弁護士を有効活
用し，困難事案の早期解決を図る。

04-01-023

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
2
)



04-01-024

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 教職員の資質向上事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010285

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育公務員特例法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
芦屋市立学校園教職員 

【意図】 
社会の要請に応える教育の水準を高めるため，教師自らの意識改
革と資質の向上を図る。 

【大きな目的】 
教職員の専門性と実践的指導力の向上 

【全体概要】 
□管理職，教務主任等の研修の実施 
□実践的な研修の充実 
□指導と評価の一体を図る研修の実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

105 住民1人当たり（円） 10.00

年　度 単位

合計 千円 941 943

平成２６年度 決算

事業費 千円 941

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

943 105 １世帯当たり（円） 23.11

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 941 943 105 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 848

0.100 0.100正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.100 0.100

他部門経費

04-01-024

04-01-024

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

様々な教育課題に対応した研修を実施し，教職員の資質と指導力の向上を図る。

平成27年度の実施内容

１　夏季校園長研修会の実施 
　（１）日時　　平成２７年８月７日（金）　　（２）場所　打出教育文化センター 
　（３）参加者　学校長，延長，教育委員，事務局職員等　約４０名 
　（４）経費　　95,000円 

２　学習評価に係る研修会 
　　教務担当者，新任教員等を対象に学習評価に係る研修会を実施。

平成27年度の改善内容

１.校園長研修会では，多様な講師を招へいし，tくぁい用の充実を図った。 
２.学習評価に係る研修会は，保護者の理解を得られるよう中学校の教務担当者，新任教員を対象に行った。

現在認識している課題

校園長研修に関しては，今日的な課題を題材に継続して研修を行う必要がある。 
学習評価に係る研修は，児童生徒に内容を説明できる力が必要であり，今後も継続して行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

研修等は市の実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教員の専門性の向上に資する取組であるため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教職員の専門性と実践指導力の向上に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

研修内容を常に検討しながら実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似事業はないし，統廃合もできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

学校園の状況を把握している現状での実施が望ましいので手段変更はできない。

【総合評価】

教育の今日的課題について，協議や共通理解を図ることは重要であり，その場を作るこ
とでは成果を挙げている。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

講師等を選択する段階で十分に経費を検討する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

研修について負担を求めるべきものでない。

平成２８年度の目標・改善内容
１　校園長研修に関しては，今日的な教育課題を中心に内容を十分に検討して実施する。 
２　学習評価に係る研修については，教科の信頼性，公平性をより高めるためにも教務主任，新任教員を対象に継続して行った。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　校園長研修に関しては，今後も内容の充実に努めていく。 
２　学習評価に係る研修では，研修で得られた知識や技能等k学校
現場の中で適切に，運用活用できているのか検証を行っていくこと
が必要である。

１　校園長研修に関しては，教頭会も含めて内容の充実に向けて，
開催回数，内容等の見直しを行っていく。 
２　打出教育文化センターとの連携を強化し，一体となった効率的
な研修を実施する。

04-01-024

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
3
)



04-01-025

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 教科用図書採択関係事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010286

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法，同施行規則，地方教行政法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教職員 

【意図】 
指導書や教材等を有効に活用することで，教師の指導力の向上を
図る。 

【大きな目的】 
教師用教科書，指導書を効果的に活用した授業を展開することに
よって，児童生徒にとってわかりやすい授業を追求し，教師の指
導力の向上をめざす。 

【全体概要】 
□学級数増に伴い必要となる指導書および教師用教科書等の数を調査
する。 
□使用年度当初に指導書および教師用教科書等を購入する。 
□購入した指導書等を活用し，毎回の授業研究にあて，授業内容に関
わる情報を効果的に収集する。 
□教師用教科書，指導書を活用した授業について，フィードバックを
図ることによって，指導の課題を明らかにし，次の授業に活かす。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,051 住民1人当たり（円） 188.67

年　度 単位

合計 千円 4,254 17,798

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,798 3,051 １世帯当たり（円） 436.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 4,254 17,798 3,051 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 2,798

0.250 0.330正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.250 0.330

他部門経費

04-01-025

04-01-025

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

中学校と特別支援学級の教科用図書採択事務を円滑に行う。

平成27年度の実施内容

中学校と特別支援学級の教科用図書採択替えのための事務 
　１　選定委員会の開催　　　　２回 
　２　調査研究専門員会の開催　各種目約３回 
　３　選定委員会採択協議会報酬費　　　　68千円 
　４　学習指導要領改定に伴う教師用教科書及び指導書整備費　15,001千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　15,069千円

平成27年度の改善内容

平成２６年度の小学校の採択事務を参考にし，円滑に行うことができた。

現在認識している課題

次回の小中学校の採択事務が円滑に行えるよう，早期から計画を立て，実施する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教科書の選定については法令で定められている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教科書は，教育活動の基本の部分である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教科書選定は，教育活動全体に大きな影響がある。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

法令に定められたとおりに実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

教科書採択と類似した事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

大きな経費が掛かる事業ではない。

【総合評価】

中学校が平成28年度から使用する教科書の採択事務を計画通り進めることができた。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

教科書に係る経費は削減できない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

教科書採択は市が実施すべき事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
特別支援学級の教科用図書採択があるため，事務を円滑に行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

次回の小中学校の教科用図書採択事務が円滑に進むよう，方法等を
検討していく。

法改正を踏まえ，円滑に教科用図書採択事務を行う。

04-01-025

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
4
)



04-01-026

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 いじめ防止対策事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104011034

担当所属 こども・健康部子育て推進課（新制度担当） 担当課長名 和泉　みどり

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）

実施区分 直営 財源

事業期間 平成26年度 ～

事業概要

【対象】 
主に市内の公立小中学生とその関係者 

【意図】 
いじめを学校現場だけの問題とはせず，いじめの未然防止，早期
発見，早期対応，家庭・地域等との連携を基本的な視点とし，市
全体でいじめ問題に取組む体制を整える。 

【大きな目的】 
芦屋市で育つ小中学生がお互いの個性を認め合い，いじめのない
快適で健やかな学校生活を送れるようにする。 

【全体概要】 
□芦屋市いじめ防止基本方針を基づき，教育委員会（学校現場）から
いじめ問題の現状や取組み内容について定期的に報告を受け，芦屋市
いじめ問題対策連絡協議会で関係機関同士の連携体制を確認する。 

□いじめについて特に問題がない場合でも，学校現場での取組み内容
や現状等を把握し，いじめ問題についての理解を深めることができる
よう，定期的に芦屋市いじめ防止等対策推進本部を開催する。 

□いじめの問題を市全体の問題として市民が意識できるよう，いじめ
防止啓発事業を展開する。 

□重大ないじめの事案が起こった際には，学校の調査及び教育委員会
の調査報告を受け，再調査の必要があれば第三者による調査が行える
体制を整えて対応する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

650 住民1人当たり（円） 65.63

年　度 単位

合計 千円 2,355 6,191

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,355

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,191 650 １世帯当たり（円） 151.75

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,355 6,191 650 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,319 6,075

0.250 0.650正職員 人

人 0.080 0.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

附属機関の会議開催の他，新たにいじめ防止の啓発事業を実施したため。

活動配分 人 0.330 0.850

他部門経費

04-01-026

04-01-026

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・いじめ問題対策連絡協議会の円滑な運営 
・いじめ問題対策連絡協議会における具体的な連携方法の検討 
・芦屋市いじめ防止等対策推進本部会への報告

平成27年度の実施内容

【主な実施内容】 
■いじめ問題対策連絡協議会（2回） 
■いじめ防止等対策推進本部　幹事会・本部会（各1回） 
■いじめ防止等啓発事業「親子で考えるいじめ防止の標語」 
　・小中学校での募集（9月～10月）　・表彰式（11月） 
　・受賞作品展示会（12月:市役所，2月:図書館） 
■いじめ防止啓発街頭キャンペーン（11月：JR芦屋） 

【主な事業費】 
■いじめ問題対策連絡協議会関連費用　61千円　■いじめ防止啓発関連費用　55千円 

平成27年度の改善内容

・学校と連携した小中学生及び保護者等に対するいじめ防止啓発の実施 
・いじめ問題対策連絡協議会の運営方法の確立 
・芦屋市いじめ防止等対策推進本部会へ現状及び今後の具体的な取組等の報告

現在認識している課題

・市長部局と教育委員会，学校との更なる連携による，いじめ防止啓発の継続

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

いじめ防止対策推進法に基づき策定した芦屋市いじめ防止基本方針について，市が責任を持って実施していく必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

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，という目標と整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

いじめの防止は子どもの人権を大切にする事業であり，貢献度が大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

芦屋市いじめ問題対策連絡協議会の運営基盤をつくり，いじめ防止啓発についても教育委員会，学校とも協力して実施できた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

学校，関係機関との連携によるいじめ防止啓発事業の実施方法を工夫することにより，啓発効果を高めることができる。

【総合評価】

親子でいじめ問題について考える啓発事業及びキャンペーン等の実施により，市民への
啓発に寄与できたことは大きな成果である。今後も継続した取組を行う必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

委員報酬及び啓発に係る必要経費のみで対応しているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業自体が特定の市民に利益をもたらす内容ではないため。

平成２８年度の目標・改善内容
・教育委員会，学校との連携によるいじめ防止啓発事業の定着 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・認知度の低い芦屋市いじめ防止基本方針の周知 
・教育委員会，学校との更なる連携 

いじめ問題対策連絡協議会主催の啓発事業により，市内の小中学生
及び保護者に対していじめ防止の意識の定着化を図り，合わせて広
く市民にも啓発を行う。 

04-01-026

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
5
)



04-01-027

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター一般事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010282

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 中村　整七

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第30条），打出教育文化センター条例　等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～

事業概要

【対象】 
保護者・幼児児童生徒，学校園及び教職員 

【意図】 
芦屋市在住の保護者の幼児児童生徒に関する情緒不安，対人関
係，学習障害，不登校などの悩みに対して専門的な立場から相談
を受け幼児・児童･生徒の健全な育成を図る。 

【大きな目的】 
市民保護者の学校園への信頼度の増加。 

【全体概要】 
□専門教育相談員委託 
・芦屋市在住の市民や保護者の幼児児童生徒に関する情緒不安，対人
関係，学習障害，不登校などの相談に対して，カウンセリングなどの
経験のある専門相談員が相談を受け，解決の方向を見い出す。 
・週3回（火・木・金）午後1時30分から5時15分まで1日4組（8人）に
対応する。 
・専門の相談員は臨床心理士または臨床経験がある。 
□教育研修所連盟への参加 
・国，近畿，県，阪神各教育研修所連盟が主催する研究部会に参加
し，今後の研修に生かす。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,675 住民1人当たり（円） 45.66

年　度 単位

合計 千円 5,282 4,307

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,282

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,307 2,675 １世帯当たり（円） 105.57

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 5,282 4,307 2,675 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,745 2,542

0.200 0.200正職員 人

人 0.300 0.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.500

他部門経費

04-01-027

04-01-027

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・教育相談について学校園への周知と，他の専門機関との連携を図る。

平成27年度の実施内容

□専門教育相談の実施 
　芦屋市在住の市民や保護者の幼児児童生徒に関する情緒不安，対人関係，学習障　害，不登校などの相談に対して，カウンセリングな
どの経験のある専門相談員が相談を受け，解決の方向を見出す。週3回（火・木・金）午後1時30分から5時15分まで4組（8人）に対応す
る。平成26年度相談回数606回，平成27年度相談回数631回である。　平成27年度教育相談委託料：2,559千円 
□消耗品費：8千円　　□教育相談の周知と連携 
　学校園にさらに教育相談の周知を行い，関係機関との連携を深める。 
□教育研究（研修）所との連携 
　全国，近畿，県，阪神各教育研修所連盟が主催する研究部会に参加し，今後の研　修や指導に活かしたり，他市の教育研究所の紀要を
活用したりする。 
　①全国教育研究所連盟：20千円　②近畿地区教育研究（研修）所連盟：10千円 

③兵庫県内教育研究所連盟 10千円 ④阪神地区教育研究所協議会 5千円平成27年度の改善内容

・教育相談について学校園への周知と連携強化を図った。

現在認識している課題

・教育相談内容の学校園へのフィードバックや共通理解を通して，更に学校園と専門相談員との連携を図っていく。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

幼児・児童に関わる保護者の教育上の悩みや不安などへの相談機関は必要である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

子どもたちの健やかな成長のために保護者と児童等の双方にかかわる相談体制が必要である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

子どもたちの成長に関わる保護者の不安解消の相談機関として，貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

相談状況を学校等に報告するなど学校園との連携の充実に努めている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

相談機関は他にもあるが，保護者・子どもの双方向で同時間帯にカウンセリングを受けられる機関はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

適正な時間枠があり，相談対象を増やすことは難しい。

【総合評価】

不登校・発達障害等の子どもたちの成長に関わる相談機関として利用度が高く，成果を
上げている。学校園との連携を密にし，相談内容の質を高めることで短期間での解決に
努めていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

毎年相談員の確保が難しい中，コスト削減は難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めていない

事業内容を考えると適切ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・学校園，家庭児童相談所，子育て推進課，特別支援センター等との連携強化。 
・相談状況を学校園に報告し，指導に生かす。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

複数の相談機関を利用しているにも関わらず，更に教育相談を希望
される方がいらっしゃる。時間枠が決まっているので，本当に利用
したい人が利用できないということがあるので，安易に来られる方
にどう対応するのか考えていく必要がある。

相談内容を相談員と指導主事が共有し，必要に応じて学校園をはじ
め関連諸機関とも連携をとりながら方向性を明らかにする。

04-01-027

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
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04-01-028

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター一般事務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010283

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 中村　整七

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第30条），打出教育文化センター条例，同施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～

事業概要

【対象】 
市民及び教職員 

【意図】 
打出教育文化センター事業事務の，円滑で適切かつ安全な遂行を
図る。 

【大きな目的】 
打出教育文化センター事業の迅速かつ適正な事務遂行により，市
民及び教職員の信頼を得る。 

【全体概要】 
□教育研究推進と研修事業に係る書類・資料の作成を行う。 
□迅速，かつ丁寧な窓口の対応，事務補助等のための臨時職員をお
く。 
□学校支援相談員（嘱託職員）の配置。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

210 住民1人当たり（円） 133.93

年　度 単位

合計 千円 13,662 12,634

平成２６年度 決算

事業費 千円 13,662

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

12,634 210 １世帯当たり（円） 309.68

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 13,662 12,634 210 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 13,448 12,453

0.000 0.000正職員 人

人 3.500 3.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.500 3.200

他部門経費

04-01-028

04-01-028

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

学校支援相談員による活動内容の更なる充実によって，若手教職員を中心とした教育公務員としての資質の向上を図る。打出教育文化セ
ンター研修等の活用を図る。

平成27年度の実施内容

□学校支援相談員の配置（３人　９，８７７千円） 
  授業を通して具体的かつタイムリーに指導するため，確かに指導の成果が積みあがってきている。継続した指導が効果をあげている。
□臨時的任用事務職員の活用（２，２５７千円）業務は，貸室業務・研究支援・教材づくり等事務補助・広報誌の作成等，学校現場に出
向いて指導することが多いセンターにとって，必要であり，実績をあげている。 
□消耗品　　８８千円　　　□食糧費　　２千円　　　 
□印刷機械の借り上げ料　７６千円　　□通行料　  １８千円 

■貸室業務　　歳入実績　  　５９０千円

平成27年度の改善内容

・節約につとめながら，打出教育文化センター事業の迅速かつ適正な事務遂行を行う。

現在認識している課題

・若手教員を中心としたきめ細かな指導・相談を継続していくこと 
・迅速正確な事務処理

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

若手教員が増加している中，指導力向上のため必要である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教員の専門性と指導力向上に関係する事業のため整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

経験豊かな指導員よる指導によって若手教職員の資質向上ができている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

若手教職員の資質向上につながる成果を上げている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

臨時的任用者や若手教職員への個別的指導であり，類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

臨時的任用者や若手教職員が対象であり，学校へ出向き個別指導が中心のため。

【総合評価】

若手教員(初任者～5年次教員・臨時講師)が年々増加しているという芦屋市の現状から，
現場で教員を指導していくということがとても重要である。そのための学校支援相談員
の存在は大きいものがある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

概ね人件費であるため削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

対象が学校や教職員のため。

平成２８年度の目標・改善内容
・若手教員，臨時的任用教員に対するきめ細やかな指導を継続する。 
・迅速かつ正確な事務処理を継続する。 
・参考文献等書類のデータベース化を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・若手教員ならびにミドルリーダーの育成。 ・現在の若手教員に対するきめ細やかな指導・相談を継続する。 
・打出教育文化センターをはじめ，教育委員会事務局と，指導の実
際や課題を共有し，ともに若手教員の育成に努める。

04-01-028

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
7
)



04-01-029

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学校園ＩＣＴ環境整備事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010655

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 中村　整七

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 財源

事業期間 平成22年度 ～

事業概要

【対象】 
児童,生徒，学校園教職員 

【意図】 
小中学校の授業において，コンピュータを活用して学習できる環
境を整備し，児童生徒や幼稚園小中学校教職員のＩＣＴ活用能力
を育成する。 
校務の効率化,情報化を推進するため設備等の整備充実を図り，
快適な情報システムの運用保守ができる。 

【大きな目的】 
ＩＣＴ機器を利活用したわかりやすい，考えやすい授業の改善 
情報機器活用能力の育成 
教育情報ネットワークシステムの整備充実と運用保守 

【全体概要】 
□学校園教育情報ネットワークシステムの整備と運用保守 
□校務用コンピュータの更新，整備充実 
□教育用コンピュータの更新と運用保守 
□ＩＣＴ機器を活用した授業の推進 
□コンピュータ周辺機器の整備充実 
□情報セキュリティの管理運用 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

61,406 住民1人当たり（円） 1,035.76

年　度 単位

合計 千円 107,684 97,708

平成２６年度 決算

事業費 千円 107,684

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

97,708 61,406 １世帯当たり（円） 2,394.98

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 107,684 97,708 61,406 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,534 8,761

0.800 1.000正職員 人

人 0.220 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.020 1.100

他部門経費

04-01-029

04-01-029

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

小中学校における校務支援システムやICT環境整備を更に充実する。児童生徒の情報活用能力育成，情報セキュリティ確保のための教職
員研修を行う。

平成27年度の実施内容

□ICT活用講座，ネットワーク・校務支援システムの活用講座，情報モラル講座，ICT機器活用講座の4つの領域で研修を行った。受講者
数は４２６名。 
□タブレット端末協働学習実践事業　２８，７３３千円 
＜決算内容＞ 
□ネットワーク機器の保守業務委託　３，７６６千円 
□電信・電話料　　　　　　　　　　２，３７４千円 
□物品補修及び消耗品等にかかる費用　７，２０３千円　　　□学校図書館システム使用料　５３５千円 
□芦屋市学校園教育情報ネットワークシステム運用管理業務委託１９，５４８千円 
□PC等導入にかかる費用　　　　　　　　９，０３５千円 
□PC,書画カメラ,等教材器具費　　　　１７，７５４千円

平成27年度の改善内容

・タブレット端末協働学習実践事業を行った。 
・栄養管理ソフトの導入を行った。 
・学校単位での情報教育研修を行った

現在認識している課題

・校務支援システムとネットワークフォルダのさらなる活用を進め，業務改善を図る。 
・タブレットを含めたICT機器活用の質の向上 
・先を見通したICT機器の整備（タブレット導入や中学校へのICT機器整備を含む）

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市内学校園の状況に応じた整備が必要であるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学力向上に資するためのＩＣＴ環境整備を進めている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学校園のわかりやすい，考えやすい授業づくりにより児童生徒の学力向上に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

学校のニーズや情勢に応じて調整しながら実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

同じ目的を持つ事業はなく，芦屋市学校園の環境に即した独自のものであるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

学校現場と連携しながら利活用を進めることができる。

【総合評価】

第４次総合計画後期計画を実現していくためにも，ＩＣＴ環境整備にかかるＰＣの更新
や周辺機器の導入などなどについて，内容やコストを考慮し，適切に見極めた配備して
いく必要がある。指導主事やＩＣＴ支援員などの配置についても検討も重ねる必要があ
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

他部署と連携することや新しい機器の導入や設置工事に関しては，削減の余地がある。ソフト更新，運用保守等に関しては削減は難し
い[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公教育に関わる事業のため。

平成２８年度の目標・改善内容
・タブレットPC導入による授業における活用の研究や，学校単位での情報教育の研修を行い，市立小中学校教員の情報教育に関する更な
る指導力の向上，及びシステム活用能力の向上を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・タブレットPC等のＩＣＴ機器導入の充実と，環境の整備。 
・授業における活用研修の充実 
・活用の充実に向けたリーダーの育成 
・デジタル教科書等の活用に向けた準備 
・デジタル教材等の充実

・タブレットPC等を利活用したわかりやすく，考えやすい授業の改
善を目指す。そのためのタブレットPCのと導入充実と授業研究・研
修を計画的に行う。 
・デジタル教材等の授業に活用できる教材の充実を図る。 
・プログラミング教育の実施に向けた研究を行う。

04-01-029

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
8
)



04-01-030

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター教育研究推進と研修事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010287

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 中村　整七

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法令（第30条），学校教育法，打出教育文化センター条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 2年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市立幼稚園・小学校・中学校教職員及び園児児童生徒 

【意図】 
芦屋市立幼稚園・小学校・中学校教職員の実践的指導力や意欲，
資質の向上を図る。日常の教育活動や研修に関する印刷物の出版
を通して，教職員の意欲の喚起，資質の向上を図る。 

【大きな目的】 
教職員一人一人が，専門性や指導力を身につけ，資質の向上を図
り，保護者の信頼を得る。 

【全体概要】 
□社会や時代のニーズにあった一般研修・ＩＣＴ活用研修・新規採用
教員研修・経験者研修 
□委託研究（外国語活動・英語部会，ＩＣＴ活用部会，特別支援教育
部会，授業づくり部会，体力の向上部会） 
□委託研究（教科等研究会） 
□研究会参加負担金等 
□打出教育文化センター研修講座の概要や事業報告のための「所報」
を作成する。 
□若手教員育成等のために研究支援ルームを活用する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,076 住民1人当たり（円） 197.03

年　度 単位

合計 千円 12,945 18,587

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,945

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

18,587 3,076 １世帯当たり（円） 455.60

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 12,945 18,587 3,076 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,291 15,826

1.000 1.800正職員 人

人 0.600 0.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.600 2.000

他部門経費

04-01-030

04-01-030

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・若手教員をはじめとする年次研修と学校現場の課題を踏まえた質の高い研修の充実を図る。 
・研究支援ルームの書籍やDVDなど資料の周知と活用を促進する。

平成27年度の実施内容

□情報教育研修　　　　１６講座２８回実施し，延べ４２６名が受講した。　　　　　　　 
□一般研修講座　　　　３７講座４０回実施し，延べ９７６人が受講した。 
□教師力向上支援事業　　４講座１９回実施し，延べ２２１人が受講した。 
□管理職研修・年次研修・新規採用教員研修　１４講座実施し，延べ３４８人が研修を行った。１，４６１千円　　□教育研究部会・情
報活用研修委託　３７９千円□教科等研究会　　５００千円 
　各小中学校教員が，各教科・道徳・特別活動・事務・養護等２９部会に分かれて，学校を横断して研究を行い研究交流を行った。 
□研究図書費　　　　　　　　　　　　３１千円 
□教材器具費　　　　　　　　　　　　１３千円 
□郵便料　　　　　　　　　　　　　　　５千円 
□印刷物，消耗品等　　　　　　　　３２８千円　　　　　　　　　　　　　　　 
□特別旅費 ３９千円平成27年度の改善内容

・学校単位での情報教育研修の充実 
・教科等研究会：中学校栄養部会追加 

現在認識している課題

学校現場の課題を踏まえた質の高い研修のさらなる充実を図る。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

特例法２１，２２条

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教員の専門性の向上は，子供の発達に深く関わっているため

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

教育現場の課題やニーズを踏まえて計画的に研修を　企画実践している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

教員の専門性，指導力向上に関する研修のため統廃合できるものではない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

学校園の現場の課題やニーズに合った研修を計画実施しているため，最適の講師，研修内容を選択している。

【総合評価】

現場に即した研修を企画運営するために，さらに情報を収集し，県教育委員会や大学と
も連携し，さらにアクティブラーニングの研修等の充実に努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

市職員の研修と共催したり，現職教員を活用するなど講座の持ち方を工夫することで見直す余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・国や市の教育的課題や学校園の実態及び課題を把握し，ニーズに合った研修の実施 
・若手教員研修の充実 
・研修会の周知徹底して，1講座あたりの参加者を増やす。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・アクティブ・ラーニングの授業を創り出せる実践的指導力がする
講座の設定 
・国の指針に沿った5年，10年先を見通した研修の企画，遂行 
・研究内容や講師に関する情報収集 
・研修会の様子，内容等の情報発信 

・受講者へのアンケートを実施し，ニーズの分析を行う 
・参加したくなる研修，指導力向上につながる研修の実施 
・国の教育指針に即した先を見通した研修会の実施（アクティブ・
ラーニング，外国語教育，道徳の教科化）

04-01-030

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
9
9
)



04-01-031

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター管理運営 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010288

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 中村　整七

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第30条），打出教育文化センター条例等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，学校園教職員 

【意図】 
市民とその関係者に対し安全で美しい施設管理を行う。また，研
修に使用しない時期に会議室等を貸室として市民に貸すことによ
り，様々な文化活動を行い，コミュニティーの場として運営を図
る。 

【大きな目的】 
・市民の憩いの場とする。 
・教職員の研修センターとして，活用される場とする。 

【全体概要】 
□適切な電気設備，消防設備，清掃･窓口業務，空調設備，自動扉保守
点検，池濾過管理等を行う。 
□貸室を行う。（大会議室・小会議室・和室） 
□ＡＥＤの設置。 
□防犯用具の設置（防犯カメラ，さすまた等） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

8,986 住民1人当たり（円） 81.52

年　度 単位

合計 千円 18,428 7,690

平成２６年度 決算

事業費 千円 18,428

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,690 8,986 １世帯当たり（円） 188.49

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 423 375 436

千円 18,005 7,315 8,550 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,072 564

0.000 0.000正職員 人

人 0.300 0.200

うち経費 千円 10,393 10,393

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 10,393 10,393

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.200

他部門経費

04-01-031

04-01-031

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・安全で快適な施設の維持に努める。

平成27年度の実施内容

適切な電気設備，消防設備，清掃・窓口業務，空調設備，自動ドア保守点検，池ろ過管理等を適切に行う。 
□施設管理業務委託　　　　　２，７９８千円　　　 
□電気・ガス・水道料金　　　２，６３７千円 
□物品補修・施設補修費　　　　　３６９千円　　　　　□事業用器具費　　　　　　　　５３千円 
□燃料，車検費　　　　　　　　　１１０千円　　　　　□電信・電話料金・保険料 　　 ３５３千円 
□受信料　　　　　　　　　　　　　７３千円　　　　　□工事整備費　　　　　　　　　６１９千円 
□医薬品・園芸費　　　　　　　　　１７千円　　　　  □消耗品費　　　　　　　　　　１５６千円 
□公課費　　　　　　　　　　　　　　７千円

平成27年度の改善内容

・施設設備の安全な保守，点検，清掃。 
・トイレ，池など施設設備の老朽化に対しての適切な修繕。 
・防犯カメラの新設。

現在認識している課題

安全でより快適な施設を維持する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

打出教育文化センター条例により，市が実施するものであるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

安全で快適な環境の施設管理が市民の文化的活動や教職員の研修につながるため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

市民の文化的活動や教職員の研修の場として貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

年間で見通しを持った計画を立て実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

当センター独自の管理義務であるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

節電等エコを徹底すると共に，委託業者の見直しによって多少は効果が期待できる。

【総合評価】

安全面を最優先に考慮し，引き続き計画的な運営に努め，絶えず見直しを図っていくこ
とが必要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

職員や利用者がエコに努めることで多少削減が期待できる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

貸室業務を行い，適正な使用料を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
現状の安全で快適な施設が維持できるよう，点検，整備を進める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

安全かつ快適な環境の継続的な維持管理が必要である。 ・より多くの市民により便利に利用いただける工夫はないか，常に
見直しながら進める。 
・貸室のPRに努める。・電力のＬＥＤ化。 
・バリアフリー，ユニバーサルデザインの観点からの見直しも必要
である。 

04-01-031

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
0
)



04-01-032

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市奨学金 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010245

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育基本法第４条，芦屋市奨学金給付規則

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
経済的理由により，修学困難な高校生 

【意図】 
経済的理由により修学困難な者に奨学金を支給して教育の機会均
等の措置を講じ，修学を奨励する。 

【大きな目的】 
教育の機会均等の保障及び修学の奨励 

【全体概要】 
経済的理由により修学困難な者に対し修学に必要な奨学金を給付す
る。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

14,364 住民1人当たり（円） 148.76

年　度 単位

合計 千円 14,582 14,033

平成２６年度 決算

事業費 千円 14,582

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

14,033 14,364 １世帯当たり（円） 343.97

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 14,582 14,033 14,364 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,187 2,061

0.200 0.100正職員 人

人 0.180 0.430

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.380 0.530

他部門経費

04-01-032

04-01-032

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

経済的に修学困難な高校生に奨学金を支給する

平成27年度の実施内容

平成27年度給付人数及び支給額 

　公立高校　 99人　5,630千円 
　私立高校　 83人　6,342千円 
　　　　計　182人 11,972千円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

教育の機会均等等の保障及び修学の奨励に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育の機会均等等の保障及び修学の奨励に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

教育の機会均等を保障し，修学を奨励する観点から，経済的な理由により修学が困難な
ものに奨学金を給付する本事業は有効であり，継続して実施することは適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
経済的に修学困難な高校生に奨学金を支給する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

国・県や阪神各市等の状況に変化があれば見直しを検討する 継続して実施する

04-01-032

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
1
)



04-01-033

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 要保護児童生徒就学援助費 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010246

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育基本法第４条，芦屋市要保護及び準要保護児童生徒援助費給付要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
経済的理由により，児童・生徒を就学させることが困難な保護者 

【意図】 
経済的理由により，就学が困難な児童・生徒の保護者に援助費を
給付することにより義務教育の円滑な実施に資する。 

【大きな目的】 
教育の機会均等の保障及び就学奨励 

【全体概要】 
市立小中学校に在学している児童生徒のうち，要保護世帯及び準要保
護世帯の保護者を対象に就学援助費を給付する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

28,254 住民1人当たり（円） 21.94

年　度 単位

合計 千円 1,990 2,070

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,990

特
定
財
源

国費 千円 361

一般財源

2,070 28,254 １世帯当たり（円） 50.74

1,218

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

399

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 1,629 1,671 27,036 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 1,272

0.150 0.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

■平成27年度決算以前 
要保護国庫補助分：事業番号0104010246 
準要保護世帯分等：事業番号0104010247 
■平成28年度予算以降 
要保護・準要保護世帯分 
　：事業番号0104010246へ統合

活動配分 人 0.150 0.150

他部門経費

04-01-033

04-01-033

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

要保護児童生徒の就学に必要な経費を給付する。

平成27年度の実施内容

支給人数及び支出額 

小学校　6人　129千円 
中学校 11人　669千円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教育の機会均等の保障及び就学奨励に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育の機会均等の保障及び就学奨励に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

教育の機会均等を保障し，就学を奨励する観点から，経済的な理由により就学が困難な
児童生徒の保護者に援助費を給付する本事業は有効であり，継続して実施することは適
切である。 
平成25年8月以降の段階的生活保護基準改正の影響への対応について，国及び阪神各市の
状況を注視していくこと。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

支給額，支給基準等は国の基準に準じて実施している

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
要保護及び準要保護世帯の児童生徒の就学に必要な経費を給付する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

平成25年8月以降の段階的な生活保護基準改正に伴う影響への対応
について，国及び阪神各市の状況を注視していく。

継続して事業を実施する

04-01-033

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
2
)



04-01-034

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 義務教育児童生徒就学援助費 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010247

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育基本法第４条，芦屋市要保護及び準要保護児童生徒援助費給付要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和57年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
経済的理由により，児童・生徒を就学させることが困難な保護者 

【意図】 
経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して援助費
を給付することにより義務教育の円滑な実施に資する。 

【大きな目的】 
教育の機会均等の保障及び就学奨励 

【全体概要】 
市立小中学校に在学している児童生徒のうち，要保護世帯及び準要保
護世帯の保護者を対象に就学援助費を給付する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 282.47

年　度 単位

合計 千円 29,571 26,647

平成２６年度 決算

事業費 千円 29,571

特
定
財
源

国費 千円 267

一般財源

26,647 0 １世帯当たり（円） 653.16

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

246

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 29,304 26,401 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,109 5,935

0.850 0.700正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

■平成27年度決算以前 
要保護国庫補助分：事業番号0104010246 
準要保護世帯分等：事業番号0104010247 
■平成28年度予算以降 
要保護・準要保護世帯分 
　：事業番号0104010246へ統合

活動配分 人 0.850 0.700

他部門経費

04-01-034

04-01-034

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

就学困難な者に就学援助金を支給する。

平成27年度の実施内容

支出費目，人数及び支出額 
　新入学児童学用品費（小学校　44人，901千円／中学校　81人，1,907千円） 
　学用品，通学用品費（小学校　329人，4,234千円／中学校　243人，5,651千円） 
　校外活動費（小学校　344人，369千円／中学校　201人，297千円） 
　校外活動費（宿泊付）（小学校　52人，140千円／中学校　85人，486千円） 
　修学旅行費（小学校　61人，1,243千円／中学校　87人，5,021千円） 
　卒業経費（小学校　5人，41千円／中学校　12人，111千円） 
　通学費（小学校　6人，275千円／中学校　2人，136千円） 
　体育実技費（中学校　68人，237千円） 
　特別支援教育就学奨励費（小学校　23人，202千円／中学校　14人，259千円）

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教育の機会均等の保障及び就学奨励に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育の機会均等の保障及び就学奨励に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

教育の機会均等を保障し，就学を奨励する観点から，経済的な理由により就学が困難な
児童生徒の保護者に援助費を給付する本事業は有効であり，継続して実施することは適
切である。 
平成28年度の所得基準額の算定にあたっては，平成25年8月以降の段階的な生活保護基準
の見直しによる影響を受けるため，国や阪神各市の動向を注視し，検討を行うこと。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

支給額，支給基準等は国の基準に準じて実施している

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
（事務事業番号010401246「就学援助費」へ統合）

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

04-01-034

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
3
)



04-01-035

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 私立学校園助成費 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010248

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
私立学校法第５９条，学校法人の助成に関する条例，芦屋市私立幼稚園助成金交付要綱，芦屋市私立幼稚園特別支援教育
振興助成金交付要領

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和27年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市内の私立幼稚園の設置者 
（新制度に移行する幼稚園は特別支援教育振興助成金のみ対象） 

【意図】 
市内の私立幼稚園の教育の振興と充実を図る。 

【大きな目的】 
私立幼稚園の健全な運営を助成することにより，幼稚園教育の振
興と充実を図る。 

【全体概要】 
■私立幼稚園の施設整備，設備の充実，教材購入，教職員の研修等に
要する経費に充てるため助成金を交付する。また，特別支援教育の充
実を図るため，私立幼稚園特別支援教育振興助成金を交付する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,160 住民1人当たり（円） 23.58

年　度 単位

合計 千円 2,818 2,224

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,818

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,224 2,160 １世帯当たり（円） 54.51

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 2,818 2,224 2,160 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 418 424

0.050 0.050正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.050 0.050

他部門経費

04-01-035

04-01-035

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市内の私立幼稚園の教育振興と充実を図る。

平成27年度の実施内容

均等割　600千円　３園に交付　1,800千円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市内の幼児教育の振興と私立幼稚園の教育環境向上に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市内の幼児教育の振興と私立幼稚園の教育環境向上に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

幼児教育の振興と充実を図る観点から，市内私立幼稚園の健全な運営を助成する本事業
は有効である。 
また，子どもの幼児教育について，市民の選択肢の幅を広げることにもなるため，継続
して実施することは適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
市内の私立幼稚園の教育振興と充実を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

平成27年度からの子ども子育て支援新制度においては，施設型給付
を受ける私立幼稚園は助成対象から外れることとなるため，各園の
動向を注視する。 
また，引き続き阪神各市の動向を把握しておく。

継続して事業を実施する

04-01-035

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
4
)



04-01-036

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 幼稚園就園奨励費補助金 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010249

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
教育基本法第４条，芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和47年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
私立幼稚園（新制度に移行しない園）に在園している園児の保護
者 

【意図】 
私立幼稚園に在園している園児の保護者負担の軽減 

【大きな目的】 
私立幼稚園の保護者負担を軽減することにより，幼児教育の振興
に寄与する。 

【全体概要】 
私立幼稚園に在園している３歳以上の園児の保護者に対し，世帯の所
得等の区分により，就園奨励費を支給する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

48,623 住民1人当たり（円） 536.59

年　度 単位

合計 千円 60,138 50,619

平成２６年度 決算

事業費 千円 60,138

特
定
財
源

国費 千円 13,765

一般財源

50,619 48,623 １世帯当たり（円） 1,240.75

16,207

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

13,435

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 46,373 37,184 32,416 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,303 4,240

0.600 0.500正職員 人

人 0.100 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

市立幼稚園への就園奨励費補助金の制度は，子ども子育て支援新制度の開始に伴い，平成２７年度をもって終了となった。

活動配分 人 0.700 0.500

他部門経費

04-01-036

04-01-036

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

幼稚園の振興と充実を図るために助成する。

平成27年度の実施内容

交付人数及び交付金額 
生活保護世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　1人　   308千円 
市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯　 36人　 9,404千円 
市民税所得割額が77,100円以下の世帯　         22人　 3,390千円 
市民税所得割額が211,200円以下の世帯　       112人　10,516千円 
上記区分以外の世帯　                        143人　22,761千円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

保護者負担を軽減し，幼児教育の振興に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

幼稚園教育全体の振興に寄与する事業である

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

幼児教育の振興に寄与する観点から，幼稚園に在園している園児の保護者負担を軽減す
ることは有効であり，継続して実施することは適切である。 
平成27年度から実施する子ども子育て支援新制度においては，施設型給付を受ける私立
幼稚園は就園奨励費の対象から外れることとなるため，各園の動向を注視すること。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

支給額，支給基準等は国の基準に準じて実施している

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
私立幼稚園の振興と充実を図るために助成する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

平成27年度から実施する子ども子育て支援新制度においては，施設
型給付を受ける私立幼稚園は就園奨励費の対象から外れることとな
るため，各園の動向を注視する。

継続して事業を実施する

04-01-036

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
5
)



04-01-037

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 朝鮮人学校就学補助金 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010251

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市朝鮮人学校就学補助金交付要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成 4年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
朝鮮人学校の初級部及び中級部に在籍する児童・生徒の保護者 

【意図】 
朝鮮人学校に在籍する児童生徒の保護者負担の軽減を図り，就学
を援助する。 

【大きな目的】 
教育の機会均等の保障と就学奨励 

【全体概要】 
朝鮮人学校の初級部及び中級部に在学する児童生徒の保護者に対し
て，就学援助費の学用品費等に準じた補助金を給付する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

260 住民1人当たり（円） 14.41

年　度 単位

合計 千円 733 1,359

平成２６年度 決算

事業費 千円 733

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,359 260 １世帯当たり（円） 33.31

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 733 1,359 260 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 646 1,272

0.050 0.150正職員 人

人 0.080 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.130 0.150

他部門経費

04-01-037

04-01-037

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

朝鮮人学校に在籍する児童生徒に援助費を給付する。

平成27年度の実施内容

補助費目及び支給額 

　新入学児童生徒学用品費　0千円 
　学用品費・通学用品費　66千円（初級部 3人，中級部 1人） 
　修学旅行費　21千円（初級部 1人）

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

保護者負担の軽減を図り，修学の支援に寄与している

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育の機会均等の保障及び修学の奨励に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

教育の機会均等及び就学奨励の観点から，朝鮮人学校に在籍する児童生徒の保護者負担
を軽減する本事業は有効であるが，引き続き制度のあり方について，調査・研究する必
要がある。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

義務教育児童生徒就学援助費に準じた支給額としているため，見直しは困難

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
朝鮮人学校に在籍する児童生徒に援助費を給付する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 見直し

妥当性 あり

国や阪神各市の状況を注視し，必要に応じて制度のあり方について
調査・研究を行う。

継続して事業を実施する

04-01-037

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
6
)



04-01-038

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010620

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
ひょうご多子世帯保育料軽減事業（公立幼稚園）実施要綱，芦屋市多子世帯保育料軽減事業(市立幼稚園)実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成20年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
同一世帯で１８歳未満の児童が３人以上おり，かつ第３番目以降
の児童が市立幼稚園に通っている世帯 

【意図】 
多子世帯に対して，保育料の一部を補助することにより，子育て
にかかる経済的負担の軽減を図る。 

【大きな目的】 
子どもを産み育てやすい環境づくり 

【全体概要】 
兵庫県が実施するひょうご多子世帯保育料軽減事業実施要綱に基づ
き，多子世帯の子育てにかかる経済的負担の軽減を図るため，３人以
上の児童を育てている世帯に対して，第３子以降が市立幼稚園に就園
する場合の保育料の一部を助成する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

312 住民1人当たり（円） 5.99

年　度 単位

合計 千円 710 565

平成２６年度 決算

事業費 千円 710

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

565 312 １世帯当たり（円） 13.85

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 144 0 312 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 566 565 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 561 565

0.050 0.050正職員 人

人 0.050 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.100 0.100

他部門経費

04-01-038

04-01-038

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

ひょうご多子世帯保育料軽減事業に基づき，正確かつ迅速に事務を進める。

平成27年度の実施内容

補助金の給付人数及び給付額 

該当者なし

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

県の要綱に基づき，市が窓口となって実施する事業であるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもを産み育てやすい環境づくりに寄与する

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

子どもを産み育てやすい環境づくりの観点から，多子世帯に対して保育料の一部を補助
することにより，子育てに係る経済的負担を軽減する本事業は有効であり，継続して実
施することは適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

県の実施要綱に基づく事業であるため

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
平成28年度より補助対象が第２子へ拡大される予定。兵庫県からの正式な通知があれば，制度拡充に向けての準備を進める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

私立幼稚園に係る当該補助制度は，従前は兵庫県が所管していた
が，平成28年度以降は市町が所管となる予定。私立幼稚園への制度
の周知・受付方法等の検討が必要。

兵庫県の動向に従い，継続して事業を実施する

04-01-038

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
7
)



04-01-039

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 教育委員会の運営 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010252

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律，芦屋市教育委員会会議規則

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和31年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
教育行政の執行の安定性・継続性を確保する。 

【大きな目的】 
学校教育及び社会教育の推進，充実を図る。 

【全体概要】 
定例教育委員会及び臨時教育委員会の開催 
研修会及び各種行事への出席 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,647 住民1人当たり（円） 186.82

年　度 単位

合計 千円 17,987 17,624

平成２６年度 決算

事業費 千円 17,987

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,624 9,647 １世帯当たり（円） 431.99

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 17,987 17,624 9,647 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 8,417

1.000 0.700正職員 人

人 0.000 0.880

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 1.580

他部門経費

04-01-039

04-01-039

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

教育に関する事務を執行・管理し，教育委員会を適切に運営する。

平成27年度の実施内容

会議の開催数　定例12回，臨時9回，協議会20回 

議決件数　予算1件，条例規則の制定6件，その他27件，専決処分報告17件，報告21件　計72件

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教育行政の執行の安定性・継続性を図るための事業である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育委員会の円滑な運営に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

教育委員会制度の広報の充実を図る

【総合評価】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の規定に基づき，地方公共団体が処理
する教育に関する事務を執行・管理し，教育の政治的中立と教育の安定を確保するため
に，教育委員会を法の趣旨に則り運営することは，学校教育の充実及び生涯教育の推進
に寄与する観点から有効であり，継続して適正な運営を図ることが適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

経費の削減に努める

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
従来からの教育委員会の会議を適切に運営することはもとより，平成27年度からの総合教育会議についても適切な運営に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

継続して事業を実施する

04-01-039

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
8
)



04-01-040

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 小学校施設整備事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010291

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
利用者（児童，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

554,580 住民1人当たり（円） 3,610.97

年　度 単位

合計 千円 493,140 340,641

平成２６年度 決算

事業費 千円 493,140

特
定
財
源

国費 千円 91,669

一般財源

340,641 554,580 １世帯当たり（円） 8,349.66

102,293

市債 千円 238,400 272,100 123,400

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

17,240

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 118,269 0 0

千円 44,802 51,301 328,887 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 2,968

0.500 0.350正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 16,308 14,416

嘱託・臨職等

千円 16,308 14,416

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.350

他部門経費

04-01-040

04-01-040

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

小学校施設・設備の改良改修を行い教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する

平成27年度の実施内容

各学校別実施工事（主な工事） 
宮川小学校：非構造部材耐震化工事他　　　　　　 4件　　　計　　 38,011,680円 
岩園小学校：普通教室棟増築工事他　　　　　　　 7件　　　計　　239,831,688円 
朝日ケ丘小学校：非構造部材耐震化工事他　　　　 2件　　　計　　  9,251,928円 
打出浜小学校：グラウンド改修工事他　　　　　　 2件　　　計　　 19,669,932円 
他　　工事件数：25件　　工事金額：322,368,016円 
【全体内訳】需用費：　　 9件：　  200,896円　 委託料：　　1件：　 473,040円 
　　　　　　工事請負費：25件：322,368,016円　 役務費：　　1件： 　215,000円 
　　　　　　総合計：  　      323,256,952円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと考
える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

工事内容や工法を精査し，比較検討することにより費用対効果をあげることは可能

【総合評価】

各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行うとともに，改良・改修すること
は，児童の良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次計画に基づき，中長期的
な視点から適切な時期に施設・設備の改修を行い，良好な状態を保ちながら，延命化を
図ることは，財政的な見地からも適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

各施設ごとの特性を熟知し，改修内容を検討することにより，求められる機能を維持し，コストを削減することは可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
学校現場からの要望事項を含め各小学校の点検を定期的に実施し，危険個所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境の保
全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学校施設の状況等の共有化と活用。 実施計画に基づきながらも，施設の状況等の把握に努め，適切な改
善を行うことで，教育環境の保全，改善を図る。

04-01-040

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
0
9
)



04-01-041

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 中学校施設整備事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010292

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
利用者（生徒，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

52,094 住民1人当たり（円） 5,553.42

年　度 単位

合計 千円 40,407 523,882

平成２６年度 決算

事業費 千円 40,407

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

523,882 52,094 １世帯当たり（円） 12,841.19

0

市債 千円 0 327,000 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 23,475 0 0

千円 16,932 196,882 52,094 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 3,816

0.300 0.450正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 12,126 12,042

嘱託・臨職等

千円 12,126 12,042

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.450

他部門経費

04-01-041

04-01-041

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

中学校施設・設備の改良改修を行い教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する

平成27年度の実施内容

各学校別実施工事（主な工事） 
精道中学校：非構造部材耐震化工事他　　　　　　　3件　　　計　　9,573,120円 
潮見中学校：給食・特別教室棟建替工事他　　　　　4件　　　計　442,743,840円 
　他　　　　　　工事件数：10件　　　　　　　　　工事金額：　 459,665,755円 
【全体内訳】　　委託料：　　　　　　4件　41,739,840円 
　　　　　　　　工事請負費：　　　 10件 459,665,755円 
　　　　　　　　備品購入費：　　　　2件　 6,618,132円 
　　　　　　　　総合計：508,023,727円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと考
える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行うとともに，改良・改修すること
は，生徒の良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次計画に基づき，中長期的
な視点から適切な時期に施設・設備の改修を行い，良好な状態を保ちながら，延命化を
図ることは，財政的な見地からも適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
学校現場等からの要望事項を含め各中学校の点検を定期的に実施し，危険箇所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境の
保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学校施設の状況等の共有化と活用。 実施計画に基づきながらも，施設の状況等の把握に努め，適切な改
善を行うことで，教育環境の保全，改善を図る

04-01-041

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
0
)



04-01-042

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 幼稚園施設整備事業 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010293

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
利用者（園児，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

493,948 住民1人当たり（円） 2,825.65

年　度 単位

合計 千円 243,999 266,558

平成２６年度 決算

事業費 千円 243,999

特
定
財
源

国費 千円 46,514

一般財源

266,558 493,948 １世帯当たり（円） 6,533.76

5,641

市債 千円 161,300 173,500 8,400

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 8,226 0 0

千円 27,959 93,058 479,907 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 2,544

0.400 0.300正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 10,036 12,466

嘱託・臨職等

千円 10,036 12,466

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 0.300

他部門経費

04-01-042

04-01-042

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

幼稚園施設・設備の改良改修を行い教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する

平成27年度の実施内容

各幼稚園別実施工事（主な工事） 
岩園幼稚園：園舎建替工事　　　　　　　　　　　　1件　　　計　231,425,400円 
西山幼稚園：便所改修工事他　　　　　　　　　　　2件　　　計　 18,181,152円 
　他　　　　　　　　　　工事件数：4件　　工事金額：250,184,352円 
【全体内訳】需用費：　　 6件   　 72,792円 
　　　　　　委託料：　　 5件　 1,290,600円 
　　　　　　工事請負費： 4件 250,184,352円 
　　　　　　総合計：　　　　 251,547,744円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと考
える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行うとともに，改良・改修すること
は，園児の良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次経過に基づき，中長期的
な視点から適切な時期に施設・設備の改修を行い，良好な状態を保ちながら，延命化を
図ることは，財政的な見地からも適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
幼稚園現場等からの要望事項を含め各幼稚園の点検を定期的に実施し，危険箇所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境
の保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

幼稚園施設の状況等の共有と活用。 実施計画に基づきながらも，施設の状況等の把握に努め，適切な改
善を行うことで，教育環境の保全，改善を図る。

04-01-042

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
1
)



04-01-043

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 小学校施設維持管理業務 事務事業番号

01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010294

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），芦教委自家用電気工作物保安規定，教委事務分掌規則（第5条）他

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

事業概要

【対象】 
使用者（児童，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
小学校施設の施設警備，保守点検・保全等及び施設・設備の補修
工事等を行い，安全に利用できるようにする。 

【大きな目的】 
犯罪，火災等の予防や発生時の初期対応を図る。施設・設備の機
能を維持改善し支障のない状態で機能させる。 

【全体概要】 
□巡回警備委託（小） 
□機械警備委託（小） 
□保守点検業務：消防設備・自家用電気工作物・冷暖房設備・ガス空
調 
　　　　　　　　設備・非常用発電機等の保守点検業務委託 
　　　　　　　：エレベーター等の保守点検業務委託・空気調整機 
　　　　　　　　フィルター取替業務委託 
□施設・設備の補修工事・小学校内の樹木剪定・補植工事 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

57,818 住民1人当たり（円） 5,288.45

年　度 単位

合計 千円 506,197 498,886

平成２６年度 決算

事業費 千円 506,197

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

498,886 57,818 １世帯当たり（円） 12,228.50

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

千円 506,197 498,886 57,818 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,763 3,392

0.450 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 450,067 450,067

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 450,067 450,067

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.450 0.400

他部門経費

04-01-043

04-01-043

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

施設の適正な維持管理を図る

平成27年度の実施内容

【業務委託】 
施設管理業務委託料（巡回警備）長期契約（H25～27）　1件　計　　4,305,960円 
空調機保守点検業務委託料　    長期契約（H24～28）　1件　計　　4,482,000円 
  他 　　　　　　　　　　　業務委託件数：52件　業務委託金額：34,326,072円 
【補修工事（老朽化に伴う補修工事）】 
岩園小学校：算数教室白板設置工事他　　　 5件　　計　　1,254,960円 
朝日ケ丘小学校：事務室外壁補修工事他　   7件　　計　　1,713,960円 
潮見小学校：防犯用シャッター補修工事他　 5件　　計　　1,119,420円 
　他　工事件数：35件　工事金額： 7,948,692円 　施設補修費他： 3,153,146円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合計：45,427,910円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで，維持費用の節減を図ることができる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

保全計画と学校施設の現状との擦り合わせにより，施設整備事業と統合することが可能。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

各小学校の警備及び設備の保守・点検，維持・管理を行うことは，児童を犯罪，火災等
の災害から守り，良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次計画に基づき，中
長期的な観点で，適切な時期に設備の補修・更新を行うことによって，良好な状態を維
持することは，適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
学校現場等からの要望事項を含め各小学校の点検を定期的に実施し，危険箇所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境の
保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

中長期修繕計画により大規模改修を計画的に行い，学校施設の長寿
命化を図る。

小学校のうち，朝日ケ丘・潮見・打出浜・浜風については，特に老
朽化してきている設備の更新が必要になっている。中長期修繕計画
を作成し，年次的に調整していく必要がある。

04-01-043

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
2
)



04-01-044

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.200 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 185,174 192,586

0.000

うち経費 千円 185,174 192,586

嘱託・臨職等

0.200 0.250正職員 人

人 0.000

千円 208,778 212,984 26,336 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,673 2,120

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

212,984 26,336 １世帯当たり（円） 5,220.58

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 208,778

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 208,778 212,984

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

26,336 住民1人当たり（円） 2,257.74

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
利用者（生徒，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
中学校施設の施設警備，保守点検・保全等及び施設・設備の補修
工事等を行い，安全に利用できるようにする。 

【大きな目的】 
犯罪，火災等の予防や発生時の初期対応を図る。施設・設備の機
能を維持改善し支障のない状態で機能させる。 

【全体概要】 
□巡回警備委託（中） 
□機械警備委託（中） 
□保守点検業務：消防設備・自家用電気工作物・冷暖房設備 
　　　　　　　　・ガス空調設備等の保守点検業務委託 
　　　　　　　：エレベーター・階段昇降機等の保守点検業務委託 
□施設・設備の補修工事・中学校内の樹木剪定・補植工事 

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），芦教委自家用電気工作物保安規定，教委事務分掌規則（第5条）他

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010295

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 中学校施設維持管理業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-01-044

04-01-044

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

中長期修繕計画により大規模改修を計画的に行い，学校施設の長寿
命化を図る。

精道中学校・山手中学校については，老朽化している設備の更新が
必要になっているが，建替えを視野に入れながら対応を図ってい
く。潮見中学校については中長期修繕計画を作成し，年次的に調整
していく必要がある。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
学校現場等からの要望事項を含め各中学校の点検を定期的に実施し，危険箇所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境の
保全・改善に努める。

【総合評価】

各中学校の警備及び設備の保守・点検，維持・管理を行うことは，生徒を犯罪，火災等
の災害から守り，良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次計画に基づき，中
長期的な観点から，年次的な調整を行い，適切な時期に設備の補修・更新を行うことに
よって，良好な状態を維持することは，適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで，維持費用の節減を図ることができる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

施設の適正な維持管理を図る

平成27年度の実施内容

【業務委託】 
施設管理業務委託料（巡回警備）長期契約（H25～27）　1件　計　　1,593,000円 
空調機保守点検業務委託料　　　長期契約（H24～28）　1件　計　　　712,800円 
　他　　　　　　　　　　　 業務委託件数：29件　業務委託金額：13,386,168円 
【補修工事（老朽化に伴う補修工事）】 
山手中学校：山手中北側法面養生工事他　 　　　 　4件　　計　　　778,680円 
潮見中学校：潮見中体育館南側鋼製建具補修工事他 14件　　計　　3,256,740円 
　他　工事件数：18件　工事金額　：4,035,420円　　施設補修費：　856,332円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　総合計：　 18,277,920円

平成27年度の改善内容

特になし

04-01-044

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
3
)



04-01-045

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 77,068 77,068

0.000

うち経費 千円 77,068 77,068

嘱託・臨職等

0.300 0.300正職員 人

人 0.000

千円 90,688 78,467 1,820 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,544

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 10,126 8,565

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

88,593 10,385 １世帯当たり（円） 2,171.56

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 90,688

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 90,688 88,593

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,385 住民1人当たり（円） 939.13

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
利用者（園児，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
幼稚園施設の施設警備，保守点検・保全等及び施設・設備の補修
工事等を行い，安全に利用できるようにする。 

【大きな目的】 
犯罪，火災等の予防や発生時の初期対応をはかる。施設・設備の
機能を維持改善し支障のない状態で機能させる。 

【全体概要】 
□機械警備委託（幼） 
□保守点検業務（幼）：消防設備・冷暖房設備・防災用貯水槽清掃 
　　　　　　　　　　　（小，西，伊，浜幼）等の保守点検業務委託 
□施設・設備の補修工事・樹木剪定・補植工事 

会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）他

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010296

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 長良　晶子

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 幼稚園施設維持管理業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-01-045

04-01-045

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

中長期修繕計画により大規模改修を計画的に行い，幼稚園施設の長
寿命化を図る。

幼稚園のうち，唯一の木造建築物である岩園幼稚園の園舎は築後50
年以上が経過しており，建替え更新時期が来ているため建替えに向
け，実施設計業務を進めている。その他の幼稚園についても特に設
備関係の老朽部分の修理を年次計画を策定し実施していく必要があ
る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
幼稚園現場等からの要望事項を含め各幼稚園の点検を定期的に実施し，危険箇所の把握を行うとともに，より適切な改善を行い教育環境
の保全・改善に努める。

【総合評価】

各幼稚園の警備及び設備の保守・点検，維持・管理を行うことは，園児を犯罪，火災等
の災害から守り，良好な学習環境を保つ観点から，有効であり，年次計画に基づき，中
長期的な観点から，年次的な調整を行い，適切な時期に設備の補修・更新を行うことに
よって，良好な状態を維持することは，適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで，維持費用の節減を図ることができる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

施設の適正な維持管理を図る

平成27年度の実施内容

【業務委託】 
施設管理業務委託料（機械警備）　長期契約（H21～25）　1件　計　　336,960円 
空調機保守点検業務委託料　　　　長期契約（H24～28）　1件　計　　648,000円 
　他　　　　　　　　　　　　業務委託件数：13件　業務委託金額：3,353,778円 
【補修工事（老朽化に伴う補修工事）】 
精道幼稚園：階段塗装工事他　　　 　　2件　　計　　475,200円 
潮見幼稚園：郵便ポスト取替工事他 　  5件　　計　1,162,080円　他 
　　　　　　　　工事件数：15件　　工事金額：　　3,233,520円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　施設補修費：　2,393,280円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合計：　　  8,980,578円

平成27年度の改善内容

特になし

04-01-045

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
4
)



04-01-046

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 21.770 16.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

4.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

11.150 12.200正職員 人

人 10.620

千円 258,412 243,517 159,642 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 111,558 99,218

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 864 3,068 868

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

246,585 160,510 １世帯当たり（円） 6,044.19

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 259,276

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 259,276 246,585

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

160,510 住民1人当たり（円） 2,613.93

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市立小学校に就学している児童 

【意図】 
児童が良好な状態で教育を受けられる環境を保つ。 

【大きな目的】 
良好な教育環境を保つ。 

【全体概要】 
小学校の円滑な運営のための事務を遂行する。また校舎やその他の施
設及び設備の管理を行い，児童が良好な環境のもとで学校教育を受け
られるようにする。 

会計種別

根拠法令等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条，学校教育法５条

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010253

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 小学校維持管理 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-01-046

04-01-046

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

光熱水費の削減を含め，引き続き経費削減に努める。 

施設・設備の老朽化により，漏水が起こることがあるので，その早
期発見が課題である。

引き続き省エネプロジェクトによる光熱水費の削減に取り組む。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き省エネプロジェクトによる光熱水費の削減に取り組む。

【総合評価】

小学校の良好な教育環境を保つために有効であり，引き続き省エネプロジェクトを推進
することは適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

引き続き光熱水費等の削減に取り組む必要がある

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

引き続き光熱水費等の削減に取り組む必要がある

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

児童が良好な状態で学校教育が受けられる環境が概ね保たれている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

良好な教育環境の維持を図るもの

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

児童が良好な環境で教育を受けられるよう保つ

平成27年度の実施内容

学校施設の維持管理 

　光熱水費 
　　電気使用料　　　52,544千円 
　　ガス使用料　　　25,452千円 
　　上下水道使用料　41,374千円 

　その他　　　　　　27,997千円

平成27年度の改善内容

省エネプロジェクトを実施し，電気・ガス使用量の削減に努めた（平成22年（基準年）と比較し約8.0％削減）

04-01-046

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
5
)



04-01-047

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 8.560 6.510

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.310

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

4.150 4.200正職員 人

人 4.410

千円 80,238 80,798 47,648 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 43,292 42,129

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 3,000 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

83,798 47,648 １世帯当たり（円） 2,054.02

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 80,238

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 80,238 83,798

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

47,648 住民1人当たり（円） 888.30

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市立中学校に在学している生徒 

【意図】 
生徒が良好な状態で教育を受けられる環境を保つ。 

【大きな目的】 
良好な教育環境を保つ。 

【全体概要】 
中学校の円滑な運営のための事務を遂行する。また校舎やその他の施
設及び設備の管理を行い，生徒が良好な環境のもとで学校教育を受け
られるようにする。 

会計種別

根拠法令等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条，学校教育法第５条

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010254

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 中学校維持管理 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-01-047

04-01-047

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

光熱水費の削減を含め，引き続き経費削減に努める。 

施設・設備の老朽化により，漏水が起こることがあるので，その早
期発見が課題である。

引き続き省エネプロジェクトによる光熱水費の削減に取り組む。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き省エネプロジェクトによる光熱水費の削減に取り組む。

【総合評価】

中学校の良好な教育環境を保つために有効であり，引き続き省エネプロジェクトを推進
し経費削減に努力することは適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

引き続き光熱水費等の削減に取り組む必要がある

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

引き続き光熱水費等の削減に取り組む必要がある

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

生徒が良好な状態で学校教育が受けられる環境が概ね保たれている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

良好な教育環境の維持を図るもの

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

生徒が良好な環境で教育を受けられる環境を保つ

平成27年度の実施内容

学校施設の維持管理 

　光熱水費 
　　電気使用料　　16,906千円 
　　ガス使用料　　 3,553千円 
　　上水道使用料　 8,499千円 

　その他　　　　　12,711千円

平成27年度の改善内容

省エネプロジェクトを実施し，電気・ガス使用量の削減に努めた（平成22年（基準年）と比較し約2.1％削減）

04-01-047

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
6
)



04-01-048

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 9.940 8.730

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.430

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

6.350 7.300正職員 人

人 3.590

千円 65,984 60,230 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 59,351 57,753

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 18,230 17,461 20,426

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

77,691 20,426 １世帯当たり（円） 1,904.33

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 84,214

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 84,214 77,691

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

20,426 住民1人当たり（円） 823.56

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市立幼稚園に在園している園児 

【意図】 
園児が良好な状態で教育を受けられる環境を保つ。 

【大きな目的】 
良好な教育環境を保つ。 

【全体概要】 
幼稚園の円滑な運営のための事務を遂行する。また園舎やその他の施
設及び設備の管理を行い，園児が良好な環境のもとで幼稚園教育を受
けられるようにする。 

会計種別

根拠法令等
学校教育法第５条，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 01 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                        

前期5年の
重点施策

4-1-1　子どもたちの学力の向上に努めます。 
4-1-2　子どもたちの命や人権を大切にする心の教育の充実に努めます。 
4-1-3　子どもたちの体力向上に取り組みます。 
4-1-4　心やすらぐ充実した教育環境の整備に努めるとともに、教員の専門性と指導力の向上に取り組みます。

0104010255

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 幼稚園維持管理 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-01-048

04-01-048

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

光熱水費の単価が上昇しているため，一層使用量の削減に取り組む
必要がある。

光熱水費の削減を含め，引き続き経費削減に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
光熱水費の削減を含め，引き続き経費削減に努める。

【総合評価】

幼稚園の良好な教育環境を保つために有効であり，光熱水費の単価が上昇しているため
一層の経費削減に努力する必要がある。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

引き続き光熱水費の削減に取り組む必要がある

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

引き続き光熱水費の削減に取り組む必要がある

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

園児が良好な状態で幼稚園教育が受けられる環境が概ね保たれている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

良好な教育環境の維持を図るもの

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

園児が良好な保育が受けられる環境を保つ

平成27年度の実施内容

幼稚園の維持管理 

　光熱水費 
　　電気使用料　　　8,717千円 
　　ガス使用料　　　　472千円 
　　上下水道使用料　2,993千円 

　その他　　　　　  7,756千円

平成27年度の改善内容

特になし

04-01-048

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
7
)



04-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

子ども・若者計画の策定が終了したための減額。

活動配分 人 0.500 0.400

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.450 0.350正職員 人

人 0.050

千円 10,474 7,103 5,061 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,906 3,109

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

7,103 5,061 １世帯当たり（円） 174.11

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,474

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,474 7,103

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,061 住民1人当たり（円） 75.30

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
■子ども，若者 

【意図】 
■一人一人の子ども・若者が，健やかに成長し，社会とのかかわ
りを自覚しつつ，自立した個人としての自己を確立し，他者とと
もに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと 

【大きな目的】 
■子ども・若者の健やかな育成，子ども・若者が社会生活を円滑
に営むことができるようにするための支援その他の取組につい
て，総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進すること 

【全体概要】 
■子ども・若者ビジョンが掲げる３つの基本的方向である 
　①すべての子ども・若者の健やかな成長を支援する 
　②困難を有する子ども・若者やその家族を支援する 
　③子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境を整
備 
　　する 
　に基づいて施策を行う。 
■若者相談センター「アサガオ」の運営 

会計種別

根拠法令等
子ども・若者育成支援推進法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成25年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

前期5年の
重点施策

4-2-1　青少年が将来の夢や希望を持ち、必要な知識や能力を身につけられるよう支援します。 
4-2-2　青少年の健やかな育成に努めます。

0104020688

担当所属 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 担当課長名 大久保　文昭

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 子ども若者育成支援対策 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-001

04-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

子ども・若者計画の推進。 
若者相談センター「アサガオ」利用者の相談を要する人を支援機関
につなげる。 
アウトリーチによる支援を行う。 
仲間同士の支えあいの支援を行う。

子ども・若者計画の推進。 
若者相談センター「アサガオ」利用者の相談を要する人を支援機関
につなげる。 
アウトリーチによる支援を行う。 
仲間同士の支えあいの支援を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
子ども・若者計画の推進。 
若者相談センター「アサガオ」利用者の相談を要する人を支援機関につなげる。 
アウトリーチによる支援を行う。 
仲間同士の支えあいの支援を行う。

【総合評価】

若者相談センター「アサガオ」の相談件数の増加，合わせてアウトリーチやピアサポー
トによる支援の開始は評価できる。今後は，子ども・若者計画の評価及び進行管理が必
要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

若者相談センター「アサガオ」利用者の相談を要する人を支援機関につなげる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

子ども・若者計画の推進。 
若者相談センター「アサガオ」利用者の相談を要する人を支援機関につなげる。 
アウトリーチによる支援を行う。 

平成27年度の実施内容

子ども・若者計画策定記念講演会の実施（73千円） 
若者相談センター「アサガオ」の運営（3,921千円） 
・アウトリーチによる支援の試行 
・ピアサポート支援としてキテミル会の実施

平成27年度の改善内容

若者相談センター「アサガオ」において，気軽に談話やレクリエーション活動を楽しみ，相談につなげる活動として，キテミル会を開催
した。

04-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
8
)



04-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.250 0.300正職員 人

人 0.050

千円 11,568 11,738 10,008 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,234 2,481

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

11,738 10,008 １世帯当たり（円） 287.72

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 11,568

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 11,568 11,738

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,008 住民1人当たり（円） 124.43

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
青少年。青少年団体や子ども会活動の自立を目指す。 

【意図】 
青少年に対するイベント等を実施し，その活動の中で社会性，自
主性を養い，健全に育成及び自立できるよう支援する。青少年団
体や子ども会活動の支援を行い青少年の自覚と責任の醸成を促
す。 

【大きな目的】 
次世代を担う青少年の健全育成を図る。 

【全体概要】 
□成人式の開催 
□芦屋市子ども会連絡協議会活動費補助 
□丹波少年自然の家の維持・運営 
□青少年育成事業展開 

会計種別

根拠法令等
芦屋市補助金交付要綱，社会教育法，国民の祝日に関する事務次官通達

実施区分 直営 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

前期5年の
重点施策

4-2-1　青少年が将来の夢や希望を持ち、必要な知識や能力を身につけられるよう支援します。 
4-2-2　青少年の健やかな育成に努めます。

0104020308

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 田中　徹

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 青少年健全育成及び青少年団体育成事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-002

04-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進 
■魅力ある成人式の開催

■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進 
■魅力ある成人式の開催

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進 
■魅力ある成人式の開催

【総合評価】

全国的に子ども会が低調傾向の中，継続的な活動ができている。成人式についても，新
成人の企画を活かしながら若者らしい事業として実施できている。「手づくりおもちゃ
体験ワクワク広場」も好評を得ながら世代間の交流も含めて実施できている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進

平成27年度の実施内容

■青少年育成事業（小学生レクリエーションキャンプの開催等） 
■青少年育成関係一般事務費 
■成人式の開催　1,042千円 
■青少年団体育成事業　2,500千円 
■丹波少年自然の家建設費分担金　1,599千円 
■青少年育成事業費（丹波少年自然の家運営負担金）　5,917千円 
■「手づくりおもちゃ体験ワクワク広場」の開催　45千円

平成27年度の改善内容

■青少年ボランティアの養成とあしやキッズスクエア事業の連携 
■成人式企画チームとの調整 

04-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
1
9
)



04-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

子ども・若者計画の策定が終了したため開催回数が減少したための減額。

活動配分 人 0.400 0.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.250正職員 人

人 0.050

千円 3,632 2,564 547 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,070 2,261

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

2,564 547 １世帯当たり（円） 62.85

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,632

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,632 2,564

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

547 住民1人当たり（円） 27.18

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
青少年 

【意図】 
青少年の健全な育成を図るための総合的施策の樹立と関係行政機
関の連絡調整 

【大きな目的】 
・青少年の指導，育成，保護，矯正に関する総合的施策を樹立す
る。 
・総合的施策の適切な実施を期するために関係行政機関相互の連
絡調整を図る。 

【全体概要】 
□総合的施策の樹立につき重要事項を調査審議する。 
□総合的施策の適切な実施を期するために関係行政機関相互の連絡調
整を図る。 
□上記の事項に関し市長及び区域内の関係行政機関に意見を述べるこ
とができる。 

会計種別

根拠法令等
地方青少年問題協議会法，芦屋市青少年問題協議会条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

前期5年の
重点施策

4-2-1　青少年が将来の夢や希望を持ち、必要な知識や能力を身につけられるよう支援します。 
4-2-2　青少年の健やかな育成に努めます。

0104020307

担当所属 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 担当課長名 大久保　文昭

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 青少年問題協議会経費 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-003

04-02-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

子ども若者計画策定後のフォローアップをどこまでできるか。 子ども若者計画策定後のフォローアップを行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
子ども・若者計画策定後のフォローアップを行う。 

【総合評価】

子ども・若者計画の適切な評価及び進行管理に向けて準備が進んでいることは評価でき
る。同計画の未実施事業等の実施や課題への対策に向けて助言や連携が期待される。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

子ども若者計画策定後のフォローアップ

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

子ども若者計画策定後のフォローアップを行う。

平成27年度の実施内容

・子ども若者の健全育成にむけての提言を行った。 
・総合教育会議に上記提言の報告を行った。 
・各関係機関の情報交換を行った。

平成27年度の改善内容

子ども若者計画策定後のフォローアップを行う。

04-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
0
)



04-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.300 3.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

3.300 2.300正職員 人

人 0.000

千円 24,223 22,919 5,055 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 19,606 18,234

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

22,919 5,055 １世帯当たり（円） 561.78

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 24,223

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 24,223 22,919

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,055 住民1人当たり（円） 242.95

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
青少年 

【意図】 
青少年の非行防止を推進し、健全育成を図りながら育成愛護活動
を推し進める。 
街頭巡視活動によるパトロールや声かけなど、青少年の非行防止
や地域の環境浄化活動を行うことにより青少年の健全育成を目指
す。 

【大きな目的】 
青少年の健全育成が図られる。 

【全体概要】 
□青少年愛護センター運営連絡会の開催 
□青色回転灯付パトロール車によるパトロール 
□愛護委員街頭巡視活動 
□愛護委員の見識を高めるための研修会の実施 
□有害環境の浄化（白ポストの回収，書店・ビデオ店・量販店等訪問
指導） 
□広報･啓発活動（愛護班ニュース・愛護だよりの発行，ホームページ
の更新等） 
□相談窓口の開設（電話相談，来所相談） 
□中学校区青少年健全育成推進会議の運営及び調整 
□関係機関，団体との協力・連携 
□青少年の健全育成に関する啓発冊子等の発行 

会計種別

根拠法令等
兵庫県青少年愛護条例，芦屋市立青少年愛護センターの設置及び管理に関する条例，芦屋市立青少年愛護センター運営連
絡会設置規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和36年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

前期5年の
重点施策

4-2-1　青少年が将来の夢や希望を持ち、必要な知識や能力を身につけられるよう支援します。 
4-2-2　青少年の健やかな育成に努めます。

0104020195

担当所属 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 担当課長名 大久保　文昭

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 青少年愛護センター運営 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-004

04-02-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

■相談事業等の充実 
■インターネット・スマートフォン問題への対応

■青少年の総合行政を担うセンターとしての機能の充実

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
■阪神地区の補導委員との連携を通じて研修・事業等を行う。 
■青少年を有害環境から守るため，啓発活動を行う。 
■インターネット，スマートフォンに関する啓発活動を行う。 
■愛護委員の意識を高める。研修活動を継続して行う。 
■相談窓口の充実。 
■さらに総合的な観点から青少年行政を展開する。

【総合評価】

成果が見えにくい事業であるが，愛護委員も漸増しており活動が拡大していることは評
価できる。相談事業の充実とセンター機能の充実が期待される。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

■相談窓口機能の強化 
■青少年のインターネット，スマートフォン問題への対応

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■阪神南地区の補導員，愛護委員の研修会等での意見交換・情報交換を行う。 
■尼崎市，西宮市の補導委員とともに３市合同パトロールを開催する。 
■青少年を有害図書から守るための啓発や情報提供を行う。

平成27年度の実施内容

■青少年愛護センター運営連絡会の開催。（86千円）開催日：6月11日，1月28日 
■愛護委員街頭巡視活動（3,300千円） 
　・市内小学校区単位の８班で年間延べ５６６回実施。 
■愛護委員の見識を高めるための研修会等の実施。 
　・法改正に基づく自転車講習会，市内合同パトロール，３市合同パトロールを実施 
■有害図書・環境の浄化 
　・白ポストに投函された有害図書の回収，書店・量販店を訪問し，協力依頼を実施 
■広報・啓発活動 
　・愛護班ニュース（毎月），愛護だより（年８回），愛護だより乳幼児編を発行 
　・幼児期啓発冊子「今が子育ての大切な時」の再版作成 

青少年や保護者に向けた啓発冊子を配布し 健全育成に関する啓発を実施平成27年度の改善内容

■愛護委員の増員 
■保護者向けにインターネット・スマートフォンに関する研修会を実施した。

04-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
1
)



04-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成２８年度から放課後子どもプラン事
業，コミュニティ・スクール関係事業，
生涯学習推進事業の内，細目の地域子育
て事業費に係るものを統合し，学校園・
家庭・地域の教育推進支援事業とする。

活動配分 人 0.500 0.600

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.250

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.500 0.350正職員 人

人 0.000

千円 4,353 4,494 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,183 3,673

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 1,907 1,384 0 世帯数 40,797

0

5,878 0 １世帯当たり（円） 144.08

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,260

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,260 5,878

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 62.31

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
地域の子どもたち 

【意図】 
市内の各小学校区において，放課後や週末等に小学校施設等を活
用して，子どもたちの安全・安心な活動拠点として「子ども教
室」を設け，地域の方々の参画を得て，勉強やスポーツ・文化活
動，地域住民との交流活動等の取組を実施することにより，子ど
もたちが地域社会の中で，心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進することを目的とする。 

【大きな目的】 
芦屋市立小学校の校庭を開放することにより，児童に安全・安心
な居場所を提供する。また多世代交流事業を推進し，地域での次
世代育成を進める。 

【全体概要】 
□校庭開放事業 
　・各校に校庭管理人を配置。 
　・平日：打出浜　午後4時から6時まで（11月は午後5時まで）。岩園
は午後3時から5時まで 
　　ただし，春休み，夏休み，冬期（12月～2月），休日，祝日，学校
行事開催日，代休日，始　業日，終業日，その他社会教育事業を行う
日を除く。 
　・土曜日：午前9時から12時まで（各学校ごとで開放日が異なる） 
　　ただし，春休み，夏休み，冬休み，休日，祝日，学校行事開催
日，その他社会教育事業を行　う日を除く。 
□教室型事業 
　・地域住民の協力を得て，放課後に多世代交流や地域文化伝承の場
を持つ。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市放課後プラン（子ども教室型放課後対策）事業実施要綱 

実施区分 直営 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 03 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                       

前期5年の
重点施策

4-3-1　地域社会が一体となって子どもたちの学びを支えるため、学校に関係する諸団体をネットワークで結ぶ仕組みづ
くりを拡充します。 
4-3-2　子どもたちが安全に安心して活動できる場として、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などを提
供します。

0104030193

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 長岡　一美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 放課後子どもプラン 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

04-03-001

04-03-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

事業が重複している新しい事業であるキッズスクエアと整理，統合
することにより，より充実した子ども達の安心安全な居場所の確保
に努める。

キッズスクエア事業と整理統合を図り，より効率的な充実した安全
安心な居場所の提供ができるよう努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

安全安心な居場所の提供のみが主な事業であるので，受益者負担を求めるまでには至らない。

平成２８年度の目標・改善内容
混乱すること無く，キッズスクエアへの移行実施を図る。

【総合評価】

平成２７年度から新しく始まり，平成２９年度に市内全校実施予定であるキッズスクエ
ア事業は，本事業を拡大充実させた形の事業である。統合を図り，さらに充実した子ど
もの安心安全な居場所づくりを行なうべきと考える。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

事業の統合を行い，有効な人材活用ができるよう，各種団体や市民で活躍されている方々の協力を得て実施する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

拡大実施事業としてキッズスクエアが始まっているので，スムースな移行に務める。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

事業の統合を行い，有効な人材活用ができるよう，各種団体や市民で活躍されている方々の協力を得て実施する。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

改善しながら継続実施し，定着している事業である。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子ども達の健やかな成長や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ることなどに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

子どもの健やかな育成には，安心安全な居場所の確保は重用であり，全ての子どもに平等に保障される必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域で安心して子育てができることや，子どもたちがたくましく育つことにつながる。

現在認識している課題

教育活動サポーター（安全管理人）の継続的確保 
運営委員会や土曜日の実施等，キッズスクエアとの整理及び調整が必要

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

参加児童数の少ない学校の参加者の増加や教室型事業等，より良い実施を検討する。

平成27年度の実施内容

・各学校に教育活動サポーター（安全管理人）を配置し，平日の放課後及び土曜日の午前中に校庭開放事業を実施。 
（春休み・夏休み・冬季（１２月～２月）の平日・休日・代休日・学校行事開催日・始業式・その他社会教育事業を行う日を除く。） 
・教室型事業を５か所で実施した。 
＜年間実施日数＞ 
精道小学校３４　　宮川小学校１３　　山手小学校１６　　岩園小学校９２　　朝日ケ丘小学校１９　　潮見小学校３８ 
打出浜小学校７９　　浜風小学校３７

平成27年度の改善内容

２６年度から山手，朝日ケ丘，岩園の３校で，一旦下校することなく参加する方法を実施したが，２７年度より精道，山手，潮見でキッ
ズスクエアが開始し，本事業としては縮小であるが，子どもの居場所としては充実した。 

04-03-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
2
)



04-03-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.300 0.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.300 0.350正職員 人

人 0.000

千円 4,155 4,581 1,826 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,968

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

4,581 1,826 １世帯当たり（円） 112.29

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,155

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,155 4,581

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,826 住民1人当たり（円） 48.56

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
１　学校園 
２　幼児児童生徒 

【意図】 
１　地域（人材）の参画と協働により教育活動が活性化されるこ
と 
２　開かれた学校園づくりが推進されること 

【大きな目的】 
各学校園が，幼児児童生徒や地域の特性に応じた教育目標・教育
計画を明確にし，特色ある教育活動を展開することを支援する 

【全体概要】 
１　教育課程の承認事務 
２　学校評議員制度の推進 
３　学校評価・学習評価の実施 
４　教育ボランティアの派遣（以下事例） 
  (1)中学校：福祉体験学習の講師招聘，部活動の指導，進路指導キャ
リア講師招聘等 
  (2)小学校：食育学習（うどん打ち名人），修学旅行先での平和学習
で語り部を迎える等　 
  (3)幼稚園：クリスマス会でのサンタ役を外国人に依頼，伝統的な文
化に触れる体験遊び，べル演奏等 
５　各学校の学習指導の充実を図るための研修会や研究会の参加費・
講師謝金に係る執行調整 
６　新学習システムの推進による教科指導の充実 

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成11年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 04 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                          

施策目標 03 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                       

前期5年の
重点施策

4-3-1　地域社会が一体となって子どもたちの学びを支えるため、学校に関係する諸団体をネットワークで結ぶ仕組みづ
くりを拡充します。 
4-3-2　子どもたちが安全に安心して活動できる場として、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などを提
供します。

0104030241

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 特色ある学校園づくり支援事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-03-002

04-03-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

教育ボランティアの募集や学校園への紹介を充実させる方法を考え
る。

地域の教育力を活かしながら特色ある学校園づくりの取組を支援す
る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

地域人材の情報を蓄積して学校園に紹介できるように努める。

平成２８年度の目標・改善内容
適切な教育ボランティア確保のため，人材に関する情報を各学校園が共有できるようにする。

【総合評価】

学校の実態に則し，必要に応じた教育ボランティアを配置できた効果は大きい。 
今後も特色ある学校づくりに適した人材を配置する事が重要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

教育ボランティアの募集の範囲を広げる方法を考える。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

学校の教育活動と一体であるため

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

ある程度質の高い人材を導入するため謝金単価を下げられない

総合評価 概ね実行している

毎年評価結果を教員が認識し教育活動にあたる

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力向上と密接に関連している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

他に適切に実施できる事業者がないため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学力向上と密接に関係している

現在認識している課題

学校園の実施する教育活動に一層の特色を打ち出していく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

１　学校園がそれぞれの教育課題に応じた，特色ある教育活動が展開できるよう支援する。 
２　各学校園で学校園評価を実施し，その結果を自校園の教育活動の改善に生かしていく。 

平成27年度の実施内容

１　すべての学校園で，教育ボランティアを有効に活用し，特色ある教育活動を行った。 
①活動人数　　延べ　　（　584　）人 
②経費　　　　　 　　教育ボランティア報償費　1,480千円 
　　　　　　　　　　　 外部指導者傷害保険料　 　99千円 

２　学校園評価は，学校園関係者評価も含めて，すべての学校園で実施し， 
　　その結果を教育委員会のＨＰの中で公開した。

平成27年度の改善内容

教育ボランティアの適切な配置に向けて学校教育課で配置前の面談を実施した。

04-03-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
3
)



05-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

後期計画の終了に伴い，前年度評価と併せて後期計画全体の総括評価を実施したため，資料作成等にかかった人件費が増加したことによ
る。

今年度限りで，本事業は終了となる。

活動配分 人 1.200 1.400

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.800 1.000正職員 人

人 0.400

千円 7,915 9,718 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,831 9,607

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

9,718 0 １世帯当たり（円） 238.20

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 7,915

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 7,915 9,718

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 103.02

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
行政及び芦屋市の児童に関する地域の団体・関係機関・企業及び
市民 

【意図】 
「芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画」に基づき，子どもの
利益が最大限に尊重される意識の醸成につとめ，家庭・学校・地
域・企業が一体となった次世代育成の環境形成を目指す。 

【大きな目的】 
現在の少子化の流れを変える 

【全体概要】 
□前期計画の推進・評価等の進行管理（17～22年度） 
□後期計画策定に係る市民ニーズ調査（20年度） 
□市民・関係者等の声を聞きながら後期計画策定（21年度） 
□「子ども・若者育成支援推進法」にかかる施策を上記計画に盛り込
む（24年度） 
□後期計画の推進・評価等の進行管理（22～27年度） 

会計種別

根拠法令等
次世代育成支援対策推進法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成15年度 ～ 平成27年度

課題別計画 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010188

担当所属 こども・健康部子育て推進課（新制度担当） 担当課長名 和泉　みどり

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 次世代育成支援対策推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-001

05-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 廃止・統合

妥当性 あり

後期計画の総括評価で把握した課題について「子ども・子育て支援
事業計画」において進行管理していく。

本事業は，「子ども・子育て支援事業計画」に引き継がれているた
め，今後は「子ども・子育て支援施策推進事業」を推進していく中
で取組を進めていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業の内容から，受益者に負担を求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
本事業は今年度限りで終了となる。（今後は子ども・子育て支援事業計画推進事業に包含）

【総合評価】

計画終了に伴い総括評価を実施し，重点的に取り組むべき課題を整理することで次の
「子ども・子育て支援事業計画」の進行管理につなぐことができた。今後も「子ども・
子育て支援事業計画」に基づき子育て支援施策を推進していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

評価委員会に係る費用以外はほとんどないため，コストの削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

計画期間終了のため，本事業は今年度をもって廃止する。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

外部評価を受け，毎年改善しているものの，多数の事業の中には評価の反映に至っていないものもある。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子育て支援に係る重点施策について，計画に基づき推進している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

次世代育成支援対策推進法に基づき，市が実施すべき事業である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域での子育て支援の環境の整備や困難を有する子育て家庭への支援を始めとして，基本計画との整合性は充分にある。

現在認識している課題

・評価結果等を簡潔に分かりやすく市民や関係者等に周知する方法を検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・前年度評価に加え，次世代育成支援対策推進行動計画（後期）の総括評価を実施 
・「子ども・子育て支援事業計画」の進行管理に向け，総括評価からの課題の整理

平成27年度の実施内容

【主な実施内容】 
■H27.5　 記念講演会の実施（芦屋保健福祉センター） 
■H27.10　評価委員会（前年度評価及び総括評価） 
■H28.1　 報告書の作成 

【主な事業費】 
■講演会関連費用　27千円 
■評価委員会関連費用　76千円

平成27年度の改善内容

・関係課とのヒアリング内容を踏まえ，評価委員会において，今後改善するべき課題を洗い出し，次の計画の重点事業として繋げた。

05-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
4
)



05-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 2.350 2.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.700

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.650 0.650正職員 人

人 1.700

千円 15,161 15,852 7,827 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 11,152 11,220

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 90 70

人口 94,335

県費 千円 2,484 2,472 2,700 世帯数 40,797

3,215

21,629 13,297 １世帯当たり（円） 530.16

2,700

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 20,188

特
定
財
源

国費 千円 2,543

一般財源

年　度 単位

合計 千円 20,188 21,629

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

13,297 住民1人当たり（円） 229.28

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民，市内在住の0～18歳までの子どもとその保護者 

【意図】 
子育て対策を総合的かつ効果的に推進するため。 

【大きな目的】 
市民と一体化して総合的な子育て支援を推進する。 

【全体概要】 
□「あい・あいるーむ」の実施 
□ファミリー･サポート･センターの設置 
・０歳から小学校６年生までの子どもについて，子育ての援助をした
い人（協力会員）と子育ての援助をしてほしい人（依頼会員）とがお
互いに助け合いながら育児の相互援助活動を行う。 
・センターのアドバイザーがコーディネートを行う。 
・利用の際の料金は,会員同士で授受を行う。 
・利用助成　ひとり親家庭で非課税世帯などについて，１回の報酬の
２分の１を助成する。（１か月30,000円限度） 
□「こどもフェスティバル」の開催 
・市内の就学前の子どもを対象とし，地域の団体やボランティアとと
もに開催。子育て親子と多世代の市民の交流を図り，次世代育成環境
の充実を目指す。 
□学齢期児童支援開放事業 

会計種別

根拠法令等
次世代育成支援対策推進法，児童虐待防止に関する法律，芦屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成15年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010198

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 子育て支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-002

05-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

土曜日昼間に，管理体制が希薄になり十分な対応ができない状況に
ある。

①ファミリー･サポート･センター事業の会員登録数を増加させ，事
業運営を充実させる。②学齢期児童支援事業について，さらに周知
を行い利用者数の増加を図る。③ボランティア等の受入れを積極的
に行い，子育て親子と多世代の交流を推進する。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
①ファミリー･サポート･センター事業の会員登録を促進し，引き続き会員登録の増加に努めていくよう周知に努める。 
②学齢期児童支援事業について，広報・ホームページ等の活用等でさらに周知を行う。 
③ボランティア等の受入れを積極的に行い，子育て親子と多世代の交流を推進する。 

【総合評価】

子育て支援センターとして，各事業の利用者を増やすなど一定の成果が得られ，子育て
親子や学齢期児童の支援を行うことは有効である。今後の方向性として，事業の推進や
利用者の増加を図ることは適切である。 

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域での子育てを支援している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

市の施策方針として子育て支援に力を入れる必要があるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域での子育てを支援している

現在認識している課題

学齢期児童支援事業のスタディルーム及びミュージックスタジオの利用者が増加し，土曜日の昼間に十分な管理体制が組めない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

①ファミリー･サポート･センター事業の会員登録を促進し，引き続き会員登録の増加に努めていくよう周知に努める。 
②学齢期事業について，ホームページ等の活用等でさらに周知を行う。 
③学生ボランティア等の受入れを積極的に行ない，子育て親子と多世代の交流を推進する。

平成27年度の実施内容

①「あい・あいるーむ」利用者　620人（毎月水曜日4か所，金曜日1か所で実施） 
②ファミリー・サポート・センター事業　依頼会員791人，提供会員258人，両方会員82人（平成28年3月末） 
③学齢期支援の開放事業　ﾐｭ-ｼﾞｯｸｽﾀｼﾞｵ　延べ709人利用，登録数27グループ　　ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ　延べ4,824人利用 
④こどもフェスティバル　平成27年11月7日芦屋市保健福祉センターにて実施　参加者数712名 

ファミリー・サポート・センター事業　7,419千円 
ファミリー・サポート・センター事業利用助成　71千円 
子育てサポートブック「わくわく子育て」作成　728千円  
移動式赤ちゃんの駅（１張り）　173千円

平成27年度の改善内容

①ファミリー･サポート･センター事業の会員登録推進に向け，保健福祉フェアやこどもフェスティバルなどにおいて，ＰＲを行った。②
事業の周知を行った結果，スタディルームやミュージックスタジオの利用者が増加し定着してきた。③こどもフェスティバルでは中学生
や高校生及び多世代の方々の参加があり交流することができた。

05-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
5
)



05-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 7.150 7.060

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.630

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

4.900 4.430正職員 人

人 2.250

千円 112,588 108,445 85,891 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 45,554 43,138

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 80 0 0

人口 94,335

県費 千円 2,441 2,351 1,867 世帯数 40,797

2,509

113,305 91,566 １世帯当たり（円） 2,777.29

3,808

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 117,698

特
定
財
源

国費 千円 2,589

一般財源

年　度 単位

合計 千円 117,698 113,305

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

91,566 住民1人当たり（円） 1,201.09

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
母子保健法に基づく対象市民 

【意図】 
母子保健法に基づく対象市民に対して，妊娠，出産，育児に関す
る知識の普及，乳幼児の身体・精神発達等の異常の早期発見と保
健指導及び母親の育児不安の軽減。 

【大きな目的】 
母親の育児不安の軽減と乳幼児の心安らかな発達の促進を図る 

【全体概要】 
□母子健康手帳の交付　□プレおや教室　□妊婦健康診査費助成事業
□妊婦歯科健康診査　 
□４か月児健康診査　□１０か月児健康診査（個別健診）□１歳６か
月児健康診査□３歳児健康診査 
□ブックスタート事業 
□個別相談（身体計測及び育児相談、栄養相談、母乳相談） 
□育児教育（もぐもぐ離乳食教室、幼児のための食事とおやつの教
室）　 
□乳幼児育成指導（こどもの相談（精神科医師等による継続的な個別
相談），5歳児発達相談） 
□コアラクラブ（経過観察の必要なこどもと保護者が遊びを通じて親
子のかかわり、成長の確認、障害の早期発見、心理相談等による個別
相談）　 
□乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業　□新生児・乳幼児訪問 
□低体重児の届出受理　□未熟児訪問指導，養育医療の給付 

会計種別

根拠法令等
母子保健法，芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱，芦屋市乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業実施要綱，芦屋
市ブックスタート事業実施要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和54年度 ～

課題別計画 芦屋市健康増進・食育推進計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010184

担当所属 こども・健康部健康課 担当課長名 近田　真

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 母子保健事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

05-01-003

05-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・妊娠期から出産を経て子育て期（乳幼児期）にわたるまでの総合
相談及び支援の検討 
・こども子育て支援計画との連携（利用者支援）

・各乳幼児健診の受診率の維持・向上 
・妊娠期における相談支援等の検討 
・効果的な情報提供の検討 
・こども子育て支援計画との連携（利用者支援・妊婦健康診査費助
成事業・産後ケア事業・乳幼児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）等）

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・妊婦健康診査費助成額増額による助成補助券の交付 
・母子手帳交付時の保健師等による全件面接を継続実施

【総合評価】

妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うため，こども子育て支援計画と連携し事
業の拡充・拡大は必要である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

育児相談等による育児不安の軽減を図り，育児環境の改善や虐待予防につながるよう努めている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

母子保健法等

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

育児相談等による育児不安の軽減を図り，育児環境の改善や虐待予防につながるよう努めている。

現在認識している課題

発達に問題を抱えるこどもが継続受診できる医療機関や療育機関の不足

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・妊婦歯科健診事業の実施 
・妊婦健康診査費助成事業の充実（助成額の増額の検討）

平成27年度の実施内容

１　事業費 
□プレおや教室415千円 □妊婦健診費助成45,542千円 □妊婦歯科健診1,253千円 □４か月児健康診査1,926千円 □１０か月児健康診査
4,788千円 □１歳６か月児健康診査1,897千円 □３歳児健康診査2,812千円 □乳幼児健診消耗品費1,126千円 □ブックスタート事業771
千円 □母子保健事業費等3,494千円 □こんにちは赤ちゃん事業2,091千円 □未熟児養育医療給付事業4,054千円  
２　事業実績 
□母子健康手帳の交付761件（妊娠届740件）□プレおや教室　延368人 □妊婦健康診査費助成事業　助成券1,052人，償還払227人 □妊
婦歯科健診232人 □４か月児健康診査715人 □１０か月児健康診査706人 □１歳６か月児健康診査742人 □３歳児健康診査776人 □5歳
児発達相談23人 □ブックスタート事業715人 □相談事業（育児相談・こどもの相談）1，084人 □コアラクラブ 実49人 延211人 □乳幼
児のための食育推進講座等624人 □新生児・未熟児・乳幼児訪問 延281人 □低体重児の届出受理47人 □養育医療給付16人

平成27年度の改善内容

・妊婦歯科健診事業実施（4月） 
・妊婦健康診査費助成額の増額を予算化 
・母子手帳交付時のマイナンバー対応の実施及び保健師等による全件面接の試行

05-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
6
)



05-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 7.250 7.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

6.900

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.350正職員 人

人 6.900

千円 21,750 20,193 -5,966 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 26,508 26,544

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 28 247 24

人口 94,335

県費 千円 3,391 3,391 3,391 世帯数 40,797

3,391

27,222 840 １世帯当たり（円） 667.25

3,391

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 28,560

特
定
財
源

国費 千円 3,391

一般財源

年　度 単位

合計 千円 28,560 27,222

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

840 住民1人当たり（円） 288.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
就学前の子どもとその保護者 

【意図】 
就学前の子どもを持つ親の子育てに関する不安が解消される。子
育てに関する知識を得たり，方法が解かるようになる。同じよう
に子育て中の親との交流を深める。乳幼児期の子供の社会性を育
てる。 

【大きな目的】 
乳幼児期における家庭での子育ての支援，地域での子育て支援の
充実 

【全体概要】 
□子育て相談 
□地域子育て支援拠点事業の実施 
□なかよしひろば，カンガルークラブ，あそぼう会などの開催 
□子育てグループの育成 
□季節の行事や講演会 
　子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り，安心して子育て・
子育ちができる環境を整備し，地域の子育て支援機能の充実を図る。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市子育てセンター設置要綱，次世代育成支援対策推進法，子ども・子育て支援法

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成15年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010197

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 子育てセンター運営事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-004

05-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

「つどいのひろば」や「なかよしひろば」を定着させ，子育て中の
親子が気軽に来て遊べる場であり，相談や助言もできる場として実
施する。

子育て支援の場の提供により，相談や助言を行い，子育ての不安を
解消し，親の育成を図る。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
・父母で参加の子育て支援事業に参加しやすい企画を進める。 
・カンガルークラブの参加者が多く，1歳未満の親子が参加できる機会を増やすため，カンガルークラブの回数を増やす。拠点となる子
育てセンター月４回と出張カンガルー２ヶ所で２回ずつ行い，合計月８回実施する。また，２歳～４歳対象の「あそぼう会」の回数も増
やし利用者のニーズに応えて行きたい。

【総合評価】

地域の子育て支援拠点として充分役割を果たしており，有効な事業である。親子遊びの
場，子育て相談・助言の場としての今後の方向性は適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域での子育て支援拠点として重要である

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

地域での子育て支援として必要である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域での子育て支援として定着している

現在認識している課題

1.子育て支援として，さらに父親が参加しやすい事業の実施を進める。 
2.子育て支援事業を周知させることが必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

・父親も子育て支援事業に参加しやすい企画を進める。 
・２６年度に場所が変わった「なかよしひろば」や「つどいのひろば」をもっとＰＲし，参加を促す。 

平成27年度の実施内容

事  業  内  容　　　　　　　　　 実施回数　延人数 
子育て相談　　　　　　　　                  1,909人 
なかよしひろば（６か所）         　 285回   8,577人 
つどいのひろば「むくむく」    　    242回  26,248人 
つどいのひろば「ぷくぷく」           41回   1,503人 
つどいのひろば「もこもこ」           49回   1,496人 
「むくむく」の部屋貸出し            283回   3,907人 
あそぼう会　　　　　　　　　　　　　 22回　 1,558人 
自主活動グループ（１３グループ）    327回   5,830人 
カンガルークラブ                     70回   2,436人

平成27年度の改善内容

父親が参加しやすいように，わくわく冒険ひろばなどの行事を土曜日に開催した。 
父母で参加の「子育て講演会」や「おはなしの会」などイベントも季節に応じて取入れて利用者の増加に繋げている。

05-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
7
)



05-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.900 0.800

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.700

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.100正職員 人

人 0.800

千円 3,872 3,512 102 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,984 3,622

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2 0 15

人口 94,335

県費 千円 1 0 115 世帯数 40,797

110

3,622 347 １世帯当たり（円） 88.78

115

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,990

特
定
財
源

国費 千円 115

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,990 3,622

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

347 住民1人当たり（円） 38.40

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
支援が必要な状況にある養育困難家庭 

【意図】 
当該家庭において，過重な負担がかかる前の段階に家庭訪問によ
る支援を実施することにより，安定した児童の養育が可能となる
ことを目的とする。 

【大きな目的】 
家庭での子育ての支援，社会での子育て支援の充実 

【全体概要】 
□支援が必要な状況にある養育困難家庭を中核機関（子育て推進課，
保健センター，要保護児童対策地域協議会など）が，情報を収集し，
育児支援の必要性があると判断した家庭を対象とする。 
□養育支援の必要な家庭には，ヘルパーが家事・育児援助を行い，複
雑な問題を抱えている家庭で，育児においての技術的援助を要する場
合は，保健師，助産師，保育士等が訪問して育児支援を行う。 

会計種別

根拠法令等
次世代育成支援対策推進法，芦屋市育児支援家庭訪問事業実施要綱，子ども・子育て支援法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010199

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 育児支援家庭訪問事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-005

05-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

支援の必要な家庭には，ヘルパー等の受け入れが困難な場合が多
く，直接的な支援に繋がりにくい。

個別ケース検討会議との連携により，ネットワークでの支援を目指
したケース対応を行っていく。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
家庭児童相談員と健康課など他課との連携を行い，支援の必要な家庭の早期発見に努めるとともに，家庭への介入に至るまで丁寧な支援
を重ねていく。

【総合評価】

他機関との連携など必要な支援が行われており，有効な事業である。ネットワークでの
支援を目指す今後の方向性は適切である。 達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

支援が必要な家庭に対し直接子育てをサポートしている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

市の他機関との連携が密に必要なため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

養育支援の必要な家庭の子育て支援を担っている

現在認識している課題

支援の必要な家庭には，ヘルパー等の受入れが困難な場合が多く，直接的な支援に繋がりにくい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

家庭児童相談員と他課（健康課）との連携を行い，支援の必要な家庭の早期発見に努めるとともに，家庭への介入に至るまで丁寧な支援
を重ねていく。

平成27年度の実施内容

家事・育児援助の派遣はなかった。

平成27年度の改善内容

事業として専門職員の派遣は0件であったが，支援の必要な家庭に対し，市の関係機関とともに家庭児童相談員が同行訪問によりサポー
トしたケースは数件あり，有効な資源を活用したネットワークでの支援を行うことができた。

05-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
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05-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成26年度家庭児童相談システム導入経費の減少に伴うもの。

活動配分 人 2.800 2.600

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.400 0.400正職員 人

人 2.400

千円 18,300 14,004 2,314 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,789 12,111

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 1,000 55 50 世帯数 40,797

55

14,114 2,414 １世帯当たり（円） 345.96

50

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 20,357

特
定
財
源

国費 千円 1,057

一般財源

年　度 単位

合計 千円 20,357 14,114

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,414 住民1人当たり（円） 149.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋市在住の要保護児童とその保護者 

【意図】 
相談員，関係機関がネットワークによる連携により，児童と保護
者への支援を行う。 

【大きな目的】 
児童と家庭の福祉の向上 

【全体概要】 
□家庭児童相談員の設置 
　・家庭における児童（18歳未満）の相談 
　・児童虐待の相談,通報 
　・関係機関との連携による児童虐待の早期発見 
　・西宮こども家庭センターへの一時保護依頼 
□臨床心理士の設置 
　・専門的な視点でのフォローを行う 
□要保護児童対策地域協議会の運営（教育委員会及び関係機関との連
携） 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，児童虐待の防止等に関する法律，子ども・子育て支援法

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成 2年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010200

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 児童福祉対策事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-006

05-01-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

児童虐待防止が社会問題として浸透し解決への取り組みを図ってい
くため，啓発事業や研修事業を行い，関係者及び職員の資質の向上
と理解を深めるために，一層の各機関の取り組みの強化と関係機関
等へ積極的な参加を求めていく。

市民や関係機関への啓発及び関係機関等との連携の強化を行い，
ネットワークでの支援を目指す。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
啓発事業や研修事業を行い，関係者及び職員の資質の向上と理解を深めるために，関係機関等へ参加を求め，虐待の未然防止に努めてい
く。

【総合評価】

児童虐待防止のための啓発活動や研修の実施，関係機関との連携や家庭児童相談システ
ムの活用など，成果がみられ有効である。継続して市民啓発や関係機関との連携をはか
るという今後の方向性は適切である。 

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

要保護家庭の自立や要保護児童の支援を行っている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

児童福祉法により，要保護児童対策地域協議会の設置を定められている

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

要保護家庭の自立や要保護児童の支援を担っている

現在認識している課題

・例年，関係機関担当職員の異動により，要保護児童対策地域協議会のメンバーが替わるため，役割と課題の重要性について浸透が難し
い。 
・家庭児童相談の困難事例が増加

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

啓発事業や研修事業を行い，関係者及び職員の資質の向上と理解を深めるために，関係機関等へ参加を求め，虐待の未然防止に努めてい
く。

平成27年度の実施内容

平成27年度　要保護児童対策地域協議会（アスターネット）活動状況 
（１）代表者会議　 
第1回　平成27年6月5日（金）１協議会の概要及び構成等について　２前年度活動報告　３今後の取組について　４研修会 
第2回　平成27年11月10日（火）　研修会　芦屋市要保護児童対策地域協議会10周年記念事業・児童虐待防止推進子育て支援者研修会　 
（２）実務者会議（３回開催），主要機関実務者会議（１回開催） 
　7月28日,10月27日,12月14日,3月16日 
　活動報告一覧による報告，困難ケース事例検討，ケース管理台帳による事例状況確認，次年度活動方針他 
個別ケース検討件数136件／開催回数157回 

平成27年度の改善内容

市民及び関係機関への啓発のため，ＤＶ防止対策との連携をはかり，街頭キャンペーンや各イベントでのキャンペーンを３回行なった。
直接的な支援者の資質の向上を図るため，主催事業として子育て支援者研修会を３回実施した。 
家庭児童相談システム導入により，ケース管理の効率的な運用と他機関との連携が強化された。

05-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
2
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05-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.080 1.080

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.080

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.000 1.000正職員 人

人 0.080

千円 170,829 171,422 170,591 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,591 8,705

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 112 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

79,475

251,009 255,441 １世帯当たり（円） 6,152.63

84,850

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 251,040

特
定
財
源

国費 千円 80,211

一般財源

年　度 単位

合計 千円 251,040 251,009

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

255,441 住民1人当たり（円） 2,660.83

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童，もし
くは20歳未満の中程度以上の障がいがある児童を，監護している
父又は母，又はその児童を養育している者。 

【意図】 
当該家庭における生活の安定と自立を支援することを目的とす
る。 

【大きな目的】 
ひとり親家庭等の自立支援と生活支援 

【全体概要】 
□児童扶養手当　相談，申請受付，認定，支給 
(1)対象：父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭
の生活の安定と自立を助けるために，児童の父又は母，又はその児童
を養育している方に支給。 
(2)支給期間：児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。 
(3)支給金額：所得に応じて支給額を算定（所得制限あり） 
　　　　　　 児童数に応じて加算有り 
(4)支給日：12月，4月，8月の各月11日（土日祝の場合はその直前の平
日） 

会計種別

根拠法令等
児童扶養手当法

実施区分 補助 財源

事業期間 昭和47年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010234

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 児童扶養手当制度 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

法定受託事務

05-01-007

05-01-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

受給者の生活の安定と自立の促進のためにも，新規申請や現況届時
の面談において，低収入や求職中の受給者に対し，積極的に母子・
父子自立支援員へ繋ぎ，就労支援を行う必要がある。

制度改正に対応できるよう適切なシステム改修等を行い，円滑な支
給に努めるとともに，広報やホームページ等で周知を行い，受給者
の理解を深める。また，引き続き，低収入や求職中の受給者に対
し，積極的に母子・父子自立支援員へ繋ぎ，就労支援を行うことに
より，受給者の生活の安定と自立の促進へつなげる。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
年度内に段階的な手当額の改定や加算額に対する所得制限の導入等があるため，円滑な支給に努めるとともに，制度への理解が深まるよ
う受給者に周知を行う。また，引き続き，受給者の生活の安定と自立の促進に向けて，低収入や求職中の受給者に対し，積極的に母子・
父子自立支援員へ繋ぎ，就労支援を行う。

【総合評価】

現況届や制度改正による支給対象者への周知について，広報や丁寧な対応で，認定事務
も滞りなく行われたことは有効である。今後も支給漏れのないよう円滑な事務を行うと
いう方向性は適切である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

法定受託事務であり，ひとり親家庭の支援という目的は明確である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与している

現在認識している課題

受給者の生活の安定と自立の促進へつなげるためにも，新規申請や現況届時の面談で，低収入や求職中の受給者に対し，母子・父子自立
支援員へ繋ぎ，積極的に就労支援を行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

制度改正により手当の支給対象が拡大されるため，広報やホームページ等で周知を行い，案内漏れや支給漏れのないよう，円滑な支給を
行う。また不正受給防止の観点から，生計維持方法が不明瞭な未就労の受給者に対して，積極的に母子・父子自立支援員へ繋ぎ，就労支
援を行うことにより，受給者の生活の安定と自立の促進へつなげる。

平成27年度の実施内容

□決算額内訳 
●支給人数　 540人 
●支給額　　 238,768千円 
●システム保守及び機器更新業務委託料　3,173千円 
●郵便料等　　350千円

平成27年度の改善内容

現行制度に加え，制度や手当額の改正等について，周知漏れの無いよう広報やホームページを通じて周知を行った。また新規申請や現況
届提出の際に，低収入または求職中の受給者に対しては，母子・父子自立支援員やハローワークへつなぎ，積極的に就労支援を行った。

05-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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05-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

母子生活支援施設への入所世帯が１世帯増えたため事業費が増加した。

活動配分 人 1.000 1.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.700

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.300 0.350正職員 人

人 0.700

千円 5,466 7,004 2,840 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,264 5,742

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 71 102 90

人口 94,335

県費 千円 1,401 1,501 2,188 世帯数 40,797

3,041

11,648 9,356 １世帯当たり（円） 285.51

4,238

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,700

特
定
財
源

国費 千円 2,762

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,700 11,648

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,356 住民1人当たり（円） 123.47

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
施設入所を必要とする児童と保護者 

【意図】 
施設入所を必要とする児童及び母を措置して保護を講じる。ま
た，入所費用の負担軽減のため助成金を支給する。 

【大きな目的】 
児童及び保護者の支援 

【全体概要】 
□助産施設 
□母子生活支援施設 
□子育て家庭ショートステイ事業 
□児童福祉施設入所等徴収金の助成金 
□芦屋市障害児施設入所等費用助成金 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所保育料徴収規則，芦屋市助産施設条例，
芦屋市助産施設条例施行規則，芦屋市障害児施設入所等費用助成金交付要綱，芦屋市児童福祉施設入所等徴収金の助成金
交付要綱，子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010235

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 児童福祉施設措置事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-008

05-01-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

家庭児童相談及び母子父子相談等を通じて，援助等を必要としてい
る方へ，各制度の周知を行う必要がある。また，現在市内には利用
できる助産施設が無いため，利用希望者がいる場合は他市施設へ入
所を委託する必要がある。

継続して、広報やホームページ等により制度の周知に努める。また
家庭児童相談と母子父子相談との間で連携をとり，情報を共有する
ことで，様々な方向から支援を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
継続して、広報やホームページ等により制度の周知に努める。また家庭児童相談と母子父子相談との間で連携をとり，情報を共有するこ
とで，様々な方向から支援を行う。

【総合評価】

家庭児童相談と母子父子相談を通じて，必要な措置を講じていることは有効である。今
後の方向性として制度の更なる周知と相談員との連携による支援は適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

家庭児童相談，母子父子相談等を通じて積極的に支援を行っている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

家庭児童相談，母子父子相談等を通じて措置を行うため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

家庭児童相談，母子父子相談等を通じて積極的に支援を行っている

現在認識している課題

現在，市内で利用可能な助産施設が無いため，利用希望者がいる場合は他市施設へ入所を委託しなければならない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

継続して、広報やホームページ等により制度の周知に努める。また家庭児童相談と母子父子相談との間で連携をとり，情報を共有するこ
とで，様々な方向から支援を行う。

平成27年度の実施内容

□施設入所措置費 
・助産施設　　　　　　　0件 
・母子生活支援施設　    2件  5,505千円（自己負担金：62千円） 
・ショートステイ　　　  9件 　 154千円（自己負担金：40千円） 

□施設入所等費用助成金　　 
・児童福祉施設入所　　　1件　  248千円　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・障害児施設入所　　　　0件

平成27年度の改善内容

家庭児童相談，母子父子相談等を通じて，援助等を必要としている方へ各事業の措置を行った。また，現在母子生活支援施設へ入所して
いる世帯について，施設設置市の支援者と情報を共有し，今後の支援の方向性等について話し合うことで，1世帯が自立につながり退所
となった。

05-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
1
)



05-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.650 0.600

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.300正職員 人

人 0.300

千円 4,160 3,805 180 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,108 3,733

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 27 27 27 世帯数 40,797

0

3,832 207 １世帯当たり（円） 93.93

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,187

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,187 3,832

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

207 住民1人当たり（円） 40.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ひとり親家庭の母子及び父子，寡婦 

【意図】 
ひとり親家庭の継続的自立の助成と生活支援 

【大きな目的】 
ひとり親家庭の日常生活の安定を目指した支援 

【全体概要】 
□ひとり親家庭の生活相談 
□施設への入所措置 
□自立支援プログラム策定業務 
□母子父子寡婦福祉資金の貸付の相談・受付 
□年末のつどい 
□日常生活に支障のある者の家庭の生活支援としてホームヘルプサー
ビスの提供 
□共励会（母子・父子・寡婦団体）育成 

会計種別

根拠法令等
母子及び父子並びに寡婦福祉法，芦屋市ホームヘルプサービス事業の費用徴収に関する規則・運営要綱，芦屋市母子・父
子自立支援プログラム策定事業実施要綱

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和45年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010187

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名
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

事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-009

05-01-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

休日や他市で離婚届を提出した場合や，代理人による提出の場合，
本人に様々な助成制度を案内できないため，本人にとって有益な情
報提供等を行うことができない場合がある。

直接窓口にてひとり親家庭の制度案内ができない場合があるため，
ホームページや広報等を通じて，制度の周知に努める。また，ひと
り親家庭の継続的自立へつながるよう，相談を通じて必要な支援を
見極め，それぞれに有益な就労支援や生活支援等を行っていく。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き，ひとり親家庭の経済的自立へつながるよう，制度の周知に努めるとともに，就労支援や生活支援等を相談を通じて行ってい
く。

【総合評価】

ひとり親家庭の生活支援や就労支援を積極的に行っている。今後の方向性として制度の
周知と支援を行うことは適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

ひとり親家庭の自立支援を行っている

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

相談業務のため，様々な支援を行っている庁内の関係機関と連携をはかることができる

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

ひとり親家庭の自立支援を行っている

現在認識している課題

離婚届が，休日や他市に提出された場合や，代理人により提出された場合，本人に様々な助成制度を案内できないため、本人にとって有
益な情報提供等を行うことができない場合がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

継続して制度の周知に努めるとともに，ひとり親家庭の継続的自立へつながるよう，相談を通じて必要な支援を見極め，それぞれに有益
な就労支援や生活支援等を行っていく。

平成27年度の実施内容

□ひとり親家庭事業 
・年末のつどい（年1回実施） 
　需用費　32千円 
　報償費　 6千円 

□補助金 
・共励会（白菊会）補助金　30千円 

□母子父子自立支援員による相談述べ件数：702件　　　　　　　　　　　　　　　　　 
□消耗品　6千円

平成27年度の改善内容

ひとり親家庭の支援制度の説明時に，可能な限り母子父子自立支援員が同席し，ケースに応じて必要な支援を行った。年末のつどいにお
いては、共励会と協力し，ひとり親家庭の交流が深まるよう努めた。また共励会母子部の活動を支援するため，ひとり親家庭の制度につ
いて研修を行った。

05-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
2
)



05-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

前年に比べ高等職業訓練促進給付金の受給件数が増加したため。

活動配分 人 0.450 0.450

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.250

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.200 0.200正職員 人

人 0.250

千円 2,940 3,422 2,325 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,657 2,687

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

4,828

8,250 9,300 １世帯当たり（円） 202.22

6,975

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,194

特
定
財
源

国費 千円 2,254

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,194 8,250

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,300 住民1人当たり（円） 87.45

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
母子家庭の母又は父子家庭の父 

【意図】 
母子家庭の母又は父子家庭の父の就業をより効果的に促進する。 

【大きな目的】 
母子家庭又は父子家庭の自立を支援する。 

【全体概要】 
□自立支援教育訓練給付金事業 
(1)目的：経済支援の必要な母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な
能力開発の取組みを支援 
(2)対象者：児童扶養手当支給対象者又は同等の所得水準にあるかた 
(3)対象講座：雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 
(4)支給額：支払った費用の20％（上限，下限有り） 

□高等職業訓練促進給付金事業 
(1)目的：母子家庭又は父子家庭の生活の安定のための資格取得促進事
業 
(2)対象者：児童扶養手当支給対象者又は同等の所得水準にあるかた 
(3)対象資格：指定の職種（2年以上のカリキュラム） 
(4)支給 
・毎月一定額（各年度及び市民税の課税・非課税により異なる） 
・期間上限有り 

会計種別

根拠法令等
母子及び父子並びに寡婦福祉法，芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱，芦屋市高等職業訓練促進給付金事業実施
要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010236

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 母子父子家庭自立支援給付金事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-010

05-01-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

自立支援教育訓練給付金事業は，ハローワークでの教育訓練が受給
できない証明が事前に必要であるため，受講申込み期間が短い場
合，制度利用が困難な場合が見受けられる。制度の有効活用に向け
て，受講申込み前に余裕をもって申請相談を依頼することを周知す
る必要がある。

個々の状況や相談に応じて各事業の利用を案内するとともに，事業
利用後も就労状況について確認を行い，総合的に支援する。特に高
等職業訓練促進給付金等事業においては，対象資格が拡大されたた
め，児童扶養手当の現況届時などに更なる周知を図っていく。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
就労支援を通じて，制度の周知に努めるとともに，ハローワークと連携し，個々の状況にあった就労支援を総合的に行う。特に高等職業
訓練促進給付金等事業においては，対象資格が拡大されたため，児童扶養手当の現況届時などに更なる周知を図っていく。

【総合評価】

ひとり親家庭の就労に向けて資格取得の相談支援を積極的に行っている。今後の方向性
として制度の充実に伴い，更に就労支援を進めていくことは適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

ひとり親家庭の経済的自立に効果的な制度である

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

ひとり親家庭の自立に効果的な制度である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

ひとり親家庭の自立に寄与している

現在認識している課題

自立支援教育訓練給付金事業は，ハローワークでの教育訓練が受給できない証明が事前に必要であるため，受講申込み期間が短い場合，
制度利用が困難な場合が見受けられる。制度の有効活用に向けて，受講申込み前に余裕をもって申請相談を依頼することを周知する必要
がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

ひとり親家庭に対する窓口業務を通じて，就労支援を積極的に行い，高等職業訓練促進給付金事業において資格の拡大の希望があれば，
ニーズや就労率等を参考にした上で検討する。資格を取得することでより就労に結びつきやすくなるため，各事業の利用者を増やすべ
く，ホームページや広報等により制度の周知に努める。

平成27年度の実施内容

□自立支援教育訓練給付金事業　1件　13千円 
・講座内容：介護職員初任者研修 1件 

□高等職業訓練促進給付金等事業　6件　5,550千円 
・対象資格：看護師5名（准看護師含む），理学療法士1名

平成27年度の改善内容

ひとり親家庭の相談時や児童扶養手当の申請，現況届時において，求職中の父または母に対し，制度について説明し，積極的に就労支援
を行った。

05-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
3
)



05-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成26年度に対象だった1世帯が転出したため，27年度は支給実績がなかった

活動配分 人 0.100 0.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.050 0.050正職員 人

人 0.050

千円 705 622 180 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 615 622

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

622 180 １世帯当たり（円） 15.25

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 705

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 705 622

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

180 住民1人当たり（円） 6.59

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
交通遺児（小学校から高校までの就学児童） 

【意図】 
交通遺児を激励するとともに,その健やかな育成と福祉の増進に
寄与 

【大きな目的】 
交通遺児に対する健全育成 

【全体概要】 
□交通遺児就学激励金の支給（小・中学生：年額60,000円，高校生：
年額120,000円） 

会計種別

根拠法令等
芦屋市社会福祉「友愛」基金による交通遺児就学激励金支給要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和48年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010186

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 交通遺児就学激励金 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-011

05-01-011

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

窓口相談等がない限り、ひとり親になった原因の確認ができないた
め、すべての対象者の把握が非常に困難である。

引き続き，児童手当やひとり親家庭の相談時に，ひとり親になった
原因の確認を行い，支給もれがないよう努める。また広報やホーム
ページ等で制度の周知に努める。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き，児童手当やひとり親家庭の相談時に，ひとり親になった原因の確認を行い，支給もれがないよう努める。また広報やホーム
ページ等で制度の周知に努める。

【総合評価】

支給対象者の把握に向けて努力を図っており，事業運営及び制度の周知と支給漏れ防止
という今後の方向性は適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

交通遺児の経済的支援に寄与する

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

芦屋市社会福祉「友愛」基金による拠出であるため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

交通遺児に対する健全育成が目標である

現在認識している課題

窓口相談等がない限り、ひとり親になった原因の確認ができないため、すべての対象者の把握が非常に困難である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

対象者は少数と思われるが、支給もれの防止に努める。

平成27年度の実施内容

□対象者　0名

平成27年度の改善内容

児童手当やひとり親家庭の相談時に，ひとり親になった原因を確認し，支給もれがないよう努めた。また広報やホームページ等で制度の
周知に努めた。

05-01-011

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
4
)



05-01-012

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.250 0.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.250 0.350正職員 人

人 0.000

千円 1,891 2,764 1 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,891 2,764

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 1,149 1,234 1,378 世帯数 40,797

0

3,998 1,379 １世帯当たり（円） 98.00

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,040

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,040 3,998

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,379 住民1人当たり（円） 42.38

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
同一世帯で１８歳未満の児童がおり，かつ第３番目以降の児童が
保育所に通っている世帯 

【意図】 
多子世帯に対して，保育料の一部を補助することにより，子ども
を生みやすい環境づくりを推進する 

【大きな目的】 
ひょうご多子世帯保育料軽減事業（保育所）実施要綱に基づき，
多子世帯の子育てにかかる経済的負担感の軽減を図るため，３人
以上の児童を育てている世帯に対して，第３子以降が保育所を利
用する場合の保育料を助成することにより，子どもの産みやすい
環境づくりを推進する。 

【全体概要】 
月額5,000円を超えかつ市町村民税所得割額が119,000円以下の世帯の
第3子以降の保育料に対して， 
①３歳未満児では，月額5,500円を限度に補助 
②３歳以上児では，月額4,000円を限度に補助 

会計種別

根拠法令等
・ひょうご多子世帯保育料軽減事業実施要綱 
・芦屋市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成20年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010621

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金（保育所） 事務事業番号

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-012

05-01-012

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

申請漏れがないよう周知に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
兵庫県の補助事業であり，多子世帯の子育てに係る経済的負担を軽減するため，事業を継続する。

【総合評価】

子育て支援の観点から有効である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

引き続き，補助申請漏れがないよう周知に努める。

平成27年度の実施内容

平成27年度決算額　保育料軽減実績 
　1,233,900円，31人（30世帯）

平成27年度の改善内容

各保育施設に通知し，制度の周知に努めた。

05-01-012

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
5
)



05-01-013

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 2.900 3.470

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.220

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.250 1.250正職員 人

人 1.650

千円 234,374 230,101 220,439 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,270 16,976

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,967 679 0

人口 94,335

県費 千円 217,187 212,854 216,960 世帯数 40,797

964,844

1,408,478 1,423,679 １世帯当たり（円） 34,524.06

986,280

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,438,788

特
定
財
源

国費 千円 985,260

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,438,788 1,408,478

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,423,679 住民1人当たり（円） 14,930.60

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
中学校修了前の児童を養育している者（所得制限有） 

【意図】 
当該家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育
成及び資質の向上を目的とする。 

【大きな目的】 
次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上。 

【全体概要】 
□申請相談，受付及び支給事務 

　1　受給資格者：中学校修了前の児童を養育している父母等 

　2　支給月額（対象児童1人あたり）　 
　 (1)所得制限限度額未満 
　　　・3歳未満及び小学校修了前までの第3子以降：月額15,000円 
　 　 ・3歳以上小学校修了前及び中学生：月額10,000円 
　 (2)所得制限限度額以上 
      ・月額5,000円（年齢区分なし） 

　3　支給 
　 (1)支給開始：申請した翌月分から支給 
　 (2)支給時期：年3回（6月，10月，2月の各月15日） 
　　　ただし，金融機関の休業日にあたる場合は，前営業日。 
　 (3)支給方法：受給者名義の金融機関口座へ振込 

会計種別

根拠法令等
児童手当法

実施区分 補助 財源

事業期間 昭和46年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010185

担当所属 こども・健康部子育て推進課（こども担当） 担当課長名 茶嶋　奈美

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 児童手当事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

法定受託事務

05-01-013

05-01-013

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

マイナンバー制度の開始に伴って提出書類が追加されたことについ
て知らない市民が多く，新規申請時の提出書類漏れにより，請求の
認定が滞ることがあるため，制度及び提出書類等の周知，定着に努
める必要がある。

制度及び提出書類等の周知，定着を図るため，継続的に広報を行う
とともに，より理解しやすい内容表記へ改める。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
・引き続き広報及びホームページ等により制度の周知を行うことで，出生や転入による新規申請漏れの防止に努める。また，マイナン
バー制度による提出書類の増加について理解しやすいよう丁寧な窓口応対を行う。 
・年１回の継続手続である現況届の提出率が１００％に近づくよう，未提出者に対し文書及び電話で督促を行う。

【総合評価】

広報等による制度の周知や繰り返し現況届の提出勧奨をしていることは有効である。今
後の方向性として，マイナンバー制度の開始に伴い，更に制度並び手続きについて周知
を行うことは適切である。 

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

家庭の経済的安定と児童の健全育成に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

法定受託事務のため

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

家庭の経済的安定と児童の健全育成に寄与している

現在認識している課題

平成２８年１月よりマイナンバー制度が開始されたことに伴い，新規申請時における提出書類が増加したが，追加書類を知らない市民が
多いため，周知に努める必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・広報及びホームページ等により制度の周知を行うことで，出生や転入による新規申請漏れの防止に努める。 
・年１回の継続手続である現況届の提出率が１００％に近づくよう，未提出者に対し文書及び電話で督促を行う。 

平成27年度の実施内容

□受給者数　　　９，２６５人 
□対象児童数　１２，０４０人 
□決算額　　　　　　　１，３９１，５０２千円 
・消耗品，郵便料等　　　　　　２，２１６千円 
・システム保守，業務委託料　　　　６７６千円 
・支給額　　　　　　　１，３８８，６１０千円

平成27年度の改善内容

広報及びホームページ等により，制度の周知に努めるとともに，支給漏れのないよう，出生等により新たに手当の対象となる市民に対
し，案内を送付した。また，継続手続がなされていない受給者に対して文書や電話にて督促を行い，昨年度に引き続き９９．７％の提出
率を達成した。

05-01-013

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
6
)



05-01-014

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 4.330 4.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

3.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.330 0.950正職員 人

人 3.000

千円 25,325 22,704 2,820 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 22,928 20,508

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 457 278 463

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

22,982 3,283 １世帯当たり（円） 563.33

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 25,782

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 25,782 22,982

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,283 住民1人当たり（円） 243.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
就学前乳幼児（０～３歳児）と母親，小，中学生対象 

【意図】 
幼児の感性と体力を育て，親子の結びつきと保護者間の交流を深
める。 
児童の健全育成と仲間づくり及び基礎体力の向上を目指す。 

【大きな目的】 
健全な遊びをとおして，その健康を増進し，豊かな情操を育むこ
とを目的とする。 

【全体概要】 
□子ども対象事業：小，中学生対象教室，映画会，人形劇等イベント 
□親子対象事業：乳幼児と母親対象教室 
□親対象事業：子育て支援事業 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，芦屋市立上宮川文化センター設置及び管理に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和61年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 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                       

前期5年の
重点施策

5-1-1　地域で子育てについて気軽に相談できる環境を整えます。 
5-1-2　家庭の教育力を向上させるため、様々なサポートを実施します。 
5-1-3　要保護家庭の自立や要保護児童の支援に努めます。

0105010183

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 加賀　淳治

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 児童センター事業 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

05-01-014

05-01-014

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

参加希望の多い事業回数を増やすことができないか。 □事業利用者アンケートをとり，市民の声や児童センターに対する
要望を集約し，事業の回数増，新規事業の検討をする。 
□自由来館事業を模索中。 

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
□事業の回数及び自由来館制事業の拡大により，利用者の増加を図る。 
□３０周年記念事業として映画会を実施する。

【総合評価】

常に事業の点検を行う中で事業改善が図られており，幅広い対象児童の増加を図ろうと
する取り組みは評価できる。また，今後の方向性も妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

高学年及び中学生まで多く参加できる事業の実施ができないか。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

□環境・食育事業の継続 
□高学年の参加人数の拡大を図る

平成27年度の実施内容

□環境食育講座を２回実施。延べ２８０人 
□チャレンジクラブ２０回実施。延べ４８９人 
□図書貸出 

平成27年度の改善内容

□おはなしひろばの会場を変更して６回実施。延べ１６４人 

05-01-014

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
7
)



05-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

26年度は子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等費用と，子ども・子育て支援事業計画策定にかかる業務委託料が計上され
ていたことによる。

活動配分 人 3.220 1.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.580 1.150正職員 人

人 0.640

千円 27,609 15,080 4,972 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 21,005 10,879

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 13,235 0 0 世帯数 40,797

0

15,080 5,172 １世帯当たり（円） 369.64

200

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 40,844

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 40,844 15,080

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,172 住民1人当たり（円） 159.86

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
妊婦，子育て中の親子，子育て支援に関わる地域住民及び事業所 

【意図】 
妊婦，子育て中の親子，子育て支援に関わる地域住民及び事業所
が，地域で子どもたちが育ちあう仕組みに関わり全ての子どもた
ちの健全育成を目指す。 

【大きな目的】 
・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す。 
・子どもを産み，育てやすい社会の実現を目指す。 
・親子がともに成長し合えるように，社会全体で子ども・子育て
を支援する取り組みを進める。 

【全体概要】 
□子ども・子育て会議の開催（25年8月～） 
□教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び
利用希望の把握（25年度） 
□5年を1期とした子ども・子育て支援事業計画の策定（26年度） 
□子ども・子育て支援事業計画の推進・評価等の進行管理（27年度
～） 

会計種別

根拠法令等
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）/（略称）認定こども園法一部改正法(平成24年法律第66号）/（略称）整
備法（平成24年法律第67号）

実施区分 直営 財源

事業期間 平成24年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020684

担当所属 こども・健康部子育て推進課（新制度担当） 担当課長名 和泉　みどり

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 子ども・子育て支援事業計画推進事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-001

05-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・子ども・子育て支援事業計画に基づく事業の推進及び進行管理 
・実績報告，評価の実施に必要な関係課との連携及び調整 
・子ども・子育て支援新制度の円滑な運営と，市民への更なる周知
及び啓発

・PDCAサイクルが円滑に機能するよう関係課との調整を図り，子ど
も・子育て支援事業計画を進行管理する。 
・子ども・子育て支援新制度及び関連する子育て支援事業につい
て，市民への更なる周知と啓発を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業自体が特定の市民に利益をもたらす内容ではないため。

平成２８年度の目標・改善内容
・子ども・子育て支援事業計画に基づく事業の推進 
・27年度に確定した子ども・子育て支援事業計画の進行管理方法に沿った実績報告，評価の実施

【総合評価】

子ども・子育て支援事業計画の進行管理に必要な評価方法について，子ども・子育て会
議にて協議した。今後も引き続き計画に基づき子育て支援施策の推進を図り，進行管理
を行っていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

会議の委員報酬，広報（子育て支援の情報提供）に係る費用，電子システム関係以外の予算はなく，コスト削減は極めて困難。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

子育て支援の中核をなす計画の推進であり，類似事業はなく統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

子ども・子育て支援事業計画の進行管理方法を確定させ，計画通りに業務を遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

次世代育成支援対策推進行動計画を踏まえた計画として推進していること，保育サービスの提供等からも貢献度が大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

子ども・子育て支援法に基づき，市が主体となって実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

保育サービスの提供をはじめ，子育てと仕事を両立させるための支援事業の推進等，計画との整合性はある。

現在認識している課題

・子ども・子育て支援事業計画を評価するための関係課との調整 
・子ども・子育て会議の円滑な運営 
・事業計画における新規事業（「子育て支援員」等）の実施

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・子ども・子育て支援事業計画の進行管理・評価方法等の検討及び決定 
・新制度の円滑な施行 
・新制度に関する電子システムの管理・運用

平成27年度の実施内容

【主な事業内容】 
■子ども・子育て支援事業計画の進行管理 
　・子ども・子育て会議の開催（3回）　・確認部会の開催（2回） 
　・教育・保育施設整備事業者等選定委員会（7回） 
■広報臨時号（子育て支援特集号発行）　■新制度ガイドブックの作成 
■新制度に関するシステムの管理・運用 

【主な事業費】 
■会議関連費用　914千円　■広報関連費用　1,412千円　 
■システム保守費用　804千円

平成27年度の改善内容

・子ども・子育て会議において，確認部会を新たに設立した。 
・子ども・子育て支援事業計画の進行管理について，子ども・子育て会議で協議した。

05-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
8
)



05-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 113.690 121.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

48.710

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

72.300 72.540正職員 人

人 41.390

千円 586,005 636,979 47,980 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 722,363 752,591

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 202,012 179,683 22,082

人口 94,335

県費 千円 1,613 0 0 世帯数 40,797

140

816,802 70,397 １世帯当たり（円） 20,021.13

335

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 789,630

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 789,630 816,802

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

70,397 住民1人当たり（円） 8,658.53

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
　保護者の就労や病気などの理由で昼間に保育を必要とする乳・
幼児（0歳から就学前までの児童）が保育を受けることが出来る
ようになる。 

【意図】 
　公立保育所の適正な運営。 

【大きな目的】 
　保育サービスの充実 

【全体概要】 
□保育の実施 
　通常保育，延長保育，統合（障がい児）保育，食育，児童の健康管
理（嘱託医との調整）等 
□保育所運営に必要な一般事務 
　保育所入所業務，保育料徴収業務，保育システム保守，その他支払
業務（報酬・臨職賃金，保育等の消耗品，賄材料費，他市委託業務
他）等 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例，同施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020189

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市立保育所の運営業務 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-002

05-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

　安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める。 　安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
　他の保育施設との連携を深め，保育内容の充実に努める。

【総合評価】

公立保育所で過ごす児童にとって保育内容の充実は必要であり，事業として有効であ
る。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

その他の保育施設を含めた保育の質の向上への取り組み

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

公立保育所の安定した保育所運営により，一層の保育内容の向上及び充実を図る。

平成27年度の実施内容

（１）　公立保育所　　　　　　　 (年間延人数)　(年間延人数)　(年間延人数)　　（２）地域活動事業 
　　　名称　　　　定員　保育年齢　入所児童数　　延長保育　　　園庭開放　　 　　　　・高校生との交流 
　　　精道保育所　90人　０～５歳　　1,121人　　　3,527人　　　　　118人　　　　　　・高齢者との交流 
　　　打出保育所　90人　１～５歳　　1,171人　　　3,473人　　　　　112人　　　　　　・地域の人との交流 
　　　岩園保育所　60人　２～５歳　　　721人　　　2,360人　　　　  101人　　　　　　・体験保育の実施 
　　　大東保育所　60人　１～５歳　　　769人　　　2,005人　　　　　331人　　　　　　・子育てに関する電話相談 
　　　新浜保育所 100人　０～５歳　　1,206人　　　3,097人　　　　  135人 
　　　緑保育所　　80人　０～５歳　　1,008人　　　2,887人　　　　　 49人 
　　　　合計　　 480人　　　　　　  5,996人　 　17,349人　　　　　846人

平成27年度の改善内容

平成２６年度に策定した就学前カリキュラムを利用し，保育を実施した。

05-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
3
9
)



05-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 48.590 52.130

他部門経費 千円 0 3,138

減価償却費 千円 29,107 29,107

20.590

うち経費 千円 29,107 32,245

嘱託・臨職等

31.100 31.540正職員 人

人 17.490

千円 374,152 442,372 53,699 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 309,688 325,386

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 626 840

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

442,998 54,539 １世帯当たり（円） 10,858.59

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 374,152

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 374,152 442,998

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

54,539 住民1人当たり（円） 4,696.01

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
保護者の就労や病気などの理由で昼間に保育を受けることが出来
ない乳・幼児（0歳から就学前までの児童）が保育を受けること
が出来るようになる。 

【意図】 
公立保育所の適正な維持管理。 

【大きな目的】 
保育サービスの充実 

【全体概要】 
□建物の破損等状況確認 
□建物の維持管理に係る支払事務 
　・光熱水費 
　・警備委託料 
　・補修工事　等 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例，同施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020190

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市立保育所の維持管理業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-003

05-02-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

今後実施予定の大規模改修への対応 引き続き，保育所施設の保守点検及び整備に努める。また，全庁的
な施設の中・長期整備計画に従い，各保育所の改修を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き，保育所施設の保守点検及び整備に努める。また，全庁的な施設の中・長期整備計画に従い，各保育所の改修を行う。

【総合評価】

児童の安全にもかかわる事業であり，有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

今後実施予定の大規模改修への対応

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

入所児童が良好な環境で保育が受けられるように施設の保守・点検及び整備に努める。

平成27年度の実施内容

１　工事請負費　… 58,330千円　（エアコン更新，遮光ネット設置等） 

２　委託料　　　…　2,171千円　（保育所警備委託業務，植木剪定業務委託，遊具安全点検業務委託等） 

３　需用費　　　… 24,524千円　（電気使用料，ガス使用料，水道使用料，施設補修費ほか）　 

４　役務費　　　…　　342千円　（換気扇清掃等）

平成27年度の改善内容

05-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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05-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成27年度から事業を開始したため

活動配分 人 0.000 3.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.000 2.200正職員 人

人 0.000

千円 0 36,939 130,118 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 21,475

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 113,366 0 世帯数 40,797

10,350

160,655 508,361 １世帯当たり（円） 3,937.91

378,243

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 0 160,655

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

508,361 住民1人当たり（円） 1,703.03

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
就学前児童 

【意図】 
待機児童を解消する。 
保護者の就労に関わらず等しく質の高い教育・保育を提供する。 

【大きな目的】 
・質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供する。 
・待機児童の解消のため保育の量的拡大を目指す。 
・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す。 
・子どもを産み，育てやすい社会の実現を目指す。 

【全体概要】 
教育・保育施設及び地域型保育事業に関する整備 

会計種別

根拠法令等
子ども・子育て支援法／児童福祉法／認定こども園法

実施区分 補助 財源

事業期間 平成27年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105021040

担当所属 こども・健康部子育て推進課（新制度担当） 担当課長名 和泉　みどり

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 特定教育・保育施設等施設整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-004

05-02-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・認定こども園の整備推進 
・低年齢児を主とした待機児童対策 
・南芦屋浜地区教育施設用地における認定こども園誘致の検討

・認定こども園及び小規模保育事業所等の整備推進

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業の内容から受益者に負担を求める事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・認可保育所の整備（1か所） 
・小規模保育事業所の整備（1か所） 
・認定こども園（（仮称）幼保連携型認定こども園浜風夢）の整備

【総合評価】

グループ型からの小規模移行については1か所のみとなったが，小規模の公募，認可保育
所移転整備により定員が89人増加した。認定こども園については，事業者公募などに取
り組み，29年4月開園に向け進めている。今後も引き続き待機児童解消のため，施設整備
に努める。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

利用可能な補助金制度を活用しているため，コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

利用可能な補助金制度を活用しており，手段変更はできない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

待機児童解消のため，計画通り保育定員の拡大を実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

待機児童解消のため，保育定員拡大に努めていることから貢献度は大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

子ども・子育て関連３法に基づき，市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている，という計画の目標と整合している

現在認識している課題

認定こども園の整備推進 
低年齢児を主とした待機児童対策

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・認可保育所の整備（1か所） 
・小規模保育事業所の年度内開園（3か所） 
・グループ型家庭的保育事業所の小規模保育事業所への移行（2か所）

平成27年度の実施内容

・蓮美幼児学園芦屋川ナーサリーの移転に伴う施設整備に取り組んだ。 
　利用定員35人分増加（平成28年4月1日時点） 
・小規模保育事業所の開園に向け，事業者公募（5月1日～6月5日，9月15日～10月20日）を行い，2か所の認可手続に取り組んだ。 
　ＨＡＮＡ保育園（Ａ型，利用定員16人，10月1日開園）／ニチイキッズ芦屋保育園（Ａ型，利用定員19人，12月1日開園） 
・グループ型家庭的保育事業所の小規模保育事業所への移行に取り組んだ。 
　ポピンズ小規模保育園芦屋（Ａ型，利用定員19人，平成28年4月1日移行） 
・（仮称）幼保連携型認定こども園浜風夢の整備に向け，事業者公募を行い，選定された事業者　社会福祉法人夢工房と協議を進めた。
（住民説明会5回開催） 
【主な事業費】 
保育所緊急整備事業補助金／保育対策総合支援事業補助金

平成27年度の改善内容

05-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
4
1
)



05-02-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

新規事業のため。

活動配分 人 0.000 202.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.000 202.250正職員 人

人 0.000

千円 0 2,123,983 482,788 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 1,713,856

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 249,416 260,566

人口 94,335

県費 千円 0 165,882 219,772 世帯数 40,797

321,372

2,860,653 1,385,150 １世帯当たり（円） 70,119.20

422,024

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 0 2,860,653

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,385,150 住民1人当たり（円） 30,324.41

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
保護者の就労や病気などの理由で昼間に保育を必要とする乳・幼
児（0歳から就学前までの児童）が保育を受けることが出来るよ
うになる。 

【意図】 
入所児童の健全な保護育成と私立特定教育・保育施設及び私立特
定地域型保育事業の円滑な運営 

【大きな目的】 
児童福祉の増進，保育サービスの充実 

【全体概要】 
私立特定教育・保育施設及び私立特定地域型保育事業に対して通常保
育，一時預かり保育，延長保育，統合（障がい児）保育等運営費を助
成 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，子ども・子育て支援法施行規則，芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の保育料等に関する条例，芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所運営費助成金交付規則，芦屋市延長保
育事業実施要綱，芦屋市一時預かり事業実施要綱

実施区分 委託 財源

事業期間 平成27年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105021041

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 私立特定教育・保育施設等運営事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-005

05-02-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

運営費の助成により安定した運営を目指すとともに，研修会の開催
等により公・私とも保育内容の充実に取り組む

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
運営費の助成により安定した運営を目指すとともに，研修会の開催等により公・私とも保育内容の充実に取り組む

【総合評価】

運営費の助成により，私立特定教育・保育施設等の安定運営及び保育内容の充実に有効
である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

継続して保育内容の充実に取り組む必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

私立特定教育・保育施設等に運営費の助成を実施することにより，安定した運営と公・私とも同質の保育サービスを実施する。

平成27年度の実施内容

（１）　私立特定教育・保育施設等に係る年間延べ児童数 
　　　　定員　利用児童数　延長保育利用児童数　一時預かり（非定型）利用児童数　一時預かり（緊急）利用児童数 
　　　　　　　　(年間延人数)　(年間延人数)　　(年間延人数)　　　　　　　　　　(年間延人数) 
　　　　673人　　　7,861人　　27,496人　　　　　3,608人　　　　　　　　　　　　　　　441人 
（２）　運営費等の助成 
　　　　・　特定教育・保育施設等運営費・・・1,036,237千円 
　　　　・　延長保育事業委託金・・・8,249千円 
　　　　・　一時保育事業委託金・・・24,643千円 
　　　　・　統合保育事業委託金・・・16,425千円 
　　　　・　その他（他市委託等）・・・61,243千円

平成27年度の改善内容

園長会及び所長会を実施し，私立・市立での連携を図った。

05-02-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
4
2
)



05-02-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.750 1.020

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 1.020正職員 人

人 0.000

千円 24,631 48,963 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,473 7,422

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 4,739 4,054 0

人口 94,335

県費 千円 11,529 0 0 世帯数 40,797

0

53,017 0 １世帯当たり（円） 1,299.53

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 55,347

特
定
財
源

国費 千円 14,448

一般財源

年　度 単位

合計 千円 55,347 53,017

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 562.01

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
０歳から２歳までの待機児童 

【意図】 
低年齢児の待機児童の解消 

【大きな目的】 
待機児童の解消 

【全体概要】 
グループ型家庭的保育事業を２か所（山手圏域，精道圏域）で実施す
る。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市グループ型家庭的保育事業実施要綱 
芦屋市グループ型家庭的保育事業補助金交付要綱

実施区分 委託 財源

事業期間 平成25年度 ～ 平成27年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020691

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 グループ型家庭的保育事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-006

05-02-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
平成２７年度末をもって事業終了

【総合評価】

待機児童解消に向けた緊急的な取り組みとして有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

グループ型家庭的保育事業の安定的な運営を行う。

平成27年度の実施内容

・　ポピンズ家庭的保育室芦屋（楠町，定員１５人，株式会社ポピンズ） 
　　　運営費　18,740千円，賃借料補助　　5,520円 

・　蓮美幼児学園芦屋竹園プリメール（竹園町，定員１５人，宗教法人　光聖寺） 
　　　運営費　16,427千円，賃借料補助　4,908千円

平成27年度の改善内容

月１回施設長会を開催するとともに，保育士が訪問を行い，運営支援を行った。

05-02-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
4
3
)



05-02-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.570

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.500 0.570正職員 人

人 0.000

千円 10,755 10,542 6,346 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,582 4,015

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 382 370 480

人口 94,335

県費 千円 3,266 1,645 2,232 世帯数 40,797

2,232

14,789 11,290 １世帯当たり（円） 362.50

2,232

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 14,403

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 14,403 14,789

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

11,290 住民1人当たり（円） 156.77

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内在住の生後６か月から小学校６年生までの児童 

【意図】 
病気等で保育所などでの集団生活が困難な児童を一時的に保育す
ることにより，保護者の子育てと就労の両立を支援するととも
に，児童の健全な育成を図る。 

【大きな目的】 
病気等の児童の一時預かり事業 

【全体概要】 
・実施場所・・・市立芦屋病院施設内 
・利用定員・・・１日あたり４人 
・利用時間・・・７：３０～１８：００ 
・利用料金・・・１人１日当たり２，０００円 
・利用方法・・・事前に利用登録が必要 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，芦屋市病児・病後児保育事業実施要綱

実施区分 委託 財源

事業期間 平成22年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020666

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 病児・病後児保育事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-007

05-02-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

現在，病児・病後児保育を実施している市立芦屋病院の利便性を考
慮して，子ども・子育て支援事業計画の計画期間の中で，受け入れ
箇所を増やし，提供体制の確保に努める。

病児・病後児保育事業の周知に努め，必要な人が利用しやすい制度
としていく。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
病児・病後児保育事業の周知に努め，必要な人が利用しやすい制度としていく。

【総合評価】

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

子ども子育て支援事業計画に基づき，利便性を考慮して計画期間の中で提供体制の確保を行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

病児・病後児保育事業を安定的に実施する。

平成27年度の実施内容

１　利用人数　延べ185人（前年度191人） 
２　費用　10,774千円 
　　（内訳） 
　　　業務委託料　10,740千円 
　　　電話使用料　　　34千円

平成27年度の改善内容

05-02-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

(
1
4
4
)



05-02-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

新規事業のため。

活動配分 人 0.000 1.120

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.000 1.120正職員 人

人 0.000

千円 0 4,604 649 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 6,225

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 216

人口 94,335

県費 千円 0 929 383 世帯数 40,797

991

6,524 1,632 １世帯当たり（円） 159.91

384

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 0 6,524

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,632 住民1人当たり（円） 69.16

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
施設型給付の支給を受ける幼稚園及び認定こども園並びに特定教
育・保育施設等を利用している生活保護世帯等及び利用している
又は検討している世帯 

【意図】 
幼稚園・認定こども園・利用生活保護世帯等に助成することによ
り，安定した事業の実施，施設利用の促進及び利用に係る相談等
を行うことにより，適切な施設利用につなげる。 

【大きな目的】 
幼稚園・認定こども園・利用生活保護世帯等に助成することによ
り，安定した事業の実施，施設利用の促進及び利用に係る相談等
を行うことにより，適切な施設利用につなげる。 

【全体概要】 
施設型給付の支給を受ける幼稚園における一時預かり事業，認定こど
も園における延長保育事業，実費徴収に係る補足給付及び利用者支援
事業 

会計種別

根拠法令等
子ども子育て支援法，芦屋市一時預かり事業実施要綱，芦屋市延長保育事業実施要綱，芦屋市実費徴収に係る補足給付事
業実施要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成27年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105021039

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 伊藤　浩一

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 地域子育て支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-008

05-02-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

引き続き各事業の安定実施を図るとともに，補足給付において支給
漏れのないよう実施する。

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き各事業の安定実施を図るとともに，補足給付において支給漏れのないよう実施する。

【総合評価】

事業の安定実施及び特定教育・保育施設等の利用に係る負担軽減に有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

補足給付について申請漏れがないよう周知等を行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

幼稚園・認定こども園での一時・延長保育事業の安定した運営を図るとともに，補足給付においては申請漏れのないよう周知を図る。

平成27年度の実施内容

（１）　幼稚園における一時預かり事業 
　　　　　実施施設数　利用年間延べ人数　委託料 
　　　　　　　　 1園　　　　　　 169人　75千円 
（２）　認定こども園における延長保育事業 
　　　　　実施施設数　利用年間延べ人数　委託料 
　　　　　　　 　1園　　　　 　　496人　149千円 
（３）　実費徴収に係る補足給付事業 
　　　　　支給者　　支給金額 
　　　　　　 5人　　　76千円

平成27年度の改善内容

補足給付について周知に努めた。

05-02-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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05-02-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 11.380 10.720

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

10.520

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.300 0.200正職員 人

人 11.080

千円 34,240 24,668 -12,820 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 43,858 40,509

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 9,618 9,246 7,672

人口 94,335

県費 千円 0 3,292 2,650 世帯数 40,797

3,333

40,539 152 １世帯当たり（円） 993.68

2,650

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 43,858

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 43,858 40,539

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

152 住民1人当たり（円） 429.73

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
（預かり保育事業） 
市立幼稚園に就園している園児とその保護者 

（実費徴収に係る補足給付） 
市立幼稚園に就園している生活保護世帯 

【意図】 
（預かり保育事業） 
市立幼稚園に在園する園児の心身の健全な発達を図るとともに，
保護者の子育てを支援する。 

（実費徴収に係る補足給付） 
生活保護世帯の経済的負担の軽減を図る。 

【大きな目的】 
（預かり保育事業） 
保護者の子育て支援，市立幼稚園の活性化 

（実費徴収に係る補足給付） 
幼児教育の機会均等の保障及び就園奨励 

【全体概要】 
（預かり保育事業） 
市立幼稚園において，通常の教育時間終了後及び長期休業期間中に，
預かり保育を実施する。 

（実費徴収に係る補足給付）※平成27年度より実施 
市立幼稚園に就園している生活保護世帯に対して，実費徴収となるミ
ルク代及び教材費等の一部を助成する。 

会計種別

根拠法令等
学校教育法第三章　第22条，第23条第1項，第24条

実施区分 直営 財源

事業期間 平成23年度 ～

課題別計画 教育振興基本計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020659

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市立幼稚園子育て支援事業 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-009

05-02-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

特になし 引き続き事業を実施する

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
・子育て支援の一環として市立幼稚園全園において預かり保育を行う。 
・市立幼稚園に就園する生活保護世帯に対して，実費徴収となるミルク代及び教材費等の一部を助成する。

【総合評価】

保護者の子育てを支援し，市立幼稚園の活性化を図るために預かり保育の実施及び実費
徴収に係る一部助成は有効であり，継続して実施することは適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

園児の心身の健全な発達と保護者の子育て支援に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

・子育て支援の一環として市立幼稚園全園において預かり保育を行う。 
・生活保護世帯に対してミルク代等の実費費用の一部を助成する。

平成27年度の実施内容

（預かり保育事業） 

　利用人数　のべ21,904人　1日平均98.7人（1日1園あたり12.3人） 

（実費徴収に係る補足給付） 

　対象者数　2人　　助成額　30千円

平成27年度の改善内容

子ども・子育て支援新制度のスタートに伴い，実費徴収に係る補足給付事業を開始した。

05-02-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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05-02-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

岩園小学校すぎのこ学級の拡張工事及び精道小学校ひまわり学級つばさの開設によるもの

活動配分 人 48.010 50.600

他部門経費 千円 2,843 0

減価償却費 千円 0 0

48.350

うち経費 千円 2,843 0

嘱託・臨職等

0.950 2.250正職員 人

人 47.060

千円 117,762 167,111 -92,225 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 163,631 176,461

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 35,386 41,331 47,343

人口 94,335

県費 千円 53,861 29,155 25,226 世帯数 40,797

29,167

266,764 5,570 １世帯当たり（円） 6,538.81

25,226

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 207,009

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 207,009 266,764

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,570 住民1人当たり（円） 2,827.84

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
保護者が就労等で昼間家庭にいないため，適切な保護育成が必要
な市内在住の小学１年生から４年生 

【意図】 
保護者が就労等で昼間家庭にいないため，適切な保護育成が必要
な市内在住の小学１年生から４年生を対象に，集団による遊びを
とおして生活指導その他児童の健全育成を行う。 

【大きな目的】 
放課後児童の健全育成を図る。 

【全体概要】 
□芦屋市留守家庭児童会 
　設置場所：市内小学校（計12学級） 
　開 設 日：月曜日から土曜日（日曜日，祝日，8/12～16，12/29～ 
　　1/3，事務日を除く） 
　開設時間：平日（月～金）は放課後から午後5時。 
　　※延長保育は午後5時から午後7時。 
　　　学校休業日は午前8時30分から午後5時。 
　　　土曜日は午前9時から午後5時。（ただし冬期の11月から12月は 
　　　午後4時30分まで。） 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，社会福祉法，芦屋市留守家庭児童会条例及び同施行規則，芦屋市留守家庭児童会要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和42年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105020194

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 田中　徹

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 青少年保護対策事業（芦屋市留守家庭児童会事業） 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-010

05-02-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

■子ども子育て支援新制度への対応 
■放課後子ども総合プランへの対応

■子ども子育て支援新制度への対応 
■放課後子ども総合プランへの対応

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
■子ども子育て支援新制度への対応 
■放課後子ども総合プランへの対応

【総合評価】

子ども・子育て支援事業計画の実現に向けて事業の見直しを含めた検討が必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

■子ども子育て支援新制度への対応 
■放課後子ども総合プランへの対応

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■すぎのこ学級の拡張工事 
■子ども子育て支援新制度への対応 
■放課後子ども総合プランへの対応

平成27年度の実施内容

■精道小学校にひまわり学級つばさを開設 
■すぎのこ学級の拡張工事（岩園小学校改修工事事業に含む） 
■子ども子育て支援新制度への対応 
　・留守家庭児童会条例の改正（対象児童を４年生まで拡大） 
　・入会基準を策定し入会審査を実施 
■放課後子ども総合プランへの対応 

平成27年度の改善内容

■すぎのこ学級の拡張工事 
■留守家庭児童会条例の改正 
■入会基準の策定
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事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.750 1.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.700 1.450正職員 人

人 0.050

千円 6,479 16,282 24,629 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,997 12,232

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 674 750

人口 94,335

県費 千円 0 4,491 4,399 世帯数 40,797

0

21,447 29,778 １世帯当たり（円） 525.70

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,479

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,479 21,447

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

29,778 住民1人当たり（円） 227.35

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
実施小学校の小学校1年生～6年生 

【意図】 
児童が放課後等に小学校の施設等を利用して，安全で安心して過
ごせる環境を作り，地域の方々の参画を得て，子どもたちに様々
な体験・交流活動の機会を提供することにより，遊び等を通じて
異年齢児の交流を促進し，豊かな人間性が育まれる放課後の居場
所を提供する事業「あしやキッズスクエア」を実施する。 

【大きな目的】 
放課後児童の居場所を提供する 

【全体概要】 
□あしやキッズスクエア 
　設置場所：市内小学校　平成27年度～（精道，山手，潮見） 
　　　　　　平成28年度～（宮川，朝日ヶ丘，浜風） 
　開設日：月曜日から金曜日（祝日，8/10～8/16，12/26～1/5，運動
会 
　　　　　等大きな行事や下校路の確認のための一斉下校の日を除
く） 
　開設時間：各学期中の月曜日から金曜日は放課後～午後5時 
　　　　　　学校休業日は午前8時30分～午後5時 

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成26年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 01 ①人と人がつながって新しい世代につなげる                                 

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

前期5年の
重点施策

5-2-1　必要とするときに適切な保育サービスを提供します。 
5-2-2　ワークライフバランスの理念の普及、啓発に努めます。

0105021031

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 田中　徹

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 あしやキッズスクエア事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-011
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【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

■未実施の岩園小学校，打出浜小学校においても各学校や地域と調
整して開設準備を行う。 
■既設校においては，運営会議等により課題を抽出し改善に努め
る。

■未実施の岩園小学校，打出浜小学校においても各学校や地域と調
整して開設準備を行う。 
■既設校においては，運営会議等により課題を抽出し改善に努め
る。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
■既設校においてスムーズな運営を行う。 
■宮川小学校，朝日ヶ丘小学校，浜風小学校においてあしやキッズスクエアを開設・実施する。

【総合評価】

大きな目的を損なうことなく新規事業として実施できたことは評価できる。工夫・改善
の余地もあることから，各校運営会議等により関係者と連携を進めていくことを期待す
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はありますか，その事業と統合／代替できませんか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

各学校により状況は異なるが，小学校でキッズスクエア実施のための場所を確保することがむずかしい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■精道小学校，山手小学校，潮見小学校においてあしやキッズスクエアを実施する。 
■宮川小学校，朝日ケ丘小学校，浜風小学校において開設準備を行う。

平成27年度の実施内容

■精道小学校，山手小学校，潮見小学校においてあしやキッズスクエアを開設・実施した。 
　　　　　　　登録者　　登録率　　開催数　　参加者数/日　　プログラム 
　精道小学校　 377人　　 54％　　　180回　　　　24.9人　　　　19回 
　山手小学校　 281人　　 40％　　　205回　　　　23.5人　　　　92回 
　潮見小学校　 214人　　 37％　　　213回　　　　18.4人　　　　75回 
　　合　計　　 872人　　 44％　　　598回　　　　22.1人　　　 186回 
■宮川小学校，朝日ケ丘小学校，潮見小学校において開設準備を行った。 

平成27年度の改善内容

精道小学校，山手小学校，潮見小学校においてあしやキッズスクエアを実施した。
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