
まちづくりの基本方針

２ 人々のつながりを安全と安心につなげる

6  市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている
7  高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支
え合い・助け合いが進んでいる

8  一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている
9  まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている

(149)



(150)



06-01-001

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）

活動配分 人 6.640 6.640

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

3.110

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

3.760 3.530正職員 人

人 2.880

千円 214,790 238,563 187,173 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 39,957 39,272

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 42,300 42,684 44,352

人口 94,335

県費 千円 5,862 5,852 7,130 世帯数 40,797

2,414

289,513 242,140 １世帯当たり（円） 7,096.43

3,485

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 276,073

特
定
財
源

国費 千円 13,121

一般財源

年　度 単位

合計 千円 276,073 289,513

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

242,140 住民1人当たり（円） 3,068.99

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民及び市内事業所の従業員 

【意図】 
市民及び市内事業所の従業員の健康保持と適切な医療への指導 

【大きな目的】 
病気の早期発見と早期治療。健康の維持，増進。 

【全体概要】 
□健康チェック　　　　　　　　　　□事業所健康診査 
□健康増進・食育推進計画　　　　　□健康教育・相談 
□歯周病予防健診・教育　　　　　　□健康大学 
□骨粗しょう症検診　　　　　　　　□げんき度健診 
□健康管理システムの運用　　　　　□検診用機器等の整備 
□各種がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮・肝） 
□肝炎ウイルス検診　　　　　　　　□こころの健康対策 
□長寿医療健康診査 
□特定健康診査・特定保健指導（保険課で予算措置） 
□障がい者歯科診療 
□保健センター，歯科センターの管理運営 

会計種別

根拠法令等
健康増進法，高齢者の医療の確保に関する法律，芦屋市保健センターの管理に関する条例，芦屋市歯科センターの管理に
関する条例

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 01 ①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

前期5年の
重点施策

6-1-1　定期的な健診の受診や予防接種を促進します。 
6-1-2　食育や食事バランスについての情報提供を行います。 
6-1-3　こころの健康について気軽に相談できるよう関係機関と連携し支援します。

0206010122

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 健康増進法に関する事業 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

06-01-001

06-01-001

【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 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

・各健（検）診の受診率の向上 
・各健（検）診の受診者のうち精密健康診査のフォロー 
・保険課「データヘルス計画」との連携 
・保健センター検診機器更新の検討 
・国「がん検診指針」への対応の検討（胃がん検診・ピロリ菌検査
等） 

・各健（検）診の受診率の向上に向け，継続受診や未受診者への受
診勧奨の強化 
・特定保健指導の周知及び実施率の向上 
・保険課「データヘルス計画」との連携

総合評価 適正な負担を求めている

保険診療と同程度の自己負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
・各健（検）診の受診率の向上 
・節目年齢への検診記録等を管理するファイル型健康手帳の送付 
・効果的な健康教育・保健指導等に向けた事業の検討

【総合評価】

市民の健康保持・健康増進を図るため啓発事業に努めるとともに，「データヘルス計
画」とも連携をはかり，個別勧奨等による各種検診の受診率向上や健診後のフォローを
図る取組を充実させることが重要である。

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 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

健康増進法に等に規定されている。

[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

現在認識している課題

・現行の国補助事業（クーポン事業）終了に伴う受診率向上対策 
・特定保健指導利用率の向上 
・24時間健康・医療相談の検討

[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

・各健（検）診の受診率の向上 
・効果的な健康教育・保健指導等に向けた事業の検討 
・アスベスト検診の充実（環境省の石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査参加）

平成27年度の実施内容

１　事業費 
□健康増進法に関する事業111,675千円　□保健センター一般事務費3,310千円　□保健センター維持管理費30,404千円　□保健センター
事業53,532千円　□地域保健対策推進事業394千円　□障がい者歯科治療等要する経費8,364千円　□高齢者の医療の確保に関する事業
41,827千円　□アスベスト管理支援事業負担金8千円　□アスベスト健康管理試行調査451千円　□自殺対策経費273千円　□税外収入償
還金3,055千円 
２　主な保健事業実績 
□健康手帳交付1,382人　□健康教育　延264人　□健康相談　延141人　□健(検)診・健康チェック395人・胃がん1,257人・肺がん
10,361人・大腸がん9,293人・肝臓がん，肝炎ウィルス1,575人・子宮頚がん2,609人・乳がん1,571人・前立腺がん2,330人・骨粗しょう
症338人・後期高齢者医療健康診査等3,828人・歯周疾患検診89人・歯の無料相談と健診142人・アスベスト検診31人・事業所健康診査462
人　□健康大学　延285人　□障がい者歯科診療195人 

平成27年度の改善内容

・はがき等による個別受診勧奨や各健（検）診未受診者への個別勧奨を継続 
・特定保健指導での動機づけ支援実施率向上策として，血管年齢測定器を購入し血管年齢測定会を開催 
・環境省の石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の実施

06-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
1
)



06-01-002

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 3.530 3.740

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.860

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.600 2.880正職員 人

人 0.930

千円 273,172 254,883 247,301 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 22,799 24,597

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 11 180 0

人口 94,335

県費 千円 198 144 352 世帯数 40,797

0

255,207 247,653 １世帯当たり（円） 6,255.53

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 273,381

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 273,381 255,207

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

247,653 住民1人当たり（円） 2,705.33

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民のうち接種対象者 

【意図】 
市民に対する感染症の予防を図るため各種予防接種を実施する。 

【大きな目的】 
感染症の予防とまん延の予防。市が実施した予防接種により健康
被害を受けた者への補償。 

【全体概要】 
□個別接種（市内の予防接種受託医療機関に委託） 
日本脳炎，風しん，麻しん，４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷
風・不活化ポリオ），２種混合，ポリオ，ＭＲ混合，ＢＣＧ，ヒブ，
小児肺炎球菌，子宮頸がん予防・水痘 
□高齢者インフルエンザ予防接種（個別接種） 
□高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（個別接種） 
□成人の風しん予防接種費用一部助成 
□健康被害を受けたものの医療費及び医療手当の支給 
□健康被害調査委員会の設置 

会計種別

根拠法令等
予防接種法，感染症法，芦屋市法定外予防接種実施要綱，芦屋市予防接種運営委員会設置要綱，芦屋市附属機関の設置に
関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画 健康増進・食育推進計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 01 ①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

前期5年の
重点施策

6-1-1　定期的な健診の受診や予防接種を促進します。 
6-1-2　食育や食事バランスについての情報提供を行います。 
6-1-3　こころの健康について気軽に相談できるよう関係機関と連携し支援します。

0206010117

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 予防接種事業 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

その他

06-01-002

06-01-002

【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

・予防接種法の改正に伴う伴う整備及び啓発 
・マイナンバー制度への対応 
・成人の風しん予防接種への対応

・予防ワクチンの定期予防接種化に対する対応及び予防ワクチンに
関する情報提供 
・マイナンバー制度への対応 
・成人の風しん予防接種への対応

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
・未接種者等への啓発を図り，接種率の向上を目指す 
・Ｂ型肝炎ワクチン定期予防接種化への対応（平成28年10月実施予定）

【総合評価】

感染症の発生とまん延防止には予防接種が有効であり，定期予防接種や予防ワクチンの
適切な情報提供を行い，各種定期予防接種の啓発や未接種者対策を図ることは重要であ
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 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

個別接種を集団接種に変更することが考えられるが，接種率の低下や健康被害の発生率増加の可能性が考えられる

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 貢献度が中程度／義務的事業

感染症予防は，市民の健康に寄与している

[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

予防接種法の規定による実施

[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 整合性は中程度／義務的事業

感染症予防の観点から予防接種の促進は必要

現在認識している課題

・定期予防接種対象ワクチン増加に伴う整備及び啓発

[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

・未接種者等への啓発を図り，接種率の向上を目指す。

平成27年度の実施内容

１　事業費決算 
・予防接種事業経費　　　　　　　　　229,936千円　　 
・成人風しん予防接種費用一部助成　　　　483千円 
・予防接種健康被害補償負担金　　　　　　191千円 

２　接種状況 
　不活化ポリオ108人，３種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）5人，４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）2,913人，風
しん・麻しん1,497人，２種混合（ジフテリア・破傷風）563人，日本脳炎3,416人，ＢＣＧ727人，ヒブ2,835人，小児肺炎球菌2,842人，
水痘1,582人，子宮頸がん予防　延7人，高齢者インフルエンザ10,632人，成人風しん予防接種費用一部助成125人

平成27年度の改善内容

・里帰り等の県外予防接種者への定期予防接種費用の償還払を実施 
・高齢者インフルエンザ予防接種４価のインフルエンザHAワクチン導入

06-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
2
)



06-01-003

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 0.620 0.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.400 0.450正職員 人

人 0.220

千円 5,504 5,436 2,820 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,774 3,076

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

5,436 2,820 １世帯当たり（円） 133.25

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,504

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,504 5,436

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

2,820 住民1人当たり（円） 57.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
原因が不明であって，治療方法が確立されていない疾病に罹って
いる市民。 

【意図】 
特定疾病療養者に療養補助金を支給し経済的負担の軽減を図り，
療養生活を支援する。 

【大きな目的】 
療養生活の支援を図る。 

【全体概要】 
□療養に伴う経費の一部（月額5,000円）を補助する。 
　対象疾病は，通院：3疾病，入院：8疾病 

会計種別

根拠法令等
芦屋市特定疾病療養補助金支給条例

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和54年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 01 ①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

前期5年の
重点施策

6-1-1　定期的な健診の受診や予防接種を促進します。 
6-1-2　食育や食事バランスについての情報提供を行います。 
6-1-3　こころの健康について気軽に相談できるよう関係機関と連携し支援します。

0206010118

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 特定疾病療養費補助事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

06-01-003

06-01-003

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・特定疾病療養補助費補助事業の対象となる疾病について，国・県
の動きと合わせて今後も見直していく。

・特定疾病療養補助費補助事業の対象となる疾病について，国・県
の動きと合わせて今後も見直していく。

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
・特定疾病療養補助費補助事業の対象となる疾病について，国・県の動きと合わせて今後も見直していく。

【総合評価】

特定疾病で療養中の市民の経済的負担の軽減に寄与している。対象の疾病については，
国・県の動きに合わせ，見直してゆくことも必要である。 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

[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

条例の規定により実施している。

[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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

特になし

[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

特定疾病療養補助費補助事業の対象となる疾病について，国・県の動きと合わせて今後も見直していく。

平成27年度の実施内容

・支給総額　　2,360千円 
・支給人数　　前期分61人・後期分53人

平成27年度の改善内容

特になし

06-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
3
)



06-01-004

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 0.500 0.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.500 0.400正職員 人

人 0.000

千円 2,583 27 27 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,583 2,652

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 27 27 世帯数 40,797

0

54 54 １世帯当たり（円） 1.32

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,583

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,583 54

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 住民1人当たり（円） 0.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
小児慢性特定疾患事業の対象疾患（日常生活用具給付のみ） 

【意図】 
小児慢性特定疾患児の居宅における療養生活の支援を図る。 

【大きな目的】 
小児慢性特定疾患児の居宅における安定した療養生活の支援を図
る。 

【全体概要】 
□日常生活用具給付事業（小児慢性特定疾患児に対する特殊寝台等の
生活用具の給付） 

会計種別

根拠法令等
芦屋市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成20年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 01 ①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

前期5年の
重点施策

6-1-1　定期的な健診の受診や予防接種を促進します。 
6-1-2　食育や食事バランスについての情報提供を行います。 
6-1-3　こころの健康について気軽に相談できるよう関係機関と連携し支援します。

0206010119

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 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 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

06-01-004

06-01-004

【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 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 ・小児慢性特定疾患児の相談窓口である芦屋健康福祉事務所と連携
し，サービスの必要な方についての情報収集を行う。 

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
・小児慢性特定疾患児の相談窓口である芦屋健康福祉事務所と連携し，サービスの必要な方についての情報収集を行う。 

【総合評価】

必要なサービスの情報収集を図るため，小児慢性特定疾患児の相談窓口である芦屋健康
福祉事務所と連携し事業を実施し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 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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

特になし

[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

小児慢性特定疾患児の相談窓口である芦屋健康福祉事務所と連携し，サービスの必要な方についての情報収集を行う。 

平成27年度の実施内容

平成27年度の給付申請者無し。

平成27年度の改善内容

特になし 

06-01-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
4
)



06-01-005

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 1.900 2.000

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.900 1.800正職員 人

人 0.000

千円 15,126 14,600 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,090 14,600

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 4,445 3,934 3,906

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

18,534 3,906 １世帯当たり（円） 454.30

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 19,571

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 19,571 18,534

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

3,906 住民1人当たり（円） 196.47

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
アレルギー疾患を持つ市民 

【意図】 
アレルギー疾患を持つ市民の健康保持，増進を図る。 

【大きな目的】 
大気汚染の影響による健康被害の予防 

【全体概要】 
環境再生保全機構からの全額助成事業 
　□アレルギー健康診査の実施 
　□アレルギー相談の実施 
　□アレルギー教室の開催 
　□喘息児健康回復水泳教室の開催 

会計種別

根拠法令等
公害健康被害の補償等に関する法律

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 元年 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 01 ①市民が健康づくりに取り組んでいる                                    

前期5年の
重点施策

6-1-1　定期的な健診の受診や予防接種を促進します。 
6-1-2　食育や食事バランスについての情報提供を行います。 
6-1-3　こころの健康について気軽に相談できるよう関係機関と連携し支援します。

0206010120

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 健康被害予防事業 事務事業番号

一般会計

使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

06-01-005

06-01-005

【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

・アレルギー相談・教室の利用参加の維持・向上 全額助成事業であり，環境再生保全機構の補助対象見直しを踏まえ
ながら，実施事業内容の検討を図っていく。

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
・保護者へのアレルギー健診等の周知及びアレルギー相談・教室の利用参加の向上

【総合評価】

環境省の環境再生機構による助成事業であり，同機構の事業評価結果を踏まえて事業の
見直しを図るとともに，アレルギーに関する啓発図るとともに，実施事業等の利用啓発
も必要である。

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

特になし

[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

・アレルギー相談・教室の利用参加の向上

平成27年度の実施内容

事業費（環境再生保全機構からの全額助成事業） 
　アレルギー相談等経費　　2,008千円 
　喘息児健康回復水泳教室　1,926千円 

（実績） 
　アレルギー健康診査　　　　61人 
　アレルギー相談・教室　　 201人 
　喘息児健康回復水泳教室　　28人（延297人）

平成27年度の改善内容

・アレルギー相談・教室の周知強化

06-01-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
5
)



06-02-001

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）

活動配分 人 0.700 0.950

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

0.700 0.950正職員 人

人 0.000

千円 41,333 52,009 41,051 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,857 6,011

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 31,766 21,464 25,900

人口 94,335

県費 千円 845 783 843 世帯数 40,797

0

74,256 67,794 １世帯当たり（円） 1,820.13

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 73,944

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 73,944 74,256

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

67,794 住民1人当たり（円） 787.15

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の生命と健康を守る。 

【大きな目的】 
地域救急医療の充実 

【全体概要】 
囗市立休日応急診療所の管理運営（日曜・祝日・年末年始の9:00～
17:00） 
囗一次救急医療対策（夜間在宅当番制） 
囗二次救急医療対策（尼崎・西宮・芦屋の3市の病院群輪番制） 
囗小児救急医療対策（尼崎・西宮・芦屋の3市の二次病院群輪番制・小
児電話相談事業） 
囗歯科休日診療対策 
囗眼科・耳鼻咽喉科広域一次救急医療対策（阪神6市1町で運営） 
囗兵庫県下の救急医療情報システム・むこねっと二次救急システム他 

会計種別

根拠法令等
芦屋市立休日応急診療所条例，芦屋市歯科センターの管理に関する条例

実施区分 直営，委託，指定管理，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020124

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 救急医療事業 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

06-02-001

06-02-001

【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

・小児科２次救急の充実を図るため，阪神北・南圏域全体での小児
科２次救急受入病院の確保 
・平日夜間等での小児科１次救急医療体制の検討が必要

・小児科２次救急の充実を図るため，阪神北・南圏域全体での小児
科２次救急受入病院の確保，深夜・早朝小児救急電話相談窓口の検
討 
・平日夜間等での小児科１次救急医療体制の検討が必要

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
・小児科２次救急の充実を図るため，阪神北・南圏域全体での小児科２次救急受入病院の確保

【総合評価】

小児科医師不足による小児科救急の充実は，阪神地域共通の課題であり，阪神北・南全
体での受け入れ病院の確保及び深夜等の小児救急電話相談の検討は必要である。 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

・小児科医師の不足により，阪神南圏域での小児科２次救急受入病院の確保が必要

[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

・小児科２次救急の充実を図るため，阪神北・南圏域全体での小児科２次救急受入病院の確保

平成27年度の実施内容

１　事業費 
・休日応急診療所指定管理等経費25,495千円　・歯科休日応急診療経費7,259千円　・第１次救急医療対策経費19,241千円　・第２次救
急医療対策経費6,769千円　 
・広域一次救急対策経費（眼科・耳鼻科）482千円　・救急医療情報システム経費他8,836千円 

２　休日救急医療受診実績 
 (1)休日応急診療所　　　受診者数2,735人（内科1,331人・小児科1,404人） 
 (2)歯科休日応急診療所　受診者数253人

平成27年度の改善内容

・参加病院の協力により，阪神南圏域における連休中及び年末年始での小児科２次救急受入病院の確保が図れた。

06-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
6
)



06-02-002

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）

　人件費の増加

活動配分 人 3.200 3.400

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

3.200 3.400正職員 人

人 0.000

千円 29,778 32,626 4,488 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 26,762 28,829

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 546 216 251

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

32,842 4,739 １世帯当たり（円） 805.01

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 30,324

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 30,324 32,842

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

4,739 住民1人当たり（円） 348.14

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
救急業務高度化推進及び救急活動上の感染防止の充実。 

【大きな目的】 
救命処置の高度化及び清潔な環境を保持し，市民の生命と安全を
守り，救急統計を国政に反映 

【全体概要】 
□救急業務と基本計画 
　・芦屋市救急業務高度化推進計画 
□救急隊員の感染防止対策 

会計種別

根拠法令等
消防法，救急業務実施基準

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020125

担当所属 消防本部救急課 担当課長名 松代　洋史

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 救急活動に関する業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-002

06-02-002

【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

□高齢化社会に伴って救急出動件数は増加傾向にあるため，市民に 
　救急車の適正利用について理解を求める。

・広報媒体及び各種講習会を利用して，救急車の適正利用について 
　理解を求める。 
・救命処置の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量等の研鑽に努 
　める。 
・救急隊員に対して，インフルエンザ等の感染防止の強化を図る。

総合評価 適正な負担を求めている

インフルエンザ予防接種において，受益者負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
□市民に救急車の適正な利用について理解を求め，救急件数の減少に努める。 
□救急処置の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量等の研鑽に努める。 
□インフルエンザ等の感染防止に努める。 

【総合評価】

　高齢化及び核家族化による救急件数の増加傾向にあるが，事前予防等を啓発し救急車
の適正利用の理解を求める。 
　救命処置の高度化に伴い，救急救命士の知識，技量の向上は，市民の安全・安心に寄
与している。

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

現状では，出来ない。

[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

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

現状では，出来ない。

総合評価 概ね実行している

徐々に遂行できている。

[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

貢献できている。

[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

市民の安全と安心に繋がる。

[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

整合性はある。

現在認識している課題

・高齢化等に伴う救急件数の増加 
・救急処置の高度化に伴う各研修・講習，実習への人選 
・感染症の多様化に伴う対応策

[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

□市民に救急車の適正利用について理解を求める。　□救急処置の高度化に伴い，救急隊員の知識，技量等の研鑽に努める。　□インフ
ルエンザ等の感染防止に努める。　□24HｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱにAEDを設置し，救命処置の環境を整え救命率の向上を図る。

平成27年度の実施内容

□市民に救急車の適正な利用について理解を求め，救急件数の減少に努める。 
　各種講習会，訓練指導等において適正利用チラシ配布。広報媒体での広報実施。 
□救急処置の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量等の研鑽に努める。 
　救急隊員指導医研修　３回　95人　決算額　100,233円 
　近畿救急医学研究会救急隊員部会　４回　8人　決算額　13,000円（年会費含む） 
　全国救急隊員シンポジウム　１回　１人　決算額　108,520円 
□インフルエンザ等の感染防止に努める。　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種　決算額　96,000円 
　Ｂ型肝炎に係る検査及びワクチン接種　決算額　247,099円 
□24ＨｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱにＡＥＤを設置し，救命処置の環境を整え救命率の向上を図る。 
　市内17店舗のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱにＡＥＤを設置　決算額　384,824円

平成27年度の改善内容

・各種広報媒体を活用し救急車の適正利用の啓発に努めた。　・救急処置の高度化に伴い各研修会等に積極的に参加させた。　・ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ等の感染防止対策を強化した。　・24Ｈｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ17か所にＡＥＤを設置し，救命率向上の環境を強化した。

06-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
7
)



06-02-003

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）

　人件費の増加

活動配分 人 3.200 3.400

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

3.200 3.400正職員 人

人 0.000

千円 30,333 32,573 3,939 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 26,762 28,829

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

32,573 3,939 １世帯当たり（円） 798.42

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 30,333

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 30,333 32,573

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

3,939 住民1人当たり（円） 345.29

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
メディカルコントロール体制強化と救急救命士の養成及び応急手
当の普及啓発 

【大きな目的】 
救命処置の高度化を図り，傷病者の救命率向上を目指す 

【全体概要】 
□救急隊員，救急救命士の育成計画 
□応急手当知識の普及啓発 
□救急医療機関等との連絡調整 

会計種別

根拠法令等
消防法・救急救命士法，応急手当の普及啓発活動実施要綱

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020126

担当所属 消防本部救急課 担当課長名 松代　洋史

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 救急救命士の養成及び応急手当の普及啓発業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-003

06-02-003

【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

□救急救命士の処置拡大に係る対応。 □救急救命士の複数退職者に伴い，人員の確保に努める。 
　（28年度3名，29年度3名の救急救命士が退職する。）

総合評価 近隣の同類事業と比較して負担額が小さい

現状ではできない。

平成２８年度の目標・改善内容
□救急救命士，認定救急救命士（気管挿管・薬剤投与等）を1名以上養成し，人員の確保及び 
　高度化する救急業務に対応する。 
□応急手当講習の普及啓発活動に積極的に取り組み，受講者2,000人を目指す。 
□拡大二行為による認定救急救命士を養成する。

【総合評価】

　救急救命士の養成は重要であり，処置拡大等に対応できる認定救急救命士を育成する
ことは，市民の安全・安心に繋がる。 
　応急手当講習を実施することにより，市民による救命処置で救命率の向上に繋がる。

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

現状ではできない。

[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

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

現状ではできない。

総合評価 概ね実行している

遂行できている。

[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 貢献度が小さい

貢献できている。

[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

市民の安心と安全につなげる。

[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

整合性はある。

現在認識している課題

□救急車1台に，救急救命士2名乗車体制を確立させる。 
□救急救命士の複数退職に伴い，人員確保のために救急救命士の養成に努める。 
□応急手当講習の申込み増加に対応する体制作り。

[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

□　救急救命士及び認定救急救命士（気管挿管・薬剤投与）を１名以上養成し，人員の確保及び高度化する救急業務に対応する。 
□　応急手当講習会の普及啓発活動に積極的に取り組み，受講者数２，０００人を目指す。 
□　拡大二行為による認定救急救命士を育成する。

平成27年度の実施内容

□救急救命士及び認定救急救命士の養成を行い，救急業務の高度化に取り組む。 
　・救急救命士養成課程入校　　　　　　　　　　１名　　決算額　1,874,000円 
　・救急救命士就業前病院研修　　　　　　　　　２名　　決算額　　 74,874円 
　・救急救命士気管挿管病院実習　　　　　　　　２名　　決算額　　600,000円 
　・救急救命士ビデオ硬性挿管用喉頭鏡病院実習　１名　　決算額　　 20,000円 
　・救急救命士再教育（生涯）病院研修　　　　２２名　　決算額　　146,752円 
□応急手当講習の普及啓発活動に取り組む。　　（各種講習合計　107回　1,833人） 
　・上級救命講習　　　　　　１回　　　　１１人　・普通救命講習（Ⅰ・Ⅱ）　４８回　　　４３６人 
　・応急手当講習　　　　　５２回　１，３３７人　・応急手当指導員講習　　　　３回　　　　　５人 
　・応急手当普及員講習　　　１回　　　　　９人　・応急手当普及員再講習　　　２回　　　　３５人

平成27年度の改善内容

□薬剤投与が行える救急救命士２名，気管挿管が行える救急救命士２名を養成した。 
　ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を使用できる救急救命士１名，拡大二行為を行える救急救命士４名を養成した。 
□上級救命講習を開催した。

06-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
5
8
)



06-02-004

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）

保険給付費の増加，保険財政共同安定化事業拠出金の増加

活動配分 人 23.780 22.850

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

7.920

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

13.300 14.930正職員 人

人 10.480

千円 931,708 1,082,808 846,642 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 141,127 148,933

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 6,526,486 7,797,092 8,297,949

人口 94,335

県費 千円 482,725 628,757 562,532 世帯数 40,797

1,793,767

11,302,424 11,614,371 １世帯当たり（円） 277,040.57

1,907,248

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,434,065

特
定
財
源

国費 千円 1,493,146

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,434,065 11,302,424

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

11,614,371 住民1人当たり（円） 119,811.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
自営業等で他の健康保険に加入していない者 

【意図】 
保険料の賦課・徴収を行い，加入者が疾病等で保険を利用すると
きにその必要な費用を負担する。（相互扶助制度） 

【大きな目的】 
国民（市民）の健康維持（保健の向上） 

【全体概要】 
□保険給付費　○療養費等（医療費等）の支払業務　 
　　　　　　　○医療費のチェック 
□後期・前期高齢者支援金及び老健拠出金 
□介護納付金 
□共同事業拠出金（高額） 
□共同事業拠出金（保険財政） 
□保健事業（特定健診含む）　 
　　　　　　　○特定健診・特定保健指導　 
　　　　　　　○人間ドック助成 
　　　　　　　○医療費通知 
　　　　　　　○医療費分析 
□その他　　　 
　　　　　　　○事務費（人件費等） 
　　　　　　　○過年度還付金等 

会計種別

根拠法令等
国民健康保険法，芦屋市国民健康保険条例，高齢者の医療の確保に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和34年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020112

担当所属 市民生活部保険課 担当課長名 越智　恭宏

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 国民健康保険事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-004

06-02-004

【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 義務的事業

データヘルス計画に基づき，特定健康診査の受診率向上，生活習慣
病重症化予防対策等保健事業を効果的かつ効率的に実施し，被保険
者の健康状態の把握と健康管理の支援に継続的に取り組むこと。
ジェネリック医薬品の利用拡大，効果的なレセプト点検の実施によ
り医療費適正化を図ること。保険料を確実に徴収すること。

国民健康保険の県単位化に向け，円滑に新制度へ移行できるよう正
確に情報を把握し，県と協議を行っていくとともに，新しく創設さ
れる保険者努力支援制度の指標や運営方針を踏まえ，医療費適正化
やその他事業に取り組んでいく。

総合評価 適正な負担を求めている

法令等により定められた保険料，医療費の自己負担額を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
特定健康診査の個別受診勧奨の実施及び普及啓発に努め，受診率向上を図り，特定保健指導においても利用率の向上を図るとともに，治
療が必要な方への受診勧奨を強化し，生活習慣病の重症化予防に取り組む。また，レセプトデータの活用やジェネリック医薬品希望カー
ドを工夫する等，ジェネリック医薬品の使用率向上に努める。これらの保健事業について，データヘルス計画に基づき実施し，評価を行
う。 
第三者行為による被害の把握に向けた取組強化を実施する。

【総合評価】

特定健康診査・特定保健指導については，目標受診率・利用率を達成できなかったが，
受診勧奨や啓発等被保険者の健康増進及び医療費抑制に資する取組を実施できた。レセ
プトのコンピューターによる点検やジェネリック医薬品の利用促進においても一定の効
果を上げた。収納率の維持・向上に向けた取組みにより，収納率を向上（維持）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 ある程度のコスト削減余地あり

医療費抑制のためにレセプトデータを活用した保健指導やジェネリック医薬品使用促進通知の実施方法に改善する余地がある。

[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

法律等により実施が義務付けられているため。

[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

レセプト分析による効果的な保健指導を実施することで医療費の抑制が図れる。

総合評価 概ね実行している

特定健康診査に関して，受診率は昨年と同様で実施計画に掲げる目標受診率を達成できなかった。

[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

[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

レセプト点検や特定健康診査の受診勧奨など，短期的にも中長期的にも医療費抑制に資する取り組みに力をいれている。

[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

法律等により実施が義務付けられているため。

[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

レセプト点検や特定健康診査の受診勧奨など，短期的にも中長期的にも医療費抑制に資する取り組みに力をいれている。

現在認識している課題

特定健康診査の受診率向上，特定保健指導の利用率向上，生活習慣病の重症化予防対策等により，被保険者の健康状態の把握と健康管理
の支援に継続的に取り組むこと。ジェネリック医薬品の利用拡大，効果的なレセプト点検の実施により，医療費適正化を図ること。 
保険料を確実に徴収すること。

[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

平成27年度目標

特定健康診査の未受診者対策として，引き続き個別の状況に即した受診勧奨を行う等特定健康診査の必要性について啓発する。医療費の
適正化として，レセプトのコンピュータによる点検を強化する。 
収納率の維持，向上に向けた取組みを行い，公平な徴収の実現を目指す。

平成27年度の実施内容

特定健康診査の未受診に対し，昨年度に引き続き個別の状況に即した受診勧奨を行った。 
特定保健指導では，動機付け支援のツールとして血管年齢測定器を活用する等利用率向上に努めた。 
医療費適正化として，レセプトのコンピューターによる点検を実施し，一定の効果額を上げた。また，ジェネリック医薬品希望カードを
全世帯へ交付，利用促進通知を年２回送付し，利用促進を図った。 
保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定した。 
滞納整理では，滞納者の納付資力に応じて個別に方針を決定する等きめ細かい対応により収納率を向上（維持）した。

平成27年度の改善内容

特定健康診査の啓発ビデオを作成し，ケーブルテレビで放映したり，啓発用のトイレットペーパーを作成し，集会所等市内の施設に配布
する等受診率向上に向けた取組みを行った。

06-02-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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06-02-005

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）

被保険者数及び1人当たり医療給付費の増加のため

活動配分 人 6.760 8.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

5.000 6.350正職員 人

人 1.760

千円 920,666 971,008 1,053,811 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 46,836 58,920

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 1,545,614 1,578,559 1,816,804

人口 94,335

県費 千円 128,975 133,940 157,312 世帯数 40,797

0

2,683,507 3,027,927 １世帯当たり（円） 65,777.07

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,595,255

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,595,255 2,683,507

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

3,027,927 住民1人当たり（円） 28,446.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
75歳以上の市民及び65歳以上75歳未満の市民のうち一定程度以上
の障がいのある人 

【意図】 
保険料の賦課・徴収を行い，加入者が疾病等で保険を利用すると
きにその必要な費用を負担する。（相互扶助制度） 

【大きな目的】 
国民の高齢期における適切な医療の確保を図る。 

【全体概要】 
□資格の得喪の受付，資格データ及び保険料の賦課データを広域連合
に送信する。 
□広域連合のデータに基づき，賦課マスタを作成・更新し，被保険者
証を発送する。 
□広域連合で作成した保険料データを基に徴収・滞納・調定マスタを
作成・更新する。 
□上記の賦課・調定マスタを基に保険料納付通知書を作成する。 
□納付通知発送，督促状，催告書の送付，滞納処分を行なう。 
□本市に納入された保険料を後期高齢者医療広域連合に納付する。 
□被保険者からの給付に関する届出の受付及びデータ送信。 
□減免申請の受付 
□保健事業の実施（健康診査補助金申請，人間ドック費用助成） 
□老人保健医療事務の残務処理 

会計種別

根拠法令等
高齢者の医療の確保に関する法律，高齢者の医療の確保に関する法律施行令，兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者
医療に関する条例，芦屋市後期高齢者医療に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成20年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020115

担当所属 市民生活部保険課 担当課長名 越智　恭宏

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 後期高齢者医療事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-005

06-02-005

【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 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

被保険者の増加に伴い，業務量が増加していくため，業務の効率化
が必要。 
健康診査等の受診率向上を図っていくことが必要。

運営は兵庫県後期高齢者医療広域連合が行い，市は，窓口事務，保
健事業及び保険料の収納事務等を行っていく。また，今後の国及び
県等の動向に注視し，制度改正等に適切に対応していく。 
健康診査等の受診率向上を図っていく。

総合評価 適正な負担を求めている

法令等により定められた保険料，医療費の自己負担額を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
後期高齢者医療制度の被保険者が安心して適切な医療を受けていただけるよう，制度の周知や資格管理等に関する事務を円滑に実施する
とともに，健康診査等の受診率向上を図り，被保険者の健康増進と医療費の適正化に努める。

【総合評価】

後期高齢者医療制度の運営のために必要な事務事業である。後期高齢者医療制度の窓口
として，高齢者に対する丁寧な説明，生活状況に配慮した納付相談等細やかな対応及び
保健事業の周知徹底に努めており評価できる。

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

社会保障費を削減するべく，国を挙げて保健事業費を推進している。

[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

健保法等一部改正法附則第2条第2項の規定に基づく基本方針（15年3月閣議決定）より「医療保険制度の一元化を目指す」。

[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

法律等に則り事業を行っているため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

収納率及び健康診査等の受診率の維持・向上に取り組んでいる。

[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

[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

法律等により事業の実施が義務付けられているため。

[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

法律等により事業の実施が義務付けられているため。

[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

法律等により事業の実施が義務付けられているため。

現在認識している課題

健康診査の受診率が横ばい傾向にあるため，受診率向上策を検討する必要がある。また，高齢者に適した保健事業の検討が今後始まるの
で，国等の動向を注視する必要がある。 
職員の経験年数の低下のため，制度に関する知識や，システムのノウハウの継承を早急に行う必要がある。

[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

・健康診査及び人間ドック検査費一部助成など制度周知を強化し，受診率向上に努める。 
・委託業者及び債権管理課と連携し，徴収に係る体制を強化することで，継続的・自主的な収納につなげる。

平成27年度の実施内容

被保険者あて勧奨ちらしや広報への掲載により，健康診査及び人間ドック検査費一部助成の周知に努めた。 
保険料の収納率向上に努めた。 
・現年分収納率　　　　平成26年度　99.36%　　平成27年度　99.50%　 
・滞納繰越収納率　　　平成26年度　53.85%　　平成27年度　63.86% 
・健康診査受診率　　　平成26年度　32.4%　　 平成27年度　33.2% 
・人間ドック検査費一部助成利用者数　平成26年度　179人　　　平成27年度　180人

平成27年度の改善内容

滞納者に対するきめ細やかな納付相談により，滞納繰越収納率の向上に努めた。 
督促状発送後に納付勧奨を行い，納付忘れの防止に努めた。

06-02-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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1
6
0
)



06-02-006

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）

扶助費前年比増額による。

活動配分 人 5.790 5.740

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.640

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

3.150 3.100正職員 人

人 2.640

千円 309,062 342,236 413,586 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 33,875 33,732

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 32,286 32,036 31,743

人口 94,335

県費 千円 148,024 142,390 172,098 世帯数 40,797

33,240

549,902 617,427 １世帯当たり（円） 13,478.98

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 489,372

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 489,372 549,902

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

617,427 住民1人当たり（円） 5,829.25

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
①６５歳以上７０歳未満で所得制限未満のもの　②１歳未満の乳
児　③１歳以上小学校３年生までの乳幼児等で所得制限未満のも
の　④小学校４年生から中学校３年生までのこどもで所得制限未
満のもの　⑤一定の障がいがあり所得制限未満のもの　⑥母子家
庭等で所得制限未満のもの 

【意図】 
老人，乳幼児，こども，心身障がい者，重度精神障がい者及び母
子家庭等に対し医療費の一部を助成することにより，乳幼児の健
やかな育成と老人，心身障がい者，重度精神障がい者及び母子家
庭等の保健の向上に寄与し，もって生活の向上と福祉の増進を図
る。 

【大きな目的】 
老人，乳幼児等，こども，一定の障がい者，母子家庭等に対し
て，医療を受ける際の医療費を助成することで，乳幼児の健やか
な育成と老人，障がい者及び母子家庭等の保健の向上に寄与し，
もってその生活の向上と福祉の増進を図る。 

【全体概要】 
老人，乳幼児，こども，心身障がい者，重度精神障がい者及び母子家
庭等に対し，現物給付若しくは現金給付の方法で，医療費の一部を負
担する。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市福祉医療費の助成に関する条例，兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱，兵庫県こども医療費助成事業実施要綱

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 06 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている                              

施策目標 02 ②市民が適切な診療を受けられる                                      

前期5年の
重点施策

6-2-1　市立芦屋病院と地域の医療機関が連携して、安心できる地域医療を提供します。 
6-2-2　適切な対処ができる救急医療体制を充実させます。 
6-2-3　保険医療制度を適切に運営します。

0206020113

担当所属 福祉部社会福祉課 担当課長名 廣瀬　香

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
福祉医療事務（老人・乳幼児・こども・障がい者・
母子家庭等・高齢障がい者）

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

06-02-006

06-02-006

【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

平成２７年度は，こどもの医療費無料化の財源の一部に地域活性
化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し，一般財源からの支出
を抑制できたが，平成２８年度以降は全額一般財源からの支出とな
るため，必要となる財源の確保とともに，医療機関への適正な受診
についての継続的及び効果的な周知・啓発の検討が必要である。

広報・ホームページのほか，受給者証送付時などの様々な機会を捉
えて適正な受診についての周知・啓発を継続し，過剰な医療費とな
らないようにする。

総合評価 適正な負担を求めている

県制度を基準に運営するとともに，社会情勢及び対象者の状況等を勘案し，市独自基準を設けることで適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
こどもの医療費無料化に伴い，医療機関への適正な受診を促すため，受給者に対する周知・啓発を継続して実施する。

【総合評価】

本市としては持続可能な制度とするため，原則として県制度に準じるとともに，恒久的
な財源が確保できる範囲内での実施が望ましい。 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

事業の性質上，馴染まない。ただし，医療機関への適正な受診を周知・啓発し，医療費を抑制することは必要である。

[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

他の公費助成制度とは対象者及び対象となる医療の範囲等も異なることから，統廃合は困難である。

[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

事業の性質上，馴染まない。

総合評価 概ね実行している

経済的負担を軽減し，医療費の一部（又は全部）を軽減することにより，福祉の増進を図ることを目的に実施。

[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

[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

経済的負担を軽減し，医療費の一部（又は全部）を軽減することにより，福祉の増進を図ることを目的に実施。

[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

本来，当該制度は社会保障制度として位置づけられるものであり，国レベルでの制度確立が望ましい。

[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

経済的負担を軽減し，医療費の一部（又は全部）を軽減することにより，福祉の増進を図ることを目的に実施。

現在認識している課題

こどもの医療費無料化に伴い，医療機関への適正な受診を促すため，受給者に対する周知・啓発を継続して実施する必要がある。

[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

平成27年度目標

平成２７年７月より，子育て家庭の負担を軽減し，必要な医療を受けられるよう，所得制限基準額未満の３歳から中学校３年生までの所
得区分「一般」区分に該当する児童の外来医療費の一部負担金を全額助成する。

平成27年度の実施内容

◆各助成制度別決算額等（制度名／平成２８年３月末受給者数／助成額） 

・乳幼児等医療費　　5,330人／155,408,516円 
・老人医療　　　　　  280人／ 14,405,422円 
・障害者医療　　　　  810人／114,310,666円 
・高齢障害者医療　　1,061人／114,143,255円 
・母子家庭等医療　　  861人／ 28,398,644円 
・こども医療　　　　2,716人／ 49,499,560円

平成27年度の改善内容

平成２７年７月から，所得制限基準額未満の３歳から中学校３年生までの所得区分「一般」区分に該当する児童について，外来医療費の
一部負担金の全額助成を開始した（こどもの医療費無料化）。

06-02-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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07-01-001

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）

計画策定前年度の取り組みとして，市民会議の開催等を実施するにあたり，当該事業に従事した職員が増加したことに伴い，人件費が増
額。

活動配分 人 0.750 1.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 1.200正職員 人

人 0.000

千円 9,176 17,176 7,484 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,272 10,457

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

17,176 7,484 １世帯当たり（円） 421.01

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,176

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,176 17,176

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

7,484 住民1人当たり（円） 182.07

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民及び関係団体。 

【意図】 
すべての人が個人としての尊厳をもって，住みなれた地域や家庭
の中で，その人らしく自立した安心のある生活が送れるよう支援
するため，市民・行政等が協働して福祉サービス利用・活用など
の取り組みを通して地域福祉の総合的な推進を図る。 

【大きな目的】 
地域福祉の推進 

【全体概要】 
□第2次地域福祉計画の推進の進行管理として，地域福祉推進評価委員
会を開催する。 
□官民協働による第２次地域福祉計画と社会福祉協議会の地域福祉推
進計画を具体的に連動させ，市民との協働によるコーディネート機能
を持たした地域福祉推進業務を実施。 
□地域発信型ネットワークの機能強化のため，地域ケア推進事業の実
施。 
□地域発信型ネットワークを行政と市民の協働事業や地域での普遍的
な課題について共有し，提言機能を持った地域福祉推進協議会を開催
する。 
□平成27年度及び28年度において「第３次芦屋市地域福祉計画」を策
定する 

会計種別

根拠法令等
社会福祉法第107条

実施区分 直営 財源

事業期間 平成17年度 ～

課題別計画 地域福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010135

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 地域福祉計画関係事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-001

07-01-001

【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 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

計画を推進していくための具体的取組，プロジェクトの実現 現在の地域福祉アクションプログラム推進協議会の取組の拡充，
ワーキングチームの立ち上げ等

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
平成27年度に実施した市民会議や市民意識調査の結果を踏まえた地域福祉計画の策定

【総合評価】

第２次芦屋市地域福祉計画を推進する市民と行政が協働して組織した地域福祉アクショ
ンプログラム推進協議会の構成員を増やし，事業の推進方法の工夫によって，費用対効
果や事業の改善方法について，検討できる余地がある。

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

事業の推進方法の工夫によって，コスト削減の余地はある。

[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

[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

事業の推進方法の工夫によって，費用対効果をあげることを期待できる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

本事業の根拠である地域福祉計画の推進評価のしくみを構築しており，遂行できている。

[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

本事業の実施により，推進目標７－１をよりいっそう推進できることから貢献度が高い。

[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

本事業を推進することは，互助の地域づくりに寄与できることから，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

前期基本計画において，施策目標７－１を推進する事業として整合性はある。

現在認識している課題

「地域福祉」の概念が世間一般に十分浸透しておらず，地域福祉計画への関心も低い。

[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

平成27年度目標

・第3次芦屋市地域福祉計画策定に向け，市民会議及び市民意識調査を実施する

平成27年度の実施内容

・計画策定の基礎資料とするための市民意識調査の実施 
・計画策定に向けた市民会議の実施 

平成27年度の改善内容

・市民意識調査の実施に当たり，地域福祉の担い手となる若い世代の意見を反映するため，前回の市民意識調査から対象者の年齢を引き
下げた。 
・調査票の英語版，ルビあり版を作成。

07-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
2
)



07-01-002

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）

組織改正により，当該事業に係る所管が2課にわたることとなったため，1課ごとの関係経費を計上することとなったため。

活動配分 人 0.740 1.680

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.580

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.300 1.100正職員 人

人 0.440

千円 5,657 13,164 3,117 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,764 10,963

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 50 0 世帯数 40,797

0

13,214 3,117 １世帯当たり（円） 323.90

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,657

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,657 13,214

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

3,117 住民1人当たり（円） 140.08

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民，福祉関係団体 

【意図】 
社会福祉事業一般事務 

【大きな目的】 
社会福祉事業の推進 

【全体概要】 
□社会福祉事業一般事務に係る事務補助経費及び車両経費等 
□社会福祉審議会等各附属機関の開催 
□社会福祉法人認可等事務 
□地域密着型サービス事業所の指定に関する事務 
□日赤車輌の管理及び社会福祉事業の推進 

会計種別

根拠法令等

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010139

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 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 社会福祉一般事務 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

07-01-002

07-01-002

【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 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

制度改革の各項目について各法人が期限までに対応できるよう所轄
庁として助言・指導を行う必要がある。

28，29年度の2か年にわたり，社会福祉法人に係る制度が大きく改
正されるため，時期を逸することなく対応できるよう，県と連携し
法人への説明会を開催することにより，情報の周知を図る。

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
・社会福祉法人制度改革については，経営組織のガバナンスの強化として，理事会・評議会等各機関の職務・要件が大きく変更されるな
ど，これまでにない改革内容となっており，各法人が時期を逸することなく，制度変更に対応できるよう，助言・指導を行う。 
・社会福祉審議会の開催が予定されており，審議事項において適切に会を開催・運営する。

【総合評価】

平成27年4月より県から権限移譲された社会福祉法人認可等事務について，法人が次年度
以降の制度改革に対応できるよう担当課として助言・指導を行うこと。 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

社会福祉法人制度改革により，平成28年度から順次施行される制度変更に法人が確実に対応できるよう助言・指導等を行っていく必要が
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

平成27年度目標

県より委譲された社会福祉法人認可等事務を円滑に実施する。

平成27年度の実施内容

①社会福祉事業一般事務び車両等の管理 
②附属機関の開催：芦屋市保有土地活用事業者選定委員会：高浜町1番に社会福祉複合施設の設計から建設，施設運営を一体的に行う事
業者を選定するに当たり，当該委員会を設置・開催（27年度開催回数：3回）。 
③社会福祉法人認可等事務：平成27年度より県より事務移譲された事務であり，定款変更認可事務や，市所轄の9法人に対し書面監査，1
法人について県と連携して実地監査を行った。 
④地域密着型サービス事業所の指定に関する事務：平成27年度より高齢介護課より所管変更となった事務であり，地域密着型サービス運
営委員会を開催（27年度開催回数：3回）。 
●①～③に係る事業費（一般会計）2,050千円 
●④に係る事業費（特別会計）　　  201千円 

平成27年度の改善内容

社会福祉法人認可等事務において，県と連携し，実地監査を行った。

07-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
3
)



07-01-003

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）

昨年度事務事業中，芦屋市社会福祉協議会運営に関するものについては，「社会福祉協議会運営事業」（新規事業）に移管したため，減
額している。

活動配分 人 0.100 0.150

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

0.100 0.150正職員 人

人 0.000

千円 53,802 17,146 15,320 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 1,272

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 653 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

17,146 15,320 １世帯当たり（円） 420.28

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 54,455

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 54,455 17,146

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

15,320 住民1人当たり（円） 181.76

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
社会福祉団体及び社会福祉法人 

【意図】 
福祉関係団体及び社会福祉法人の活動を支援 

【大きな目的】 
社会福祉団体の活動の充実及び社会福祉事業の推進 

【全体概要】 
□社会福祉法人阪神福祉事業団の事業に対する費用の負担 
□社会福祉法人が行う建設等の借入金利子に対する補助金の交付 
□福祉団体への助成 

会計種別

根拠法令等
芦屋市社会福祉「友愛」基金による社会福祉活動助成交付要綱，社会福祉法，社会福祉法人の助成に関する条例，社会福
祉法人阪神福祉事業団定款及び定款に基づく理事会の議決，芦屋市補助金等の交付要綱

実施区分 補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010142

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 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 社会福祉法人等助成費 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-003

07-01-003

【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 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。 継続して実施していく。

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
継続実施。

【総合評価】

社会福祉法人が実施する社会福祉事業の推進や各福祉団体への支援として有効な手段で
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

[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

特になし。

[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

継続実施。

平成27年度の実施内容

●事業費の内訳 
・社会福祉施設建設借入金利子補助金　4,417千円 
・福祉団体補助金　316千円 
・阪神福祉事業団分担金　11,141千円

平成27年度の改善内容

特になし。

07-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
4
)



07-01-004

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 1.190 1.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 0.850正職員 人

人 0.440

千円 8,914 10,026 3,121 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,527 8,618

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 6,793 6,795 6,814 世帯数 40,797

0

16,821 9,935 １世帯当たり（円） 412.31

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 15,707

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 15,707 16,821

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

9,935 住民1人当たり（円） 178.31

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
民生委員・児童委員 

【意図】 
民生委員・児童委員の活動の支援を行うことで，地域住民の見守
り・相談支援等の活動の推進を図る。 

【大きな目的】 
地域福祉の充実 

【全体概要】 
□芦屋市民生児童委員協議会の事務局を担う。 
□芦屋市民生児童委員協議会の運営・活動に対し補助金を交付する。 
□民生委員推薦会を運営する。 

会計種別

根拠法令等
民生委員法，芦屋市補助金等の交付要綱

実施区分 補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010144

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 民生委員・児童委員活動の推進 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

07-01-004

07-01-004

【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 現状維持

妥当性 あり

・民生委員・児童委員の後継者確保の困難 
・民生委員・児童委員の活動は地域で重要性が増しており，円滑な
活動が継続できるよう取り組みが必要

・地域での民生委員・児童委員の後継者を確保するための地域人材
の開拓（福祉推進委員等） 
・民生委員・児童委員の活動のサポート体制の充実

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

本活動の趣旨が，奉仕や高貴な精神の元行われていることから，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
継続して民生委員・児童委員の活動を推進していく。

【総合評価】

民生児童委員活動の周知・啓発と担い手の発掘に努める。

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

県の基準に応じた活動費であ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

地域において見守り等を行う団体等はあるが，本活動の根拠は他団体の活動根拠と異なるため，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

事業の性質上費用対効果を求めるものではない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

県の活動方針を元に活動計画を定め，報告，評価，次年度の活動の検討等を実施。

[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

[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

地域の身近な相談役として，公的サービスでは補えない活動内容は貢献度が大きい。

[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

民生委員法等により実施。

[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

前期基本計画推進目標５・７に結び付くため，整合性はある。

現在認識している課題

・民生委員・児童委員の後継者確保が困難 
・民生委員・児童委員の活動は地域で重要性が増しており，円滑な活動が継続できるような取り組みが必要

[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

平成27年度目標

継続して民生委員・児童委員の活動を推進していく

平成27年度の実施内容

毎月開催される会議の事務処理，民生委員・児童委員から提出される活動報告の集約を図った。 
・毎月１回の総務会及び定例会の開催 
・定例会による研修事業実施 
・事業費　 
　民生児童委員協議会補助金 
　役務費等

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
5
)



07-01-005

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 0.100 0.290

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.190正職員 人

人 0.000

千円 986 2,067 350 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 1,893

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

2,067 350 １世帯当たり（円） 50.67

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 986

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 986 2,067

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

350 住民1人当たり（円） 21.91

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
民生委員・児童委員候補者 

【意図】 
民生委員・児童委員候補者を「芦屋市民生委員推薦会」に諮り推
薦する。 

【大きな目的】 
民生委員・児童委員としての公正な適任者の推薦 

【全体概要】 
□「芦屋市民生委員推薦会」を事務局として開催する。 
　３年毎の一斉改選委嘱基準日は12月1日，その他の辞退者に伴う後任
者の委嘱基準日は4月1日，8月1日，12月1日となっている。 
□民生委員・児童委員候補者を兵庫県に推薦する。 

会計種別

根拠法令等
民生委員法・芦屋市民生委員推薦会規則

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010147

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 民生委員推薦会 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-005

07-01-005

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

後任者の選定に困難が生じている。 継続実施

総合評価 負担を求めていない

民生委員活動の趣旨を鑑み，受益者負担は想定されない。

平成２８年度の目標・改善内容
民生委員の一斉改選を行う。

【総合評価】

担い手の発掘に努め，円滑な推薦会の運営を行う。

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

民生委員の設置のために必要な手続であるため，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

民生委員の確実な設置に基づく事業は，本事業以外にないため統廃合等はできない。

[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

民生委員法に基づく手続のためできない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

定員に不足が生じた際には，本推薦会により選考し，迅速に対応，着実に遂行しているといえる。

[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

民生委員の設置は，前期基本計画の目標５・７への貢献度が高い。

[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

民生委員法に規定されており，市が実施する。

[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

民生委員の設置は，前期基本計画の目標５・７を推進することに結び付くため整合性はある。

現在認識している課題

後任者の選定に困難が生じている

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

欠員が生じた場合，速やかに後任者を選任する。

平成27年度の実施内容

・第１回推薦会　平成２７年１０月２日 
・第２回推薦会　平成２８年　２月９日 
・事業費内訳　　報酬等

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
6
)



07-01-006

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）

活動配分 人 0.100 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.150正職員 人

人 0.000

千円 1,069 1,735 2,546 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 1,554

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 2,030 2,000 139

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

3,735 2,685 １世帯当たり（円） 91.55

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,099

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,099 3,735

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

2,685 住民1人当たり（円） 39.59

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ボランティア団体等 

【意図】 
ボランティア団体等の活動を支援する。 

【大きな目的】 
ボランティア活動の促進及び充実 

【全体概要】 
□ボランティア団体等の運営・事業に対し補助金を交付する。 

会計種別

根拠法令等
ボランティア活動助成要綱

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010145

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 ボランティア活動への助成 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

07-01-006

07-01-006

【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 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

福祉ボランティアの活動者の増加。 リタイア後の活動の場として福祉ボランティア登録を啓発し，登録
者数を増加させる。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

ボランティア助成の上限額を設定している。

平成２８年度の目標・改善内容
ボランティア活動の活性化を促し，登録者の増加を目指し，継続して実施する。

【総合評価】

今後，介護保険制度の改正の観点からも，地域の担い手として，期待できるため，事業
の連携について，検討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 コスト削減余地あり

団体数が十分とは言えない現段階では，コスト削減の余地はないと判断している。

[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

現段階では市が事業を行い，事業実施を継続，周知・啓発に向けて努力が必要であるため，統廃合は想定されない。

[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

費用対効果の測定が困難。評価軸の設定が必要。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

改革の必要性はないが，周知・啓発方法等について創意工夫は必要。

[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

事業の実施が，前期基本計画の目標１の重点施策の実現に貢献している。

[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

ボランティア活動を行う団体が増加傾向とは言えず，団体の更なる育成や普及・啓発が期待できるため。

[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

前期基本計画の目標１の推進につながる事業であるため整合性はある。

現在認識している課題

福祉ボランティアの活動者を増加させる

[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

ボランティア活動の活性化を促し，継続して実施する。

平成27年度の実施内容

・事業費内訳 
　ボランティア活動助成費　2,181千円

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
7
)



07-01-007

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 0.650 1.170

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.370

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.650 0.800正職員 人

人 0.000

千円 15,238 18,692 65,043 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,436 7,827

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 8,117 0 0 世帯数 40,797

0

18,692 65,043 １世帯当たり（円） 458.17

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 23,355

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 23,355 18,692

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

65,043 住民1人当たり（円） 198.14

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
社会福祉協議会 
ボランティアセンター及びボランティア団体 
地域福祉の推進に関わる個人及び団体 

【意図】 
社会福祉協議会への補助を行うことで活動支援・強化を行う。 
地域福祉活動の推進。 

【大きな目的】 
ボランティア活動センターの活性化及び地域住民同士の繋がりを
構築する。 
地域福祉計画の策定と計画の推進・評価を行う。 

【全体概要】 
□これまでの福祉コミュニティ推進事業に加え，国のモデル事業で実
施した「安心生活創造事業」を発展させ，住民主体の地域力をコー
ディネートし，制度の狭間の課題について，地域ごとに市民と専門職
等により，ネットワークで支える新しい協働による支援を推進すると
ともに，コミュニティソーシャルワーク推進事業を実施し，地域発信
型ネットワークによる地域づくりの支援を行う。 
※なお，国庫補助事業の「安心生活創造事業」については，国の予算
の再編成により，平成27年度に施行された「生活困窮者自立支援事
業」に包摂することとなった。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市補助金等の交付要綱

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010146

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 地域福祉活動推進事業 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

07-01-007

07-01-007

【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 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

地域福祉の関心と理解が不十分 地域福祉への関心を高め，身近な地域で，支援が必要な人を支えら
れる地域づくりとつながりづくり

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
地域ケア推進事業や生活困窮者自立支援等の社会福祉協議会が担う他事業とも連動させながら効果的に地域福祉を推進する。

【総合評価】

地域福祉活動に参画する市民の増加が見込めるような取組方法について，関係団体等と
協議や地域福祉計画推進評価委員会等の意見を参考にして，検討を進めていくよう努め
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

今後，取組について検討することで費用対効果についても適切に評価していきたい。

[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

現時点では，統廃合について検討できていないが，今後取組方法について，検討していきたい。

[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

今後，取組について検討することで費用対効果についても適切に評価していきたい。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

社会福祉協議会等と協力・連携しながら計画どおり進められている。

[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

事業を実施することで，協働して取り組む市民が増加することが期待できるため貢献度が高い。

[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

様々に地域活動を行う団体等と連携し，協働で取り組む市民の増加について見込むことができれば，活動の主体について検討できるので
はないかと考える[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７と整合している。

現在認識している課題

ボランティア活動センターのコーディネート機能の強化

[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

平成27年度目標

地域福祉計画の推進と評価 
ボランティア活動センターへの助成及び地域活動支援

平成27年度の実施内容

●事業内容 
　□コミュニティソーシャルワーク推進事業（地域福祉活動支援業務）　3,435千円 
　□ボランタリー活動事業等補助金　7,323千円 
　□保健福祉フェア（地域福祉アクションアワード）講師謝金他　107千円　 

平成27年度の改善内容

保健福祉フェアで「地域福祉アクションアワード」を開催し，地域福祉を推進する地域での取組の紹介及び表彰を行った。

07-01-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
8
)



07-01-008

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）

活動配分 人 0.100 0.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.100正職員 人

人 0.000

千円 2,009 2,563 1,535 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 1,130

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

2,563 1,535 １世帯当たり（円） 62.82

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,009

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,009 2,563

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

1,535 住民1人当たり（円） 27.17

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
認知症高齢者・障がいのある人等 

【意図】 
高齢者・障がいのある人の在宅生活を支援。 

【大きな目的】 
福祉サービス利用の促進 

【全体概要】 
□福祉サービスの利用手続の援助，日常的な金銭管理サービス等の実
施に対して芦屋市社会福祉協議会に補助金を交付し，当該事業を実施
する。 

会計種別

根拠法令等
社会福祉法，芦屋市補助金等の交付要綱

実施区分 補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010141

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 福祉サービス利用援助事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-008

07-01-008

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

利用者の増加に対応するための相談員の確保や個別支援技術の担保 継続実施

総合評価 適正な負担を求めている

県の要綱に則り受益者負担は設定されている

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き，芦屋市権利擁護支援センターとの連携強化を図り，本事業の利用者の判断能力が低下した場合には，円滑に「成年後見制度」
の利用に結び付ける。 
生活困窮者自立支援制度による事業との連携を図る。

【総合評価】

対象者の生活状況等を適切に見極め，円滑に支援につなぐよう努める。

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

成果を評価することは困難であるが，利用者の生活の質は向上すると判断できる

[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

社会福祉法上に位置付けられており，類似事業や統廃合は想定されていない

[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

法に基づく事業により手段変更は想定されない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

高齢化に伴う認知症高齢者の増加により，事業利用者も増加傾向にあり，今後も計画どおり実施する

[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

計画との整合性からも貢献度は高いといえる

[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

社会福祉法を根拠に県要綱に沿って実施。利用者との契約は，県社協と市社協の３者。市の補助により生活支援員等の活動を支援。

[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

事業目的が，前期基本計画の目標７と整合 

現在認識している課題

特になし

[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

芦屋市権利擁護支援センターとの連携強化を図る

平成27年度の実施内容

芦屋市社会福祉協議会の生活支援員の活動について補助を行う

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-008

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
6
9
)



07-01-009

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）

事業実施にあたり，委託法人における事業の円滑な活用及び，高齢介護課，障害福祉課の各所管課の速やかな事務の遂行により，地域福
祉課における担当職員が業務に従事する実質的な時間が減少したため，人件費部分が減少したもの。

活動配分 人 1.200 0.300

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

1.200 0.300正職員 人

人 0.000

千円 10,036 2,544 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,036 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 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

2,544 0 １世帯当たり（円） 62.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,036

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,036 2,544

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） 26.97

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
認知症高齢者，障がいのある人（知的・精神）で判断能力の低下
により財産管理等の支援が必要な方 

【意図】 
認知症高齢者，障がいのある人（知的・精神）の成年後見制度の
利用を支援。 

【大きな目的】 
成年後見制度の利用により，支援が必要な高齢者，障がいのある
人の生活の安定を図る。 

【全体概要】 
□成年後見等の審判開始の申立，申立費用への助成・後見人等の報酬
への助成 

会計種別

根拠法令等
芦屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成13年度 ～

課題別計画 地域福祉計画，高齢者福祉計画，障害者（児）福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010140

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 成年後見制度利用支援事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-009

07-01-009

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

利用対象者に対する成年後見制度の周知啓発のあり方 成年後見制度の利用促進のため，制度を運用する関係課との連携を
図り，権利擁護支援システムの構築に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業の性質上，負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
成年後見制度の周知啓発 
速やかな利用支援のための体制整備

【総合評価】

制度の周知と対象者に対する適切なアセスメントならびに適切な助成を行うことが必要
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

今後も事業の推進を図る必要があるため。

[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

事業の性質・法的根拠と照らして統廃合はできない。

[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

事業の性質上，手段変更は困難である。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画どおり実施し，利用件数は増加している。

[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

高齢者及び障がいのある人が地域で安心して暮らし続けるために必要な制度である。

[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

芦屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

[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

制度利用により，支援を必要とする高齢者及び障がいのある人の生活の安定を図ることが期待できるため，前期基本計画の目標７に整合
する

現在認識している課題

成年後見制度の周知啓発 
速やかな利用支援のための体制整備

[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

成年後見制度の利用支援と周知啓発

平成27年度の実施内容

市長申立て件数　　高齢者３件　　障がいのある人０件 
申立費用助成件数　高齢者０件　　障がいのある人０件 
報酬の助成　　　　高齢者２件　　障がいのある人３件 

成年後見制度利用支援事業実施要綱の改正

平成27年度の改善内容

成年後見制度利用推進のための要綱改正 
成年後見制度の周知啓発パンフレットの作成

07-01-009

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
0
)



07-01-010

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）

寄附額増により積立金が増加したため。

活動配分 人 0.050 0.150

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

0.050 0.150正職員 人

人 0.000

千円 529 1,272 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 418 1,272

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 3,228 5,793 650

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

7,065 650 １世帯当たり（円） 173.17

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,757

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,757 7,065

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

650 住民1人当たり（円） 74.89

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
社会福祉関係団体等 

【意図】 
社会福祉の増進 

【大きな目的】 
福祉施策の展開 

【全体概要】 
□友愛基金，ボランティア基金，西田房子福祉基金及び長寿社会福祉
基金の管理 
□社会福祉事業のために寄せられた寄付金及び運用利子の積立 

会計種別

根拠法令等
芦屋市社会福祉「友愛」基金条例，芦屋市長寿社会福祉基金条例，芦屋市ボランティア基金条例，西田房子福祉基金条例

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010138

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 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 友愛基金等関係事業 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

07-01-010

07-01-010

【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 現状維持

妥当性 あり

特になし。 継続して実施していく。

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
継続して実施していく。

【総合評価】

基金を運用し，福祉施策の充実を図ることは有効である。

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

特になし。

[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

継続実施。

平成27年度の実施内容

●事業費内訳 
・友愛基金積立金　　　　　2,984千円 
・長寿社会福祉基金積立金　  976千円 
・ボランティア基金積立金　1,833千円

平成27年度の改善内容

特になし。

07-01-010

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
1
)



07-01-011

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）

事業の運営について，委託法人の様々な活動が充実してきたことに伴い,権利擁護支援システムの構築に従事する職員が，当該事業に直
接的に関わる時間が減少したため，人件費が減少したもの。

活動配分 人 3.300 1.380

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

3.300 1.080正職員 人

人 0.000

千円 43,838 26,276 18,016 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 27,598 10,003

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 3,383 3,383 3,384

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

29,659 21,400 １世帯当たり（円） 726.99

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 47,221

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 47,221 29,659

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

21,400 住民1人当たり（円） 314.40

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
地域に暮らし権利擁護の支援ニーズを抱えている方，家族，関係
者,支援者 

【意図】 
権利擁護の支援ニーズを抱えた方が安心してすみなれた地域で暮
らすことができる。 

【大きな目的】 
高齢者，障がいのある人の虐待その他の権利侵害の防止策，高齢
者，障がいのある人の権利を守るための支援策及び権利擁護支援
センターの機能を含めた地域における権利擁護支援システムの構
築と推進を図る。 

【全体概要】 
□権利擁護支援システム推進委員会 
　高齢者，障がいのある人の権利を守るため，全市的な権利擁護支援
システムの構築と推進を図ることを目的に設置。権利擁護支援セン
ター機能を含めたシステムの評価や調査，研究を行う。 
□芦屋市権利擁護支援センター機能の強化と充実 
　芦屋市権利擁護支援センターの周知と，権利擁護支援ニーズを抱え
た世帯への支援を行政をはじめとする関係機関と連携しながら円滑に
行う。また業務評価も行う。 
□権利擁護支援者の養成と活動の場の確保 
　地域で権利擁護支援の担い手を増やし，成年後見制度の円滑な利用
支援や高齢者，障がいのある人の虐待等を含む権利侵害への対応の体
制を強化する。 

会計種別

根拠法令等
高齢者虐待防止法，老人福祉法，介護保険法，障害者虐待防止法，芦屋市権利擁護支援システム推進委員会設置要綱，芦
屋市権利擁護支援センター事業実施要綱　他

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成23年度 ～

課題別計画 地域福祉計画，高齢者福祉計画，障害者（児）福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010648

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 権利擁護推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-011

07-01-011

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

権利擁護支援システムの充実に向けた，社会福祉協議会における法
人後見業務の体制整備及び市民後見活動の推進等市民参加による権
利擁護支援システムの構築

社会福祉協議会における法人後見業務の体制整備 
市民参加による権利擁護支援システムの構築

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業の性質上，対象者による負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
第２次地域福祉計画の見直しによる権利擁護支援システムの推進と充実 

【総合評価】

権利擁護支援センターを含む，本市における権利擁護支援システムの推進について，今
後も継続して取り組むことが必要である。 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

実施事業の一部について，兵庫県地域医療介護総合確保基金に係る「法人後見・市民後見推進支援事業」の活用が検討できるため。

[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

権利擁護の推進は当該事業で実施しているものであり，類似事業もなく，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

事業の実施による，地域や関係機関への働きかけによる権利擁護意識の向上が図られていることから，手段変更は想定していない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

予定どおり実施している。

[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

[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

権利擁護の視点から，地域住民・関係機関との連携等仕組みづくりに取り組んでいる。

[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

高齢者虐待防止法，老人福祉法，障害者虐待防止法，芦屋市権利擁護支援センター事業実施要綱等

[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

権利擁護支援により，高齢者及び障がいのある人が必要な支援を受けながら住み慣れた地域で暮らすことは基本方針と整合する。

現在認識している課題

地域における権利擁護に関する知識の普及啓発の充実 
市民後見人の活動推進に係るシステムの構築 
虐待対応の更なる充実

[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

平成27年度目標

社会福祉協議会の法人後見受託に向けた体制整備 
地域に対する権利擁護の普及啓発 
市民後見人の活動推進に係る体制整備

平成27年度の実施内容

ＮＰＯ法人ＰＡＳネットと芦屋市社会福祉協議会の共同受託 

芦屋市権利擁護支援センター運営事業 
センター長（常勤）１名，専門相談員（常勤）４名（内１名兼務） 

基金事業（権利擁護支援者養成研修等） 
平成２７年８月　説明会開催 
平成２７年８月～平成２８年３月　全１１日開催１４名受講 

権利擁護支援システム推進委員会における，市民後見人活動推進のためのプロジェクトチームによる活動

平成27年度の改善内容

地域における権利擁護の普及啓発活動の実施 
市民後見人の活動推進に係る体制整備を目的としたプロジェクトチームの立ち上げ

07-01-011

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
2
)



07-01-012

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 0.000 2.000

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

0.000 1.700正職員 人

人 0.000

千円 0 22,696 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 15,260

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

16,983

39,679 0 １世帯当たり（円） 972.60

0

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 39,679

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） 420.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
法第２条に定める「現に生活に困窮し，最低限度の生活を維持す
ることができなくなるおそれのある者」 

【意図】 
生活困窮者自立支援法は，自立相談支援事業の実施，住居確保給
付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置
を講ずることにより，生活困窮者の自立の促進を図ることを目的
とする。 

【大きな目的】 
生活困窮者が，法に定められた事業を活用することにより，「経
済的困窮」「社会的孤立」から脱却し，地域で役割を担いながら
暮らし続けられるよう，「支え合い」が実現できる地域づくり。 

【全体概要】 
必須事業「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」の実施 
任意事業「就労準備支援事業」の実施 

会計種別

根拠法令等
生活困窮者自立支援法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207011030

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 生活困窮者自立支援事業 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

07-01-012

07-01-012

【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

生活困窮者自立支援事業の周知啓発 
社会的孤立（予防）のための取り組み

生活困窮者自立支援制度推進のための支援システムの構築

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業対象者の考え方から，負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
生活困窮者自立支援相談事業・就労準備支援事業の実施 
住宅確保給付金の支給

【総合評価】

制度の啓発について，今後も継続し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 コスト削減の余地はない

事業の更なる推進は必要であるため，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

生活困窮者支援は類似事業はないため統合はできない。

[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

法律に定められる必須事業については手段変更はできないと共に，事業の実施により個別支援等が展開されている実績から手段の変更は
想定していない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

予定してる事業について計画どおり実施。

[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

[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

生活困窮者の自立支援及び社会的孤立の予防は，地域で安心して暮らし続けるために必要な制度である。

[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

生活困窮者自立支援法

[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

生活困窮者の自立支援として，前期基本計画目標７と整合性はある。

現在認識している課題

生活困窮者自立支援事業の普及啓発 
社会的孤立（予防）のための取り組み

[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

生活困窮者自立支援相談事業・就労準備支援事業の実施 
住宅確保給付金の支給

平成27年度の実施内容

利用状況 
総合相談窓口利用者数　484　人 
自立支援相談者数　　　100　人 
プラン作成者数　　　　 15　人　（作成件数　20　件） 
住宅確保給付金利用件数　　3　件 
就労準備支援事業利用件数　3　件 
自立相談支援事業による就労支援　8　件 
就労者数　17　人 

平成27年度の改善内容

平成２７年度新規事業

07-01-012

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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07-01-013

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 4.000 4.410

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.410

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

3.000 3.000正職員 人

人 1.000

千円 201,154 203,129 183,838 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 23,946 29,415

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 4,821 4,850 4,699

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

207,979 188,537 １世帯当たり（円） 5,097.90

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 205,975

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 205,975 207,979

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

188,537 住民1人当たり（円） 2,204.69

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
高齢者，障がいのある人等一般市民 

【意図】 
福祉サービス提供基盤の充実 

【大きな目的】 
福祉サービスの充実 

【全体概要】 
総合的な保健・福祉サービスを提供する地域福祉の拠点として，総合 
相談，障がい児機能訓練，子育て支援センター，介護予防センター， 
ボランティア活動センター，保健センター等の事業を実施し，保健・ 
福祉サービスを総合的に提供するとともに，市内の人的資源も含めた 
社会資源の連携をしていく。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市保健福祉センターの設置に関する条例，芦屋市福祉センターの管理に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画 地域福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010151

担当所属 福祉部福祉センター 担当課長名 岡田　きよみ

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 福祉センター管理運営事業 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

07-01-013

07-01-013

【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 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

保健福祉センターへのアクセスの充実。 
保健福祉センター設備を計画的に保全する。

実施事業を検証し，充実を図る。

総合評価 適正な負担を求めている

負担を求めることができる事業については負担を求めている。今後も事業を見直す際には，受益者負担について検討する。

平成２８年度の目標・改善内容
水浴訓練事業プログラムの検証及び見直し。 
総合相談窓口の機能強化。 

【総合評価】

各事業の内容を見直し，その都度検証しながら，管理運営に努めている。今後も事業の
充実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

事業実施過程でコスト面を整理しながら，事業充実を図っている。

[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

保健福祉行政・事業所が混在する複合施設は他になく，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

実施事業については，実施段階でその都度手段を検討しながら実施している。

総合評価 概ね実行している

実施事業を毎年見直し，改善を図った。

[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

[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

地域福祉の拠点として事業充実を図ることで貢献している。

[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

保健福祉行政と事業所が混在する複合施設であるため，全体の事業調整･コーディネートを行う必要があるため。

[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

地域福祉の拠点として事業充実を図ることで整合性がある。

現在認識している課題

保健福祉センターへのアクセスの充実 
保健福祉センター設備を計画的に保全する

[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

平成27年度目標

水浴訓練事業プログラムの検証及び見直し 
総合相談窓口の機能強化

平成27年度の実施内容

芦屋市保健福祉センターの維持管理・事業の実施 
[維持管理費　174,305千円] 
保健福祉センター借上料91,591千円，電気使用料13,821千円，ガス使用料5,133千円，水道使用料2,888千円，清掃等管理費22,746千円，
総合受付業務委託7,489千円，警備業務委託5,858千円，駐車場整理業務委託3,078千円，水浴訓練室運営管理業務委託14,512千円，施設
修繕補修工事等2,740千円，その他経費4,449千円 
[一般事務費　4,259千円] 
電信電話料1,568千円，その他経費2,691千円 
延利用者数（H27.4.1～H28.3.31）182,621人

平成27年度の改善内容

水浴訓練室高齢者開放事業のプログラムにミニレッスンを増やすなど事業内容の見直しを行い，運動室については，一般開放の状況を見
ながら貸室の時間帯を増やした。 
また，地域福祉課と連携し，総合相談窓口の機能充実を図った。

07-01-013

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
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4
)



07-01-014

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 7.350 9.380

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.950

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

5.950 7.430正職員 人

人 1.400

千円 327,430 315,973 294,741 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 51,715 65,905

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 11,562 11,878 0

人口 94,335

県費 千円 15,509 14,907 21,654 世帯数 40,797

894,462

1,237,220 1,241,324 １世帯当たり（円） 30,326.25

924,929

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,221,544

特
定
財
源

国費 千円 867,043

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,221,544 1,237,220

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

1,241,324 住民1人当たり（円） 13,115.17

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
要保護者 

【意図】 
要保護者の最低限度の生活を保障するため，資産活用等を行い，
自らの生活の維持向上・自立を目指す間，金銭給付を行う。 

【大きな目的】 
要保護者の自立・向上 

【全体概要】 
□要保護者の生活の維持向上・自立を目指し，金銭給付を行う。 

会計種別

根拠法令等
生活保護法，同施行令

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和25年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010230

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 生活保護法施行事務 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

07-01-014

07-01-014

【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 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

後発医薬品の利用促進などにより，医療の質を保障したうえで医療
扶助費の抑制を図ることが必要。

訪問調査活動の充実実施により世帯状況を把握し利用可能な施策を
案内し生活を向上させる。課税調査や資産調査などの調査活動を継
続実施することで不正受給の早期発見と是正を行う。稼働年齢層の
受給者であって就労に対する阻害要因がない場合ハローワークや就
労(準備）支援事業の実施機関と連携を図り自立支援を行う。

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
課内研修及び兵庫県や厚生労働省が主催する研修への積極的な参加により査察指導機能充実及びケースワーク技術の向上をはかる。 
生活困窮者自立支援制度をはじめ関連施策との連携を図り，生活関連の各施策への案内など被保護世帯の生活を向上させる。

【総合評価】

生活困窮者のセーフティネットとして有効 
今後も生活実態，稼働能力，保有資産等の把握に努め自立に向けた支援を行う。 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

[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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

査察指導機能充実，ケースワ－カー数の充足及びケースワーク技術の向上 
生活困窮者自立支援制度と重層的かつ一体的なセーフティネットの構築 
生活関連の各施策への案内など被保護世帯の生活向上

[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

平成27年度目標

生活実態を的確に把握するため家庭訪問を行い適切な支援と自立助長を促す

平成27年度の実施内容

平成２７年３月３１日現在　保護世帯数：５０２世帯　６８７人（７．２‰） 
平成２８年３月３１日現在　保護世帯数：５０６世帯　６９１人（７．２‰） 
生活保護扶助別内訳　平成２６年度　　　　平成２７年度 
生活扶助等：４０６，６９５，８９７円　　３８６，７０６，７５６円 
住宅扶助：　１７４，７０４，１４６円　　１８４，１４３，３６６円 
教育扶助：　　　７，７０８，１５６円　　　　６，８８６，７６３円 
介護扶助：　　２１，１６１，６１５円　　　２３，６７４，６２２円 
医療扶助：　５４３，２６４，１６０円　　５４９，００７，２４６円 
出産扶助：　　　　　８４７，１００円　　　　２，８１５，６２６円　 
生業扶助：　　　３，９１２，０９９円　　　　３，５２４，１７９円　 
葬祭扶助 ８４７ １００円 １６ ５００円平成27年度の改善内容

ハローワークとの連携による就労支援， 
生活困窮者自立支援制度実施機関等関係先との連携強化 
扶養義務者存否確認，扶養可能性調査の実施

07-01-014

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
5
)



07-01-015

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】

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 0.400

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

0.420 0.400正職員 人

人 0.100

千円 3,352 2,888 1,100 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,652 3,188

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 300 300 300

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

3,188 1,400 １世帯当たり（円） 78.14

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,652

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,652 3,188

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

1,400 住民1人当たり（円） 33.79

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
家屋補修や生活費に一時的に困窮している生活困窮者 

【意図】 
生活困窮者が家屋補修や生活費に一時的に困窮している場合に，
早期の自立更生を図るため，その必要な資金を貸し付ける。 

【大きな目的】 
生活困窮者の早期自立更生 

【全体概要】 
□住宅資金（50万円以内）すえ置期間：１年以内　償還期間：５年以
内　利子：無利子 
※居宅を借りるための敷金等 
□家屋補修費（50万円以内）すえ置期間：１年以内　償還期間：５年
以内　利子：年３パーセント（すえ置期間は無利子） 
※居宅の補修に必要な資金 
□特別医療資金（30万円以内）すえ置期間：１年以内　償還期間：５
年以内　利子：無利子 
※高額の医療費を自己負担しなければならない者で，市長が特に認め
た者 
□生活資金（20万円以内）すえ置期間：半年以内　償還期間：３年以
内　利子：無利子 
※世帯の自立更生に寄与する資金 

会計種別

根拠法令等
芦屋市援護資金貸付条例，同条例施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和45年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010229

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 援護資金貸付金 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-015

07-01-015

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

社会福祉協議会等の貸付けと重複する部分もあり，阪神間各市では
廃止の動きがある。今後，制度を活用しやすくする方策について検
討が必要。

貸付事業についてはこれまで通り。制度のあり方について見直しが
必要。

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
生活困窮者が家屋補修や生活費に一時的に困窮している場合に，早期の自立更生を図るため，その必要な資金を貸し付ける。

【総合評価】

生活困窮者の生活の安定と福祉の増進に寄与しており有効であるが，貸付けの申し込み
が低調。 
制度の周知に努める。

達成度 ほとんど達成していない

[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 貢献度が小さい

[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

特になし

[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

生活困窮者が家屋補修や生活費に一時的に困窮している場合に，早期の自立更生を図るため，その必要な資金を貸し付ける。

平成27年度の実施内容

□住宅資金（50万円以内）すえ置期間１年以内，償還期間５年以内，利子：無利子 
※居宅を借りるための敷金等 
□家屋補修費（50万円以内）すえ置期間１年以内，償還期間５年以内，利子：年３パーセント（すえ置期間は無利子） 
※居宅の補修に必要な資金 
□特別医療資金（30万円以内）１年以内，償還期間５年以内，利子：無利子 
※高額の医療費を自己負担しなければならない者で，市長が特に認めた者 
□生活資金（20万円以内）すえ置期間半年以内，償還期間３年以内，利子：無利子 
※世帯の自立更生に寄与する資金

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-015

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
6
)



07-01-016

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】

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 0.530 0.400

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

0.430 0.400正職員 人

人 0.100

千円 8,238 3,197 356 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,736 3,188

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

3,197 356 １世帯当たり（円） 78.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 8,238

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 8,238 3,197

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

356 住民1人当たり（円） 33.89

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
被保護者・要保護者等の生活困窮者 

【意図】 
生活困窮者に対する法定外の金銭扶助を行い，生活の安定と自立
を促す。 

【大きな目的】 
生活困窮者の生活の安定と福祉の増進 

【全体概要】 
□老人ホーム入所者で無年金者への日用品費支給 
□被保護世帯へのホームヘルパー派遣事業 
□被保護高齢者インフルエンザ自己負担金の公費負担 
□葬祭扶助 
□施設入所措置者検査料 
□行路人応急扶助 
□軽度生活援助事業における費用負担額 
□高齢者日常生活用具の給付・貸与に要する経費 

会計種別

根拠法令等
生活困窮者に対する法外扶助金給付要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和45年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010228

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 生活困窮者に対する法外扶助金給付事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-016

07-01-016

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

行路人応急扶助については近隣各市では廃止されている。今後は救
護施設入所時の交通費に移行する等，検討が必要。また葬祭扶助に
ついて，要保護状態にある世帯は生活保護法で葬祭扶助を行うこと
となっており，変更が必要。

これまで通り給付を継続する。 
葬祭扶助について，生活保護法との整合性について検討が必要。

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
生活困窮者に対する法定外の金銭扶助を行い，生活の安定と自立を促す。

【総合評価】

関係部署と連絡を取り合い現状の把握に努め適切の処理しており有効である。葬祭扶助
については生活保護法により対応すべきである。 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 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

行路人応急扶助については近隣各市では廃止されており，今後の扶助存続の適否について検討が必要。また葬祭扶助についても生活保護
法等の法令で相殺を執り行うこととなっており，同様の検討が必要。

[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

平成27年度目標

生活困窮者に対する法定外の金銭扶助を行い，生活の安定と自立を促す。

平成27年度の実施内容

□老人ホーム入所者で無年金者への日用品費支給 
□被保護世帯へのホームヘルパー派遣事業 
□被保護高齢者インフルエンザ自己負担金の公費負担 
□葬祭扶助 
□施設入所措置者検査料 
□行路人応急扶助 
□軽度生活援助事業における費用負担額 
□高齢者日常生活用具の給付・貸与に要する経費

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-016

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
7
)



07-01-017

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】

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 1.050 0.250

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

0.850 0.200正職員 人

人 0.200

千円 8,863 3,790 2,394 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,388 1,894

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

5,689

9,479 9,926 １世帯当たり（円） 232.35

7,532

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 13,288

特
定
財
源

国費 千円 4,425

一般財源

年　度 単位

合計 千円 13,288 9,479

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

9,926 住民1人当たり（円） 100.48

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
中国残留邦人等のうち，世帯の収入が一定の基準に満たない世帯 

【意図】 
中国残留邦人等のうち，世帯の収入が一定の基準に満たない世帯
に対して，生活保護に準じた支援給付金を支給する。 

【大きな目的】 
中国残留邦人等の老後の生活安定を実現すること。 

【全体概要】 
世帯の収入が一定の基準に満たない世帯に対して，生活保護に準じた
支援給付金を支給する。 

会計種別

根拠法令等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 平成20年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010592

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 中国残留邦人等支援事業 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

法定受託事務

07-01-017

07-01-017

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

訪問調査活動の充実 
中国語通訳の確保

支援事業についてはこれまで通り

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
中国残留邦人等のうち，世帯の収入が一定の基準に満たない世帯に対して，生活保護に準じた支援給付金を支給する。

【総合評価】

対象人数は少ないが，最低生活の保障を行う意味で必要不可欠である。

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 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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

訪問調査活動の充実 
中国語通訳の確保

[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

中国残留邦人等のうち，世帯の収入が一定の基準に満たない世帯に対して，生活保護に準じた支援給付金を支給する。

平成27年度の実施内容

世帯の収入が一定の基準に満たない世帯に対して，生活保護に準じた支援給付金を支給する。

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-017

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
8
)



07-01-018

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】

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 0.200

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 0.200正職員 人

人 0.000

千円 2,488 1,937 801 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,691 1,287

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 787 649 799 世帯数 40,797

0

2,586 1,600 １世帯当たり（円） 63.39

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,275

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,275 2,586

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

1,600 住民1人当たり（円） 27.41

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
無年金外国籍高齢者等 

【意図】 
年金制度の有する被保険者の資格等の理由により，老齢基礎年金
等を受けることができない高齢者の福祉の増進。 

【大きな目的】 
無年金外国籍高齢者の生活支援と福祉の増進 

【全体概要】 
年金制度の有する被保険者の資格等の理由により，老齢基礎年金等を
受給できない外国籍高齢者等に対して，本市と兵庫県が協力し，給付
金を支給する。 

会計種別

根拠法令等
兵庫県無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金支給事業実施要綱，芦屋市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 8年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010226

担当所属 市民生活部市民課 担当課長名 大野　進

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 無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業 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

07-01-018

07-01-018

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

福祉給付金の支給を継続する。 
国への要望については，本市の対象者の状況や阪神各市の状況をみ
て判断する。

福祉給付金の支給を継続する。 
国への要望については，本市の対象者の状況や阪神各市の状況をみ
て判断する。

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
福祉給付金の支給を継続する。

【総合評価】

無年金外国籍高齢者等の生活支援と福祉の増進のため支給を継続することは適切であ
る。国への要望については，本市の対象者の状況や阪神各市の状況をみて判断していく
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 ある程度のコスト削減余地あり

本来，国の所管する年金制度の中で給付されるべきものであると考えられる。

[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

[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

本来，国の所管する年金制度の中で給付されるべきものであると考えられる。

[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

現在認識している課題

本来，国の所管する年金制度の中で給付されるべきものと考えている。

[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

平成27年度目標

福祉給付金の支給の継続 
従来から市長会等あらゆる機会を通じて国に要望しているが，引続き要望する。

平成27年度の実施内容

無年金外国籍高齢者等福祉給付金の支給

平成27年度の改善内容

07-01-018

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
7
9
)



07-01-019

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】

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 2.930 3.600

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.900

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.980 1.700正職員 人

人 1.950

千円 25,035 30,856 -1,577 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,166 21,944

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 10,406 8,950 19,362

人口 94,335

県費 千円 161 161 644 世帯数 40,797

0

39,967 18,429 １世帯当たり（円） 979.66

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 35,602

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 35,602 39,967

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

18,429 住民1人当たり（円） 423.67

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項に掲げる被害を受
けた世帯の市民である世帯主等 

【意図】 
阪神・淡路大震災により，家屋等に被害を蒙った者の生活の立て
直しに資するため，当初は10年償還を目途に援護資金を貸し付
け，平成18年度で償還事業を終了する予定であったが，法改正の
ため5年，平成23年度に3年間，平成26年度に3年の延長が決定さ
れ，平成29年度となった。 

【大きな目的】 
災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項に掲げる被害を受
けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資す
ること 

【全体概要】 
芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条に掲げる下記の貸付区
分及び貸付限度額 
□世帯主が1ヶ月以上の負傷を負った場合 
　・住居が全壊…350万円以内　・住居が半壊…270万円以内（住宅の
残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は350万
円） 
　・家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね1/3以上であ
る損害があり，かつ，住居の損害がない場合は…250万円以内 
　・家財の損害及び住居の損害がない場合…150万円以内 
□世帯主が1ヶ月以上の負傷を負っていない場合 
　・住居が全壊…250万円以内 
　　（住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情があ
る場合は350万円） 
　・住居が半壊…170万円以内 
　　（住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情があ
る場合は250万円） 
　・住居の滅失・流失…350万円以内 
　・家財の損害があり，かつ，住居の損害がない場合…150万円以内 
※償還期間…10年　据置期間は5年（市条例は3年）国は半年賦 
※借入申込期間（貸付期間）…平成7年3月～平成7年10月末 

会計種別

根拠法令等
災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令，芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例及び施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 7年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010231

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 災害援護資金償還事務 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

07-01-019

07-01-019

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

免除基準について，随時情報を求める必要がある。 償還指導を行うとともに免除基準に適合するかどうか判断し，整理
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
災害援護資金貸付金の回収を行う 

免除枠拡大を実現し，償還不可能な者について整理を行う

【総合評価】

免除基準に適合するか適切に確認を行い，整理を進める。

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

[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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

償還困難な借受人，保証人への償還猶予や償還免除の基準を策定する必要がある。

[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

災害援護資金貸付金の回収

平成27年度の実施内容

災害援護資金貸付金の回収 

内閣府への免除枠拡大の要望

平成27年度の改善内容

兵庫県及び兵庫県下各自治体と連携して，内閣府に対し免除枠拡大を求めた。

07-01-019

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
0
)



07-01-020

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】

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 0.220 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.070 0.150正職員 人

人 0.150

千円 1,122 1,668 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,122 1,668

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

1,668 0 １世帯当たり（円） 40.89

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,122

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,122 1,668

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） 17.68

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
阪神・淡路大震災等自然災害の被災者 

【意図】 
□災害弔慰金　政令で定める災害により死亡した市民の遺族に弔
慰金を支給する。 
□り災証明書　自然災害で被害を受けた者に対して，被災者とし
て各種の手続きに添付する証明として発行している。 

【大きな目的】 
□災害弔慰金　災害の犠牲者を弔い，その遺族を慰めるため支給
する。 
□り災証明書　被災者が各種の補助事業を申請する際に，被災の
程度を証明する。 

【全体概要】 
□災害弔慰金　　　生計を主として維持していた場合　５００万円 
　　　　　　　　　その他の場合　　　　　　　　　　２５０万円 
□り災証明書の発行（無料） 

会計種別

根拠法令等
災害対策基本法 
災害弔慰金の支給等に関する法律 
芦屋市災害対策本部の組織に関する規則

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成 6年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010233

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 災害弔慰金支給及びり災証明書発行事務 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

07-01-020

07-01-020

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

政令で定める自然災害の発生と市民の被害状況の的確な把握 
当該災害が発生した際の迅速な補正予算案の上程

弔慰金の適切な支給 
り災証明書の発行

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
政令で定める災害により死亡した市民の遺族に弔慰金を支給するとともに自然災害で被害を受けた者に対して各種の手続きに添付する証
明としてり災証明書を発行する

【総合評価】

り災台帳は円滑に運用できており，サービス向上に寄与しており有効である。弔慰金の
支給については必要な事務を迅速に行うこと。 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 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

政令で定める災害により市民が死亡した可能性がある場合早急に調査し，予算措置を講じる必要がある。

[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

政令で定める災害により死亡した市民の遺族に弔慰金を支給するとともに自然災害で被害を受けた者に対して各種の手続きに添付する証
明としてり災証明書を発行する

平成27年度の実施内容

災害弔慰金：政令で定める災害による被害を受けた市民がいないため支給実績なし 
り災証明書の発行

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-020

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
1
)



07-01-021

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】

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）

昨年度は「災害弔慰金の支給等に関する法律」で定められた災害に遭ったものの遺族へ特別弔慰金を支給（１件５，０００千円）。

活動配分 人 0.050 0.100

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

0.050 0.100正職員 人

人 0.000

千円 1,708 878 180 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 418 848

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 3,750 0 0 世帯数 40,797

0

878 180 １世帯当たり（円） 21.52

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,458

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,458 878

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

180 住民1人当たり（円） 9.31

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
災害を受けた市民等。 

【意図】 
市内において発生した災害救助法の適用を受けられない災害を受
けた場合に，見舞金等を支給し災害を受けた市民または遺族を慰
労する。 

【大きな目的】 
災害にあった者の慰労 

【全体概要】 
□災害による家屋の損壊若しくは焼失の程度，又は負傷若しくは死亡
者に支給する。 
【家屋の被害】 
全壊：30,000円 
半壊：20,000円 
床上浸水：10,000円 
【死傷】 
死亡：30,000円 
21日以上の入院治療を要する場合：20,000円 
21日以下の入院治療を要する場合：10,000円 

会計種別

根拠法令等
芦屋市災害見舞金等支給規則，芦屋市災害見舞金等支給規則に関する取扱要綱

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 01 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している                          

前期5年の
重点施策

7-1-1　地域の住民や、ボランティア、自治会、民生委員・児童委員、福祉推進委員などと保健・医療・福祉との連携を
充実させます。 
7-1-2　保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。 
7-1-3様々な制度やサービスを連携させて、生活困窮者の自立を支援します。

0207010227

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 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 芦屋市災害見舞金 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

07-01-021

07-01-021

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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。 高浜町１番に建設予定の社会福祉複合施設の施設内に，火災等によ
り一時的に自宅に戻ることが出来ない市民が利用できるスペースを
確保する予定。

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
引き続き災害見舞金を支給し，災害を受けた市民等の生活再建への支援を行う。

【総合評価】

災害を受けた市民に対する救済措置として慰労するものであり，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

特になし

[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

災害見舞金を支給し，災害を受けた市民等の生活再建への支援を行う。

平成27年度の実施内容

●災害見舞金　3件 
・（被災場所）精道町　＠10千円（水損被害）×3件

平成27年度の改善内容

特になし

07-01-021

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
2
)



07-02-001

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）

組織改正により，人員配分が変わった。

活動配分 人 0.500 2.720

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

0.500 1.720正職員 人

人 0.000

千円 8,043 18,413 2,327 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 17,405

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

18,413 2,327 １世帯当たり（円） 451.33

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 8,043

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 8,043 18,413

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

2,327 住民1人当たり（円） 195.19

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
６５歳以上の高齢者 

【意図】 
高齢者施策の計画と必要な事業の実施。 

【大きな目的】 
高齢者施策推進。 

【全体概要】 
□一般事務 
　高齢者施策の運営経費及び業務委託経費 
□芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 
□芦屋すこやか長寿プラン２１策定委員会 

会計種別

根拠法令等
老人福祉法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020176

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 高年福祉に係る一般事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-001

07-02-001

【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 現状維持

妥当性 義務的事業

計画に沿った事業の進行管理，事業の適切な評価 今後も高齢者施策に関する適切な事務処理を心がけ，高齢者福祉の
推進に取り組む。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市の固有事務として行うもの。

平成２８年度の目標・改善内容
適切な高齢者施策の事務の遂行 
第7次すこやか長寿プラン評価委員会の進行 

【総合評価】

高齢者福祉施策を推進していくために重要な事業である。

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

市の固有事務として行うもの。

[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

市の固有事務として行うもの。

総合評価 概ね実行している

すこやか長寿プランに則り評価を受け事業を推進している。

[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

老人福祉法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

高齢者がいつまでも安心して暮らせるように推進している。

現在認識している課題

計画的な進行管理及び委員が参画しやすい環境を整える。

[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

平成27年度目標

高齢者一般施策にかかる事務経費

平成27年度の実施内容

第7次芦屋すこやか長寿プラン21の進行管理及び評価

平成27年度の改善内容

新たな評価シートを作成し審議しやすい環境を整えた。

07-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
3
)



07-02-002

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 4.700 1.430

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 3,795 0

0.000

うち経費 千円 3,795 0

嘱託・臨職等

2.700 1.430正職員 人

人 2.000

千円 234,692 175,651 172,951 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 25,373 12,125

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 8,114 8,540 5,676

人口 94,335

県費 千円 14,055 6,684 5,228 世帯数 40,797

0

190,875 183,855 １世帯当たり（円） 4,678.65

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 256,861

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 256,861 190,875

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

183,855 住民1人当たり（円） 2,023.37

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内在住のおおむね60歳以上の高齢者 

【意図】 
在宅の高齢者が生きがいを持って健康的に生活する。 
在宅の支援を必要とする高齢者が，介護保険以外のサービスを利
用することによって生活の質を高める。 

【大きな目的】 
高齢者施策の推進 

【全体概要】 
□高齢者社会参加促進事業 
□老人クラブ事業 
□生きがい活動支援通所事業 
□ゆうゆう倶楽部利用事業 
□敬老祝い金事業 
□高齢者福祉月間に関する事業 
□高齢者バス運賃助成事業 
□外出支援事業 
□生活支援事業 
　・ヘルプ事業 
　・デイサービス事業 
　・理美容・寝具乾燥サービス事業 
　・緊急通報事業 
　・住宅改造事業 
　・日常生活用具給付事業 
　・軽度生活援助事業 

会計種別

根拠法令等
老人福祉法，老人クラブ連合会運営費補助金交付要綱，高齢者バス運賃助成事業実施要綱

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207021042

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 生きがい・社会参加等在宅支援事業 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

07-02-002

07-02-002

【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 見直し

妥当性 あり

各事業，各団体の参加者を増やす。そのための周知をする。 増加する高齢者に対して，どこまで対応が必要か，真に必要な施策
を判断していく必要がある。

総合評価 適正な負担を求めている

受益者にも相応の負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
住民が主体となる居場所づくり，社会参加ができる仕組みづくりを強化する。

【総合評価】

総合事業が開始する時期に合わせ事業の集約もしくは見直しが必要。

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 コスト削減余地あり

民間サービスや住民の主体的な運営に委ねることで削減が可能。

[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

民間サービスの利用，総合事業への転換等が検討できる。

[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

地域住民や団体の力で事業を実施することも可能。

総合評価 概ね実行している

常に費用対効果を検証している。

[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 貢献度が大きい

生きがい・社会参加等在宅支援事業は高齢者が地域で生活を維持するために必要である。

[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

老人クラブ活動や在宅支援事業は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

生きがい・社会参加等在宅支援事業は高齢者が地域で生活を維持するために必要である。

現在認識している課題

増加する高齢者に対する対応 
行事の内容に対して改善が必要

[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

生きがい活動事業，老人クラブ等社会参加事業を活性化させる

平成27年度の実施内容

老人クラブ活動の支援　　47団体・会員数2,975人，　　 
ＹＯ倶楽部活動，ゆうゆう倶楽部利用の支援　　 
高齢者のつどいの実施　　　7月4日　ルナ・ホール　500人参加　 
敬老会の実施　　　　　　　9月13日　ルナ・ホール　700人参加 
高齢者スポーツ大会の実施　10月4日　川西運動場　900人参加　 
高齢者バス運賃助成の実施　882人新規・再交付 
生活支援事業　　・ヘルプ事業　130人，4，403件・デイサービス事業20人，378日 
　・理美容・寝具乾燥サービス事業　・緊急通報事業　利用者78人　　　　　　　・住宅改造事業　　　23人，86か所　　・日常生活用
具給付事業　　 
　・軽度生活援助事業　　　1,541人，2,690回

平成27年度の改善内容

生きがい活動事業，老人クラブ等社会参加事業を活性化させた。 
高齢者のバスの利用実態をまとめた。 
高齢者生活支援センターと連携してきめ細やかな在宅支援サービスを行った。

07-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
4
)



07-02-003

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）

他市や特別養護老人ホーム等への措置者が減少したため

活動配分 人 0.600 0.510

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

0.600 0.510正職員 人

人 0.000

千円 10,233 8,922 7,432 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 4,324

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 2,551 160 0

人口 94,335

県費 千円 0 6 71 世帯数 40,797

0

9,088 7,503 １世帯当たり（円） 222.76

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 12,784

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 12,784 9,088

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

7,503 住民1人当たり（円） 96.34

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
６５歳以上で環境上の理由・経済的な理由で居宅での生活が困難
な方 

【意図】 
環境上の理由・経済的な理由により居宅において養護が受けられ
ない高齢者を養護老人ホーム等に入所させる。 
生計困難者に対し，利用料負担金の一部を軽減することにより，
サービスを利用しやすくする。 

【大きな目的】 
高齢者を施設で保護し，生活の安定を図る。 
高齢者の生活自立支援を推進する。 

【全体概要】 
□入所判定委員会 
　　入所についての判定を行う。 
□入所措置 
　　養護が必要な者に対して，措置を行う。 
□法人による生計困難者に対する利用者負担金の減免 

会計種別

根拠法令等
老人ホーム入所措置等に関する規則，老人ホーム入所判定委員会設置要綱，老人福祉法，介護保険法

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020174

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 入所措置業務 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

07-02-003

07-02-003

【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 義務的事業

入所者の長期的な生活の支援を行う。 真に在宅が困難な方の措置業務を将来の生活も見越して判断してい
く。

総合評価 適正な負担を求めている

措置された高齢者の資力に応じた応能負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
真に必要な方に措置業務を行う。

【総合評価】

経済面，環境面から高齢者の生活を守るセーフティネットとして重要な施策である。

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

老人福祉法等に定められた措置事務である。

[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

措置費は定められている。

総合評価 概ね実行している

入所の適性を検証している。

[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

高齢者の安心した生活を確保する。

[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

やむを得ない措置入所により高齢者の生活を確保することができる。

[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

高齢者の安心した生活を確保する。

現在認識している課題

養護老人ホームへの入所対象者が限定される。

[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

真に必要な方に対して入所措置業務を行う。

平成27年度の実施内容

和風園　11人 
愛しや　1人 
あしや喜楽苑　1人 
あしや聖徳園　1人 
エルホーム芦屋　1人

平成27年度の改善内容

真に必要な方に対して入所措置業務を行った。 
適正な措置であるかどうかを継続的に検討した。

07-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
5
)



07-02-004

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 1.450 0.210

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

1.450 0.210正職員 人

人 0.000

千円 59,440 51,396 58,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,125 1,781

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

51,396 58,000 １世帯当たり（円） 1,259.80

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 59,440

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 59,440 51,396

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

58,000 住民1人当たり（円） 544.82

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋ハートフル福祉公社 

【意図】 
芦屋ハートフル福祉公社の運営支援を行うことにより，高齢者等
の在宅支援を図る。 

【大きな目的】 
高齢者の在宅支援・介護支援により，在宅生活の継続を図る。 

【全体概要】 
□福祉公社に対する指導・助言 
□福祉公社運営補助金の交付 

会計種別

根拠法令等
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

実施区分 補助 財源

事業期間 平成 4年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020177

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 芦屋ハートフル福祉公社支援 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-004

07-02-004

【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 改善余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

芦屋ハートフル福祉公社の存続について 芦屋ハートフル福祉公社の存続について一定の方向性を出す。

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
総合的な福祉サービスの提供をどのように担っていくかを協議する

【総合評価】

高齢者の在宅生活を支えるため先駆的に事業を行ってきたが，介護保険制度の導入によ
り民間事業所が参入してきており，今後総合的な福祉サービスを誰がどのように担って
いくかを協議する必要あり。

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 コスト削減余地あり

事業のあり方を見直すことにより可能

[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

在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ及び介護保険サービスを提供する事業所は他にある。

[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

事業のあり方を見直すことにより可能

総合評価 概ね実行している

費用体効果を意識し，経営改善を行っている。

[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

[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

芦屋ハートフル福祉公社のあるべき姿を構築する。

[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

平成27年度目標

安定的な運営を支援

平成27年度の実施内容

ハートフル福祉公社の今後の体制について協議した。

平成27年度の改善内容

ハートフル福祉公社の体制を拡充した。

07-02-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
6
)



07-02-005

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）

２６年度に行った特定施設化に向けてのバリアフリー工事と空調工事が完了した。

活動配分 人 0.450 0.520

他部門経費 千円 1,338 2,374

減価償却費 千円 10,334 10,334

0.000

うち経費 千円 11,672 12,708

嘱託・臨職等

0.450 0.520正職員 人

人 0.000

千円 89,718 83,387 77,541 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,763 4,409

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 19,335 6,162 7,164

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

89,549 84,705 １世帯当たり（円） 2,194.99

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 109,053

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 109,053 89,549

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

84,705 住民1人当たり（円） 949.27

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
６５歳以上で環境上の理由・経済的な理由で居宅での生活が困難
な方 

【意図】 
　環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受ける
ことが困難な65歳以上の者が，老人福祉法に基づき措置を受け，
養護老人ホーム「和風園」に入所し，養護される。 

【大きな目的】 
高齢者の生活の安定 
特定施設化により，介護保険制度の円滑な実施を受け住み慣れた
施設で過ごすことができるようにする。 

【全体概要】 
□養護老人ホーム和風園の指定管理者制度による管理運営及び維持管
理の委託 
　・入所者の生活支援 
　・年間行事等による入所者の生活の安定 
　・短期入所等在宅高齢者の支援 
　・自主事業による地域との交流 

会計種別

根拠法令等
地方自治法，芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 昭和40年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020178

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 養護老人ホーム運営事業 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

07-02-005

07-02-005

【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 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

今後も入所した高齢者が安定した生活ができるように配慮する。 
在宅高齢者のセーフティネットとしての役割を果たす。

特定施設として十分機能が発揮できるよう指定管理者と連携を取り
入所者の生活を支援する。

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
評価委員会で指摘された事項の改善に努める。 
入所者が要介護状態になっても安心して生活が送れるように特定施設の体制を整える。

【総合評価】

養護老人ホームの存在意義は重要である。 
内部評価を適正に実施し，外部評価の指摘事項の改善が必要。 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 ある程度のコスト削減余地あり

人員基準等は，法令で定められているが運営面での改善は可能である。

[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

[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

特定施設化により，包括的なサービスを提供できるようになった。

総合評価 一部実行している

外部評価を受け，指摘事項を受けた。

[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

[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

指定管理者の安定した運営を継続する。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

施設を介護保険制度における特定施設として申請することにより，要支援・要介護者に対応できるようにする。 
指定管理者制度の中間年としての評価を実施する。

平成27年度の実施内容

大規模改修の終了を確認した。 
指定管理者選定・評価委員会で第三者評価を受審した。

平成27年度の改善内容

特定施設の指定を受け包括的な介護サービスを提供できる体制を整えた。 
評価委員会での指摘事項に対して改善すべき所を実施した。

07-02-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
7
)



07-02-006

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）

人件費配分を見直したため

活動配分 人 0.300 0.410

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 0.410正職員 人

人 0.000

千円 7,738 8,493 5,130 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 3,476

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 20

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

8,493 5,150 １世帯当たり（円） 208.18

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 7,738

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 7,738 8,493

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

5,150 住民1人当たり（円） 90.03

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内在住の６０歳以上の方 

【意図】 
高齢者の地域での活動場所を提供するとともに，高齢者の生きが
い活動をを支援。 

【大きな目的】 
高齢者の生きがい対策の充実及び社会参加促進。 

【全体概要】 
□老人福祉会館の運営・維持管理 

会計種別

根拠法令等
芦屋市立老人福祉会館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51年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020157

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 老人福祉会館運営及び維持管理 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

07-02-006

07-02-006

【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 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

施設の老朽化に伴う維持管理のあり方 老人福祉会館，公民館，市民センターを一体で考えたうえでの運営
のあり方を検討する。

総合評価 負担を求めていない

老人福祉会館の目的として無料で開放している。

平成２８年度の目標・改善内容
福祉会館の和室の有効利用を図る。

【総合評価】

高齢者の社会参加を促進するため，さらに魅力を発信させる必要あり。

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 ある程度のコスト削減余地あり

人件費や維持管理費について見直しが可能か。

[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

高齢者の居場所やサロンは類似であるが，無料で提供できる施設は代替がない。

[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

市民センター，公民館と一体となった運営の可能性を探る。

総合評価 概ね実行している

福祉会館の有効活用を諮っている。

[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

[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

高齢者の生きがいづくりに寄与。

[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

老人福祉法に定められた施設である。

[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

高齢者の社会参加の促進を図る。

現在認識している課題

利用者の増加を図った。施設の周知を図った。 
より多くの市民が利用できるような仕組みを作る。

[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

利用者の増加を図る 
施設の周知を図る。

平成27年度の実施内容

管理人による施設の維持管理 
開館日数　291日 
延利用者数　28,554人 
　電位治療器延利用者数　8,321人 
　浴場延利用者数　4,774人

平成27年度の改善内容

浴場の水質管理を徹底した。

07-02-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
8
)



07-02-007

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 0.000 0.310

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 0.310正職員 人

人 0.000

千円 0 2,912 3,452 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 2,628

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

2,912 3,452 １世帯当たり（円） 71.38

0

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 2,912

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

3,452 住民1人当たり（円） 30.87

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
65歳以上の高齢者 

【意図】 
高齢者の生活の心身の健康と安定を図る。 

【大きな目的】 
介護保険制度，高齢者福祉制度の推進 
在宅の高齢者が介護保険施設を利用し，生活の安定を図る。 

【全体概要】 
介護保険制度のデイサービス事業を利用して日中を過ごし，在宅生活
を維持する。 
介護保険制度は利用しないが閉じこもりがちの高齢者にデイサービス
事業を提供し，高齢者の在宅生活を支える。 

会計種別

根拠法令等
介護保険法

実施区分 指定管理 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207021043

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 三条デイサービス事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-007

07-02-007

【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 見直し

妥当性 あり

指定管理の更新と併せて大規模改修の内容を協議する。 三条デイサービス事業のあり方についてハートフル福祉公社と協議
する。

総合評価 適正な負担を求めている

介護保険制度に則っている。

平成２８年度の目標・改善内容
指定管理の更新を公募にするか非公募にするか検討する。

【総合評価】

次回指定管理者の更新時期にどのように公募するか，どのようなサービスを提供するか
協議が必要。 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 ある程度のコスト削減余地あり

次期指定管理更新時を見据えて判断していく。

[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

介護保険制度において通所事業はある。

[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

介護保険制度において同一事業はある。

総合評価 概ね実行している

利用者の満足度を高める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

[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

次期指定管理更新時を見据えて判断していく。

[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

地域性を鑑み，市がサービスを提供することが必要である。

[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

高齢者が安心して住み続けられるようにする。

現在認識している課題

次期指定管理の更新時の対応

[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

安定した利用者の確保

平成27年度の実施内容

事業の実態の把握に努めた。 
利用者からアンケートを取った。 
指定管理業務の実態調査を行った。

平成27年度の改善内容

安定した利用者の確保のためにニーズの把握，満足度の分析を行った。

07-02-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
8
9
)



07-02-008

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）

活動配分 人 3.400 2.320

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.840

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.700 1.480正職員 人

人 0.700

千円 38,235 27,344 44,204 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 25,119 14,919

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 71,180 61,560 73,920

人口 94,335

県費 千円 38,231 38,322 44,200 世帯数 40,797

76,646

203,872 250,725 １世帯当たり（円） 4,997.23

88,401

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 224,109

特
定
財
源

国費 千円 76,463

一般財源

年　度 単位

合計 千円 224,109 203,872

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

250,725 住民1人当たり（円） 2,161.15

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
第１号被保険者 

【意図】 
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するととも
に，地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化す
る。 

【大きな目的】 
継続的マネジメントを実施し，介護予防を推進することにより介
護の重度化を防ぐ。 

【全体概要】 
□介護予防事業 
　　市内在住のすべての高齢者に対して介護予防事業を実施。 
□包括支援事業 
　　包括的・継続的支援を行うための地域包括支援センター経費。 
□任意事業 
　　介護給付費等費用適正化事業，家族介護支援事業　等 

会計種別

根拠法令等
介護保険法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020162

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 地域支援事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-008

07-02-008

【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 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

・介護予防事業においては，継続的な取組みを行えるよう支援し，
自主活動グループの発足を促す。また，効果などを評価する。 
・介護予防・日常生活支援総合事業については，事業移行のための
サービスの内容と基準，単価・利用者負担・給付管理，担い手の発
掘と育成等の整備を行う。

・すべての高齢者を対象に，介護予防の普及啓発を行う。 
・高齢者が主体的かつ継続的に介護予防に取り組めるよう，介護予
防活動の支援に取り組む。 
・介護予防・日常生活支援総合事業においては，29年4月からの事
業開始へ向けて充分な内容の　検討と準備を行う。

総合評価 負担を求めていない

新総合事業では一定の負担を求めることも可能。

平成２８年度の目標・改善内容
・すべての高齢者を分け隔てなく予防事業を行い，人と人とのつながりを通じて，効率的・効果的な介護予防事業を推進する。 
・介護予防・日常生活支援総合事業については，国のガイドライン等を参考に事業内容や運営方法の検討等準備を進め，29年4月の事業
開始を目指す。

【総合評価】

介護保険制度の新たな仕組みの「総合事業」を推進し，全ての高齢者が介護予防の意識
を持ち，地域で健やかに暮らし続けるような施策を展開していく。 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 コスト削減余地あり

新総合事業の開始により介護保険財政の負担を削減する可能性がある。

[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

新総合事業との関連性を精査する必要あり。

[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

新総合事業の開始により担い手を増やしてサービスを拡充することができる。

総合評価 概ね実行している

介護保険事業計画に則り，評価を受け進行管理している。

[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 貢献度が大きい

高齢者が地域で生き生きと暮らしていく「地域包括ケア」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

介護保険法に定められた事業である。

[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

高齢者が地域で生き生きと暮らしていく「地域包括ケア」を推進している。

現在認識している課題

介護予防事業の参加人数は順調に増加しているものの，事業参加後の自主活動グループの形成につながらない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

地域包括支援センターの運営委託等。介護予防・日常生活支援総合事業の準備。

平成27年度の実施内容

（１）介護予防事業 
　すべての高齢者を対象として，介護予防の普及啓発を行い，各地域で介護予防の普及啓発を行った。（講演会：約30回，延べ参加者数
約600人，介護予防教室：約500回　延べ参加者数約6,500人） 
（２）包括支援事業 
　包括的・継続的支援を行うため，事務調査を実施し，運営の適正化を図った。（包括支援センター数　4センター） 
（３）任意事業 
　介護給付費の通知や，家族介護への支援などの事業を実施 
　・介護給付等費用適正化事業（2回実施，約7,000件）・家族介護用品支給事業（約200件，約130万円）・徘徊高齢者家族支援サービス
事業（登録者約20人，検索回数約130回） 
（４）介護予防・日常生活支援総合事業の準備 

平成27年度の改善内容

高齢者生活支援センターが中心となって，介護予防に関するパンフレット等の作成・配布や講演会などを開催し，介護予防に関するさら
なる周知を図った。【講演会　約10回増（対26年度）　延参加者数　約300人増（対26年度），介護予防教室　延参加者数　約500人増
（対26年度）】 

07-02-008

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
0
)



07-02-009

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）

被保険者の増加及び高齢化の進展

活動配分 人 6.000 3.280

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.900 1.780正職員 人

人 3.100

千円 59,789 32,147 76,076 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 32,181 19,393

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 302 282 210

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

32,429 76,286 １世帯当たり（円） 794.89

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 60,091

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 60,091 32,429

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

76,286 住民1人当たり（円） 343.76

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内在住の65歳以上の人（第1号被保険者） 

【意図】 
介護保険給付費の財源確保。 

【大きな目的】 
介護保険制度の適正な運営 

【全体概要】 
□介護保険料の賦課・徴収にかかる一般管理費 
□地域包括支援センター運営協議会運営経費 
□国民健康保険団体連合会負担金 

会計種別

根拠法令等
介護保険法　他

実施区分 直営 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020163

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 介護保険に係る一般管理 事務事業番号

特別会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-009

07-02-009

【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 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

介護保険システムの能力向上 
委託化による事業の継続性とノウハウの蓄積

国保・後期高齢・債権管理の徴収部門との連携を図ることにより，
効果的な徴収に努める。

総合評価 適正な負担を求めている

介護保険の制度上，介護保険給付受給者には，一部負担金の制度がある。

平成２８年度の目標・改善内容
介護保険計画の策定準備 
介護保険システムの更新 
徴収部門の委託の充実

【総合評価】

介護保険制度を安定して運営していくために必要な事業であるが複雑化する制度に対応
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 ある程度のコスト削減余地あり

業務を合理的に行うことによりコスト削減は可能。

[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

「施策目標7-2高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている」の実現に介護保険は必要な制度である。

[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

一部事業の委託で効果を上げることができたがこれ以上は困難。

総合評価 概ね実行している

「施策目標7-2高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている」の実現に介護保険は必要な制度である。

[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

高齢者の生活を支える制度であり，貢献していると言える。

[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

法に基づき実施する介護保険事業の運営であるため，市が実施する必要がある。

[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 整合性は中程度／義務的事業

「施策目標7-2高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている」の実現に介護保険は必要な制度である。

現在認識している課題

介護保険料徴収部門委託化の安定的運用

[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

平成27年度目標

計画的，効率的な予算の執行により経費の節減に努める

平成27年度の実施内容

事業費 
一般管理費等　　　　　　　　　　26,935,907円 
地域包括運営協議会運営経費　　　　 324,840円 
地域密着運営委員会運営経費　　　　 200,432円 
国保連合会負担金　　　　　　　　　 526,752円 
制度改正に伴うシステム変更経費　 4,440,960円 
収納率　　 現年度　99.25％ 
　　　　　 過年度　39.33％

平成27年度の改善内容

平成27年度法改正対応のため，サーバ更改

07-02-009

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
1
)



07-02-010

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）

活動配分 人 10.500 13.010

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

9.280

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.300 3.730正職員 人

人 8.200

千円 131,879 113,095 54,731 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 48,747 63,995

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

113,095 54,731 １世帯当たり（円） 2,772.14

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 131,879

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 131,879 113,095

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

54,731 住民1人当たり（円） 1,198.87

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
介護保険サービスを必要とする人 

【意図】 
適正な認定調査。 

【大きな目的】 
介護保険制度の適正な運営 

【全体概要】 
□介護認定審査会の運営 
□認定調査 

会計種別

根拠法令等
介護保険法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020165

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 介護認定・調査事務 事務事業番号

特別会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

07-02-010

07-02-010

【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 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

各調査員が同じ視点に立ち，同様の判断基準で調査を行う。 
公平・公正で正確な介護認定とする。 
認定業務のスムーズな運営を図る。

認定調査員に対する研修や指導の充実を図る。 
適正な手順に即した審査判定の確認。介護認定審査会委員に対する
研修の充実を図る。 
審査会運営の手順や方法の統一化を図る。

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
適正な手順に即した審査判定を行うため，介護認定審査会の平準化を図り，要介護認定の適正化に向けた取り組みを実施する。

【総合評価】

介護保険制度の安定な運営のために重要な事業である。 
今後も市民に信頼される事業の継続が必要。 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

対象の高齢者の人口増を考えると削減は困難。

[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

介護保険法に基づいた事業である。

[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 できる

認定・調査事務をより効率的に精度を高めて実施することは可能。

総合評価 概ね実行している

介護保険事業計画に則り評価を受け事業を推進している。

[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

高齢者がいつまでも安心して地域で過ごせる「地域包括ケア」に則り事業を実施している。

[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

[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

高齢者がいつまでも安心して地域で過ごせる「地域包括ケア」に則り事業を実施している。

現在認識している課題

認定調査件数が増加していることより，申請日から判定日までの日数に期間を要しているため，短期間化を図る必要がある。

[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

認定調査及び認定審査判定の平準化を図り，公平・公正で正確な介護認定を行う。

平成27年度の実施内容

要介護等認定者の増加に応じるため，市調査員を9名体制とし，認定調査総件数のうち約88％を市調査員が直接実施。 
認定調査及び認定審査判定の平準化を図るため，4月に審査会委員21名及び，職員6名に対して，介護認定審査会委員テキストに基づいた
研修を実施。7月には，職員が認定調査員研修に3名参加，認定調査員能力向上研修会に3名参加し，事務局員間で研修内容の情報共有，
手順等の再確認を行った。

平成27年度の改善内容

市調査員の増員（2名）を図り，増加する認定調査に対応した。 
県等の研修会に積極的に参加した。

07-02-010

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
2
)



07-02-011

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）

被保険者数の増加及び高齢化の進展

平成２９年度から実施する総合事業への
移行について介護予防事業と一般高齢者
施策の整理を行っていく。

活動配分 人 3.280 3.280

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.780 1.780正職員 人

人 1.500

千円 862,961 888,727 992,070 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 19,225 19,393

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 3,530,944 3,652,808 4,101,444

人口 94,335

県費 千円 997,813 1,027,959 1,089,921 世帯数 40,797

1,540,496

7,109,990 7,939,565 １世帯当たり（円） 174,277.28

1,756,130

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,903,688

特
定
財
源

国費 千円 1,511,970

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,903,688 7,109,990

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

7,939,565 住民1人当たり（円） 75,369.59

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
介護保険被保険者及び介護保険認定者 

【意図】 
介護保険サービスの給付等及び介護保険財政運営 

【大きな目的】 
介護保険制度の適正な運営 

【全体概要】 
　要介護（要支援）認定者が利用した介護保険サービスにかかる費用
のうち，利用者負担分を除く介護給付費分を介護保険サービス事業所
からの請求に基づき，国民健康保険連合会の審査後，支出する。 
　介護保険は社会で高齢者を支えるという観点から４０歳以上の国民
が保険料を支払い介護保険事業の半分を負担し，また，公費で半分を
負担する仕組みである。 

会計種別

根拠法令等
介護保険法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020167

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 介護保険給付等 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-011

07-02-011

【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 義務的事業

点検作業の効率化 縦覧点検，医療情報との突合，給付費通知等を継続実施し，給付適
正化を進める。 
事業者への指導強化を図り，給付適正化を目指す。

総合評価 適正な負担を求めている

介護保険制度では，自己負担割合が定められている。

平成２８年度の目標・改善内容
事業者への指導等を強化し，適正な事業運営や給付適正を図る。 
ケアプランチェック，医療費突合，縦覧点検等を計画的に実施するとともに，点検を通じて得られた不適正な請求事例等について，会議
の場などを活用して事業者への周知，啓発を図る。

【総合評価】

介護保険制度の安定な運営のために重要な事業である。 
介護保険財政の継続性を保つため常に検証が必要である。 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

ケアプランチェックや医療情報との突合等で，給付適正化を図ることは可能。

[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

法に基づき実施する介護保険事業で他に類似するものはない。

[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

給付手段の変更はできない。

総合評価 概ね実行している

介護保険事業計画に沿って実施しており，内容は，すこやか長寿プラン21評価委員会で評価確認している。

[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

「施策目標7-2高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている」を目指していく上で，必要な事業であり貢献していると考える。

[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

法に基づき実施する介護保険事業の運営であるため，市が実施する必要がある。

[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 整合性は中程度／義務的事業

「施策目標7-2高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている」を目指していく上で，必要な事業である。

現在認識している課題

点検作業の効率化

[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

平成27年度目標

事業者への指導等を強化し，適正な事業運営や給付適正を図る。

平成27年度の実施内容

事業者への指導等を強化し，適正な事業運営や給付適正を図る。

平成27年度の改善内容

ケアプランチェック，医療費突合，縦覧点検等を計画的に実施するとともに，点検を通じて得られた不適正な請求事例等について，会議
の場などを活用して事業者への周知，啓発を図る。

07-02-011

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
3
)



07-02-012

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）

事業が事故繰越しになった。

活動配分 人 0.250 1.400

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 1.400正職員 人

人 0.000

千円 2,091 11,871 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 11,871

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 0 174,200 195,398 世帯数 40,797

0

186,071 228,398 １世帯当たり（円） 4,560.90

33,000

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,091

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,091 186,071

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

228,398 住民1人当たり（円） 1,972.45

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
地域密着型介護施設及びその他介護サービス事業者 

【意図】 
地域の実情に合わせ自主性を生かしながら介護サービス基盤を整
備することを支援する交付金。 

【大きな目的】 
生活圏域の施設整備基盤の整備を行う。 
介護事業者の確保及び負担軽減に資すること。 

【全体概要】 
□地域密着サービス，介護予防拠点など市の日常生活圏域で利用され
るサービス拠点を整備する。 
□介護従事者が働きやすい職場環境を整備する。 

会計種別

根拠法令等
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱

実施区分 補助 財源

事業期間 平成21年度 ～

課題別計画
芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207020180

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 宮本　雅代

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 地域介護・福祉空間整備事業 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

福祉施設

07-02-012

07-02-012

【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

介護老人福祉施設入所希望者数の増加に対応する。 
医療ニーズの高い要介護高齢者への支援を充実させる。

地域密着型介護老人福祉施設の基盤整備を行う。 
医療ニーズの高い要介護高齢者への支援を充実させるため，小規模
多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの
基盤整備を行う。

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
第6期介護保険事業計画における，地域密着型サービス提供基盤の目標整備数に基づいた基盤整備を行う。

【総合評価】

高齢者の地域での生活を支える地域密着型サービスの整備に伴う重要な事業である。

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

介護保険制度に基づいた事業である。

[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

総合評価 概ね実行している

計画（すこやか長寿プラン）に基づいて実行している。

[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

[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

高齢者がいつまでも生き生きと安心して暮らせている。

[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

介護保険制度の推進に必要である。

[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

高齢者の生活を地域で支える重要な施策である。

現在認識している課題

第6期介護保険事業計画期間中に目標整備数に基づく基盤整備を行うこと。

[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

平成27年度目標

第6期介護保険事業計画に基づいて，地域密着型サービス事業所の整備を行う。

平成27年度の実施内容

第6期介護保険事業計画の目標整備数に基づいた基盤整備のための準備。 
芦屋市保有土地活用事業者提案競技募集要項の市素案を作成。11月より選定委員会に諮り，28年2月から3月まで受付。

平成27年度の改善内容

第6期介護保険事業計画に基づき，高浜町の基盤整備に向けて協議した。

07-02-012

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
4
)



07-02-013

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 0.000 0.450

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.000 0.350正職員 人

人 0.000

千円 0 44,101 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 3,250

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

44,101 0 １世帯当たり（円） 1,080.99

0

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 44,101

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） 467.49

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
社会福祉協議会 

【意図】 
社会福祉協議会の活動を支援 

【大きな目的】 
社会福祉協議会の活動の充実 

【全体概要】 
□芦屋市社会福祉協議会への助成 

会計種別

根拠法令等

実施区分 補助 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207021036

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 社会福祉協議会運営事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-013

07-02-013

【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 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

社会福祉協議会の事業間連携の強化。 社会福祉協議会の事業間連携及び市事業との連携により効果的に地
域福祉の推進，共助の地域づくりを推進していく。

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
継続実施

【総合評価】

介護保険制度の改正により，介護予防や担い手の育成の観点を活かし，事業間連携や制
度間連携等を検討したい。 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

運営費であるため，コスト削減は困難である。

[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

社会福祉法に定める団体のため，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

運営費であるため，費用対効果の設定は困難であるが，事業について，計画を用いて評価できる仕組みを検討していきたい。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

地域福祉推進計画に基づいて実行中である。

[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

社会福祉協議会の活動は，地域づくりの根幹であり，多くの市民が関わっており，担い手の育成にも取り組んでいるため。

[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

地域福祉を推進する法定団体のため。

[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

施策目標７と整合している。

現在認識している課題

特になし

[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

社会福祉協議会への助成

平成27年度の実施内容

●事業費の内訳 
　□芦屋市社会福祉協議会補助金　40,851千円

平成27年度の改善内容

特になし

07-02-013

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
5
)



07-02-014

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 0.000 1.150

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

0.000 0.900正職員 人

人 0.000

千円 0 13,969 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 8,336

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

13,969 0 １世帯当たり（円） 342.40

0

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 13,969

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） 148.08

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
第1号被保険者，家族，支援者，地域住民 

【意図】 
地域での共助の仕組みづくりや，医療・介護の連携の推進，認知
症の正しい理解の啓発等により，高齢者が住み慣れた地域で在宅
生活を継続できる環境整備を整える。 

【大きな目的】 
多様な事業主体による重層的なサービスの提供体制の構築による
共助の地域づくりを推進する他，医療・介護連携体制の構築，認
知症施策の推進等により，高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を
営める地域包括ケアシステムを構築する。 

【全体概要】 
□在宅医療・介護連携推進事業 
　医療と介護の専門職による情報共有や相互理解を深めるための研修
や，連携のための相談機関を設置する等により，在宅医療と介護を一
体的に提供する体制構築を目指す。 
□認知症施策推進事業 
　認知症の初期の段階で医療と介護の連携のもと，適切な支援が受け
られるよう，認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームの設
置により，早期発見の仕組みづくりや環境整備を進める。 
□生活支援体制整備事業 
　生活支援コーディネーター及び協議体を設置し，地域資源の把握，
関係者のネットワーク化，担い手の養成やサービスの開発等を進め，
多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築す
る。 
□介護相談員派遣事業 
　権利擁護支援者養成研修を受講した市民が，介護相談員として高齢
者施設を訪問し，利用者より相談をききとり，施設や関係機関への橋
渡しをし，利用者の権利を擁護するとともに，サービスの質の向上を
図る。 
□認知症サポーター養成事業 
　認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを養成する。 

会計種別

根拠法令等

実施区分 委託 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 02 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                            

前期5年の
重点施策

7-2-1　高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。 
7-2-2　高齢者の生きがいづくりを推進します。 
7-2-3　高齢者が自分の経験や知識や技能を生かせるよう就労の機会を拡充します。 
7-2-4　総合的な介護予防を推進します。

0207021037

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 細井　洋海

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 共助の地域づくり推進事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-014

07-02-014

【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 拡大・充実

妥当性 あり

・新総合事業開始に向け，効果的・効率的な事業となるよう，現行
事業の整理及び事業内容の十分な精査が必要である。 

・平成29年度の新総合事業開始に向けた準備を進める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

今後進めていく事業であり，受益者負担についても検討していきたい。

平成２８年度の目標・改善内容
・平成28年度新規事業について市民・関係者に向けた周知・啓発 
・平成29年度に開始する新総合事業の準備

【総合評価】

新たな事業であるため，進めながら，適切に評価・見直しを行う必要がある。

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

今後，進めていく事業であり，適切に評価していきたい。

[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

各事業は，介護保険法において定められているため，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

今後，進めていく事業であり，適切に評価していきたい。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

当初予定より，早期に開始できる事業もあり，事業は遅滞なく進められている。

[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

互助の地域づくりと介護予防の観点から，貢献度は高い。

[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

介護保険制度を根拠に実施しており，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

本事業を進めることにより，施策目標７に整合する。

現在認識している課題

「地域包括ケアシステム」について市民向け及び関係者向けの周知・啓発が不十分。

[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

平成28年度新規事業である「生活支援体制整備事業」，「在宅医療・介護連携推進事業」，「認知症初期集中支援事業」の実施に向け，
準備を進める。

平成27年度の実施内容

・平成28年度「生活支援体制整備事業」の本格実施に向け，地域を限定しモデル的に事業実施 
・平成28年度「在宅医療・介護連携支援センター」新規開設に向けた準備 
・平成28年度「認知症初期集中支援チーム」の設置に向けた準備 
・認知症サポーター養成事業の実施 
・介護相談員派遣事業の実施

平成27年度の改善内容

地域包括ケアシステムの早期構築に向け，「在宅医療・介護連携推進事業」の開始時期を条例改正により平成30年度から平成28年度に変
更し，事業開始に向けた準備を進めた。

07-02-014

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
6
)



07-03-001

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）

活動配分 人 4.140 4.130

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.870

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.450 2.260正職員 人

人 1.690

千円 52,970 52,326 30,360 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 25,527 24,667

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 450 40 753 世帯数 40,797

0

52,366 31,113 １世帯当たり（円） 1,283.57

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 53,420

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 53,420 52,366

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

31,113 住民1人当たり（円） 555.11

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
在宅の障がい者（児） 

【意図】 
障がい者（児）の在宅支援 

【大きな目的】 
在宅の障がいのある人の自立支援と障がい児の育成 

【全体概要】 
□障がい者相談員業務（一部委託） 
□はんしん自立の家ショートステイ運営負担金（補助） 
□住宅改造費助成事業：県1/2，市1/2 
□身体障害者福祉協会・身体障害児者父母の会・手をつなぐ育成会・
家族会補助金 
□障害者（児）福祉計画・障害福祉計画策定業務 
□福祉タクシー利用料金等助成事業（補助） 
□はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業（補助） 
□障がい者福祉啓発事業 
□障がい児年末の集い 
□福祉施設等通園（通学）費扶助 
□軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業：県1/2，市1/2 
□障害者差別解消支援地域協議会 

会計種別

根拠法令等
芦屋市住宅改造費助成事業実施要綱，芦屋市福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱，芦屋市はり・灸・あんま・マッ
サージ・指圧施術費助成事業実施要綱，芦屋市福祉施設等通園（通学）費扶助要綱，芦屋市補助金交付要綱，芦屋市軽・
中度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱等

実施区分 直営，委託，補助，負担金 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030213

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 障がい者福祉・障がい児育成事業 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

07-03-001

07-03-001

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・障がい者差別解消支援地域協議会における関係機関間のネット
ワークの構築 
・現行の障害者（児）福祉計画第６次中期計画及び第４期障害福祉
計画におけるＰＤＣＡサイクルによる点検・評価 
・チャレンジド雇用の拡充

・障がいのある人の差別事案の収集・分析を行い障がい者差別解消
支援地域協議会での情報共有及び提言 
・チャレンジド雇用の複数課での雇用実施 
・次期第５期障害福祉計画の策定

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
・障がい者差別解消支援地域協議会の設置 
・第５期障害福祉計画策定に向けた委員会を設置し，障がい福祉に関するアンケート調査の実施及び分析 
・全国在宅障害児・者等の実態調査の実施

【総合評価】

障がいのある人が安心して自立した生活ができるように障害者（児）福祉計画に基づき
在宅生活を支援をした。 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

障がいのある人は増加傾向にあり，コストの削減は成果の低下になるため不可能である。

[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

[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

障がいのある人の自立を目的とした支援を行っており，支援の方法を変更するのは困難である。

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

・障がい者相談員事業の普及啓発 
・チャレンジド雇用の拡充（複数課での雇用体制）

[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

平成２６年度に策定した障害者（児）福祉計画第６次中期計画及び第４期障害福祉計画に基づき，障がいのある人の在宅生活を支援す
る。

平成27年度の実施内容

□ システム保守等業務：919千円　□ システム改修業務：5,940千円 
□ 身体障がい者相談員業務：相談員6人・相談数194件・108千円　□ 知的障がい者相談員業務：相談員2人・相談数179件・36千円 
□ はんしん自立の家ショートステイ運営事業負担金：293千円 
□ 障がい者団体補助金（身体障害者福祉協会･手をつなぐ育成会･身体障害児者父母の会･家族会 ）：380千円 
□ 福祉タクシー利用料金等助成事業:（タクシー券）772人（ガソリン費用）348人・17,952千円 
□ はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業：6人・7千円 
□ 軽・中度難聴児補聴器購入等助成事業：1人・80千円　□ 障がい者雇用（チャレンジド雇用）：3人　□ その他：1,984千円

平成27年度の改善内容

福祉タクシー利用料金等の助成について，１回の利用枚数を２枚から３枚へ改善し利用者の利便性を向上させた。

07-03-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
7
)



07-03-002

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 0.500 0.490

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.180

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.500 0.310正職員 人

人 0.000

千円 12,629 11,259 9,719 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 3,136

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 504 244 537 世帯数 40,797

23,241

34,744 38,649 １世帯当たり（円） 851.63

28,393

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 36,668

特
定
財
源

国費 千円 23,535

一般財源

年　度 単位

合計 千円 36,668 34,744

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

38,649 住民1人当たり（円） 368.30

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
重度障がい者（児）等 

【意図】 
重度障がい者（児）等や介護者の負担軽減 

【大きな目的】 
障がい者（児）の福祉の向上 

【全体概要】 
□重度心身障害者（児）介護手当，特別障害者手当，福祉手当（経過
的），障害児福祉手当，重度障害者等特別給付金を支給 

会計種別

根拠法令等
芦屋市重度心身障害者（児）介護手当支給規則，特別児童扶養手当等の支給に関する法律，芦屋市重度障害者等特別給付
金支給要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030214

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 障がい者（児）助成事業 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

07-03-002

07-03-002

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

特別障害者手当等の給付制度は，重度障がい者（児）や介護者への
経済的な負担の軽減を図るものであり，引き続き制度を維持する必
要がある。

特別障害者手当等の給付制度は，重度障がい者（児）や介護者への
経済的な負担の軽減を図るものであり，引き続き制度を維持する必
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
特別障害者手当等の給付制度は，重度障がい者（児）や介護者への経済的な負担の軽減を図るものであり，引き続き制度を維持する必要
がある。

【総合評価】

特別障害者手当等の給付制度は，重度障がい者（児）や介護者への経済的な負担の軽減
を図るものであり，引き続き制度を維持する必要がある。 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

各手当・給付金は，国の負担金，又は県の補助制度であり，各市とも同様の制度で実施しているため。

[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

各手当・給付金は，国の負担金，又は県の補助制度であり，各市とも同様の制度で実施しているため。

[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

各手当・給付金は，国の負担金，又は県の補助制度であり，各市とも同様の制度で実施しているため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

重度障害者特別給付金について要望の結果，県補助額が市負担額と同額となった。

[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

[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

今後も引き続き，制度を維持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

手当及び給付金の支給により，重度心身障がい者（児）の介護や障がいのある人の経済的負担の軽減を図る。 

平成27年度の実施内容

□特別障害者手当：72人・21,399千円 

□障害児福祉手当：73人・9,203千円 

□福祉手当(経過的)：3人・519千円 

□重度障害者等特別給付金：1人・487千円

平成27年度の改善内容

重度障害者特別給付金の県補助額の増額を要望し続けた結果，給付金額の県補助額が市補助額と同額になり，障害基礎年金１級の金額と
なった。

07-03-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
8
)



07-03-003

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 4.960 4.970

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.440

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.600 2.530正職員 人

人 2.360

千円 272,399 307,055 297,446 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 29,775 29,706

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 244 1,599 300

人口 94,335

県費 千円 245,536 270,832 290,143 世帯数 40,797

532,817

1,112,303 1,162,141 １世帯当たり（円） 27,264.33

574,252

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,003,770

特
定
財
源

国費 千円 485,591

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,003,770 1,112,303

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

1,162,141 住民1人当たり（円） 11,790.99

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
障がい者（児） 

【意図】 
障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現 

【大きな目的】 
障がいのある人の自立を支援する。 

【全体概要】 
□介護給付（居宅介護･重度訪問介護・行動援護・短期入所･施設入所
支援　他) 
□訓練等給付（自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援
助） 
□自立支援医療（更生医療・育成医療） 
□補装具 
□障害支援区分認定審査会 

会計種別

根拠法令等
障害者総合支援法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030216

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 障害者総合支援法介護給付費等事業 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

07-03-003

07-03-003

【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 義務的事業

引き続き，制度改正等に適切に対応していく必要がある。 障害者総合支援法の動向を注視しながら，第４期障害福祉計画に基
づいて障がい福祉施策を推進していく。

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
第４期障害福祉計画に基づき，障がい福祉施策を推進する。

【総合評価】

障害者総合支援法の動向を注視しながら，第４期障害福祉計画に基づいて障がい福祉施
策を推進していく。 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

[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

法令等による給付であり手段の変更等は出来ない。

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

第４期障害福祉計画に基づく障がい福祉施策の推進

[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

第４期障害福祉計画に基づき，障がい福祉施策を推進する。

平成27年度の実施内容

□障害者総合支援法に基づく介護給付・訓練等給付：1,008,556千円 
＜支給決定者数＞・訪問系サービス（居宅介護，重度訪問介護，同行援護）181人・日中活動系サービス（生活介護，就労移行支援，就
労継続支援等）314人・居住系サービス（共同生活援助，短期入所）181人・施設入所支援67人・療養介護6人 
□自立支援医療：50,264千円＜受給者数＞更生医療82人，育成医療10人 
□補装具費：12,661千円・障がい者（18歳以上）交付73件，修理42件・障がい児（18歳未満）交付7件，修理13件 
□グループホーム等利用者家賃負担軽減事業：3,896千円 
□その他：7,220千円

平成27年度の改善内容

制度改正等に基づき適切に対応した。

07-03-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
1
9
9
)



07-03-004

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 0.650 0.650

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 10,960 10,960

0.000

うち経費 千円 10,960 10,960

嘱託・臨職等

0.650 0.650正職員 人

人 0.000

千円 64,076 49,893 61,252 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,436 5,511

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 59,989 63,560 60,108

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

113,453 121,360 １世帯当たり（円） 2,780.92

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 124,065

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 124,065 113,453

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

121,360 住民1人当たり（円） 1,202.66

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
常時介護を必要とする障がいのある人（障害支援区分３以上） 

【意図】 
常時介護を必要とする障がいのある人に，昼間又は短期入所の
間，入浴，排泄，食事の介護を行うと共に，創作的活動を行う。 

【大きな目的】 
障がいのある人の自立と社会参加の促進，地域生活の支援 

【全体概要】 
□ＮＰＯ法人芦屋市障がい児・者福祉会に一部運営を委託。 
□常時介護が必要な障害支援区分が３以上と認定された方を対象とす
る。 
□送迎サービス，入浴サービスを実施。 
□個別支援計画に基づき，機能訓練及び創作活動を実施。 
□1泊2日の短期入所を実施 

会計種別

根拠法令等
障害者総合支援法，芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例，同条例施行規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030590

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 みどり地域生活支援センターに要する経費 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

07-03-004

07-03-004

【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

地域住民等との交流の拡充 
市立の福祉施設としての事業のあり方

次年度の受け入れ人数の把握及び受け入れに向けた法人との協議 
事業の充実及び効率化に関する法人との協議 
福祉避難所の運営

総合評価 適正な負担を求めている

障がい福祉サービス提供分について，適正に負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
次年度の受け入れ人数の把握及び受け入れに向けた法人との協議 
事業の充実及び効率化に関する法人との協議 
送迎車両の購入

【総合評価】

現行の送迎体制を見直し，新年度からの新たな体制整備を行った。引き続き事業の充実
及び効率化を検討しながら次年度の受け入れ人数の把握及び受け入れ体制確保に努め
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

人件費及び施設の維持費が事業費の大部分を占めているため。

[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

[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

重度の障がいのある人を対象としている事業であり，現在のサービスを提供するためには，事業費の水準を維持していく必要がある。

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

[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

市立の障がいのある人の福祉施設としての事業のあり方

[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

事業の充実及び効率化に関する法人との協議 
次年度受け入れ人数の把握及び受け入れに向けた法人との協議

平成27年度の実施内容

□利用人数：生活介護32人，短期入所24人 

□運営業務委託：101,650千円 

□光熱水費：4,070千円 

□消防設備，機械設備，電気設備，特別清掃委託料等：1,609千円 

□その他の経費（電信電話料，自賠責保険料，自動車重量税等）：613千円

平成27年度の改善内容

平成２８年度の送迎手段等の改善について協議を行い，大型車両の廃止を検討 
福祉避難所としての運営マニュアルの整備 

07-03-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
0
)



07-03-005

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 0.200 0.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.100正職員 人

人 0.100

千円 1,558 1,507 377 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,121 1,130

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

1,507 377 １世帯当たり（円） 36.94

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,558

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,558 1,507

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

377 住民1人当たり（円） 15.97

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
旧みどり学級の「住宅つき生涯学級」に在籍していた，みどり地
域生活支援センターの通所者 

【意図】 
家賃助成をすることにより，障がいのある人が自立した日常生活
及び社会生活を営むことができるよう支援する。 

【大きな目的】 
障がいのある人の福祉の増進 

【全体概要】 
芦屋浜住宅団地内に所在する兵庫県及び兵庫県住宅供給公社等の住宅
の賃貸借について，家賃相当の半額を助成する。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市社会福祉「友愛」基金によるみどり地域生活支援センター通所者に対する住宅助成に関する要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030639

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 「友愛」基金による社会福祉活動助成事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-03-005

07-03-005

【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 現状維持

妥当性 あり

現行制度を維持して継続する。 現行制度を維持して継続する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

事業の性質上，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
旧芦屋市立みどり学級の「住宅つき生涯学級」に在籍し，引き続きみどり地域生活支援センターに通所する者に住宅家賃を助成し，障が
いのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援する。

【総合評価】

みどり地域生活支援センター通所者住宅助成について，引き続き現行制度を維持しなが
ら継続する。 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

費用の助成であるため，改善の余地はない。

[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

事業の性質上，手段の変更は行えない。

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

新たな助成対象者は発生しないが現行制度を維持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

平成27年度目標

旧芦屋市立みどり学級の「住宅つき生涯学級」に在籍し，引き続きみどり地域生活支援センターに通所する者に住宅家賃を助成し，障が
いのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援する。

平成27年度の実施内容

みどり地域生活支援センター通所者住宅助成：　1人・377千円

平成27年度の改善内容

現行制度を維持し継続する。

07-03-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
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07-03-006

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 6.070 6.040

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

3.650

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.700 2.390正職員 人

人 3.370

千円 168,640 166,609 165,454 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 35,008 33,531

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 589 654 648

人口 94,335

県費 千円 21,861 23,170 23,640 世帯数 40,797

40,648

231,081 228,024 １世帯当たり（円） 5,664.17

38,282

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 229,372

特
定
財
源

国費 千円 38,282

一般財源

年　度 単位

合計 千円 229,372 231,081

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

228,024 住民1人当たり（円） 2,449.58

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
障がい者（児） 

【意図】 
障がいのある人が地域社会の構成員として必要な情報支援・移動
支援・スポーツ文化活動支援等を行う。 

【大きな目的】 
障がいのある人の自立と社会参加の促進，地域生活の支援 

【全体概要】 
□地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施 
　・理解促進研修・啓発事業 
　・相談支援事業 
　・意思疎通支援（手話・要約筆記者等派遣）事業 
　・日常生活用具の給付等事業　 
　・移動支援事業 
　・地域活動支援センター 
　・成年後見制度利用支援事業 
　・障がい児機能訓練事業 
　・手話奉仕員養成研修事業　他 
□日常生活訓練及び作業訓練等を実施する団体に経費の一部を補助す
る。 
　・小規模通所援護事業所　 
  ・自立生活訓練事業所 

会計種別

根拠法令等
障害者総合支援法，障害者等相談支援事業実施要綱，手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱，障害者日常生活用具
給付等事業実施要綱，障害者移動支援事業実施要綱，地域活動支援センター事業実施要綱，成年後見制度利用支援事業実
施要綱，障がい児機能訓練事業実施要綱，手話奉仕員養成研修事業実施要綱　等

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第4期障害福祉計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030222

担当所属 福祉部障害福祉課 担当課長名 本間　慶一

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 地域生活支援事業 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

07-03-006

07-03-006

【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 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

基幹相談支援センターの体制・機能強化 
基幹相談支援センターと相談支援事業との連携強化 

地域生活支援事業任意事業の実施

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
障害者総合支援法による事業の実施（読み書き情報支援員養成研修事業） 
広報紙等を活用した障がい理解のための普及啓発 
基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業の充実 

【総合評価】

基幹相談支援センターを設置して２年経過し，体制については引き続き現状体制で実施
することとした。センター機能の維持・充実に向け尽力する。 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

障がいのある人の日常生活等を行うための事業であるため，コストの削減はできない。 

[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

[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

地域生活支援事業実施要綱に基づき実施しているため，手段の変更を行うことはできない。

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

職員の新陳代謝によるセンター機能の維持・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

平成27年度目標

基幹相談支援センターの運営体制の整備 

平成27年度の実施内容

□相談支援事業（46,514千円）：（相談回数）基幹：2,720回，ﾊｰﾄﾌﾙ：1,234回，三田谷：1,513回，ﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ：1,469回，社協：
1,098回 
□意思疎通支援事業：手話通訳者（11人），派遣（205回・655千円），要約筆記者（15人），派遣（42回・220千円）講師：22千円，養
成研修：210千円 
□日常生活用具給付等事業：1,110件・12,934千円　□移動支援事業：172人・36,810時間・88,071千円　□ボランティア活動支援事業：
450千円　□広報あしや点訳・音訳業務：564千円 
□障がい児機能訓練事業：12,050千円　水浴訓練37人・465回，理学療法26人・392回，作業療法38人・403回，言語療法37人・415回，集
団移行訓練5人・10回，医師面接62人・8回　□療育支援相談：1,001千円　□地域活動支援センター事業補助金：8事業所・25,334千円
□入浴サービス：2人・89回・672千円　□日中一時支援事業：55人・1,865回・4,036千円　□更生訓練費：19人・1,004千円　□その
他：3,813千円

平成27年度の改善内容

基幹相談支援センター長やセンター職員へのヒアリング等実施し，今後の事業の実施体制について見直しも含め検討した。

07-03-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
2
)



07-03-007

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）

障害児通所支援事業の利用者が増大したことと，事業所が増えて利用しやすくなったことにより，事業費が増加した。

活動配分 人 9.450 8.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 4,466 4,466

5.100

うち経費 千円 4,466 4,466

嘱託・臨職等

4.250 3.250正職員 人

人 5.200

千円 64,493 71,261 31,565 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 49,629 45,370

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 15,513 15,055 18,480

人口 94,335

県費 千円 15,663 26,601 29,100 世帯数 40,797

53,203

166,120 137,345 １世帯当たり（円） 4,071.87

58,200

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 126,995

特
定
財
源

国費 千円 31,326

一般財源

年　度 単位

合計 千円 126,995 166,120

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

137,345 住民1人当たり（円） 1,760.96

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
在宅の障害児（０～１８歳） 

【意図】 
心身の発達に支援を要する児童等を対象に，障害児通所支援の利
用により，日常生活動作や集団生活への適応訓練等の場を提供
し，福祉の増進を図る。 

【大きな目的】 
心身の発達に支援を要する児童の福祉の増進 

【全体概要】 
□早期療育訓練事業「すくすく学級」：親子通園が可能な概ね生後６
か月から就学前の児童を対象に，児童発達支援を実施。 
　・事業所指定を県から受け，事業を実施 
　・児童に対し，発達に応じた生活指導・遊戯指導，訓練及び集団適
応指導 
　・保護者に対し，児童の発達に応じた助言・指導 
□福祉施設等通園（通学）費扶助 
□日中一時支援事業 
□障害児通所支援 

会計種別

根拠法令等
児童福祉法，芦屋市立すくすく学級の設置及び管理に関する条例，同条例施行規則，芦屋市福祉施設等通園（通学）費扶
助要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和62年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 07 ⑦高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる、まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる  

施策目標 03 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる                     

前期5年の
重点施策

7-3-1　障がいへの理解を深めるため、普及、啓発活動を行います。 
7-3-2　相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。 
7-3-3　障がい福祉サービスの提供基盤の整備を進めます。 
7-3-4　障がいのある人の就労支援を行います。

0207030681

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 障害児通所支援等に要する経費 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

福祉施設

07-03-007

07-03-007

【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

療育の必要な子どもに対し，通所による支援が適切になされるよう
に，制度の周知を図る

療育内容の更なる充実及び障害児通所支援の周知と適切な支給によ
り，児童の発達を促し，福祉の増進を図る。

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
障害児通所支援の適切な支給を行う。

【総合評価】

早期療育訓練事業については，療育の充実を図り有効である。また障害児通所支援の利
用者が増え必要な支援が行われている。障害児通所支援の更なる周知と支給は今後の方
向性として適切である。 

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

発達に課題のある子どもに早期に適切な療育及び訓練を提供している。

[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

発達に課題のある子どもと保護者にとって早期療育・通所支援は有効である。

[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

障害児福祉の増進に寄与している。

現在認識している課題

市内に障害児通所支援事業所が増えたため，制度を利用しやすくなったが，引き続き制度の趣旨について周知・理解を図る必要がある。

[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

平成27年度目標

障害児通所支援の適切な支給，計画相談の確立を行う。

平成27年度の実施内容

□早期療育訓練事業「すくすく学級」：実利用者数　33名　　事業費　9,053千円　福祉施設等通園費扶助：実支給者数　17名 
　施設維持管理費　3,639千円　　施設整備費　2,559千円 
□日中一時支援事業：実利用者数 5名 
□障害児通所支援給付：児童発達支援　実利用者数　39名　22,352千円 
　放課後等デイサービス　実利用者数83名　70,814千円 
　障害児相談支援　実利用者数　122名　7,550千円 
　手数料　245千円 
□高額障害児通所給付：実支給者数　3名　21千円

平成27年度の改善内容

障害児通所支援の支給申請時に，市内・近隣市の事業所の情報など提供するとともに，計画相談の制度と意義を丁寧に説明した。

07-03-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
3
)



08-01-001

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）

活動配分 人 2.830 3.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.700

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.400 0.500正職員 人

人 2.430

千円 389 15,275 1,041 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,875 14,940

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 287 0 0

人口 94,335

県費 千円 14 604 1,879 世帯数 40,797

0

15,879 2,920 １世帯当たり（円） 389.22

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 690

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 13,565 15,879

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

2,920 住民1人当たり（円） 168.33

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
消費者被害の救済・防止とともに，消費者の活動助成，啓発事業
の実施を進める 

【大きな目的】 
消費者の安心・安全で豊かな消費生活を築く 

【全体概要】 
□消費生活相談員を設置して，助言，情報提供，苦情解決のための斡
旋を行う。 
□消費者教室，広報紙やホームページでの啓発活動の実施。 
□消費者団体への支援，育成，連携をし，消費者活動の助成及び啓発
事業の実施。 
□消費者活動の拠点として，消費生活センター及び全国消費生活情報
ネットワークシステム（PIO-NET）の活用による消費者の保護，相談，
啓発，情報発信を行う。 

会計種別

根拠法令等
消費者基本法，消費者安全法，計量法　等

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 08 ⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         

施策目標 01 ①市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている                         

前期5年の
重点施策

8-1-1　犯罪から身を守る方法の周知、啓発に努めます。 
8-1-2　消費生活に関する情報を分かりやすく提供するとともに、相談業務の充実を図ります。

0208010106

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 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 消費者保護事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

08-01-001

08-01-001

【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 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

新たな基金活用事業の着手 消費者教育推進計画策定に伴う講座や啓発の見直し

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
消費者教育推進計画の策定

【総合評価】

啓発・教育の強化及び見守り体制の強化

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 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

平成29年度以降の基金活用事業の着手

[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

・消費者教育推進計画策定準備（意識調査実施・策定体制確立） 
・啓発事業の改善 
・他部門との連携

平成27年度の実施内容

・消費生活センターの運営 
・消費者意識啓発事業 
　　消費者教室　　　　・・・くらしのセミナー，出前講座 
　　消費生活情報の発信・・・チラシ・広報・まちナビ 
　　危険情報の発信・・・広報・まちナビ，民間サイト　　 
・リサイクルの推進 
・立ち入り検査 
・計量に関する啓発 
・消費生活に関する意識調査実施 

平成27年度の改善内容

・消費者教育推進計画への着手 
・防災安全課，青少年愛護協会，環境課（あしや温泉），兵庫県警と協働の啓発事業開始 
・リユースフェアへの参加によるリサイクル推進拡大

08-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
4
)



08-01-002

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 1.350 1.000

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

0.800 0.700正職員 人

人 0.550

千円 0 6,715 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,601 6,715

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 1,322 1,250 0 世帯数 40,797

0

7,965 0 １世帯当たり（円） 195.23

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,322

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,923 7,965

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） 84.43

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民　（消費者） 

【意図】 
消費生活相談の複雑化，高度化が進む中，相談窓口の機能強化を
図り，消費生活に関する相談を受け，助言，斡旋，情報提供を行
う。 

【大きな目的】 
平成２９年度までに消費者行政活性化基金事業を行うもの。消費
生活相談の複雑化，高度化が進む中，消費生活センターの機能強
化等を図るため，都道府県に設置する基金の造成に必要な経費を
交付することにより，地方公共団体の消費者行政活性化の取組を
支援し，地域の消費者の安心を確保することを目的とする。 

【全体概要】 
平成２９年度まで行う事業 

□消費生活専門相談員のレベルアップを図るため，研修に参加する。 

□相談受付対応用機器の設置 

□困難事案について，弁護士等への相談 

□高齢者等　啓発資料を作成 

□啓発講演会等 

会計種別

根拠法令等

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 08 ⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         

施策目標 01 ①市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている                         

前期5年の
重点施策

8-1-1　犯罪から身を守る方法の周知、啓発に努めます。 
8-1-2　消費生活に関する情報を分かりやすく提供するとともに、相談業務の充実を図ります。

0208010702

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 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 消費者行政活性化事業 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

08-01-002

08-01-002

【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 義務的事業

基金終了後の事業継続

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

【総合評価】

消費者保護事業との統合が必要である。

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

[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

[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

基金終了後の，経常事業としての在り方

[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

・相談員のレベルアップや相談窓口の高度化

平成27年度の実施内容

・困難事案（法的知識を必要とするもの）に対する助言業務を弁護士に委託 
・相談員に対する相談業務のレベルアップ支援

平成27年度の改善内容

啓発事業用の備品の充実

08-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
5
)



08-02-001

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）

活動配分 人 1.930 2.280

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.530

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.350 1.750正職員 人

人 0.580

千円 17,394 20,669 39,886 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,945 14,494

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

20,669 39,886 １世帯当たり（円） 506.63

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 17,394

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 17,394 20,669

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

39,886 住民1人当たり（円） 219.10

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市と市民・事業者等が協働し，安全・安心なまちづくりを推進す
る。 

【大きな目的】 
安全・安心な市民生活を確保するため，ソフト・ハードの両面か
らの対策を講じることを目的とする。 

【全体概要】 
□生活安全条例に基づき生活安全推進連絡会を開催し，関係団体との
連携を図る。 
□犯罪被害者等に対して，関係機関等と連携し，適切な支援を行うと
ともに，犯罪被害者等が置かれている状況や支援の重要性について理
解を深めるために啓発活動を行う。 
□犯罪の予防するため，防犯カメラを設置し，安全・安心なまちづく
りを目指す。 
□まちづくり防犯グループ等に対し，防犯カメラ設置費用の一部を助
成し，ハード面での防犯対策を講じる。 
□まちづくり防犯グループへの若い世代の参加などの活性化を図り，
活動の支援を行う。 
□防災,防犯の一体化を図り，安全安心なまちづくりを推進する。 
□子ども見守り巡回パトロールを実施し，小学校下校時の安全の確保
に当たる。 

会計種別

根拠法令等
生活安全条例・犯罪被害者等基本法・芦屋市犯罪被害者等支援条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成27年度 ～ 平成27年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 08 ⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         

施策目標 02 ②犯罪が起きにくいまちになっている                                    

前期5年の
重点施策

8-2-1　犯罪を防ぐための活動を促進します。 
8-2-2　夜間でも安心して市内を通行できるようにします。

0208020054

担当所属 都市建設部建設総務課 担当課長名 谷﨑　美穂

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 生活安全条例推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

08-02-001

08-02-001

【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

市が主体となる防犯カメラの設置について，地域団体との協議や住
民への説明会を経て，設置箇所の選定や，プライバシーに対する理
解を得る必要がある。

まちづくり防犯グループの後継者不足の課題解消に向けた支援を行
う。

総合評価 適正な負担を求めている

防犯カメラ補助事業等，地域団体側にも負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
市が主体となる防犯カメラの設置について，地域団体との協議を進めながら，平成２８年７月に設置工事への着工を目指す。 
犯罪被害者等支援条例に関して，市民に制度の周知を行うとともに，市役所内部での支援体制の確立を目指す。

【総合評価】

市民生活の安全・安心を高める取組については重要である。

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

地域安全のためには，一定の費用負担は必要である。

[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

振り込め詐欺等消費生活センター業務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 できない

安全を高めるためには，一定の費用を負担が必要である。

総合評価 概ね実行している

市が主体となって，通学路や公園への防犯カメラ設置に向けた取り組みを開始した。犯罪被害者等支援条例を制定した。

[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

[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

子ども見守りパトロール活動，地域における自主的な防犯活動の活性化のため支援してきた。

[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

最終的には，まちづくり防犯グループによる自主活動が目標であるが，現段階では，市補助金等による組織活性化を図る。

[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

犯罪が起きにくい街になるように地域防犯活動の支援に取り組み，関係団体，関係機関と連携を進めてきた。

現在認識している課題

防犯グループの年齢構成が高まっており，若い世代への継承についてが課題となっている。

[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

平成27年度目標

防犯カメラ設置補助事業の新設による防犯カメラ設置箇所の拡大 
犯罪被害者支援条例の制定

平成27年度の実施内容

○まちづくり防犯グループ連絡協議会の開催 
　平成２７年７月１９日，平成２８年３月６日に開催。情報提供及び地域まちづくり防犯グループ相互の意見交換・交流を実施。 
○まちづくり防犯グループ育成事業補助金 
　１団体２万円を上限として補助　５８０，０００円 
○子ども見守りパトロールの実施 
　小学校１・２年生の下校時刻に合わせて，山手中学校区・教育委員会，精道中学校区・シルバー人材センター業務委託，潮見中学校
区・市職員により実施。 
　シルバー人材センター委託料　１，９０４，０００円 
○防犯協会運営補助金　１，０５０，０００円 
○芦屋市生活安全推進連絡会及び分科会の開催　３回開催

平成27年度の改善内容

こどもや高齢者への犯罪について，より迅速で柔軟な情報伝達や対策検討が行えるよう生活安全推進連絡会の分科会を設立した。

08-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
6
)



08-02-002

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）

球切れ発見件数の増加および涼風線灯具取替工事による増加

活動配分 人 2.350 2.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.350 1.500正職員 人

人 1.000

千円 120,341 139,816 130,881 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,546 10,887

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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

139,816 149,881 １世帯当たり（円） 3,427.11

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 120,341

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 120,341 139,816

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

149,881 住民1人当たり（円） 1,482.12

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
道路を利用する歩行者，自転車，車両等。 

【意図】 
道路照明により夜間の交通安全と防犯を図る。 

【大きな目的】 
道路を常に良好な状態に保持して一般交通の用に供する，交通安
全と防犯に寄与する 

【全体概要】 
□夜間パトロールや市民からの要望や通報を受け，公益灯の増設，改
良，補修を行う。 
□公益灯管理台帳を整備する。 
□夜間パトロールや市民からの通報により，消灯している公益灯の球
を交換する。 
□公益灯道路照明の市内現況調査を実施（防潮堤線～芦屋浜地区） 
□通学通園路や交差点等現況調査の上,照度アップを実施。 
□LED導入実施計画に基づき施工。 

会計種別

根拠法令等
道路法第42条

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 08 ⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         

施策目標 02 ②犯罪が起きにくいまちになっている                                    

前期5年の
重点施策

8-2-1　犯罪を防ぐための活動を促進します。 
8-2-2　夜間でも安心して市内を通行できるようにします。

0208020053

担当所属 都市建設部道路課 担当課長名 宮本　博嗣

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 公益灯の新設・改良・維持管理 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

インフラ

08-02-002

08-02-002

【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 拡大・充実

妥当性 あり

LED導入計画以外の水銀灯についても点検調査を行いLED導入を進め
る。

□LED導入計画の進捗に合わせ照度調査及び新たな照度基準の見直
しを行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

管理者が実施することが妥当。

平成２８年度の目標・改善内容
□電柱添架型水銀灯100wのLED導入計画に基づきの43号線～芦屋浜及び南芦屋浜の一部の施工を進める。併せて平成27年度に見直した電
柱添架型水銀灯200wについても進める。 
予定数　100w：384灯，200w：15灯　計399灯 
□照度アップ等容量変更に合わせてLED化を進める。 
□灯具老朽化防止工事（塗装）を10年計画により今年度より実施。

【総合評価】

　公益灯を設置することにより，安心・安全を図ることは有効であり，LED導入は節電に
なり，費用効果の観点からも有効である。 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 ある程度のコスト削減余地あり

事業の集約を図ることである程度の削減は可能。

[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

特になし

[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

事業の集約を図ることである程度の削減は可能。

総合評価 概ね実行している

計画に基づき実施している

[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

[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

ある程度貢献している

[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

安心・安全なまちづくりをめざすため

[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

交通安全と防犯に寄与している

現在認識している課題

老朽水銀灯及び市内公益灯のLED化への早期対応。

[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

□老朽添架型水銀灯100wをLED導入計画により阪急以南～43号線までについて201灯改良する。□公益灯新設改良工事において，積極的に
LEDを導入する。□既存公益灯において，照度アップ等容量変更時にLEDを導入する。

平成27年度の実施内容

□公益灯新設工事　　　　　　　 44灯（LED） 
□照度アップ等容量変更　　　　211灯（LED） 
□灯具取替　　　　　　　　　　492灯（LED） 
□公益灯球取替　　　　　　　1,330灯 
□夜間パトロール　　　　　　　 50回 
□玉切れ発見，通報等　　　　1,822件 
＊老朽添架型水銀灯100w LED導入計画による 
平成27年度　予 定 数：201灯 
　　　　　　実施内容：268灯

平成27年度の改善内容

住民要望に対し積極的に現地調査を行い照度アップ等容量変更に取り組みLED推進に努めた。

08-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
0
7
)



08-02-003

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 0.300 0.700

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

0.300 0.400正職員 人

人 0.000

千円 3,038 4,767 529 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 4,238

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

4,767 529 １世帯当たり（円） 116.85

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,038

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,038 4,767

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

529 住民1人当たり（円） 50.53

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
犯罪・非行の防止と罪を犯した人が更生しやすい環境をつくる。 

【大きな目的】 
犯罪や非行を防止し立ち直りを地域で支える。 

【全体概要】 
□市内各団体で構成する実施委員会(委員長　芦屋市長)が，法務省の
主唱により，毎年7月を強調月間として宣伝・啓発・集会等の活動を実
施する。 

会計種別

根拠法令等
社会を明るくする運動実施要綱（法務省が毎年度策定）

実施区分 負担金 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 08 ⑧一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている                         

施策目標 02 ②犯罪が起きにくいまちになっている                                    

前期5年の
重点施策

8-2-1　犯罪を防ぐための活動を促進します。 
8-2-2　夜間でも安心して市内を通行できるようにします。

0208020149

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 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 「社会を明るくする運動」の推進 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

08-02-003

08-02-003

【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

予算縮小による事業の見直しが求められる。 事業の見直しは必要であるが，これまでと同様，当該運動の目的を
市民に周知できるよう委員会の中で検討していく。

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
引き続き，関係団体とともに市民の集いを中心に犯罪や非行を防止する社会づくりに貢献する。

【総合評価】

犯罪や非行を防止し，明るい社会の実現に向けて，社会全体の理解につながるよう関連
事業を実施することは有効である。 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

ただし，予算縮小は避けられない状況であり，事業見直しの検討が必要である。

[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

[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

各団体からの負担金と市補助金とで事業を展開しているが，各団体の負担金の捻出も年々厳しい状況であり，予算縮小での事業実施が求
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

平成27年度目標

市民の集いを中心に犯罪や非行を防止する社会づくりに貢献する。

平成27年度の実施内容

●27年度実施内容 
・推進委員会：5月26日　　・ポスター掲示：6月26日～7月7日 
・街頭一斉行動：7月1日　 ・横断幕設置：7月1日～7月31日 
・市民の集い：7月8日　　 ・講演会：7月22日 
・矯正施設等訪問：9月10日　　　  
・公開ケース検討会：11月19日

平成27年度の改善内容

これまでのビデオ鑑賞から，現役警察官による講演会に内容を変更し，事件～捜査，裁判制度について詳細に説明していただき，理解を
深めた。また，昨年度の要望を受けて，市民の集いの開催時間を変更した。

08-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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09-01-001

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）

平成２６年度においては「兵庫衛星通信ネットワーク設備更新事業」による事業費の増額となっていたが，平成２７年度には東館移転に
伴う事業費の増額があり，事業費の増減は殆どなかった。

活動配分 人 2.930 2.080

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.430

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.450 1.650正職員 人

人 0.480

千円 42,897 62,227 44,515 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 21,858 14,794

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 4,175 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

62,227 44,515 １世帯当たり（円） 1,525.28

0

市債 千円 15,800 0 0

事業費 千円 62,872

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 62,872 62,227

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

44,515 住民1人当たり（円） 659.64

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
計画の策定及び修正を行い，公助・共助における体制の整備と災
害対応力の向上を図る。 

【大きな目的】 
地域防災計画・水防計画の修正及び受援計画の策定・災害情報受
信ツールの充実・災害被害の軽減のための取り組み 

【全体概要】 
□計画の改訂及び策定 
□防災会議の開催 
□条例，規則の改正 
□防災服の貸与 
□危険箇所パトロール 
□県及び報道機関への対応 
□設備の維持管理 
□緊急情報の伝達 
□防災行政無線の整備及び保守 
□フェニックス防災システムの運用管理 
□国土強靭化地域計画を策定し，防災力の向上を図ります。 
□地区防災計画策定を支援し，地域の防災力向上を図ります。 
□個別避難支援計画の策定し，要配慮者への対応強化を図ります。 
□防災情報受信端末の増設 
□指定管理者と災害に係る協定を締結し，災害対応の強化を図りま
す。 
□家具転倒防止器具補助金を交付し，地震対策の推進を図ります。 
□六甲山系グリーンベルト事業推進のため，国及び県と連携を図りま
す。 

会計種別

根拠法令等
災害対策基本法，水防法，災害救助法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画・水防計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010014

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 防災対策関係事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-001

09-01-001

【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 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

災害時における各班行動が十分に浸透していない。 班単位での図上訓練に取り組む。 
津波避難計画の策定。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

災害対策であり，受益者負担は困難。

平成２８年度の目標・改善内容
地域防災計画の複雑化の改善。 
防災情報受信媒体の充実。

【総合評価】

直接市民の生命に関わる防災対策への取組については重要である。

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 ある程度のコスト削減余地あり

各班行動マニュアルの見直しは，災害対応各班で修正することにより可能。

[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

災害対応に特化した事業であり，他の事業との統廃合はできない。

[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

各班行動マニュアルの見直しは，災害対応各班で修正することにより可能。

総合評価 概ね実行している

各班行動マニュアルの見直しを行なったが，地域防災計画の複雑化については改善の余地がある。

[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

防災力の向上に貢献し，災害時の備えとなっている。

[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

災害対策基本法に定められている。

[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

災害に強いまちづくりとしての事業。

現在認識している課題

地域防災計画の複雑化

[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

平成27年度目標

○各班行動マニュアルの周知・修正を実施する。 
○国道４３号以北の小中学校に防災ボックスを設置する。 

平成27年度の実施内容

○各班行動マニュアルを周知するための図上訓練実施 
　平成２８年２月３日 
○各班行動マニュアルの修正を含め，地域防災計画等の修正 
　８，０７８千円 
○防災ボックスの設置 
　３，８８８千円

平成27年度の改善内容

各班行動マニュアルの見直し

09-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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09-01-002

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）

平成２７年度については，人件費の減に加え，備蓄食料の入替えが少なかったことによる事業費の減となった。

活動配分 人 2.230 1.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.730 1.050正職員 人

人 0.500

千円 29,663 18,830 8,776 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,895 10,314

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 600 0 1,000

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

18,830 9,776 １世帯当たり（円） 461.55

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 30,263

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 30,263 18,830

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

9,776 住民1人当たり（円） 199.61

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
災害時における市民の生活を守る。 

【大きな目的】 
いつ発災しても対応できるよう，災害時に必要となる物資の整備
を行い，災害に強いまちづくりを目指す。 

【全体概要】 
□防災倉庫内資機材の保守 
□耐震性貯水槽の整備し，災害時の生活用水を確保する。 
□公園他に防災倉庫を整備する 
□非常用備蓄品の維持管理及び更新 
□避難施設の整備 
□津波一時避難施設の備蓄品配備し，津波及び高潮に備える。 
□災害時協力井戸の募集し，災害時の生活用水の確保に努める。 

会計種別

根拠法令等
災害対策基本法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画　水防計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010017

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 防災拠点の維持管理 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

09-01-002

09-01-002

【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 現状維持

妥当性 あり

防災倉庫の資機材の整理見直し。 民間マンションとの津波一時避難施設協定を増やしていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

災害対応であり，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
民間の津波一時避難施設への毛布や簡易トイレ等の備蓄配備。

【総合評価】

発災時に備えての防災拠点の資機材や備蓄品の維持管理は重要である。

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 ある程度のコスト削減余地あり

防災倉庫の資機材を整理見直しすることにより，費用を抑えることが考えられる。

[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

災害対策業務であり，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 できる

防災倉庫の資機材を整理見直しすることにより，費用を抑えることが考えられる。

総合評価 概ね実行している

新たな津波浸水想定や土砂災害警戒区域等の見直しを受け，計画等の見直しが必要となる。

[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

災害に強いまちづくりに貢献している。

[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

災害対応として市が行うべきもの。

[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

災害に強いまちづくりと整合している。

現在認識している課題

チェーンソー等，素人が扱うには危険が伴う資機材の見直し

[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

土砂災害警戒区域・津波浸水想定区域等の見直しによる防災拠点の整備計画の更新

平成27年度の実施内容

○耐震性貯水槽３箇所の点検整備 
　１，６０３千円 
○備蓄品（資機材）の購入 
　４，１９３千円

平成27年度の改善内容

カセットボンベタイプの発電機導入を完了

09-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる
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09-01-003

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）

平成２７年７月の台風１１号によって被災した施設の復旧費。

活動配分 人 0.000 0.000

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 0.000正職員 人

人 0.000

千円 327 5,000 5,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

5,000 5,000 １世帯当たり（円） 122.56

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 327

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 327 5,000

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

5,000 住民1人当たり（円） 53.00

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市有施設等 

【意図】 
災害による市有施設等の被害の復旧。 

【大きな目的】 
災害による被害施設等について，早期に復旧し市民生活の安定を
図り，安全なまちづくりに努める。 

【全体概要】 
□災害復旧工事 

会計種別

根拠法令等

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010025

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 災害復旧 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-003

09-01-003

【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 現状維持

妥当性 あり

市有施設の維持管理を適切に行い，災害復旧費の支出を抑える。 災害復旧のための迅速な予算執行を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市有施設等の災害復旧費であり，負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
災害復旧のため迅速な予算執行を行う。

【総合評価】

災害による被害については想定ができないため，現状の運用が妥当である。

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

平時から市有施設の維持管理を適切に行う事により，コスト削減の余地はある。

[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

何時・どこで発生するか不明な事業であり，一元管理している現状が望ましい。

[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 できない

災害復旧に要する経費であり，費用対効果をあげることは難しい。

総合評価 概ね実行している

災害復旧工事に対して十分に対応できた。

[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

[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

災害に強いまちづくりの一環として，復旧工事を行っている。

[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

市有施設の災害復旧に対する支出のため，市が行う。

[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

災害に強いまちづくりの一環として，復旧工事を行っている。

現在認識している課題

施設の老朽化（経年劣化）に起因すると思われる復旧工事があるため，平時からの維持管理を強化する必要がある。

[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

災害復旧のため迅速な予算執行を行なう。

平成27年度の実施内容

○山手中学校災害復旧 
　需用費　　　　　１００千円 
　工事請負費　４，９００千円

平成27年度の改善内容

災害復旧のための迅速な予算執行

09-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
1
)



09-01-004

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）

平成２６年度においては「合同防災訓練分担金」による事業費の増額となっていたが，平成２７年度は人件費の増額となり，事業費の増
減は殆どなかった。

活動配分 人 1.450 2.050

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

1.250 1.750正職員 人

人 0.200

千円 19,113 19,881 10,442 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 11,025 13,845

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 599 0 900

人口 94,335

県費 千円 80 160 160 世帯数 40,797

0

20,041 11,502 １世帯当たり（円） 491.24

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 19,792

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 19,792 20,041

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

11,502 住民1人当たり（円） 212.45

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民，職員及び災害対応を行う関係各機関 

【意図】 
 市域における災害時の減災の考え方を基本として人命を最優先
とし，被害ができるだけ少なくなるように日頃から災害予防のた
めの総合的訓練及び啓発活動を行う。 

【大きな目的】 
　市域における自然災害に関し，災害予防，災害応急対策を行う
防災活動を総合的，計画的に実施することにより市民の生命，財
産を災害から保護することを目的とする。 

【全体概要】 
□市民と職員が参加する訓練の実施 
□阪神広域と連携した訓練の実施 
□自主防災組織の活動支援 
□市民への啓発 

会計種別

根拠法令等
災害対策基本法，水防法，消防組織法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成27年度 ～ 平成27年度

課題別計画 地域防災計画・水防計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010043

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 防災総合訓練 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

09-01-004

09-01-004

【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 義務的事業

避難行動要支援者の避難支援計画への取組について，市域全体に拡
大していかなければならない。 
地域が自立して，防災訓練を行えるよう指導する必要がある。 

地区防災計画の策定。 
避難行動要支援者の避難支援計画の推進。 
地域の訓練に消防団・防災士を活用する取組。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

防災に関する事業であり，負担を求めるべきものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
避難行動要支援者の避難支援計画への取組を進め，防災訓練で検証する。 
地区防災計画策定への取組。 
広い世代に参加していただけるようイベントを盛り込んだ防災訓練を実施し，防災・減災への関心を高めてもらうことを目指す。 

【総合評価】

発災時において身を守るための行動に繋がる防災総合訓練の取組については重要であ
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 ある程度のコスト削減余地あり

地域の訓練等は，地元の防災士等で行なうことにより，地域の一体感が強化されるとともに業務の低減を図れる。

[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

地域防災力の向上については，消防団が中心となるべく法律も制定されており，検討の余地はある。

[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

地域で実施する訓練については，消防団・防災士等で行うことが望ましい。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

今年度は，土砂災害を想定した避難誘導訓練を実施した。

[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

[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

地域及び行政の防災力向上に貢献度は高い。

[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

地域で実施する訓練については，消防団・防災士等でも行うことは可能。

[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

地域及び行政の防災力向上に整合性はある。

現在認識している課題

土砂災害警戒区域の認知度が低いこと。

[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

平成27年度目標

土砂災害を想定した想定した防災総合訓練実施及び（仮称）東館を活用した関係各機関による図上訓練の実施 
小学校区を基本とした自主防災組織による合同防災訓練の実施

平成27年度の実施内容

○防災訓練の実施 
　平成２７年７月５日(日）　参加者数　約５６０人 
　会場設営委託料　　　　　１，２４２千円 
○自主防災会育成事業補助金 
　３９団体　　　　　　　　　　７８０千円 
○防災情報マップ発行 
　４６，０００部　　　　　　　３６０千円 
○防災訓練支援 
　２３回（各自主防災会・コミスク等主催の地域防災訓練） 
○防災講話（出前講座）　　９回 

平成27年度の改善内容

市で防災士養成講座を実施した。

09-01-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
2
)



09-01-005

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）

Ｊアラート訓練等の実施にかかる人件費のみとなっており，事業費の増減は殆どなかった。

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

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.100正職員 人

人 0.000

千円 836 848 1,305 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 848

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

848 1,305 １世帯当たり（円） 20.79

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 836

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 836 848

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

1,305 住民1人当たり（円） 8.99

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民及び通勤・通学・旅行等で市域内に滞在するすべての人 

【意図】 
武力攻撃事態等から市民等の生命，身体及び財産を保護し，市民
生活への影響が最小となるよう，市の体制等を構築するもの。 

【大きな目的】 
国民保護計画においては，主に①平素からの備えや予防②武力攻
撃事態等への対処③復旧等④緊急対処事態への対処について定め
るものとする。 

【全体概要】 
□国民保護協議会（委員会・幹事会）開催 
□「芦屋市国民保護計画」の修正 
□「芦屋市国民保護計画」の市民周知活動 
□国民保護訓練 

会計種別

根拠法令等
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 国民保護計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010045

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 国民保護計画の策定及び見直し 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

法定受託事務

09-01-005

09-01-005

【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 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

地域防災計画の体制を基本に，国民保護事案に対する組織体制を整
備する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

武力攻撃事態等の対処であり，費用負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
平成２７年３月の兵庫県国民保護計画の変更に伴い，経年変化に伴う組織体制，名称，数量等の修正等，国民保護計画を見直しを行う。

【総合評価】

武力攻撃事態等を想定した対応であり，ミサイル等の発射実験や人工衛星の墜落等が想
定される以上，必要な事業となっている。 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

武力攻撃事態等への対処であり，費用対効果について不明。

[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

国民保護は特別な事業であり，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

手段の変更はできない。

総合評価 概ね実行している

武力攻撃等があった際に迅速に情報発信ができるよう準備を整えた。

[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

[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

武力攻撃等があった際に迅速に情報発信ができるよう準備を整えた。

[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

武力攻撃等の避難誘導は行政主体となるべきもの

[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 整合性は中程度／義務的事業

様々な伝達手段を活用し，正確な情報を発信する。

現在認識している課題

国民保護事案に対する職員体制の整備

[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

武力攻撃事態等において速やかに国民の避難等を行えるように避難指示を含めた体制を構築するために兵庫県及び近隣市町との協議を行
う。

平成27年度の実施内容

・Ｊアラート訓練 
・北朝鮮のミサイル発射に備えた待機態勢

平成27年度の改善内容

Ｊアラート訓練等の実施

09-01-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
3
)



09-01-006

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）

活動配分 人 0.300 0.400

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.300 0.300正職員 人

人 0.000

千円 2,590 2,826 174 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,509 2,826

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 1,244 310 2,013

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

3,136 2,187 １世帯当たり（円） 76.87

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,834

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,834 3,136

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

2,187 住民1人当たり（円） 33.24

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
自然災害に対する復旧・復興活動を支援するボランティア活動及
びボランティアの育成，震災の教訓を語り継ぐ活動など，防災に
関する活動を行うグループ 

【意図】 
被災市として復旧・復興過程で得た尊い教訓とノウハウを次世代
へ継承していくとともに広めていく 

【大きな目的】 
住民による安全と防災の確保のための地域活動を活性化させ，災
害に強いまちづくりを進めていく 

【全体概要】 
□基金２０００万円を目標に浄財を募集するとともに，阪神・淡路大
震災の記憶風化の防止や経験と教訓を次世代へ語り継ぐ活動，新たな
自然災害に対する復興・復旧活動等に対する支援を行う。 
【助成の対象となる事業】 
　(1)被災者の自立支援並びに被災地域の復旧及び復興を支援する活動 
　(2)防災意識の高揚及び自主防災組織の構築に関する活動 
　(3)防災及び復興に関するボランティアの育成 
　(4)阪神・淡路大震災の教訓を語り継ぐ活動 
　(5)阪神・淡路大震災に係る災害及び復興に関する資料の展示 
　(6)阪神・淡路大震災に係る慰霊及び追悼に関する事業 
　(7)前各号に掲げるもののほか前条の目的に添う活動 

会計種別

根拠法令等
1.17あしやフェニックス基金条例，1.17あしやフェニックス基金による防災活動等助成要綱

実施区分 補助 財源

事業期間 平成17年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010009

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 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 １．１７あしやフェニックス基金事業 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

09-01-006

09-01-006

【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 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□阪神・淡路大震災からの21年目以降における震災の記憶の継承。 
□南海トラフ巨大地震等，将来発生が予想される自然災害への備え
としての防災意識やボランティア意識の向上。

フェニックス基金助成金の利用促進を図ることで，市民の防災意識
のより一層の向上に寄与する。

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
利用促進に向けた，より一層の周知啓発。

【総合評価】

阪神・淡路大震災の経験・教訓を引継ぎや，防災力の向上に向けた市民の取組を支援す
ることは重要であり，事業の実施は妥当である。 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

補助事業であるため削減の余地がない。

[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

補助制度の見直し・周知などにより，利用促進につなげることができる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

近隣の大学等へ周知を図るなど，利用促進に向けた活動を行っている。

[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

[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

防災意識の向上や防災訓練等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

今後の災害に備えるため，市民活動団体や学生等のグループによる防災・減災活動を促進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

第4次芦屋市総合計画の重点施策に資する取組であり，整合性がある。

現在認識している課題

フェニックス基金助成金の利用促進。

[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

市内グループ及大学生等によるグループの防災活動等への助成金の交付

平成27年度の実施内容

□寄附金　9件　330,000円 
□メモリアルウォーク会場での募金活動　31,144円 
□基金運用利息　8,869円 
□フェニックス基金助成金活用状況　1件　39,000円 
□フェニックス基金助成金の活用により行った大学生のボランティア活動の報告会 
　【実 施 日】平成28年1月15日 
　【報 告 者】神戸大学ボランティアバスプロジェクト 6人 
　【活動内容】東日本大震災の被災地支援活動 
　【報告場所】潮見小学校，精道中学校 
□周知活動　○市広報紙　○ホームページ　○大学等への周知（甲南女子大学での説明会：平成27年11月12日）

平成27年度の改善内容

助成金の利用促進に向けた，より一層の周知啓発。

09-01-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
4
)



09-01-007

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 1.350 0.400

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

0.450 0.400正職員 人

人 0.900

千円 9,405 3,665 308 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,980 3,392

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

3,665 308 １世帯当たり（円） 89.84

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,405

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,405 3,665

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

308 住民1人当たり（円） 38.85

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
阪神・淡路大震災の犠牲者の遺族及び市民（関係者） 

【意図】 
犠牲者への哀悼の意を捧げるとともに市民に対して日々の生活の
中で防災意識を持つことの重要性を訴える。 

【大きな目的】 
阪神・淡路大震災の犠牲者に哀悼の意を捧げる。 

【全体概要】 
□毎年1月17日に芦屋公園のモニュメント前で「１．１７芦屋市祈りと
誓い」を実施し，献花と記帳を行う。 

○追悼式については，10年単位の周年毎に検討した上で実施する。 

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 7年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010042

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 中西　勉

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 阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-007

09-01-007

【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 あり

１．１７祈りと誓いは毎年継続実施しているところであるが，阪
神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式の次回開催については，兵庫県
及び近隣被災各市と協議・連絡を行うことにより開催を検討する必
要がある。また，遺族代表の選定は難航が予想されるため，追悼式
の開催様式の検討が必要になるものと考える

１．１７祈りと誓いを継続可能なものにする

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
１．１７祈りと誓いを実施する

【総合評価】

毎年１，０００人を超える来場者が犠牲者を追悼している。震災被害の風化を防ぎ，災
害に対する備えを考える契機となっており有効である。 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 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

追悼式について，次回予定（平成３６年度：３０周年）に開催を検討する

[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

平成27年度目標

阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式及び１．１７祈りと誓いを実施する

平成27年度の実施内容

平成２８年１月１７日午前５時から午後５時まで，芦屋公園において 
１．１７祈りと誓いを実施 
記帳者数１，４８１人(平成２６年度１，４７６人，平成２５年度１，０２０人） 

<参考> 
平成２７年１月１７日午後２時から４時まで，ルナ・ホールにおいて 
阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式を実施 
参加者：＜遺族＞３１１人　＜来賓＞１００人　＜合計＞４１１人 
（前回）＜遺族＞４４１人　＜来賓＞　８０人　＜合計＞５２１人 
※前回は平成１７年１月１７日に実施 

平成27年度の改善内容

特になし

09-01-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
5
)



09-01-008

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）

平成２６年度に東山出張所耐震工事の支払いがあったため平成２７年度は平成２６年度の比べ減額している。

高浜分署建設が始まるにあたり，関係
課，工事関係者との連絡・連携を密にす
ること。

活動配分 人 1.250 1.200

他部門経費 千円 9,785 0

減価償却費 千円 36,154 36,154

0.300

うち経費 千円 45,939 36,154

嘱託・臨職等

0.850 0.900正職員 人

人 0.400

千円 100,134 69,921 158,311 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,250 8,477

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 60 64 58

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

69,985 535,169 １世帯当たり（円） 1,715.44

0

市債 千円 25,500 0 376,800

事業費 千円 125,694

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 125,694 69,985

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

535,169 住民1人当たり（円） 741.88

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
消防業務を迅速に行うため，適正に管理する。 

【大きな目的】 
消防業務が効率よく遂行される。 

【全体概要】 
□施設・設備の維持管理。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和23年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010027

担当所属 消防本部総務課 担当課長名 小島　亮一

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 消防庁舎維持管理業務 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

庁舎

09-01-008

09-01-008

【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

公共施設建築物保全計画に基づき，維持管理をする。 高浜分署移転計画の策定。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

対象となる事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
高浜分署基本設計・実施設計の完了

【総合評価】

高浜分署の設計等に遅れがあるものの，現庁舎他，施設設備は適正に管理できており，
消防業務は効率よく遂行されている。 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 ある程度のコスト削減余地あり

高浜分署移転計画においては，削減の余地がある。

[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

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

最善の手段で実施している。

総合評価 概ね実行している

一部事業に工事の遅れがある。

[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

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

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

計画的に実施している。

現在認識している課題

奥池分遣所非常電源の設置

[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

平成27年度目標

高浜分署，基本設計の完了

平成27年度の実施内容

（決算内訳　単位千円） 
・光熱水費　　　　　 11,910 
・施設補修費            369 
・業務委託費          6,081 
・高浜分署管理負担金    829 
・電信電話料          5,751 
・手数料                108 
・運搬料                  1 
・備品購入費            305 
 　　　　　　　合計　25,354

平成27年度の改善内容

高浜分署基本設計の完了

09-01-008

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
6
)



09-01-009

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）

前年度と同程度の事業費であった。

大量退職者に伴う採用及び定数増員計画
に伴う採用が課題となる。また，若手職
員への技術継承及び運転等を含む資格者
の養成が重要となる。

活動配分 人 0.800 3.600

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

0.500 3.300正職員 人

人 0.300

千円 18,830 38,969 14,403 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,038 24,738

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 485 430 1,694

人口 94,335

県費 千円 0 0 1 世帯数 40,797

0

39,399 16,098 １世帯当たり（円） 965.73

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 19,315

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 19,315 39,399

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

16,098 住民1人当たり（円） 417.65

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
消防業務を円滑に運営管理する。 

【大きな目的】 
本市の消防行政の充実を図る。 

【全体概要】 
□消防職員研修事務：兵庫県消防学校及び消防大学校への派遣。 
□消防職員公務災害補償事務：公務災害発生時に基金への請求事務を
行う。　 
□消防長会事務：全国消防長会等の関係行事を通じて，消防情報の収
集・情報交換を行う。 
□消防職員表彰事務：消防業務に功績があった者を表彰する。 
□消防職員任免服務等事務：採用及び昇任（昇格）資格試験を行う。 
□組織及び職制：諸制度の調査研究，消防職員委員会の開催。 
□消防に関するその他庶務事務：関連事務の執行。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和23年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010028

担当所属 消防本部総務課 担当課長名 小島　亮一

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 消防本部運営管理事業 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

09-01-009

09-01-009

【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 拡大・充実

妥当性 あり

消防力を低下させないよう基準に基づく充足率を向上させる。 世代交代に伴う知識・技術の伝承を図りつつ消防体制を充実させ
る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

対象となる事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
消防業務を円滑に運営管理する。

【総合評価】

消防体制を充実させるため，組織の見直し及び計画的な増員を図ることとした。

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

常に効率性を考慮し実施している。

[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

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

最善の手段で実施している。

総合評価 概ね実行している

計画的に実施している。

[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

[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

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

計画的に実施している。

現在認識している課題

消防力を低下させないよう要員の確保を円滑に行う。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

消防本部の運営管理を円滑に行う。

平成27年度の実施内容

（決算内訳　単位千円）                消防大学校入校 
・報償費           5                  ・警防科（第９８期）　　　１人 
・特別旅費       716                  県消防学校入校 
・交際費          13                  ・初任教育　　　　　　　　５人 
・需用費       6,138                  ・救急救命士追加講習　　　５人 
・役務費         232                  ・救急救命士養成課程　　　１人 
・業務委託料     391                  ・専科教育予防査察科　　　１人 
・使用料       1,978                  ・専科教育救急科　　　　　１人 
・備品購入費　   786                  ・専科教育救助科　　　　　１人 
・負担金       4,402　合計  14,661    ・専科教育災害現場指揮科　２人

平成27年度の改善内容

職員採用試験の実施方法を見直し整備を図る。

09-01-009

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
7
)



09-01-010

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）

平成２７年度は山手・打出分団改修工事実施のため増加している。

岩園，打出，山手分団詰所の改修が終わ
り一定の改善が行われた。今後は，精道
分団詰所の建築工事を重点的に進めるこ
と。

活動配分 人 0.900 1.200

他部門経費 千円 0 2,459

減価償却費 千円 0 0

0.300

うち経費 千円 0 2,459

嘱託・臨職等

0.600 0.900正職員 人

人 0.300

千円 15,406 30,639 11,090 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,874 8,477

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

30,639 11,090 １世帯当たり（円） 751.01

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 15,406

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 15,406 30,639

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

11,090 住民1人当たり（円） 324.79

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
消防業務を迅速に行うため，適正に管理する。 

【大きな目的】 
消防業務が迅速に遂行できる。 

【全体概要】 
□施設・設備の維持管理。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和23年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010029

担当所属 消防本部総務課 担当課長名 小島　亮一

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 消防団施設・設備維持管理事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-010

09-01-010

【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 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

消防団施設・設備を適正に管理する。 精道分団立て替えに伴う実施設計

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
精道分団の建て替え工事

【総合評価】

精道分団建て替え工事に遅れはあるが，その他消防団施設・設備については，適正に維
持管理ができ，消防業務が迅速に遂行できる状態である。 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

省エネタイプの機器を設置し光熱費の削減を図った。

[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

同じ目的の他の事務事業はない。

[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

最適な手段を選択し実施している。

総合評価 概ね実行している

消防施設・設備を適正に管理する

[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

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

消防組織法の規定に基づく

[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

整合性はある

現在認識している課題

消防団施設・設備を適正に管理する。

[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

平成27年度目標

山手・打出本団詰所の改修工事の完了

平成27年度の実施内容

（決算内訳　単位千円） 
・電気使用料　　　　　　　　     104 
・ガス使用料                      31 
・水道使用料                      52 
・その他光熱水費                   0 
・施設補修費                     154 
・電信電話料                     162 
・受信料                          58 
・山手・打出分団詰所改修工事　19,142 
　　　　　　　　　　　　合計　19,703

平成27年度の改善内容

山手・打出分団の改修工事を行った。

09-01-010

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
8
)



09-01-011

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）

前年度と同程度の事業費であった。

全国的に消防団員数の減少傾向にあり，
また，芦屋市においても同様である。入
団促進に関して多様な方策を講じて消防
団員数の増加に繋げることが重要となっ
ている。

活動配分 人 1.340 1.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.240 1.400正職員 人

人 0.100

千円 35,432 38,096 28,755 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,655 12,153

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 3,164 5,341 4,638

人口 94,335

県費 千円 0 50 478 世帯数 40,797

0

43,487 33,871 １世帯当たり（円） 1,065.94

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 38,596

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 38,596 43,487

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

33,871 住民1人当たり（円） 460.98

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
消防団の運営を円滑に行う。 

【大きな目的】 
消防本部との連携で，災害の防除・被害の軽減にあたる。 

【全体概要】 
□消防団員研修：兵庫県消防学校，消防大学校，(財)日本消防協会等
への派遣。 
□退職報償金制度事務：市への請求（基金への請求） 
□消防団員公務災害補償事務：市への請求（基金への請求） 
□消防団長会事務：兵庫県消防協会及び阪神地区消防団長会の関係行
事を通じて，消防情報の収集を行う。 
□消防団員表彰事務：消防業務に功績のあった者を表彰する。 
□消防団員任免服務等事務：団員の入退団及び昇任の事務を行う。 
□消防団運営管理事務：消防団の運営管理を行う。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和23年度 ～ 永年

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010030

担当所属 消防本部総務課 担当課長名 小島　亮一

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 消防団運営管理業務 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

09-01-011

09-01-011

【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

消防団の充実強化 消防団の入団促進を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

対象の事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
消防団の運営管理を円滑に行う。

【総合評価】

消防団の入団促進については，引き続き継続課題であるが，装備の充実強化を図る等，
円滑な運営管理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

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

統廃合は出来ない。

[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

最適な手段を選択し実施している。

総合評価 概ね実行している

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

重点施策に貢献している。

[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

妥当性がある。

[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

整合性はある。

現在認識している課題

消防団の入団促進

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

消防団の運営管理を円滑に行う

平成27年度の実施内容

（決算内訳　単位千円） 
・消防団員年手当　     4,457　　・負担金   4,758　　　 
・報償費               4,515　　・公課費      74 
・特別旅費・費用弁償　10,888　　　　合計　31,334 
・交際費                  29 
・需用費               3,203 
・役務費                 236 
・業務委託料             299 
・車両借上料             106 
・備品購入費           2,769

平成27年度の改善内容

消防活動用に耐切創手袋及び携帯無線機の整備を行った。

09-01-011

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
1
9
)



09-01-012

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）

歳出額の減少：２６年度に奥池南町防火水槽補修工事費２基分計上 
人件費の減少：活動配分の変更の為

活動配分 人 6.800 7.000

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

6.800 7.000正職員 人

人 0.000

千円 61,435 57,616 1,755 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 56,868 56,082

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 66

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

57,616 22,321 １世帯当たり（円） 1,412.26

0

市債 千円 0 0 20,500

事業費 千円 61,435

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 61,435 57,616

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

22,321 住民1人当たり（円） 610.76

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
火災等から市民の生命・身体・財産を守る。 

【大きな目的】 
被害の防止・軽減 

【全体概要】 
□消防業務の基本計画策定事務 
　・実態調査の実施 
　・戦術の分析 
　・隊の事前指定，活動方針の検討 
□火災・警戒及び水防活動に関する業務（水防活動は別途事務事業） 
　・時期的に警戒を強め，日常は調査・研究・訓練を重ね，資機材を
点検し維持管理に努める 
□消防地水利の整備計画及び維持管理に関する事務 
　・水道部，建築指導課等他課と情報交換して計画し，また，消火栓
等の維持管理に努める 
□火災調査・統計・報告に関する事務 
　・火災調査技術を練磨し，統計分析を徹底する　・調査資機材の補
充 
□各種証明等発行及び各種願届処理事務 

会計種別

根拠法令等
消防法，消防水利の基準，芦屋市消防本部及び消防署の設置等に関する条例，芦屋市消防本部防災用資機材保守管理要領

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画，水防計画，国民保護計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010032

担当所属 消防本部警防課 担当課長名 小林　照信

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 消防活動に関する業務 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

庁舎

09-01-012

09-01-012

【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 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

老朽化した防火水槽の耐震化を図る。 
各種基本訓練に基づいた訓練を実施する。 
新人及び若手職員に知識・技術力を伝承する。

組織的な現場活動の体制を図り，消防活動の充実強化を目指す。 

　老朽化（５０年経過）した防火水槽を，調査に基づいた補修・補
強・更新等，耐震化の対策を構築する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防独自の事業であり負担を求めるべきものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
消防力の充実強化を図る。 
老朽化した防火水槽の耐震化のため，５０年以上経過した市内の１９基を対象に，現状把握の調査を実施する。

【総合評価】

　災害現場における消防活動体制の確立を図るため，現場指揮体制の見直し及び出動基
準を確立したことは，消防力の強化に繋がる。 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

災害現場における活動体制の強化を図る上で，コストの削減は難しい。

[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

消防独自の事業である。

[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

各種訓練のコストは，人件費である。

総合評価 概ね実行している

計画的に実施している。

[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

[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

計画的に実施している。

[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

法律で実施が市に義務付けられている事務事業である。

[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

継続事業のため整合性がある。

現在認識している課題

消防力の充実強化を図る。 
防火水槽（５０年経過）の老朽化への対策。

[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

災害現場における消防活動体制の確立を図る。

平成27年度の実施内容

１５　火災予防費　　　・需用費　　　498,501円 
　　　　　　　　　　　・工事請負費　248,400円（防火水槽転落防止工事費） 
　　　　　　　　　　　・備品購入費　477,792円（消防戦術用資器材購入費） 

３５　火災予防費（臨）・需用費　　　114,760円 
　　　　　　　　　　　・備品購入費　194,076円（火災原因調査用機器購入費） 

警防訓練（錬成会含む）　２２８回 
消防署・消防団連携訓練　　　３回 
【消防署（警防課）に同数計上】

平成27年度の改善内容

災害現場における指揮体制の充実強化を図った。

09-01-012

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
0
)



09-01-013

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）

　人件費の増加：活動配分の変更の為

活動配分 人 2.000 2.600

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

2.000 2.600正職員 人

人 0.000

千円 18,720 22,273 2,264 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 16,726 21,228

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

22,273 2,264 １世帯当たり（円） 545.95

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 18,720

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 18,720 22,273

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

2,264 住民1人当たり（円） 236.11

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
救助活動及び水防活動に迅速に対応し，被害の軽減を図る。 

【大きな目的】 
救助・水防体制の充実を図ることにより，市民の生命と安全を守
り，統計を国政に反映させる 

【全体概要】 
□救助業務と基本計画 
　・基本計画に基づき，有資格救助隊員が救助業務を実施する 
□救助隊員の養成と強化訓練 
　・県消防学校救助科へ派遣 
　・内部指導で資格取得 
　・各種国家試験による資格取得（救助資機材取扱者及び水難救助に
関する資格等） 
□火災・警戒及び水防活動に関する業務 
　・時期的に警戒を強め，日常的には調査・研究・訓練を重ねる 
　・活動に必要な資機材を点検し維持管理に努める 

会計種別

根拠法令等
消防法，水防法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画，水防計画，国民保護計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010033

担当所属 消防本部警防課 担当課長名 小林　照信

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 救助・水防活動に関する業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

09-01-013

09-01-013

【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 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

世代交代に伴う人材育成を行うため，各種資格の取得が急務であ
る。

若い隊員に各種資格の取得を促進させ，救助隊員個々のレベルアッ
プに繋げていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防独自の事業であり，負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
救助隊員のレベルアップを図る。

【総合評価】

　水難事故発生時，対応できる救助隊員を養成できたことは，消防力の向上に繋がる。

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

消防力の維持・増強を図るため，コストの削減は困難である。

[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

消防独自の事業である。

[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

訓練のコストは人件費であり，各種資格取得のための費用である。

総合評価 概ね実行している

計画的に実施している。

[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

[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

計画的に実施している。

[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

法令で実施が義務づけられている事業である。

[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

継続事業のため整合性がある。

現在認識している課題

水難事故に対応できる救助隊員の育成が急務である。

[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

平成27年度目標

水難事故等に対応できる救助隊員を育成・増強を図る。

平成27年度の実施内容

１　救助費　　　　　　   ２　水防対策費　　　　　　　 
　　特別旅費　　17,980円　 　非常勤出動・賄手当　     0円　救助訓練　２８５回【消防署(警防課)に同数計上】 
　　消耗品費　 402,598円　　 消耗品費　　　　　 282,240円  水防訓練　　　１回【消防署(警防課)に同数計上】 
　　物品補修費　43,146円　　 物品補修費　　　　　　　 0円　 
　　負担金　　 171,040円　　 手数料　　　　　  　13,100円 
　　　 小計①　634,764円　　 負担金　　　　　　 114,800円　　 
　　　　　                              小計②　410,140円　     
                                    ①＋②＝　1,044,904円 

平成27年度の改善内容

消防・警察・海上保安部の３機関で実施している合同潜水訓練に，１人でも多く参加させ，隊員の養成を図った。

09-01-013

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
1
)



09-01-014

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）

　消防救急デジタル無線機器の保守業務が平成２７年４月１日から開始された。

平成２８年度からは，通信施設運営管理
業務と通信施設及び消防情報機器の整備
を統廃合し，通信施設及び消防情報機器
の運営管理業務となります。

活動配分 人 2.000 1.700

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

2.000 1.700正職員 人

人 0.000

千円 28,561 39,572 23,436 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 16,726 14,414

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

39,572 23,436 １世帯当たり（円） 969.97

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 28,561

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 28,561 39,572

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

23,436 住民1人当たり（円） 419.48

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民及び災害弱者並びに通信施設・機器 

【意図】 
119番通報者（被災者）等の災害事案への迅速対応，災害現場に
おける情報の収集伝達の確立，適切なる現場活動支援に因る被害
の軽減。 

【大きな目的】 
部隊運用等情報ネットワークの構築により，１１９番通報受信か
ら各部隊出場までの所要時間短縮及び出場途上における必須情報
の伝達により被害の軽減 

【全体概要】 
□119番等による災害通報受信 
□指令装置による出場指令及び事案情報提供 
□災害事案別出場隊編成及び各種情報の一元化 
□デジタル無線導入による災害現場からの情報のデータ化 
□高機能消防指令センター保守点検料　 
□携帯電話発信地表示保守点検 
□無線基地局保守点検 
□無線局更新・定期検査・無線従事者の選解任等法的義務の励行 
□無線交信の統制 
□各種災害事案における現場活動支援 
□関係機関との情報交換 
□各種災害事案に対するマニュアル作成 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法，電波法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010034

担当所属 消防本部警防課（通信装備担当） 担当課長名 向堂　晋治

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 通信施設及び消防情報機器の整備 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-014

09-01-014

【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 廃止・統合

妥当性 あり

・デジタル関連機器の保守管理 
・データ端末装置（ＡＶＭ）の保守管理 
・消防通信指令施設（指令台）の保守管理 
・消防救急デジタル無線基地局等の保守管理

・消防通信指令施設（指令台），消防救急デジタル無線の保守管理
経費の低減 
・データ端末装置（ＡＶＭ）使用のランニングコストの見直し 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市民の安全と安心につながる事業であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
・消防救急デジタル無線の運用計画の作成 
・消防通信指令施設（指令台），消防救急デジタル無線の保守管理経費の低減 
・データ端末装置（ＡＶＭ）使用のランニングコストの低減 
・アナログ無線基地局等の撤去

【総合評価】

　消防救急デジタル無線を運用することで，消防救急現場活動において情報共有の成果
が得られている。今後は，平成30年度の指令台オーバーホールに向け，調査研究が重要
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 ある程度のコスト削減余地あり

各施設の維持管理経費の見直しを図る。

[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

平成28年度からは，通信施設運営管理業務と通信施設及び消防情報機器の整備を統廃合し，通信施設及び消防情報機器の運営管理業務と
なる[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

消防単独の事業のため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

デジタル無線及び消防通信施設等の保守管理を実施。

[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

防災力の向上につながっている。

[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

１１９番受信，デジタル無線の運用は，市が実施するものである。

[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

安心と安全につながっている。

現在認識している課題

・消防通信施設（指令台）及びデジタル無線の維持管理。 
・平成２８年５月末までのアナログ無線の維持管理。 

[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

・消防救急デジタル無線の運用開始に伴い，ＡＶＭとの連携。 
・各施設の保守業務委託内容んじょ見直し。

平成27年度の実施内容

決算額内訳 
（役務費） 
デジタル無線基地局等再免許申請印紙代　　　　　　　２７３，４５０円 
（委託料） 
平成２７年度消防緊急通信指令施設機器等 
の更新業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　９，４０６，８００円　　 
消防指令施設，デジタル無線保守業務委託　　　１４，９５８，０００円 
デジタル無線基地局等再免許申請業務委託　　　　　　４６９，０００円 
無線基地局（アナログ）施設保守点検業務委託　　　　３２２，９２０円 
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，１５７，５２０円　　　　　　　　　　　　　　 

平成27年度の改善内容

各施設の保守業務，消防通信施設（指令台）を行い，各施設の機能維持を図った。

09-01-014

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
2
)



09-01-015

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】

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）

消耗品費及び人件費の増加

・平成２８年度からは，通信施設運営管
理業務は，通信施設及び消防情報機器の
運営管理業務に統合します。

活動配分 人 1.800 1.700

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

1.800 1.700正職員 人

人 0.000

千円 15,549 15,708 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,053 14,414

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

15,708 0 １世帯当たり（円） 385.03

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 15,549

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 15,549 15,708

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） 166.51

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民及び災害弱者 

【意図】 
災害事案への迅速対応，災害現場における情報の収集伝達の確
立，現場活動支援，自然災害等の未然防止及び情報の共有化，高
齢者世帯の１１９番通報受信を適切に行い被害の軽減。 

【大きな目的】 
被害の軽減 

【全体概要】 
□119番等による災害通報受信 
□指令装置による出場指令及び事案情報提供 
□災害事案別出場隊編成及び各種情報の一元化 
□無線局更新・定期検査・無線従事者の選解任等法的義務の励行 
□無線交信の統制 
□各種災害事案における現場活動支援 
□関係機関との情報交換 
□各種災害事案に対するマニュアル作成 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法，電波法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010035

担当所属 消防本部警防課（通信装備担当） 担当課長名 向堂　晋治

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 通信施設運営管理業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-015

09-01-015

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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 廃止・統合

妥当性 あり

・１１９番受信受信対応マニュアルの作成 
・わかり易い１１９番通報の広報物の作成

・通信勤務員の受信方法のレベルアップ 
・１１９番通報の重要性を市民に求める啓発（ＰＲ）

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市民に対して安心安全を図っている事業であり，負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・各種災害弱者の方の情報収集とその対策（対応） 
・緊急性のない１１９番通報への対応

【総合評価】

　119番受信体制の確立をすることは，市民の安全と安心に寄与し有効である。今後と
も，119番通報の重要性を市民に理解を求めるよう努めること。 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 ある程度のコスト削減余地あり

事務手続きの見直しにより，若干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

平成28年度から，通信施設運営管理業務は，通信施設及び消防情報機器の運営管理業務に統合する。

[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

手段変更のできない事業である。

総合評価 一部実行している

通信勤務応援者に対して１１９番受信対応の指導をその都度行っている。

[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

[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

災害時に対応できる体制を充実させている。

[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

災害等の受信については，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

市民の安心安全に寄与している。

現在認識している課題

通信専従者と通信勤務応援者との受信技術（対応力）と指令台操作技術に差があること。

[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

平成27年度目標

・１１９番受信対応マニュアルの作成 
・通信勤務員のレベルアップ

平成27年度の実施内容

決算額内訳 

　　需用費 
　　　　　　１，２９３，２２９円（消耗品費） 

　　　　　計１，２９３，２２９円 

平成27年度の改善内容

１１９番受信対応についての対応。

09-01-015

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
3
)



09-01-016

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】

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年度は消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）及び災害対応特殊高規格救急自動車の購入事業であったが，平成27年度は消防用自動車購
入事業が無かったため事業費が無くなったもの。

活動配分 人 1.000 0.000

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

1.000 0.000正職員 人

人 0.000

千円 31,378 0 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

0 0 １世帯当たり（円） 0.00

0

市債 千円 13,300 0 0

事業費 千円 57,453

特
定
財
源

国費 千円 12,775

一般財源

年　度 単位

合計 千円 57,453 0

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） 0.00

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
消防用車両 

【意図】 
災害に対する機動力の強化。 

【大きな目的】 
災害時における被害の軽減 

【全体概要】 
□老朽化した消防車両を年次的に順次更新整備する。 
□災害対応特殊高規格救急自動車を更新整備する。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010037

担当所属 消防本部警防課（通信装備担当） 担当課長名 向堂　晋治

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 消防用自動車購入事業 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

09-01-016

09-01-016

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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３１年度導入予定のはしご付き消防自動車について，各市の導
入状況や仕様書など芦屋市として必要な車両の選択などの情報収集
が必要。

・補助金を活用した車両の更新にかかる費用を軽減する。 
・はしご付き消防自動車購入までの間，はしご年次点検を重ね安全
に保てるよう消耗品部を積極的に交換を実施していく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

車両購入等に係る諸経費など，発注者が当然支払うべきであり負担を求めるべきではない。

平成２８年度の目標・改善内容
事業なし

【総合評価】

　年次的に消防車両や救急自動車の更新を行うことは，消防力の充実強化に欠かせない
ものである。平成31年度のはしご車購入事業以降，車両購入事業が続くことから，各市
の状況等最新の情報収集が重要である。

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

災害現場等で使用するため，安全管理上コストを下げることは難しい。

[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

特になし

[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

最低限度の予算であり，手段変更により現場対応への影響も考えられる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

実行中である。

[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

老朽化した車両を更新させ，いかなる災害現場での事案に対応できる車両及び体制を整えてきた。

[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

市の特性に合わせた車両製作が必要なため，消防職の特異な経験が必要。

[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

事業なし

現在認識している課題

　平成３１年度導入予定のはしご付き消防自動車について，各市の導入状況や仕様書など芦屋市として必要な車両の選択などの情報収集
が必要。 
　また，はしご付き消防自動車購入までの部品交換など，安全面を優先していく。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

事業なし

平成27年度の実施内容

なし

平成27年度の改善内容

なし

09-01-016

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
4
)



09-01-017

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】

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）

　はしご車梯体部の作動不良のため，制御センサー・コンピューター等の補修を実施した。

活動配分 人 1.000 2.400

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

1.000 2.400正職員 人

人 0.000

千円 22,401 33,489 12,945 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 20,350

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 1,254 1,254 826 世帯数 40,797

0

34,743 13,771 １世帯当たり（円） 851.61

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 23,655

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 23,655 34,743

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

13,771 住民1人当たり（円） 368.29

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
消防車両・消防資機材 

【意図】 
消防用車両の維持管理・消防用活動資機材の維持管理及び資機材
の整備と機関員養成を行って，隊員の安全管理。 

【大きな目的】 
災害時における被害軽減 

【全体概要】 
□最新機器の情報を収集し，現場活動用資機材の装備を充実強化 
□消防用資機材の改善・操作技術の育成指導 
□車両運行管理 
□車両の検査・点検・修理の日常管理 
□法定点検・自主点検の実施 
□機器取扱者研修の実施 
□機関員養成訓練 
□車両事故対応及び報告 
□装備年表の作成 
□各種統計等の報告 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法，道路交通法，高圧ガス保安法，労働安全規則，芦屋市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010038

担当所属 消防本部警防課（通信装備担当） 担当課長名 向堂　晋治

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 消防車両及び資機材維持・管理事業 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

09-01-017

09-01-017

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

・消防車両事故の発生 　機関員の運転技術及び隊員による車両誘導研修をこれまで以上に
実施し，事故防止に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防車両運用に係る諸経費については，実施機関が負担する事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
・大型・中型・普通機関員の養成 

・交通事故発生の抑制 

・はしご付き消防自動車の導入（平成３１年度）に伴う資料の作成

【総合評価】

　車両の維持管理や資機材の日々の点検は，円滑な消防活動を行ううえで重要であると
ともに，人材育成のためにも，大型・中型・普通機関員養成訓練は適切である。 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

最安値の免許取得事業を行なっている。

[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

特になし。

[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

必要最小限の費用で実施している。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画どおり実行し成果を出している。

[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

平成１９年６月以降に免許改正があり，現在養成してきた機関員は消防・救急・救助体制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

　車両重量の異なった車両を保有しており，それに伴った免許資格区分を取得させ，機関員の増強は急務である。

[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

　運転取得予算計上によって予定どおり機関員を養成しており，今後も退職者の増加が増えることから引き続き継続していく必要があ
る

現在認識している課題

　消防車両運行時における事故の発生

[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

・石油交付金を活用し小型動力ポンプを更新し，消防力の強化を図る。 
・大型免許を取得させ大型機関訓練を実施するとともに，普通機関訓練も実施する。

平成27年度の実施内容

決算額内訳 

旅　費（特別旅費）　￥　　　７，２８０－　備品購入費￥２，８８７，６４０ー 
需用費（消耗品費）　￥　　２７１，８０７－負　担　金￥　　７０９，９００－ 
　　　（燃料費）　　￥３，３７８，４００ー公　課　費￥　　６２７，３００－ 
　　　（物品補修費）￥４，４５４，１２１－ 
　　　 (車検費)　　 ￥　　７６９，９８６ー 
役務費（手数料）　　￥　　３４５，７９７ー 
　　　（保険料）　　￥　　１０２，６４０ー 
業務委託料　　　　　￥　　８３８，２９６ー 

平成27年度の改善内容

　本署に普通ポンプ自動車を配備したことによって普通機関員養成訓練がスムーズ実施できたことによって早い時期に時間数がクリアで
きた。

09-01-017

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
5
)



09-01-018

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】

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）

　特になし

　平成33年度に山手分団車両の更新

活動配分 人 0.000 0.000

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 0.000正職員 人

人 0.000

千円 0 0 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

0 0 １世帯当たり（円） 0.00

0

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 0

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） 0.00

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
非常備消防団車両の更新 

【意図】 
災害に対する消防機動力の強化。 

【大きな目的】 
災害時における被害軽減 

【全体概要】 
□老朽化した消防団配備の消防車両を年次的に順次更新整備する。 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010039

担当所属 消防本部警防課（通信装備担当） 担当課長名 向堂　晋治

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 消防団配備車両購入事業 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

09-01-018

09-01-018

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

消防団車両の小型化 他市の車両を参考に検討していく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防団配備車両購入事業については，実施機関が負担する事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
事業なし

【総合評価】

　今後の消防団配備車両購入事業について，消防団員の要望を反映し，市域に見合った
車両を配備できるように検討す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

　消防団の運営活動に係る事業であり，安全管理上必要であることから削除は不可能

[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

なし

[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

なし

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

事業なし

[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

事業なし

[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

消防団車両の経年変化にて故障から引き起こす事故を防ぐ。

[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

消防団車両の経年変化にて故障から引き起こす事故を防ぐ。

現在認識している課題

消防団員の要望を反映し，市域に見合った車両を配備する。

[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

平成27年度目標

事業なし

平成27年度の実施内容

なし

平成27年度の改善内容

なし

09-01-018

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
6
)



09-01-019

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】

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）

　なし。 

活動配分 人 2.500 2.400

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

2.500 2.400正職員 人

人 0.000

千円 21,091 20,550 842 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 20,908 20,350

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

20,550 842 １世帯当たり（円） 503.71

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 21,091

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 21,091 20,550

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

842 住民1人当たり（円） 217.84

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
防火対象物の関係者・市民 

【意図】 
災害の防止及び火災予防についての知識，技能を研究習得させ
る。 

【大きな目的】 
地域社会の安全と福祉の増進及び民主的社会人の育成 

【全体概要】 
□火災予防の指導と広報及び予防統計 
□住宅用火災警報器の設置啓発 
□芦屋市少年消防クラブの育成指導 

会計種別

根拠法令等
消防法，芦屋市火災予防条例

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010021

担当所属 消防本部予防課 担当課長名 福田　隆文

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 防火指導と防火意識の普及啓発 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

09-01-019

09-01-019

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

防火・防災意識の向上に関する周知・啓発活動方法。 市民及び防火対象物関係者に対する防火・防災意識の向上を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

業務内容の特殊性から，負担を求められない事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
市民への防火・防災意識の向上に関する周知・啓発活動方法の検討。

【総合評価】

市民及び防火対象物関係者の方への防火指導と防災意識の普及啓発は，災害発生時の被
害軽減に重要である。 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

コスト（人件費）の削減は，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

防火・防災意識の啓発活動という特殊性から，独自事業である。

[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

軽費の大部分は，人件費である。

総合評価 概ね実行している

広報媒体等を活用し，計画的に遂行している。

[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

計画的に周知・普及啓発を行い，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

事業の主目的は，市民及び防火対象物関係者の方への防火・防災意識の向上であり必要な事業である。

[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

継続して実施していく事業であることから，整合性はある。

現在認識している課題

防火・防災意識の向上に関する周知・啓発活動方法を検討する。

[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

平成27年度目標

市民への防火・防災意識の向上に関する啓発活動方法を検討する。

平成27年度の実施内容

１　需用費（消耗品費）　　　　１４５，７６４円 
２　役務費（保険料）　　　　　　２６，２５７円 
３　負担金　　　　　　　　　　　２７，０００円 
４　防火対象物立入検査　　　　　　　　　　　　　　　２８８件「消防署（警防課）と同数計上」 
５　各種届出受理数　　　　　　　　　　　　　　　２，４６８件 
６　芦屋市少年消防クラブ行事参加　　　　　７回　　　１３０人 
７　防火対象物への啓発ポスター配布　述べ２４日　２，９４０対象 
８　訓練指導　　　　　　　　　　　　　３６対象　２，１８３人

平成27年度の改善内容

市民及び防火対象物関係者の方への，防火・防災意識の向上を図る。

09-01-019

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
7
)



09-01-020

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】

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）

人件費の減少：活動配分の変更の為

活動配分 人 12.800 11.600

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

12.800 11.600正職員 人

人 0.000

千円 103,850 95,085 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 103,850 95,085

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

95,085 0 １世帯当たり（円） 2,330.69

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 103,850

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 103,850 95,085

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） 1,007.95

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
火災危険の排除及び防火対象物等の防火安全の確保。 

【大きな目的】 
火災発生時の被害軽減を図る 

【全体概要】 
□消防用設備等の設置規制，指導及び検査 
□防火対象物，消防対象物，危険物施設等の立入検査，調査，火災予
防措置等 
□防火管理業務の適正化と消防用設備等の維持管理のため，防火管理
者の選解任届の受理 
□火災予防警戒等の実施 

会計種別

根拠法令等
消防法，芦屋市火災予防条例

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010023

担当所属 消防署（警防課） 担当課長名 小林　照信

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 火災予防業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

09-01-020

09-01-020

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

若手職員への知識及び技術力の向上。 部内研修会の充実を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防独自の事業であり，負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
各種検査を的確に行えるよう，定期的に研修会を実施し，職員個々能力向上を図る。

【総合評価】

　若手職員に定期的に部内研修を実施し，知識の向上を図っ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

検査・調査の回数を減らすことは困難である。

[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

消防独自の事業である。

[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

立入検査・地水利調査等の事業を実施しているが，コストは人件費である。

総合評価 概ね実行している

計画的に実施している。

[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

[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

計画的に実施している。

[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

消防活動等を実施するうえで必要な事業である。

[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

継続事業のため整合性がある。

現在認識している課題

状況に応じた活動資機材の検証。

[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

若手職員を対象に，災害現場に役立つ検査及び調査方法の伝承。

平成27年度の実施内容

１　検査（予防課と同数計上） 
　　防火対象物立入検査　２８８件 
　　危険物施設立入検査　　２７件 
　　少量危険物立入検査　　１８件 

２　出動件数 
　　特別警戒実施回数　　５４０回（空家・花火等） 
　　地水利等調査回数　　　８８回 

３　警防研修(月２回以上)　２７回

平成27年度の改善内容

定期的に研修を実施し，若手職員の検査・調査方法の能力の向上に努めた。

09-01-020

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
8
)



09-01-021

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】

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）

人件費の増加：活動配分の変更の為

活動配分 人 33.900 37.200

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

33.900 37.200正職員 人

人 0.000

千円 273,916 305,605 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 273,916 305,605

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

305,605 0 １世帯当たり（円） 7,490.87

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 273,916

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 273,916 305,605

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） 3,239.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の生命，身体及び財産を火災等の災害から守ること。 

【大きな目的】 
市民の生命と財産を守る 

【全体概要】 
【各種現場活動】 
□火災・救急・救助等現場活動 
□自然災害等現場活動　（地震，台風，集中豪雨等） 
□各種災害予防警戒の実施 
□各種災害対応実戦訓練等の実施 
□配備車両，消防機械器具等の保持 
【各種調査・報告】 
□火災原因調査及び報告書の作成　(火災の原因を究明し，類似火災の
防止を図る） 
□救急・救助活動報告書等の作成　(報告書を分析し，究明率の向上を
図る） 
□その他災害等出動報告書等の作成 
□防火対象物等実態調査，地水利調査及び各種警防調査等の実施 （防
ぎょ活動に生かす） 

会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法，災害対策基本法，水防法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画，水防計画，国民保護計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010040

担当所属 消防署（警防課） 担当課長名 小林　照信

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 各種消防活動業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

09-01-021

09-01-021

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

現場活動の経験が少ない隊員を，各種訓練を通してレベルアップを
図る。

多種多様な現場に対応できる訓練計画を作成し，それに基づいた訓
練を実施する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防独自の事業であり負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
消防計画の見直しを図り，現状に適した現場活動体制を確立する。

【総合評価】

　消防計画に基づく反復訓練は，消防活動上有効である。

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

災害現場及び各種訓練に対して，コスト削減は困難である。

[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

消防独自の事業である。

[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

各種消防活動のコストは人件費である。

総合評価 概ね実行している

救急件数は増加しているが，火災件数は横ばいである。

[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

概ね貢献できている。

[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

消防活動を実施するうえで必要不可欠な事業である。

[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

継続事業であるため整合性がある。

現在認識している課題

現場経験の少ない職員に，消防活動能力の向上を図る。

[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

平成27年度目標

消防計画に基づく検証訓練を実施する。

平成27年度の実施内容

１　火災件数　　　　２４件　　（２６年度　　　　　２２件） 
　　損害額　１０，９８８千円　（２６年度　　５４，３６９千円） 
２　救急件数　４，５１４件　　（２６年度　　４，３８７件） 
３　救助件数　　　１０３件　　（２６年度　　　　　９４件） 
４　警戒件数　　　４１８件　　（２６年度　　　　４０４件） 

　警防訓練（錬成会含む）　２２８回 
　消防署・消防団連携訓練　　　３回 
　救助訓練　　　　　　　　２８５回 
　【消防本部警防課に同数計上】

平成27年度の改善内容

消防計画に基づいた訓練を実施し，検証・検討会を行った。

09-01-021

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
2
9
)



09-01-022

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】

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）

人件費の減少：活動配分の変更の為

活動配分 人 12.400 11.600

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

12.400 11.600正職員 人

人 0.000

千円 100,505 95,085 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 100,505 95,085

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

95,085 0 １世帯当たり（円） 2,330.69

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 100,505

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 100,505 95,085

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） 1,007.95

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の防火・防災意識の啓発と応急手当の知識・技術の普及を図
る。 

【大きな目的】 
災害に対する市民の対応力の向上と傷病者の救命率の向上を図る 

【全体概要】 
□消防訓練及び自主防災訓練等の指導　 
□普通救命講習会等の実施 
□火災予防相談及び広報の実施 

会計種別

根拠法令等
消防関係法規全般，応急手当の普及啓発活動実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 地域防災計画，水防計画，国民保護計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 01 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している                                 

前期5年の
重点施策

9-1-1　災害時に地域の人たちが自主的に行動できるための活動を促進します。 
9-1-2　火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。 
9-1-3　大規模な災害に対応できる体制を充実させます。

0209010046

担当所属 消防署（警防課） 担当課長名 小林　照信

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 防火・防災・応急手当等の普及啓発 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

09-01-022

09-01-022

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

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

訓練指導や講習会の増加に伴う，対応力の充実。 市民の自主性を念頭に置き，訓練指導にあたる。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

消防独自の事業であり負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
各種訓練指導や講習会を通して，市民の防火・防災に対する意識の向上を図る。

【総合評価】

　災害発生時，市民が使用する防災倉庫の資器材の点検は重要であり，維持管理に努め
たことは評価できる。また，自主防災訓練等において，資器材の使用方法をわかりやす
く説明していた。

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

啓発活動を減らすことは，市民の災害時対応意識が低下する。

[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

消防独自の事業である。

[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

市民への啓発事業であり，コストは人件費である。

総合評価 概ね実行している

計画的に実施している。

[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

[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

計画的に実施している。

[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

市民が各種訓練及び救急講習を習得することにより，災害時の意識の向上に繋がる。

[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

継続事業のため整合性はある。

現在認識している課題

防災資器材の維持管理。

[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

防災倉庫の点検を強化する。

平成27年度の実施内容

１　各種訓練指導 
　　自主防災訓練等への指導　　１９回 

２　救急関係（救急課と同数計上） 
　(1) 普通救命講習　　　　　　４８回 
　(2) 応急手当講習　　　　　　５２回 
　(3) 上級救命講習　　　　　　　１回 

３　防災倉庫の点検　　　　　　３６回

平成27年度の改善内容

防災倉庫に記録用紙を設置し点検日及び結果を記載する。

09-01-022

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
0
)



09-02-001

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）

活動配分 人 0.500 0.750

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 0.750正職員 人

人 0.000

千円 5,960 6,659 7,129 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 6,359

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 222 61 0

人口 94,335

県費 千円 499 137 2,228 世帯数 40,797

425

7,282 18,441 １世帯当たり（円） 178.49

9,084

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 7,780

特
定
財
源

国費 千円 1,099

一般財源

年　度 単位

合計 千円 7,780 7,282

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

18,441 住民1人当たり（円） 77.19

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内の旧耐震建築物 

【意図】 
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき，市内建築物の耐
震化を促進し，都市の安全性の向上を図る。 

【大きな目的】 
地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命，身体及び財産
を保護すること。 

【全体概要】 
□建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導，助言及び指示
等 
□住宅・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発 
□ひょうご住まいの耐震化促進事業(兵庫県)の推進 
□芦屋市耐震改修促進計画の推進 
□簡易耐震診断推進事業の実施 
□住宅耐震化促進事業の実施 

会計種別

根拠法令等
建築物の耐震改修の促進に関する法律

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画 芦屋市耐震改修促進計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020026

担当所属 都市建設部建築指導課 担当課長名 島津　久夫

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 耐震改修促進法に関する事務 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

その他

09-02-001

09-02-001

【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 現状維持

妥当性 あり

・平成29年度以降は「ひょうご住まいの耐震化事業」の内容が市町
事業化することとなるため，技術審査等に係る事務量の増加等があ
ること。 
・住宅の所有者等が，建替えるべきか改修をすべきかの判断ができ
るように，様々な制度を設ける。

一戸建て住宅の耐震改修及び建替えその他の耐震化を推進するた
め，案内文書などの送付及びセミナー等の実施など周知，啓発に取
り組む。また，マンションの耐震改修を更に推進するため，管理組
合などに対する耐震化セミナーの実施や耐震化に関する積極的な情
報発信を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

国・県の補助制度に沿った事業を行っている。

平成２８年度の目標・改善内容
改定後の「耐震改修促進計画」のもと簡易耐震診断の無料化や計画策定等の新たな助成事業を推進していくことで，民間住宅等の耐震化
を進める。

【総合評価】

本年３月に改定を行った「耐震改修促進計画」において，住宅の耐震化に係る事業の拡
充を行い，県内随一の助成制度とすることができた。 
次年度以降はこうした制度の推進や耐震化の啓発等を進めることで，耐震化の一層の促
進を図る必要がある。

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

既に国・県の交付金を最大に利用できる内容で補助事業を実施している。

[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

[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

耐震化の啓発等について，さらに効果的な手段を模索する。

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 貢献度が中程度／義務的事業

建築物の耐震化を進めることで災害時の安全性を高めている。

[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

補助を伴うため，市が事業を実施するのが妥当である。

[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

災害に強う安全なまちづくりが進んでいる。

現在認識している課題

高経年マンションを良好な住宅ストックとして維持していくために耐震診断や耐震改修が必要であることを更に啓発する必要がある。

[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

平成27年度目標

芦屋市内の建築物の耐震化の促進 
・耐震ニュースの発行，耐震セミナーの開催等の啓発活動 
・芦屋市耐震改修促進計画の改定 

平成27年度の実施内容

１　耐震改修促進事業等 
　・簡易耐震診断推進事業　　　　　　８件 
　・ひょうご住まいの耐震化促進事業　６件(計画策定５件，改修工事１件) 
　・住宅耐震改修促進事業　　　　　　１件　 
２　耐震ニュースの発行，耐震セミナーの開催等の啓発活動 
　・耐震化ニュース　３回発行 
　・耐震セミナー　　２回実施 
３　芦屋市耐震改修促進計画の改定 
　平成28年3月に改定し，補助制度を拡充することとした。

平成27年度の改善内容

マンション管理組合などに対して耐震改修等に関する情報提供を積極的に行っていくため，耐震化セミナーの開催や耐震化ニュースの発
行を行った。

09-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
1
)



09-02-002

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）

　需用費の印刷製本（防火管理者修了証）を行わなかったため，事業費が減額となったもの。

活動配分 人 2.400 2.300

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

2.400 2.300正職員 人

人 0.000

千円 20,427 19,789 -62 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 20,071 19,502

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 332 298 640

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

20,087 578 １世帯当たり（円） 492.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 20,759

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 20,759 20,087

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

578 住民1人当たり（円） 212.93

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
防火対象物の関係者・市民 

【意図】 
火災の発生を防止させるため法的規制を課せるとともに，防火対
象物に一定の条件を具備させる。 

【大きな目的】 
火災防止及び火災から市民の生命，財産を守るとともに被害を最
小限にする。 

【全体概要】 
□建築物の消防同意 
□防火対象物の指定 
□防火対象物定期点検報告制度 
□防火管理者講習会 
□消防用設備等の設置規制・指導 

会計種別

根拠法令等
消防法，芦屋市火災予防条例，建築基準法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020020

担当所属 消防本部予防課 担当課長名 福田　隆文

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 防火対象物の規制・指導 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-02-002

09-02-002

【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 義務的事業

防火対象物等の改修，テナントの入れ替わりに関する把握，届出に
関すること。

防火対象物等の計画段階からの打合せ，竣工後の防火管理及び消防
用設備等の維持管理の徹底。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

業務内容の特殊性から，負担を求められない事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
防火対象物等の改修，テナントの入れ替わりに関する把握，届出の周知徹底。

【総合評価】

　防火対象物等の計画段階からの打合せ，改修，テナントの入れ替わり時の協議・相談
や届出を周知徹底することは，市民生活の安全・安心に有効である。 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

コスト（人件費）の削減は，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

消防法規制を課せる事業であるため，独自事業である。

[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

軽費の大部分は，人件費である。

総合評価 概ね実行している

対象物の関係者等に対して指導・啓発を行い，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

防火管理者資格取得の新規講習に再講習，防火管理・消防用設備等の改修改善及び維持管理の徹底など，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

消防法規制を課せる事業であるため。

[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

継続していくべき事業であり，整合性はある。

現在認識している課題

防火対象物等の改修，テナントの入れ替わりに関する把握，届出に関すること。

[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

平成27年度目標

市民，防火対象物関係者及び工事施工関係者への指導・啓発を行う。

平成27年度の実施内容

１　需用費（消耗品費）　５７７，６８１円 
２　負担金　　　　　　　　　７，０００円 
３　消防同意 
４　防火管理者資格取得講習会（新規）３回開催　受講者　　９５人 
５　防火管理者講習会（再講習）　　　２回開催　受講者　　　９人 
６　防火対象物完成検査等　　　　　　　　　　　　　　　２４５件

平成27年度の改善内容

防火対象物の改修，テナントの入れ替わりに対する相談，届出の周知徹底。

09-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
2
)



09-02-003

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）

なし。

活動配分 人 1.700 2.100

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

1.700 2.100正職員 人

人 0.000

千円 14,287 17,874 50 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 14,217 17,806

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

17,874 50 １世帯当たり（円） 438.12

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 14,287

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 14,287 17,874

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

50 住民1人当たり（円） 189.47

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
危険物施設の関係者・市民 

【意図】 
危険物施設等の安全確保と危険物取扱者の意識高揚を図るととも
に，違反事実を調査し，適用法条を的確に把握しておく。 

【大きな目的】 
危険物災害を抑制し，製造所等の貯蔵。取扱いの安全を確保す
る。 

【全体概要】 
□危険物の規制 
□危険物取扱者の指導 
□危険物施設の違反処理 
□液化石油ガス設備，高圧ガス消費施設，火薬等への立入検査及び火
災予防措置 

会計種別

根拠法令等
消防法，液化石油ガス法，高圧ガス取締法，火薬類取締法

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 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020022

担当所属 消防本部予防課 担当課長名 福田　隆文

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 危険物の規制・指導 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-02-003

09-02-003

【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

継続して，危険物施設関係者と危険物取扱者の防火意識の向上を図
る。

危険物担当者の知識及び経験の向上と技術の取得を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

業務内容の特殊性から，負担を求められない独自事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
危険物施設関係者と危険物取扱者の防火意識の向上を図るための指導・啓発を行う。

【総合評価】

危険物災害を抑制し危険物施設等での事故防止のため関係者の意識向上を図ることは，
市民生活の安全・安心に通じることから有効である。 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

危険物災害の予防・抑制の関係から，コスト（人件費）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

業務内容の特殊性から，独自の事業である。

[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

継続事業であり，経費の大部分は人件費である。

総合評価 概ね実行している

計画的に遂行している。

[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

計画的に実施し，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

危険物災害を抑制し，製造所等の貯蔵・取扱の安全を確保する上で必要な事業である。

[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

継続事業のため，整合性はある。

現在認識している課題

危険物施設等関係者への事故防止に対する意識向上を図る。

[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

平成27年度目標

危険物施設関係者と危険物取扱者の防火意識の向上を図る。

平成27年度の実施内容

１　需用費（消耗品費）　　６７，６８４円 
２　危険物完成検査等　　　　　　　２１件 
３　少量危険物施設完成検査等　　　　４件 
４　危険物施設立入検査　　　　　　２７件「消防署（警防課）と同数計上」 
５　少量危険物等立入検査　　　　　１８件 
６　各種届出等関係　　　　　　　　９２件 
７　危険物研修会　　　　　　　　　　１回　３０事業所　３１人参加

平成27年度の改善内容

危険物施設関係者の方へ，研修会を実施した。

09-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
3
)



09-02-004

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２６年度においては，広島市での土砂災害を受けて，砂防・土砂災害に関する啓発活動・調査を実施したことにより事業費の増と
なった。

活動配分 人 0.250 0.100

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 0.100正職員 人

人 0.000

千円 2,433 1,146 510 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 848

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

1,146 510 １世帯当たり（円） 28.09

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,433

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,433 1,146

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

510 住民1人当たり（円） 12.15

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
土砂災害の防止と共に市街地の無秩序な拡大を防ぎ，自然環境を
守り安全に自然と親しめる場の提供を目標とした森作りを行って
いく。 

【大きな目的】 
六甲の樹林帯を防災緑地として整備し，山自体を土砂災害に強く
することにより，安全で自然豊かな六甲山としていく。 

【全体概要】 
□国及び県と調整を計り，土砂災害防止を最優先し，土木構造物を用
いた積極的な施設整備を行うと共に，土砂災害を防止する観点から望
ましい樹林の整備・管理を行っていく。 

会計種別

根拠法令等

実施区分 財源

事業期間 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020048

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 津賀　学

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 砂防・六甲山系グリーンベルト整備事業 事務事業番号

一般会計 事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

09-02-004

09-02-004

【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 改善の余地はない

今後の方向 廃止・統合

妥当性 あり

本市域におけるグリーンベルト整備事業用地は，植林作業等が困難
な山地であることから，本市単独での事業は難しい。

砂防の観点から，砂防施設の整備要望を国に行っていくとともに，
土砂災害に対する啓発活動を行っていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市の負担はない。

平成２８年度の目標・改善内容
国（六甲砂防事務所）の事業への企画参加等や啓発活動

【総合評価】

砂防・六甲山系グリーンベルト整備事業は国の直轄事業であり，市が主体となって対応
できる事業となっていない。また，地形上の問題もあり，「里山」的な使い方も難し
い。これらの理由より，平成２８年度より防災対策関係事務に統合する。

達成度 ほとんど達成していない

[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

市の負担はない。

[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

市が行なっている類似事業はない。

[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

市の負担はない。

総合評価 実行できていない

市単独での事業実績がない。

[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 貢献度が小さい

市単独での事業実績がない。

[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

国（六甲砂防事務所）の事業に協力する。

[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 整合性は中程度／義務的事業

目的は明確であるが，グリーンベルト整備に関しては，事業実績がない。

現在認識している課題

土砂災害警戒区域等危険箇所について，認知度が低いこと。

[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

平成27年度目標

六甲山グリーンベルト整備地区は，本市の場合，急傾斜地域であり，直利等の事業展開は難しいことから，土砂災害に対する啓発活動を
中心に実施する。

平成27年度の実施内容

六甲砂防事務所が主催する六甲山サミットへの企画参加を通して，自然を守り育てる活動への啓発と事業への参加促進を行なった。

平成27年度の改善内容

土砂災害を想定した防災総合訓練において，土砂災害への啓発活動を行なった。

09-02-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
4
)



09-02-005

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）

特になし。

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

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.100 0.100正職員 人

人 0.000

千円 636 644 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 636 644

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 9,410 7,810 7,810

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

8,454 7,810 １世帯当たり（円） 207.22

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,046

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,046 8,454

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

7,810 住民1人当たり（円） 89.62

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
阪神・淡路大震災により被害を受けられた方で，芦屋市内で自ら
住むための住宅を建設・購入又は改良（増築，改築，修繕工事）
する者 

【意図】 
阪神・淡路大震災により被害を受けられた方で，芦屋市内で自ら
住むための住宅を建設・購入又は改良（増築，改築，修繕工事）
される方に対し，取扱金融機関からの融資を容易にすること。 

【大きな目的】 
阪神・淡路大震災により被害を受けられた方に，一刻も早く自ら
の住宅を確保し早期に再建復興を図る。 

【全体概要】 
□　芦屋市が融資資金の一部を取扱金融機関へ預託し，借入れを容易
にし，借入れ保証について 
　保証料の一部を市が負担する。 
□　取扱金融機関が行う融資額と芦屋市が預託する額との比率は，住
宅の購入・新築は40対1， 
　改良（築）の場合は5対1としている。　 
※　ただし，受け付けは平成16年度で終了しており，平成17年度以降
は預託のみを行っている。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市災害復興住宅特別融資制度要綱，芦屋市災害復興住宅特別融資制度の運営に関する覚書

実施区分 融資 財源

事業期間 平成 7年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020237

担当所属 都市建設部住宅課 担当課長名 田嶋　修

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 災害復興住宅特別融資制度 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-02-005

09-02-005

【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 現状維持

妥当性 あり

特になし。 　阪神・淡路大震災者の住宅等の，金融機関からの融資を容易にす
る為，融資資金の一部を取扱金融機関へ預託し，借入れを容易にす
る。 
　ただし，受付は平成16年度で終了しており，平成17年度以降は預
託のみを行っている。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

阪神・淡路大震災の被災者への融資をスムーズに行うための事業なので，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
　阪神・淡路大震災者の住宅等の，金融機関からの融資を容易にする為，融資資金の一部を取扱金融機関へ預託し，借入れを容易にす
る。 
　ただし，受付は平成16年度で終了しており，平成17年度以降は預託のみを行っている。 

【総合評価】

制度に沿った運用により，震災後の早期再建に貢献しており，有効な事務事業であると
認識する。 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

阪神・淡路大震災からの住宅再建のため，すでに融資が実行されているものに対しての預託なので，コスト削減はできない。

[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

阪神・淡路大震災からの住宅再建に期するものであり，事業の統廃合はできない。

[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

阪神・淡路大震災からの住宅再建のため，すでに融資が実行されているものに対しての預託なので，手段変更はできない。

総合評価 概ね実行している

阪神・淡路大震災からの復興に期するものであり，一定の結果評価を遂行している。

[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 貢献度が中程度／義務的事業

阪神・淡路大震災からの復興に期するものであり，重要施策に一定貢献している。

[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

阪神・淡路大震災からの復興に期するものであり，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 整合性はある

阪神・淡路大震災からの復興に期するものであり，整合性はある。

現在認識している課題

特になし。

[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・淡路大震災者の住宅等の，金融機関からの融資を容易にする為，融資資金の一部を取扱金融機関へ預託し，借入れを容易にす
る。 
　ただし，受付は平成16年度で終了しており，平成17年度以降は預託のみを行っている。

平成27年度の実施内容

　阪神・淡路大震災により被害を受けられた方で，芦屋市内で自ら住むための住宅を建設・購入又は改良（増築，改築，修繕工事）され
る方に対し，取扱金融機関からの融資を容易にする為，芦屋市が融資資金の一部を取扱金融機関へ預託し，借入れを容易にし，借入れ保
証について保証料の一部を市が負担する。 
　ただし，受付は平成16年度で終了しており，平成17年度以降は預託のみを行っている。

平成27年度の改善内容

特になし。

09-02-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
5
)



09-02-006

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）

特になし。

活動配分 人 0.150 0.150

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

0.100 0.100正職員 人

人 0.050

千円 979 0 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 979 989

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

0 0 １世帯当たり（円） 0.00

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 979

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 979 0

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） 0.00

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
県内の住宅所有者（ﾏﾝｼｮﾝの場合，各区分所有者が対象） 

【意図】 
自然災害の被災者の生活基盤の回復を促し，被災地域の早期再生
を図る。 

【大きな目的】 
次なる災害に備える相互扶助 

【全体概要】 
□平常時は制度の周知及び勧奨を行う。 
□災害発生時は申請受付，要件審査を行い，運営主体に進達する。 

会計種別

根拠法令等
兵庫県住宅再建共済制度条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成17年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 02 ②人々のつながりを安全と安心につなげる                                  

10年後の姿 09 ⑨まちの防災力が向上し、災害時に的確に行動できるよう備えている                      

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

前期5年の
重点施策

9-2-1　住宅などの防災・減災機能の向上を促進します。 
9-2-2　建物や施設の防災・減災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。

0209020427

担当所属 都市建設部住宅課 担当課長名 田嶋　修

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 兵庫県住宅再建共済制度 事務事業番号

一般会計 事業種別

施設種別

自治事務

09-02-006

09-02-006

【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 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

特になし。 特になし。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，加入者負担金以上の受益者負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
自然災害の被災者の生活基盤の回復を促し，被災地域の早期再生を図るため，次なる災害に備える相互扶助制度の推進を図る。

【総合評価】

災害に強いまちづくりに貢献するための有効な事務事業と認識する。

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

県制度推進のため，市のコスト負担はほとんどなく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

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，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

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，手段変更はできない。

総合評価 概ね実行している

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，一定の評価結果を遂行している。

[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 貢献度が中程度／義務的事業

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，一定の貢献度はある。

[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

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，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

次なる災害に備える相互扶助制度の推進の為，整合性はある。

現在認識している課題

特になし。

[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

自然災害の被災者の生活基盤の回復を促し，被災地域の早期再生を図るため，次なる災害に備える相互扶助制度の推進を図る。

平成27年度の実施内容

兵庫県住宅再建共済制度の周知・促進を図る。

平成27年度の改善内容

特になし。

09-02-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

(
2
3
6
)


