
まちづくりの基本方針

３ 人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちな

みにつなげる

10  花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している
11  環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている
12  交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるよ
うになっている

13 充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている

(237)



(238)



10-01-001

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 1.620 1.570

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.820

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.800 0.750正職員 人

人 0.820

千円 18,952 17,307 11,728 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,029 8,672

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 195 11,796 1,924

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

29,103 13,652 １世帯当たり（円） 713.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 19,147

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 19,147 29,103

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

13,652 住民1人当たり（円） 308.51

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋市民他 

【意図】 
芦屋庭園都市アクションプログラムを実施することにより，緑化
啓発及び緑化の推進を図る。 

【大きな目的】 
庭園都市を推進することにより，市域全体の景観の向上を図ると
共に美しく住みよい街を実現する。 

【全体概要】 
□庭園都市情報の収集と発信 
　芦屋市花と緑のコンクールを開催する。 
□オープンガーデンの実施 
□緑の制度の勉強会の開催 
□緑の循環システムの取組み 
□緑の交流会の開催 
□助成金等の交付 
　①市内の緑化団体に助成金を交付　②市内の保護樹・保護樹林に指
定された所有者に奨励金を交付　③個人敷地の緑化に「緑化等環境保
全事業助成金」を交付 

会計種別

根拠法令等
緑ゆたかな美しいまちづくり条例，芦屋市緑化事業助成金交付要綱，芦屋市住民緑化団体育成事業に係る助成金交付要綱
等

実施区分 直営 財源

事業期間 平成16年度 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 01 ①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

前期5年の
重点施策

10-1-1　まちなかを花と緑で彩り、道路や河川沿いの緑を守り育てます。 
10-1-2　安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全します。

0310010471

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 庭園都市推進に関する業務 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

その他

10-01-001

10-01-001

【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

・緑化活動団体の構成員の高齢化による活動縮小化の歯止め 
・緑化団体間のネットワークの構築 

オープンガーデン事業への個人宅の庭の参加促進 
オープンガーデンを委託化できるかを検討する

総合評価

緑化団体や保護樹等の管理者が負担しているものに対して助成を行っているものであるため。

平成２８年度の目標・改善内容
・オープンガーデン参加箇所数の維持 
・実行委員会形式によるオープンガーデンの開催準備

【総合評価】

公共施設の参加を増やすとともに，今後は個人宅の庭の参加を促していく。

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

市民参画によるオープンガーデンのあり方の検討

[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

本事務事業は，市民に対し緑化を啓発・促進させるものであり，公園の維持管理や整備を行う他の事務事業との統合はできない。

[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

緑化団体等によるオープンガーデン開催の実現は，市民の緑化意識の向上が期待できるが，現段階では運営可能な状態にはない。

総合評価

オープンガーデンパンフレットの作成に参加団体の意見を取り入れている。

[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

[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

助成制度及びオープンガーデンの実施により，市民の緑化意識の向上やまちなみの維持が期待できる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

オープンガーデンの開催は，将来的には参加団体等での運営が望ましい。

[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

市民の緑化意識向上につながるものである。

現在認識している課題

・緑化活動団体の構成員の高齢による活動縮小化の歯止め 
・緑化団体のネットワーク構築

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

平成27年度目標

オープンガーデン事業の参加者との交流を深める。

平成27年度の実施内容

・オープンガーデン実施（参加箇所　107箇所） 
・オープンガーデン意見交換会開催 
・芦屋市花と緑のコンクール開催　応募件数　35件 
・助成金等の交付 
　①住民組織育成費助成金　74団体　3,356千円 
　②保護樹・保護樹林保存奨励金交付　7件　120千円 
　③緑化事業助成金交付　20件　1,951千円 
・オープンガーデンパンフレット掲載広告を募集　12件 
・市内公共施設等へ緑化資材を配付　2,353千円

平成27年度の改善内容

・引き続き，大手住宅メーカーに緑化事業助成金の案内を送付し，周知に努めた 
・オープンガーデンの参加について各公共施設に依頼した

10-01-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
3
9
)



10-01-002

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 1.710 2.110

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.260

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.450 1.850正職員 人

人 0.260

千円 303,126 373,311 446,889 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,868 16,419

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 17,476 8,430 5,300

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

381,741 452,189 １世帯当たり（円） 9,357.09

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 320,602

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 320,602 381,741

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

452,189 住民1人当たり（円） 4,046.65

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内（南芦屋浜地区を除く）の公園・街路樹等 

【意図】 
公園樹・街路樹の保全。 
公園利用者が安全で快適な利用が図れるよう管理する。 

【大きな目的】 
良好な公園・緑地の保全を図る。 

【全体概要】 
□公園樹・街路樹の育成管理（計画策定） 
□街路樹の移植（申請に基づき現地調査を行い，移植場所を指示。） 
□公園樹・街路樹の剪定，薬剤散布，散水 
□公園・街路の除草 
□立ち枯れ樹木の伐採・補植 
□交通事故等により損害を受けた樹木等の損害賠償に係る示談業務 
□都市公園占用・使用許可（不法占用，ホームレス対応業務） 
□公園施設（便所・園庭）の清掃業務 
□公園施設（便所・遊具・照明・水道）の維持補修 
□遊具点検業務 
□公園砂場回虫卵検査（砂入れ替え）業務 
□パトロール業務 
□苦情対応 

会計種別

根拠法令等
都市公園法，道路法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 01 ①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

前期5年の
重点施策

10-1-1　まちなかを花と緑で彩り、道路や河川沿いの緑を守り育てます。 
10-1-2　安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全します。

0310010470

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 都市公園・街路樹維持管理事業 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

公園

10-01-002

10-01-002

【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

・公園，街路樹の中高木の定期的な剪定 
・公園樹に関するデータ(樹種，規格，数量）の不足 
・公園施設の老朽化に伴う更新計画の具体案の作成

公園樹・街路樹の計画的剪定の実施。 
長寿命化計画に沿って維持管理を適正に実施し，更新費用をフラッ
ト化する。 
道路課との連携による街路樹の樹種変更検討及び更新。

総合評価

行政として維持管理するべき施設であり，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
街路樹の計画的な剪定を行い，公園施設の適切な維持管理を行う。

【総合評価】

労務単価の上昇や樹木の生長による剪定費用の増大により，住民の剪定要望に十分対応
できていない。芦屋公園の松の剪定や施肥の対応が必要となっている。 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

施設の維持管理を計画的に行うことにより，施設の長寿命化を図る。

[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

南芦屋浜地区の開発の完了時点においては，公園樹・街路樹維持管理事業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

剪定基本書に基づく計画的な剪定の実施により，良好な景観の維持が実現できる。

総合評価

労務単価の引上げ等により予算不足となり，予定していた街路樹剪定・施設の補修の実施が一部のみとなった。

[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

[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

良好な空間確保により，人々の暮らしに潤いを与える。

[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

都市として必要とされる施設であり，適正に配置され，維持管理するべきものである。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

都市施設の維持管理事業である。

現在認識している課題

・公園，街路樹の中高木の定期的な剪定 
・公園樹に関するデータ(樹種，規格，数量）の不足 
・公園施設の老朽化に伴う更新計画の具体案の作成

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

平成27年度目標

街路樹の計画的な剪定を行い，公園施設の適切な維持管理を行う。 

平成27年度の実施内容

・需用費，役務費，原材料費　　 　　　　 
・公園の清掃・公園や街路の除草・剪定，公園や街路樹の薬剤散布や灌水作業に要する費用　　　　　　　　　　　　　　　 
・公園施設の遊具点検・砂場調査　　　　　 
・岩ケ平バラ園管理業務　　　　　　　　　　 
・公園遊具等補修・改良（公園灯，トイレ，フェンス，あずま屋，ベンチ等）補植工事　　　　　　　　　　　　　　　　　  
・芦屋公園マツ等剪定業務

平成27年度の改善内容

公園施設の劣化点検に基づいて，緊急度に応じて必要な補修を実施した。 

10-01-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
0
)



10-01-003

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 1.690 2.090

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 12,369 12,369

0.240

うち経費 千円 12,369 12,369

嘱託・臨職等

1.450 1.850正職員 人

人 0.240

千円 124,959 126,315 133,157 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,811 16,363

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 13,920 15,168

人口 94,335

県費 千円 14,362 13,084 11,726 世帯数 40,797

0

153,319 160,051 １世帯当たり（円） 3,758.09

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 139,321

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 139,321 153,319

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

160,051 住民1人当たり（円） 1,625.26

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
南芦屋浜地域の公園（総合公園を含む）・街路樹等 

【意図】 
南芦屋浜地域の公園・緑地等の維持管理及び街路樹の育成管理を
行う。 

【大きな目的】 
南芦屋浜地域の公園等の維持管理。 

【全体概要】 
□公園・街路の樹木や施設（便所・遊具）の点検，清掃，補修につい
て業者や団体に業務を委託するもの。 
□芦屋市総合公園の指定管理については，指定管理者制度を導入す
る。（平成18年度～） 
□陽光緑地・芦屋市総合公園で行った市民記念植樹の枯損樹木の植替
えを行う。 
□南芦屋浜地区の主要道路の枯損街路樹の植替えを行う。 

会計種別

根拠法令等
都市公園法，道路法，兵庫県海岸美化実施要綱，兵庫県港湾施設管理条例，芦屋市都市公園条例

実施区分 委託，指定管理 財源

事業期間 平成10年度 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 01 ①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

前期5年の
重点施策

10-1-1　まちなかを花と緑で彩り、道路や河川沿いの緑を守り育てます。 
10-1-2　安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全します。

0310010375

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 都市公園・街路樹維持管理事業（南芦屋浜地域） 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

公園

10-01-003

10-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

総合公園及び親水公園の施設老朽化対策 
護岸における釣り人によるゴミや路上駐車等の対策

総合公園及び親水公園の施設老朽化対策を実施する。 
護岸における釣り人によるゴミや路上駐車等の対策を実施する。

総合評価

行政として維持管するべき施設であり，負担をも求めるべき事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
樹木の補植後の枯れ対策（灌水の充実），水枯れに強い樹種への変更を実施する。 
総合公園及び親水公園の施設の更新を実施する。 

【総合評価】

日照や水分補給の差で，街路樹や低木の生長にむらが出てきているため，樹種の入替え
や補植の検討が必要となっている。 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

施設維持管理を計画的に行うことにより，施設の長寿命化を図る。

[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

南芦屋浜地区の開発の完了時点においては，公園樹・街路樹維持管理事業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

剪定基本書に基づく計画的な剪定の実施により，良好な景観の維持が期待できる。

総合評価

予定通り実施した。

[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

[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

良好な空間確保により，人々の暮らしに潤いを与える。

[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

都市として必要とされる施設であり，適正に配置し，維持管理するべきものである

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

都市施設の維持管理事業である。

現在認識している課題

樹木の補植後の枯れ対策（灌水の充実），水枯れに強い樹種への変更 
総合公園及び親水公園の施設の老朽化対策 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

平成27年度目標

スポーツコートの安全対策のため，コートを改修する。

平成27年度の実施内容

公園・街路の除草・剪定，清掃等を実施(業務委託） 
・総合公園市民記念植樹の枯損木の植替 
・芦屋市総合公園の指定管理者による管理 
・南緑地の一部（東西駐車場を含む）を運営管理 
・事業費　需用費（消耗品，電気，水道料金・下水道使用料）  
　　　　　公園・街路樹維持管理業務　　　　　　　　　　　 
　　　　　維持管理(北護岸，潮芦屋緑地・ビーチ，南緑地）　 
　　　　　芦屋市総合公園指定管理　　　　　　　　　　　　  
　　　　　遊具等公園内施設補修工事・公園樹補植工事　　　　 
　　　　　夜間巡回業務委託

平成27年度の改善内容

スポーツコートの改修を実施した。 

10-01-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
1
)



10-01-004

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 0.750 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

0.750 0.750正職員 人

人 0.000

千円 11,923 12,528 5,985 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,272 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 12,063 12,414 11,975 世帯数 40,797

0

24,942 17,960 １世帯当たり（円） 611.37

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 23,986

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 23,986 24,942

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

17,960 住民1人当たり（円） 264.40

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
河川，海岸を利用する市民。 

【意図】 
河川，海岸を利用する市民の憩い場として供する。 

【大きな目的】 
河川，海岸の美化と生活環境の保全を図る。 

【全体概要】 
□芦屋川　2,690ｍ（71,683㎡）除草，清掃 
□宮川　　2,650m(16,571㎡）除草,清掃 
□高座川　　410m（3,800㎡）除草,清掃 
□堀切川　340m(238㎡）除草,清掃 
□芦屋川河口　0.6ha清掃 
□キャナルパーク　2,650ｍ(41,200㎡)清掃 

会計種別

根拠法令等
河川法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 01 ①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

前期5年の
重点施策

10-1-1　まちなかを花と緑で彩り、道路や河川沿いの緑を守り育てます。 
10-1-2　安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全します。

0310010475

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 河川・海岸環境整備事業 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

その他

10-01-004

10-01-004

【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

河川・海岸の除草・清掃費用の増額を兵庫県に求めていく。 適宜，除草・清掃を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

負担を求める対象の特定が困難なため。

平成２８年度の目標・改善内容
適宜，河川・海岸の美化を図る。

【総合評価】

河川・海岸の環境整備を行うことにより生活環境の向上に貢献している。

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

兵庫県の歩掛に基づき積算し，業務を発注しているため。

[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

公園緑地課が行っている清掃事業と類似しているが，管理者が違うため，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

市民ボランティアによる清掃に期待することも考えられるが，河川の流水部分などの清掃は危険が伴い，市が直接行うことが必要。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画どおり実行できているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

河川・海岸をたくさんの市民の方が安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全できたため。

[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

安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全できたため。

[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

安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全できたため。

現在認識している課題

河川・海岸の除草・清掃費用の増額を兵庫県に求めていく。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

適宜，河川・海岸の美化を図る。

平成27年度の実施内容

芦屋浜清掃業務委託　清掃N=70回 
芦屋浜北護岸清掃業務委託（その1）N=12回 
芦屋浜北護岸清掃業務委託（その2）N=12回 
河川環境整備事業（除草）尼崎港管理事務所管理分その1　除草A=16,100㎡ 
河川環境整備事業（除草）尼崎港管理事務所管理分その2　除草A=20,000㎡ 
河川環境整備事業（除草）西宮土木事務所管理分その1　　除草A= 7,100㎡ 
河川環境整備事業（除草）西宮土木事務所管理分その2　　除草A=12,400㎡ 
河川環境整備事業（除草）西宮土木事務所管理分その4　　除草A=12,800㎡ 
河川環境整備事業（除草）西宮土木事務所管理分その5　　除草A=15,700㎡

平成27年度の改善内容

適宜，河川・海岸の美化を図る。

10-01-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
2
)



10-01-005

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 0.850 2.330

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.380

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.550 1.950正職員 人

人 0.300

千円 6,666 17,047 4,817 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,256 14,131

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 1,364 633 1,251

人口 94,335

県費 千円 224 522 940 世帯数 40,797

0

18,202 7,008 １世帯当たり（円） 446.16

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 8,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 8,254 18,202

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

7,008 住民1人当たり（円） 192.95

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
農家，市民 

【意図】 
農林水産業の振興を図る。 

【大きな目的】 
豊かな自然環境の保全・育成と利活用 

【全体概要】 
□農林水産の振興を図る 
　地域での生産物（軟弱野菜等）をその地域で消費することを基本に
推進する／農業・農地に関する証明を行う／農政に関する調査・助言
を行う農業専門委員を置く（規則）／農林漁業に関するセンサスを実
施（5年ごと）して，実態を把握する 
□市民農園事業 
　市内2箇所に86区画設置。市民に2年ごとに公募貸付。 
□鳥獣の保護及び狩猟の適正化 
　傷病鳥獣の保護，有害鳥獣の駆除を行う／芦屋動物愛護協会助成 
□松くい虫被害木の伐倒駆除 
　市及び市民の実施による伐倒駆除 

会計種別

根拠法令等
農地法，食糧・農林・農村基本法，森林病害虫等防除法，鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律，芦屋市農業専門委
員設置規則等

実施区分 委託，補助 財源

事業期間 ～

課題別計画 森林法，全国森林計画，加古川地域森林計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 01 ①自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している                             

前期5年の
重点施策

10-1-1　まちなかを花と緑で彩り、道路や河川沿いの緑を守り育てます。 
10-1-2　安全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全します。

0310010068

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 農林水産業対策事業 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

10-01-005

10-01-005

【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 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

鳥獣被害対策についての近隣自治体との連携強化 ・日々の市内巡回パトロールの強化 
・関連部署との連携強化

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
より視覚に訴えた鳥獣対策注意喚起の看板の設置

【総合評価】

鳥獣対策については，近隣自治体及び関係部署と連携し，周知を進めるとともに，追い
払いについての手法を検証して行ことが適切である。 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 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

有害鳥獣捕獲の強化

平成27年度の実施内容

・専門職員を配置し，有害鳥獣の捕獲を強化した。 
・阪神間カラス対策会議を通じカラス対策の情報交換を行った。

平成27年度の改善内容

いのししに対する注意喚起の啓発を関係機関及び団体と合同で実施

10-01-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
3
)



10-02-001

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 1.400 0.850

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.230

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.400 0.620正職員 人

人 0.000

千円 13,720 12,073 2,324 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 11,708 5,906

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

12,073 2,324 １世帯当たり（円） 295.93

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 13,720

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 13,720 12,073

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

2,324 住民1人当たり（円） 127.98

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
芦屋の景観を守り，育てていくことで緑ゆたかな美しいまちづく
りの実現を図る。 

【大きな目的】 
良好で美しい都市景観の保全，育成 

【全体概要】 
□芦屋市都市景観条例に基づく大規模建築物届出制度及び景観アドバ
イザー会議による助言・誘導（H8～H21.7） 
□景観法に基づく景観地区制度の導入後の大規模建築物届出制度の継
承，景観アドバイザーによる協議型景観誘導，認定制度による実効性
の向上（H21.7～） 
□特別景観地区の指定 
□緑の保全地区，緑化推進地区，緑化重点地区，保護樹・保護樹林等
の指定 
□緑の基本計画の進行管理 
□景観計画に基づく良好な景観の形成 
□景観重要建造物及び景観重要樹木の指定 

会計種別

根拠法令等
芦屋市都市景観条例，景観法，都市計画法，都市緑地法，緑ゆたかな美しいまちづくり条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 8年度 ～

課題別計画 景観形成基本計画，景観計画，緑の基本計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 02 ②建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している                            

前期5年の
重点施策

10-2-1　芦屋らしい美しい景観となるよう景観誘導施策を進めていきます。

0310020465

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 東　実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 まちの景観形成等に関する事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

10-02-001

10-02-001

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・緑の基本計画の進行管理 ・南芦屋浜特別景観地区の指定 
・緑の基本計画の見直し 
・教育事業，表彰事業の創設・強化

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
・景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に係る検討

【総合評価】

今後も引き続き，景観アドバイザーや認定審査会などを活用することにより，良好な景
観の形成を図る必要がある。 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

[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

・教育，表彰等，市民に知ってもらうための事業強化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

まちなみ景観の向上を図るための施策を推進する。

平成27年度の実施内容

・都市景観審議会　開催回数２回　諮問事項２件 
・景観アドバイザー会議　開催回数１０回　助言・指導件数１２件 
・景観認定審査会　開催回数８回　審議件数１３件 
　　　報酬・旅費費用弁償・需用費　９９７千円 
・大規模建築物等景観協議届出書　１０件 
・景観地区内における建築物の計画の認定申請書 
　　　大規模建築物認定件数　　　１９件 
　　　その他の建築物認定件数　３９９件 
　　　工作物認定件数　　　　　　１８件 
・市域緑被率調査　１６２０千円　・景観重要建造物調査　２９７０千円

平成27年度の改善内容

・景観アドバイザーと景観認定審査会の委員を一部交代し，合同会議を開催するなど，各附属機関の共通認識がより深まるようにした。

10-02-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
4
)



10-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.540

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.230

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 4,194 3,589 2,612 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 3,277

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

3,589 2,612 １世帯当たり（円） 87.97

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,194

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,194 3,589

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

2,612 住民1人当たり（円） 38.05

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民に身近な地区レベルで，市民の意向を反映させて，建築物の
用途，形態等の制限をきめ細かく定めることにより，その地区に
ふさわしいまちづくりを行う。 

【大きな目的】 
それぞれの地域にふさわしいまちなみの形成（市民主導によるま
ちづくり） 

【全体概要】 
□まちづくり案等を立案する市民団体の活動を助成するために，アド
バイザー派遣，コンサルタント派遣及びまちづくり活動助成を行う。 
□地元から地区計画の要請があれば，地元協議会の地元案に基づき，
都市計画決定の事務手続き行い，地区計画の都市計画を決定する。 
□今後のまちづくりを市民と協働して進めていくために，芦屋市まち
づくり連絡協議会各地区のまちづくり団体が既に決定されている地区
計画の運用等に関わっていくことや，各団体の横の連携を図り，芦屋
市全体のまちづくりに寄与できる意識の醸成を支援していく。 
□まちづくり協定の認定制度を活用し，よりきめの細かい市民参画型
のまちづくりを推進する。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市地区計画等の案の作成手続きに関する条例，都市計画法（第12条の5），芦屋市まちづくり支援要綱，芦屋市まち
づくり助成要綱，芦屋市住みよいまちづくり条例

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 02 ②建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している                            

前期5年の
重点施策

10-2-1　芦屋らしい美しい景観となるよう景観誘導施策を進めていきます。

0310020367

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 東　実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 地区計画等の策定に関する事務 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

10-02-002

10-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

既存の地区整備計画の時点修正又は見直し まちづくり連絡協議会の定期的な開催により，常に地域の声を吸い
上げるよう努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・新たな地区におけるまちづくり協定の認定

【総合評価】

親王塚町，川西町においてまちづくり協定の認定を行った。引き続きまちづくり協定の
実績を積み上げ，地区計画を補完する役割として定着させ，住民主体のまちづくりをさ
らに進める。

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

まちづくり協定の制度周知と拡大

[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

地区計画制度やまちづくり協定制度等を用いて，地域住民が自らの活動でよりきめの細かいまちづくりができるよう支援していく。 
まちづくり連絡協議会の活動支援を通じて，地区計画の策定に係る経験と知識が，地域や市全体のまちづくりに寄与できるようにしてい
く。

平成27年度の実施内容

・地区計画届出件数　１４９件 

・兵庫県地区計画推進協議会 
　　　研修会等２回，役員会２回，負担金１２千円 

・川西町まちづくり協定策定業務　　３００千円　　 

平成27年度の改善内容

親王塚町，川西町においてまちづくり協定の認定を行った。

10-02-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
5
)



10-02-003

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 0.600 1.310

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

0.600 0.810正職員 人

人 0.000

千円 9,566 8,688 12,233 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 8,279

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

8,688 12,233 １世帯当たり（円） 212.96

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,566

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,566 8,688

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

12,233 住民1人当たり（円） 92.10

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
屋外広告物の設置の許可等において適切な助言・指導により，ま
ちの美観及び風致の維持，公衆に対する危害の防止及び地域の良
好な景観の形成を図る。 

【大きな目的】 
よりよい広告物景観の形成 

【全体概要】 
□許可基準に適合し，市の景観上の観点からも適正と認めれば，許可
する。 
□違反パトロ－ルを行う。 
□違反屋外広告物に対し当該広告物等の改修，移転，除去及びその他
の必要な措置等の指導等を行う。 
□違反して設置されているはり札，広告旗又は立看板の撤去をし，保
管をしている旨，公示し，その後処分する。 
□市民ボランティアによる推進員を募集し，簡易除却を委任する。 
□景観行政団体になり，景観計画に基づき，芦屋市独自の屋外広告物
規制を行なうため芦屋市屋外広告物条例を策定し，総合的な優れた芦
屋らしい景観の創造を行う。 

会計種別

根拠法令等
屋外広告物法，兵庫県屋外広告物条例，芦屋市手数料条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 5年度 ～

課題別計画 景観計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 10 ⑩花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している                           

施策目標 02 ②建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している                            

前期5年の
重点施策

10-2-1　芦屋らしい美しい景観となるよう景観誘導施策を進めていきます。

0310020464

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 東　実

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 屋外広告物に関する事務 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

10-02-003

10-02-003

【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 拡大・充実

妥当性 あり

・市内に存する屋外広告物について市条例の基準に適合させるため
の指導を行う

・芦屋市屋外広告物条例に基づく基準の徹底

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
・芦屋市屋外広告物条例を円滑に施行するために，引き続き市民への周知，説明に努める。

【総合評価】

芦屋市屋外広告物条例を制定した。今後は市民に対する丁寧な説明を通じて制度の周知
に努め，既存広告物を含め基準を徹底させるよう努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[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

・芦屋市屋外広告物条例の円滑な施行

[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

屋外広告物条例策定に向けた検討

平成27年度の実施内容

・兵庫県屋外広告物条例に基づく許可　申請件数　１６７件 
　　　　　　　　　　　　　　公共届　届出件数　　２７件 

・簡易除却作業実施　除却枚数　　４３枚 

・違反対策及び指導　指導件数　１１７件 

・違反パトロール　実施回数　　　５１回 

・市民ボランティアの認定　参加人数３２人　役務費１６千円

平成27年度の改善内容

・芦屋市屋外広告物条例を制定した。

10-02-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
6
)



11-01-001

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 2.250 1.550

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

1.900 1.450正職員 人

人 0.350

千円 22,394 18,945 3,554 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 16,889 12,577

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 1,316 24 25

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

18,969 3,579 １世帯当たり（円） 464.96

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 23,710

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 23,710 18,969

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

3,579 住民1人当たり（円） 201.08

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
緑ゆたかな美しいまちづくり条例による附属機関を設置し，芦屋
市環境計画・芦屋市環境保全率先実行計画の推進と，市民・事業
者・行政の連携による市の環境づくりを推進する。 

【大きな目的】 
「自然環境の保全」と「地球温暖化問題」を市民・事業者・行政
で取り組む。 

【全体概要】 
□環境審議会における、環境計画及び環境保全に関する基本的事項又
は重要事項の調査、審議 
□環境づくり推進会議における、市民・事業者・行政の責務を明確化
し、基本目標、基本方針・基本施策の進行 
□緑ゆたかな美しいまちづくり条例に規定する事項に関する紛争の調
停 
□市の環境保全に係る施策の推進状況の管理等 
□法、条例に基づく環境保全に係る届出受理及び指導等 

会計種別

根拠法令等
環境基本法，地球温暖化対策の推進に関する法律，緑ゆたかな美しいまちづくり条例，紛争調停委員規則，芦屋市環境審
議会規則，芦屋市環境づくり推進会議設置要綱，エネルギーの使用の合理化に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和48年度 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010079

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 芦屋市環境計画等推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-001

11-01-001

【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

・温室効果ガス排出量の削減 
・啓発事業の実施・運営主体等について新たな視点による見直し 
・環境計画を継続的に改善・推進できる体制づくり

・第４次芦屋市環境保全率先実行計画の推進 
・啓発事業の実施・運営主体等についての新たな視点による見直し
を進めていく 
・第３次芦屋市環境計画の推進（特に，市民・事業者の取組の支援
や情報共有，交流の場の創出）

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

啓発に関わるものが主であるため

平成２８年度の目標・改善内容
地球温暖化防止のため，温室効果ガス削減に重点を置いた「第４次芦屋市環境保全率先実行計画」を推進するため，そのツールである芦
屋市環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の改定を行い，その他，類似の取組である紙使用抑制プログラムや電気使用抑制プログラムを
統一化し，効率化を図る。 
また，平成２７年度よりスタートした「第３次芦屋市環境計画」を推進するため，環境づくり推進会議のあり方や啓発事業の実施方法の
見直し，また市民・事業者の取組の状況を把握し，評価する方法を検討する。

【総合評価】

地球温暖化防止のため，市の取組として環境保全率先実行計画に沿って取り組みは有効
であるが，目標を達成するために更なる工夫が必要である。また，環境づくり推進会議
を中心として市民・事業者の連携する仕組みを構築する必要がある。

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

啓発事業の実施・運営主体等について見直しを行い，率先実行計画の取組内容を見直すことで人件費等の削減は余地ありと思われる

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

紙使用抑制プログラムや率先実行計画など類似の取組も存在する。啓発事業についても新たな視点による見直しの余地があると思われる

[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

啓発事業の実施方法を見直すことで，啓発の効果をあげることはできると思われるが，費用対効果をあげることはできない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

第３次率先実行計画やEMSの推進を行い定期報告書等も適切に提出している。また，環境啓発事業についても継続的に行っている

[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

環境計画・環境保全率先実行計画の推進や啓発することで自然環境の保全や地球温暖化問題への取組に対する意識づけを行っている

[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

啓発に関わるものであるため。地球温暖化防止のため，排出される温室効果ガスの削減に取り組むこと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

環境計画・環境保全率先実行計画の推進や啓発することで自然環境の保全や地球温暖化問題への取組に対する意識づけを行っている

現在認識している課題

市内で観察される生き物を報告する仕組み創りや市で活動している団体や事業者を支援する仕組み創りを検討し，市民・事業者とともに
市内の自然環境を保全することが必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

「第４次芦屋市環境保全率先実行計画」の策定年度となるため，率先実行計画の取組内容や目標値の見直し，集計方法の見直しや，類似
の取組である紙使用抑制プログラムや電気使用抑制プログラムを統一化し，効率化を図る。また，平成２６年度に策定した「第３次芦屋
市環境計画」を推進するため，環境づくり推進会議のあり方や啓発事業の実施方法の見直しを検討する。

平成27年度の実施内容

○平成２６年度「芦屋市環境計画」実施事業報告書の作成，「第３次芦屋市環境計画」の推進，「第３次芦屋市環境保全率先実行計画」
推進状況(平成２６年度実績)のまとめ，「芦屋市環境マネジメントシステム」の実施：個別の目的・目標の設定，内部監査・マネジメン
トレビューを実施 
○改正省エネ法に基づく中長期計画等策定：「第４次芦屋市環境保全率先実行計画」策定支援，省エネ診断（経費２，６２４千円） 
○芦屋市環境づくり推進会議：８回実施 
○啓発事業　○地球温暖化防止の啓発：打ち水，エコクッキング，「あしや秋まつり」での啓発ブースの出店 
○星空観察会実施　参加者　夏，冬２回実施　合計７１名 
○活動団体への共催：「芦屋川探検隊」への共催（芦屋川上流や宮川の河口域での生き物観察会），「芦屋川のホタル観察会」への共催 
○ASHIYAどんぐり大作戦：総合公園・市役所北館前広場等において「あしやドングリ事業団」と共催

平成27年度の改善内容

・地球温暖化防止のため温室効果ガス削減に重点的を絞った，「第４次芦屋市環境保全率先実行計画」を策定した。 
・「第３次芦屋市環境計画」に基づき，第９期「芦屋市環境づくり推進会議」にて，市で活動している団体や事業者を支援する仕組み創
りの検討を開始した。

11-01-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
7
)



11-01-002

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）

事業費の増加はテレメーターシステムの更新による。

活動配分 人 0.580 0.810

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.380

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.400 0.430正職員 人

人 0.180

千円 12,655 22,246 10,302 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,859 4,718

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 1,747 2,162 1,700 世帯数 40,797

0

24,408 12,002 １世帯当たり（円） 598.28

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 14,402

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 14,402 24,408

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

12,002 住民1人当たり（円） 258.74

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
本市の一般大気汚染の状況調査を実施。 

【大きな目的】 
環境基準を遵守する。 

【全体概要】 
□打出自排局及び朝日ケ丘・潮見・打出浜・宮川の各小学校の観測局
並びに環境測定車による大気汚染状況の常時監視測定 
□光化学スモッグの監視 
□大気汚染測定機器の更新 

会計種別

根拠法令等
大気汚染防止法，兵庫県環境の保全と創造に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010075

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 大気汚染対策事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-002

11-01-002

【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

テレメーターシステムの適切な管理と運用を行う他，測定機器の適
切な更新が必要である。

テレメーターシステムの適切な管理と運用を行うため，十分なテス
トと稼働状況の確認を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

測定等は民間でも可能であるが，市民への広報や改善等の対策は行政で行うべきである

平成２８年度の目標・改善内容
大気汚染に係る測定を引続き実施し，汚染に係る経年変化等の把握に努め，改善に向けた対策資料とする。 
平成２７年度にテレメータシステムを更新し，市設置の大気汚染常時監視測定局（３局）の測定データを環境課内のパソコンに自動収集
し，測定データのリアルタイムでの把握が可能となったので，その適切な管理と運用を行う。 

【総合評価】

市民の健康被害を未然に防止するため，大気汚染の実態把握や各種測定を実施し，環境
監視を行うことは有効かつ適切である。 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 ある程度のコスト削減余地あり

空間放射線量測定結果は市で観測されるべき通常の値の範囲内であるため，年２回の測定から１回の測定へ変更した

[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

住民の健康被害を未然に防止するために，大気汚染の実態把握や各種調査を行い環境監視を行うことは有効であり適切である

[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

住民の健康被害を未然に防止するために測定を継続実施し経年変化等の把握に努めているものであり，費用対効果は求められない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

測定を実施し汚染に係る経年変化等の把握を行い改善対策資料としている。測定を行うことで市民の安全安心の確保に努めている

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[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

住民の健康被害を未然に防止するため，大気汚染の実態把握や酸性雨等の調査を行い，環境監視を行うことは有効であり適切である

[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

測定等は民間でも可能であるが，市民への広報や改善等の対策は行政で行うべきである

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

住民の健康被害を未然に防止するため，大気汚染の実態把握や酸性雨等の調査を行い，環境監視を行うことは有効であり適切である 

現在認識している課題

平成２７年度にテレメーターシステムを更新したため，適切な運用管理を行う。 
測定機器の適切な更新。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

平成27年度目標

大気汚染に係る測定を引続き実施し，汚染に係る経年変化等の把握に努め，改善に向けた対策資料とする。テレメータシステムを更新
し，市設置の大気汚染常時監視測定局（３局）の測定データを環境課内のパソコンに自動収集し，測定データのリアルタイムでの把握を
可能とする。空間放射線量の測定については，測定結果の推移を見ながら判断する。 

平成27年度の実施内容

（１）大気汚染の測定 
　　①大気汚染常時監視業務：環境基準が設定されている項目のうち，光化学オキシダント・PM2.5において環境基準未達成，その他の
項目は達成（５，４００千円）　②環境測定車により市内１３か所で測定　　③微小粒子状物質の測定　④PTIO法による大気汚染物質の
測定(４２１千円) 
（２）光化学スモッグの特別監視体制（４／２０～１０／１９）　予報・注意報の発令なし，被害者の届出なし 
（３）酸性雨やアスベスト調査等 
　　①酸性雨：朝日ケ丘小学校で，２回／月調査（市実施）（１９７千円）　②アスベスト：宮川小学校で，２回／年調査（県実施）
③有害大気汚染物質モニタリング調査：宮川小学校で，１回／月調査（県実施） 
（４）ノーマイカーデーの取組　広報誌及び庁内放送により毎月周知　（５）空間放射線量の測定　５月に１回測定　（０．０７～０．
１２μSv/h）（６）テレメーターシステムの更新（７，０２０千円）

平成27年度の改善内容

・市の環境測定車による測定から，業者委託による測定に変更を行い，業務の効率化を実施。 
・空間放射線量の測定については，年２回の測定から１回へ変更。 
・テレメーターシステムを更新し，県のホームページでリアルタイムで測定結果の公表を実施。

11-01-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
4
8
)



11-01-003

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）

事業費の増加は環境測定車による市内各所における環境測定業務を業務委託したことによる。

活動配分 人 0.480 0.700

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

0.300 0.700正職員 人

人 0.180

千円 4,300 21,603 22,973 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,023 5,935

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

21,603 22,973 １世帯当たり（円） 529.52

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,300

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,300 21,603

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

22,973 住民1人当たり（円） 229.00

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
国道43号等道路沿道住民・市民 

【意図】 
国道43号・阪神高速道路の自動車公害対策 
市内の道路等沿道の騒音・振動の状況調査を実施 

【大きな目的】 
騒音や振動による環境への影響を把握し，環境改善に取り組む。 

【全体概要】 
□国道43号・阪神高速道路公害対策三市連絡協議会 
□自動車騒音・振動調査業務（低周波音調査を含む。） 
□騒音・振動測定機器の更新 
□環境測定車による騒音・振動による環境への影響の把握 

会計種別

根拠法令等
騒音規制法，振動規制法，兵庫県環境の保全と創造に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010073

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 騒音・振動対策関係事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-003

11-01-003

【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

三市連絡協議会での国道４３号等の環境改善に向けた要望等を行っ
ているが，尼崎公害訴訟が和解したこともあり，今後の要望のあり
方を検討する必要がある。本市としては，４３号芦屋住民の会の要
望を踏まえ引続き国等へ要望していく。低周波音についても，引き
続き実態把握に努め，環境基準の策定に向けて国への要望を行う。

引続き，騒音・振動・低周波音の調査を行い，沿道環境等の状況の
把握に努める。また，４３号芦屋住民の会の要望を踏まえ，他市と
もすり合わせて引続き国等へ要望等を行う。ただし，三市での要望
のあり方自体についても検討が必要である。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

測定に関しては，民間での対応が可能であるが，対策や要望，住民の要望に対する対応は，行政で行うべきである

平成２８年度の目標・改善内容
引続き，自動車騒音・振動調査を行い，沿道の状況を把握に努める。 
三市連絡協議会で，国道４３号等の環境改善に向け，沿道住民の要望を踏まえて，国等への要望を引続き行う。 
国道43号沿道における低周波音の測定を行い，環境影響の実態把握に努める。 

【総合評価】

市民の住環境や健康を守るうえで，定期的な調査のほか，届出に基づく事業者への指導
や個別の苦情への対応を行うことは有効である。また，市民の要望を踏まえ適正な調査
等により実態を把握し，国等の関係機関に要望を行うことは適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

定期的な調査と実態把握により対策を行うことはコストのみを求めることはできないが，測定箇所や頻度について検討を行う必要がある

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

適切な調査により実態を把握し改善に釣り組むこと，対策や国等への要望については，行政で行うべきであり有効で適切である

[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

測定により現状の実態を把握し改善に向けて取り組むということは，必ずしも費用対効果を求められる内容とは言えない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

適切な調査により実態を把握し改善に取り組んでいる。国道43号等の環境改善についても，沿道住民の要望を踏まえて実施している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[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

定期的な調査実施による環境影響の把握，届出に基づく事業者への指導や苦情相談対応は，住民の住環境や健康を守る上で有効である

[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

騒音・振動による環境影響を把握し改善に取り組む必要がある

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

定期的な調査実施による環境影響の把握，届出に基づく事業者への指導や苦情相談対応は，住民の住環境や健康を守る上で有効である

現在認識している課題

三市連絡協議会での国道４３号等の環境改善に向けた要望等を行っているが，尼崎公害訴訟が和解したこともあり，今後の要望のあり方
を検討する必要がある。本市としては，４３号芦屋住民の会の要望を踏まえ，他市ともすりあわせ，引続き国等へ要望していく必要があ
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

自動車騒音・振動調査を行い，沿道の状況把握に努める。三市連絡協議会で，国道４３号等の環境改善に向け，沿道住民の要望を踏まえ
て，国等への要望を引続き行う。国道４３号沿道における低周波音の測定を行い，環境影響の実態把握に努める。環境測定車による市内
各所における環境測定業務を委託することにより，より迅速で精度の高い測定結果の把握に努める。

平成27年度の実施内容

（１）騒音振動調査 
　　①業務委託による環境測定車による調査　市内１３か所で測定　（１３，３９２千円）②道路交通騒音常時監視測定　（４６４千
円）③振動計の購入（４０４千円） 
（２）国道４３号沿道における低周波音・振動・騒音調査 
　　①H27.8　４地点で調査（７５５千円）②H27.5　１地点で調査（阪神高速道路通行止め工事期間中）（２１４千円） 
（３）三市（尼崎市・西宮市・芦屋市）で要望等を実施（１３０千円）環境省，国土交通省（近畿地方整備局），阪神高速道路㈱に要望
（１１月） 
（４）特定建設作業実施届出書の受理　騒音：１２８件（法），２４２件（条）振動：６３件（法） 
（５）特定施設設置届出書等の受理　騒音：４件（条）　振動：０件 
（６）騒音・振動苦情件数　騒音：１２件　振動：０件 
（７）1０市協負担金（５４千円）平成27年度の改善内容

環境測定車による市内各所における環境測定業務を業務委託することにより，より専門性の向上と，業務の流動化を実施した。また，阪
神高速道路通行止め期間中に国道43号沿道における低周波音の測定を行い，その結果を国等への要望に反映した。

11-01-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
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)



11-01-004

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 0.290 0.160

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 0.160正職員 人

人 0.040

千円 3,523 2,707 1,728 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,205 1,357

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

2,707 1,728 １世帯当たり（円） 66.35

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,523

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,523 2,707

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

1,728 住民1人当たり（円） 28.70

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋浜住民 

【意図】 
芦屋浜地区の環境保全目標値の把握。 

【大きな目的】 
環境保全目標値の達成。 

【全体概要】 
□芦屋浜地区における湾岸線供用後の騒音調査 
□芦屋浜自治連合会との協議に基づき，年4回，3カ所で,10時間測定を
実施 

会計種別

根拠法令等
騒音規制法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 5年度 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010074

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 湾岸道路に関する環境対策 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-004

11-01-004

【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

環境保全目標値の達成状況の推移を見ながら，芦屋浜自治連合会と
確認書の測定事項について話し合いを行う。また，名神高速道路と
湾岸線をつなぐ連絡線の建設計画もあることから，湾岸線に関する
道路状況の変化や情報収集等の注意が必要である。

環境保全目標値の達成状況の推移を見ながら，芦屋浜自治連合会と
確認書の測定事項について話し合いを行う。また，名神高速道路と
湾岸線をつなぐ連絡線の建設計画もあることから，湾岸線に関する
道路状況の変化や情報収集等の注意が必要である。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

「大阪湾岸線等に係る環境保全に関する確認事項」に基づき行うものであるため

平成２８年度の目標・改善内容
平成２７年度の測定結果において，年４回の測定のうち，２回は環境保全目標値を超過している状況であるため，引き続き環境保全目標
値の達成状況の把握を行う。

【総合評価】

芦屋浜住民との確認書に基づき必要な環境測定を実施することは適切である。阪神高速
５号湾岸線の延伸が予定されており，今後は交通量の変化を見極めて行く必要がある。 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

芦屋浜自治連合会と確認書の測定事項について話し合うことにより，測定場所・頻度の変更が可能となれば，余地はあると思われる

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

「大阪湾岸線等に係る環境保全に関する確認事項」に基づき行うものである

[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

測定により現状の実態を把握し改善に向けて取り組むということは，必ずしも費用対効果を求められる内容とは言えない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

「大阪湾岸線等に係る環境保全に関する確認事項」に基づき騒音測定業務を実施している

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

総合評価 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

騒音測定を行い現状を把握することで，その後の対策につながる

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

本調査はH6.4.14に芦屋浜自治連合会と締結した「大阪湾岸線等に係る環境保全に関する確認事項」に基づき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

騒音調査を行うことで，環境保全目標値の達成につなげる

現在認識している課題

環境保全目標値の達成状況の推移を見ながら，芦屋浜自治連合会と確認書の測定事項について話し合いを行う。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

平成２６年度の測定結果において，年４回の測定のうち，１回は環境保全目標値を超過している状況であるため，引き続き環境保全目標
値の達成状況の把握を行う。

平成27年度の実施内容

騒音測定（１，３５０千円） 
場所：芦屋浜地区の低層住宅１地点，高層住宅２地点 
回数：年４回（平成２７年５月，７月，１１月，平成２８年２月） 
時間：２２時～８時（朝区分：６時～８時，夜区分：２２時～６時） 
結果：５月　全ての測定場所，時間区分で環境保全目標値を１～４dB下回った。 
　　　７月　全ての測定場所で，朝の時間区分において，環境保全目標値を１～４dB超過した。 
　　　　　　夜の時間区分は，環境保全目標値を２～３dB下回った。 
　　１１月　高層住宅１地点で，朝，夜の時間区分共に，環境保全目標値を１dB超過した。 
　　　　　　その他の測定場所においては，環境保全目標値を０～５dB下回った。 
　　　２月　全ての測定場所，時間区分で環境保全目標値を０～４dB下回った。 

平成27年度の改善内容

現状維持

11-01-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
0
)



11-01-005

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 0.290 0.110

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 0.110正職員 人

人 0.040

千円 2,255 933 600 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,205 933

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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 50 0 600 世帯数 40,797

0

933 1,200 １世帯当たり（円） 22.87

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,305

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,305 933

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

1,200 住民1人当たり（円） 9.89

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内事業者 

【意図】 
低公害車の普及。 

【大きな目的】 
大気汚染の削減。 

【全体概要】 
□広報紙でのPR、市内事業者に対する低公害車の導入補助 

会計種別

根拠法令等
芦屋市低公害車普及促進助成要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和63年度 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010076

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 低公害車普及事業 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

11-01-005

11-01-005

【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 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・補助制度の周知方法 
・補助対象車種の検討

・補助制度の周知方法 
・補助対象車種の検討

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

補助事業のため

平成２８年度の目標・改善内容
補助制度の周知方法の検討を行う。平成２７年度は申請がなく補助は実施していないので，現在の周知方法（ホームページへの掲載）だ
けではなく，より積極的な広報を行っていく。 

【総合評価】

低公害車の普及・促進を図ることは，大気汚染物質の排出削減につながり，有効かつ適
切であるが，制度利用に繋がるための広報等について検討する必要がある。 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

補助事業のため

[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

大気汚染の削減につながるような補助事業は他に行っていない，また県からの補助を受けているため

[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

補助事業のため

総合評価 一部実行している

申請要件について，適宜見直しを実施しているため

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

総合評価 類似事業はない／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

低公害車の普及・促進を図ることは，大気汚染の削減につながるとともに環境に配慮した生活の推進となる

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

低公害車の導入拡大を図るため

[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

低公害車の普及・促進を図ることは，大気汚染の削減につながるとともに環境に配慮した生活の推進となる

現在認識している課題

現在のところ対象者が少なく，申請も非常に少ない状況であり，積極的な周知が必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

補助制度の周知方法を検討する。平成２７年度以降は，新たに燃料電池自動車を対象車種に加えることや，ハイブリッド車や利用の少な
いメタノール自動車，天然ガス自動車を対象車種から外すことなど，補助対象車種について，国や県の動向を注視し，検討が必要であ
る。

平成27年度の実施内容

申請がなかったため，補助は実施せず。

平成27年度の改善内容

兵庫県の補助制度対象車種の変更に一致させて，対象車種を，電気自動車，メタノール自動車，天然ガス自動車，ハイブリッド車から，
燃料電池自動車，電気自動車，ハイブリッド車（バス及びトラックに限る。）へ変更した。

11-01-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
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11-01-006

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 2.730 3.020

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.320

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.450 0.700正職員 人

人 2.280

千円 10,393 16,462 2,498 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,069 11,050

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

16,462 2,498 １世帯当たり（円） 403.51

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,393

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,393 16,462

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

2,498 住民1人当たり（円） 174.51

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
感染症の予防 
空閑地の適正管理 

【大きな目的】 
感染症蔓延の予防 
快適な生活環境の確保 

【全体概要】 
害虫駆除・感染症予防対策 
空閑地対策 

会計種別

根拠法令等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律，緑ゆたかな美しいまちづくり条例

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010070

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 薬剤散布等環境衛生業務 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

その他

11-01-006

11-01-006

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

■地方自治体に専門職員の配置義務がなくなり，本市でも臨時職員
で対応しているが，蚊媒介感染症は今後も拡大を続けることが予想
され，市民ニーズも高まっている。そのため，ノウハウを蓄積する
上でも，本市においても専門職員を配置することも含め，体制を整
えていく必要がある。

■ペストコントロール協会の協力も得て，ノウハウの蓄積を行う。 
■蚊の発生源である会所（雨水枡）については，水が溜まらない構
造に切り替えていくことが効果的であるため，関係課とも協議を
行っていく必要がある。 
■土日や夜間の死獣収容ニーズに対応するため委託の検討を行う。

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
■デング熱やジカ熱等が世界中で流行し，輸入症例だけでなく日本での感染拡大の可能性が広がる中，媒介蚊であるヒトスジシマカの発
生抑制のため，ペストコントロール協会の協力により，住民への周知啓発を行い，民有地敷地内での発生抑制対策を進める。 

【総合評価】

感染症蔓延予防や生活環境の確保のため，害虫駆除や空閑地の適正な管理を推進するこ
とは有効かつ適切である。 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

ニーズが高まっているため，さらにコストをかけるべき事業である。

[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 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

閉庁時の死獣収容については，委託検討の余地あり

[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

■財政的に厳しい所有者や処分するにも相続や共有関係が複雑で管理者が定まらないケースやコンタクト自体が取れない所有者が存在
し，改善が難しい事案が存在する。　　■薬剤散布のノウハウの蓄積。

[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

■デング熱の拡大に備え，成虫駆除剤を購入しておく。 
■市民への蚊の発生源である水たまり等への対策や蚊から身を守る方法などについて周知を行う。

平成27年度の実施内容

■会所等へのボウフラ駆除剤の投入　４月～１０月 
■マンホールへの殺鼠剤の設置　１１月～３月 
■災害用備蓄薬剤を購入 
■死獣の収容 
■適正な管理がなされていない空閑地所有者への通知 
■空家敷地のうち，衛生上問題がある土地所有者へのお願い文書の送付 
■広報紙にて家庭でできる蚊発生対策について周知を行った。

平成27年度の改善内容

■ボウフラ駆除剤投入時期を早め，またエリアも拡大させた。 
■市外居住の空閑地所有者宅を訪問して直接お願いする等，よりきめの細かい管理を徹底したことにより，処置率が大幅に上がった。 

11-01-006

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
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)



11-01-007

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 0.400 0.210

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.040

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.170正職員 人

人 0.050

千円 6,840 3,972 2,798 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,671 1,350

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 112 0 12

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

3,972 2,810 １世帯当たり（円） 97.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,952

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,952 3,972

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

2,810 住民1人当たり（円） 42.11

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
公共下水道供用区域外 
公共下水道への接続ができない場所 

【意図】 
し尿の適正処理 

【大きな目的】 
公衆衛生の向上 

【全体概要】 
し尿収集運搬業務委託（民間委託） 
し尿及び浄化槽汚泥処分業務委託（西宮市に委託） 

会計種別

根拠法令等
浄化槽法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和56年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010057

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 し尿処理業務 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

その他

11-01-007

11-01-007

【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

■西宮市への支払いについては，現在処理手数料のみであるが，施
設更新の際は，応分の負担を求められることとなっているため，市
での処分方法を整備しなければならない。

■西宮市への支払いについては，現在処理手数料のみであるが，施
設更新の際は，応分の負担を求められることとなっているため，市
での処分方法を整備しなければならない。

総合評価 近隣の同類事業と比較して負担額が大きい

下水道普及率からも，処理件数が少なく，１件あたりの処理費用は高額と言える。

平成２８年度の目標・改善内容
■引き続き，下水管への投入の方策について，関係課と協議を行う。 
■西宮市との協議も継続し，処理の継続を当面お願いする。 

【総合評価】

公衆衛生の観点から，業務を実施することは有効かつ適切であるが，今後も，状況を勘
案しながら，西宮市への処分費用も含めて，見直しの検討も必要である。 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 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

処分の責任は市にあるが，収集運搬については，既に業務委託している。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

■下水管へ直接投入するという方法を実現させること自体が容易ではない。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

平成27年度目標

現状を維持する。

平成27年度の実施内容

■し尿くみ取り量　26.5ｋｌ 
■浄化槽汚泥　46.3ｋｌ 
■西宮市との協議　１回

平成27年度の改善内容

■し尿処理施設を本市に新規設置することが困難であるため，し尿及び浄化槽汚泥を下水管へ直接投入する方法を模索し，可能性のある
場所について検討を行った。

11-01-007

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
3
)



11-01-008

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 1.350 1.670

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.960

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.710正職員 人

人 1.000

千円 4,246 6,714 243 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,980 7,501

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 3,511 3,307 3,150

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

10,021 3,393 １世帯当たり（円） 245.63

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 7,757

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 7,757 10,021

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

3,393 住民1人当たり（円） 106.23

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
狂犬病の予防，撲滅。動物の適正管理。 

【大きな目的】 
狂犬病の予防，撲滅。動物の適正処理。 

【全体概要】 
□狂犬病予防注射事務 
□狂犬病予防注射事務委託 
□死獣の引取処理業務 
□飼い主のいない猫の去勢・不妊手術助成 

会計種別

根拠法令等
狂犬病予防法，芦屋市狂犬病予防法施行細則，緑ゆたかな美しいまちづくり条例，芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関
する条例，動物の愛護及び管理に関する法律

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010071

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 畜犬登録業務 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

法定受託事務

11-01-008

11-01-008

【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

■登録頭数及び狂犬病予防注射接種率を向上させるため，周知・啓
発を行う。

■登録頭数及び狂犬病予防注射接種率を向上させるため，周知・啓
発を行う。

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
■登録頭数及び狂犬病予防注射接種率を向上させるため，周知・啓発を行う。 
■市民マナー条例における周知・啓発と連携した取組みを行う。 
■オリジナルデザインの鑑札・注射済票の作成検討を行う。

【総合評価】

狂犬病の予防対策等は住民の健康被害防止及び生活環境の確保のため，有効かつ適切で
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

既に登録及び注射済票の交付については，一部獣医師会へ委託している。

[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

■未登録頭数を減らすこと。 
■狂犬病予防注射率の向上 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■飼犬登録数を伸ばす。 
■狂犬病予防注射受件者数を伸ばす。

平成27年度の実施内容

■飼犬登録数　5,115頭 
■狂犬病予防注射実施数　3,599件 
（うち狂犬病予防集合注射　４日間　312頭実施） 
■飼い主のいない猫への不妊・去勢手術への助成　雄　35頭　雌　31頭

平成27年度の改善内容

■集合注射実施件数を伸ばすため，平成２８年度４月に実施する集合注射について，土曜日実施するため，獣医師会へ依頼し，実施の運
びとなった。

11-01-008

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
4
)



11-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 0.110

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

0.350 0.110正職員 人

人 0.050

千円 2,858 933 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,671 933

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 0 2 1

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

935 1 １世帯当たり（円） 22.92

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,858

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,858 935

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 住民1人当たり（円） 9.91

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
行旅死亡人 

【意図】 
行旅死亡人の取扱 

【大きな目的】 
行旅死亡人の火葬を行い，官報に掲載し引き取り手を待つ 

【全体概要】 
行旅死亡人の取扱 

会計種別

根拠法令等
行旅病人及び行旅死亡人取扱法，芦屋市行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する規則，墓地，埋葬に関する法律

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010072

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 行旅死亡人の引き取り業務 事務事業番号

一般会計

使用料など

事業種別

施設種別

法定受託事務

11-01-009

11-01-009

【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

■今後も行旅死亡人ではなく，火葬や遺骨の引き取りを拒否する事
例が増える可能性があり，死亡原因によっては，相続等がかなり複
雑なケースもあるが，事務手続を迅速に行い，早期解決を図る。

■今後も行旅死亡人ではなく，火葬や遺骨の引き取りを拒否する事
例が増える可能性があり，死亡原因によっては，相続等がかなり複
雑なケースもあるが，事務手続を迅速に行い，早期解決を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

身元不明者を対象とする事業であるため。ただし，身元が判明した場合は適正な負担を求めることができる。

平成２８年度の目標・改善内容
■事務手続の迅速化

【総合評価】

行政における身元不明者の対応として適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 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

■相続人がいるにも関わらず，火葬や遺骨の引き取りを拒否する事例が増える傾向にある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

■行旅死亡人に対応できる葬祭業者を複数社確保する。 
■福祉部門との連携

平成27年度の実施内容

■厳密には行旅死亡人ではないが，墓地，埋葬に関する法律の適用による処理件数が１件あった。

平成27年度の改善内容

■火葬費用の死亡者の預貯金からの充当について，一部の金融機関において引出しに応じていただけることとなった。

11-01-009

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
5
)



11-01-010

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）

活動配分 人 0.340 0.770

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.250 0.370正職員 人

人 0.090

千円 3,595 9,264 4,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,348 4,265

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 1,002 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

9,264 4,000 １世帯当たり（円） 227.08

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,597

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,597 9,264

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

4,000 住民1人当たり（円） 98.20

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム（エネファーム）を設置する市民 

【意図】 
一般住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステム（エネファーム）の設置に係る経費の一部を
補助することにより，家庭における新エネルギー活用の促進を図
る 

【大きな目的】 
一般家庭における新エネルギー活用の促進を諮り，低炭素社会の
実現に寄与する 

【全体概要】 
芦屋市エコ・エネルギーシステム設置費補助金交付要綱に基づき，一
定の基準を満たす太陽光発電システム及び家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステム（エネファーム）を新たに自宅に設置する市民に
対し予算の範囲内で，市から補助を行う。（H27改正） 

□補助対象機器及び補助限度額 
　太陽光発電システム（太陽電池モジュールの公称最大出力１ｋｗ当
たり１万５千円（上限５万円） 
　エネファーム（１律５万円） 

会計種別

根拠法令等
芦屋市エコ・エネルギーシステム設置費補助金交付要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～

課題別計画 芦屋市環境計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010628

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 一般住宅向エコ・エネルギーシステム導入補助事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-010

11-01-010

【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 拡大・充実

妥当性 あり

国や近隣市の補助制度も踏まえ，補助対象機器の拡大や新たな制度
の構築などの検討が必要である。

国や近隣市の補助制度も踏まえ，補助対象機器の拡大や新たな制度
の構築などの検討を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

補助事業のため

平成２８年度の目標・改善内容
平成２７年度から，補助メニューを見直し，新たに家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の設置に対する補助
を行った。太陽光発電システムに対する国の補助は終了しているため，本市でも太陽光発電システムに対する補助は廃止し，今後，家庭
用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）以外の再生可能エネルギーや省エネ設備に対する補助メニューを検討する必
要がある。

【総合評価】

温室効果ガス削減に寄与する事業であり，有効かつ適切である。今後は，国や近隣市の
補助制度も踏まえ，対象機器の拡大や新たな制度の構築を検討する必要がある。 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

補助事業のため，コスト削減すると，設置促進の効果が小さくなるため

[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

家庭における再生可能エネルギー利用の促進を図り，温室効果ガス削減に向けた類似の補助事業はないため

[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

補助事業のため，費用対効果を求めると，設置促進の効果が小さくなるため

総合評価 概ね実行している

新たな補助メニューの追加（エネファーム）を行うなど，適宜見直しをおこなっているため

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

総合評価 類似事業はない／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

補助制度を設けることにより，再生可能エネルギーや省エネ設備の設置促進に貢献できているため

[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

一般家庭において温室効果ガス削減に向け，太陽光発電システムとエネファームの設置促進のため，市の補助事業として行うものである
ため[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

一般家庭において，太陽光発電システムとエネファームの設置は温室効果ガスの削減に寄与するものであるため

現在認識している課題

補助メニューの廃止や追加などについて，随時検討が必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

平成２６年度の申請件数が前年の半分程度となり，予算を多く残す結果となった。他市では，太陽光発電システム以外の再生可能エネル
ギーや省エネ設備の導入補助制度をスタートさせているところもあるため，本市でも温室効果ガス削減に向け，太陽光発電システム以外
の再生可能エネルギーや省エネ設備に対しても導入補助できるよう制度を構築する。

平成27年度の実施内容

（歳出） 
４，９９９，４００円 

申請件数　合計１０２件 
内訳 
①太陽光発電システム：４０件 
②家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）：６２件

平成27年度の改善内容

新たな補助メニューとして，家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）に対する補助を実施し，家庭における新エ
ネルギーの活用を図った。 

11-01-010

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
6
)



11-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成27年度から「環境問題啓発事業」と
統合活動配分 人 4.500 5.580

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 4,463 4,463

0.680

うち経費 千円 4,463 4,463

嘱託・臨職等

3.100 4.900正職員 人

人 1.400

千円 73,376 102,141 101,938 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 27,522 43,261

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 24,816 22,455 23,076

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

124,596 125,014 １世帯当たり（円） 3,054.05

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 98,192

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 98,192 124,596

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

125,014 住民1人当たり（円） 1,320.78

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋市民 

【意図】 
・循環型社会を実現することで環境への負荷を減らす。 

【大きな目的】 
・リデュース(発生抑制)，リユース(再利用)，リサイクル(再生
利用)などにより，ごみの減量化と再資源化を進める。 

【全体概要】 
□紙類等の再生資源を自治会・子供会等が登録回収業者と契約し集団
回収を実施 
・地域住民団体からの申請により，集団回収した再生資源の数量に応
じ，市から報奨金を支払う。回収業者からも，地域住民団体に売却益
が入る。 
□有価物の再資源化を行い，資源の有効利用と減量化を図る。 
□粗大ごみ処理券は，各販売店と委託契約を締結し，販売店からの発
注に応じて販売する。 
・市民は,粗大ごみの処理手数料に応じた金額の処理券を購入し貼付け
ステーションに出す。 
・販売店は，月ごとに販売実績報告をする。 
・報告に基づき，販売手数料分を控除した金額を納め，精算する。 
□リユースフェスタの開催 
□一般廃棄物処理基本計画を作成する。 
□廃棄物減量等推進審議会を開催する。 
□6月の環境月間に合わせ「環境特集号」を発行する。 
□「廃棄物の減量・資源化促進事業」を推進するため，フリーマー
ケット，マイバックキャンペーンを開催し啓発を行う。 
□環境処理センター施設見学会を随時実施する。 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律，容器包装リサイクル法，芦屋市減量及び適正処理に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和56年度 ～

課題別計画 芦屋市一般廃棄物処理基本計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010059

担当所属 市民生活部環境施設課 担当課長名 北村　俊博

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 廃棄物の減量・資源化促進事業 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

11-01-011

11-01-011

【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 拡大・充実

妥当性 義務的事業

・事業系ごみの適正処理や減量を推進するため，効果的な取組を検
討する必要がある。

・ごみの減量化，再資源化の取組については，事業系ごみに対する
適正処理やごみの減量の啓発を実施しているものの，十分浸透して
いないことから，効果的な取組を実施する必要があります。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
・ごみの減量化，再資源化事業を促進するために，持ち込みごみ予約制や持ち去り防止パトロールの実施の効果を検証し，適正な料金体
系や新たな再資源化の促進策などを検討します。　 
・事業系ごみの適正処理を推進するため，持ち込みごみの予約により事業系ごみが持ち込まれる状況を把握し，不適正排出を行う事業所
に注意喚起などを行います。 
・事業系ごみの減量化を推進するため，簡易包装などに取り組む店舗などを「スリム・リサイクル宣言の店」に指定する事業を今後一層
推進していきます。

【総合評価】

・リユースフェスタの来場者数が平成26年度，平成27年度に，それぞれ1,000人を超え
た。 
・「事業系一般廃棄物排出実態調査」，「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」，「リ
ユース食器」について，周知啓発と調査が実施できたことを評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[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

事業の推進することで，ごみの減量化，再資源化をした。

[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

・事業系ごみの適正処理や減量を推進するため，効果的な取組を検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・平成27年度に予定している実施内容について取り組む。

平成27年度の実施内容

・集団回収量　回収量：3,894トン　報奨金：15,574,492円　・粗大ごみ有料収集処理　販売額：11,745,900円 
・不燃性処理業務　委託料：45,636,840円　・リユースフェスタ(年3回開催)　延べ来場者数：1,018人 
・ペットボトル　再資源化量：142トン，売却益：6,309,137円　・ビン，カン，鉄類　再資源化量：688トン，売却益：（8,258,905円カ
ン,鉄類）＋（－243,665円ビン）8,015,240円　 
・予約制による実施前と実施後の6か月比較 
　持ち込みごみ量　　　H25：2,545トン，H26：1,974トン，H27：2,067トン　 
　本市全体の総ごみ量　H25：16,261トン，H26：15,490トン，H27：15,492トン 
・再生資源の持ち去り防止パトロールの実施前との比較（アルミ缶収集量／月） 
　行政回収：H23：0.6トン，H24：2トン，H25：2.9トン，H26：2.8トン，H27：2.8トン 
　集団回収：H23：4.0トン，H24：4.3トン，H25：4.7トン，H26：5トン，H27：5.2トン

平成27年度の改善内容

・「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の事業啓発と登録の意向調査実施・「リユース食器」の事業啓発とアンケート調査実施・事業
系一般廃棄物排出実態調査実施・小型家電の再資源化実施

11-01-011

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
7
)



11-01-012

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）

収集体制の確保に伴う人件費の増加。

活動配分 人 30.040 35.120

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

5.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

30.000 29.720正職員 人

人 0.040

千円 391,147 411,705 166,891 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 233,023 258,560

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 12,583 16,849 14,468

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

428,554 181,359 １世帯当たり（円） 10,504.55

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 403,730

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 403,730 428,554

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

181,359 住民1人当たり（円） 4,542.90

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民（各家庭から排出されるごみを適正に収集し，処理する。） 

【意図】 
家庭から排出される一般廃棄物の収集・運搬。 

【大きな目的】 
生活環境の保全及び公衆衛生の向上 

【全体概要】 
□平成10年4月から，阪急以北地域を民間委託 
□平成16年4月から，ＪＲ以北地域（楠町を含む）及び高浜町，若葉
町，陽光町，南浜町，海洋町１番から９番の燃やさないごみを民間委
託 
□それ以外の地域及び別途事前申込みによるごみ（粗大ごみ，一時多
量ごみ，さわやか収集(高齢のかた又は障がいのあるかたの家庭ごみ等
のごみ出し支援)等）は，直営で収集 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 
芦屋市さわやか収集実施要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 大正15年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010060

担当所属 市民生活部収集事業課 担当課長名 大上　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 ごみ収集・運搬に関する事業 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

11-01-012

11-01-012

【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

・ごみ出しルールの徹底とマナーの向上 
・さわやか収集事業の安定的継続的実施 
・ごみ収集作業員の高齢化等を踏まえた収集体制の整備

芦屋市一般廃棄物処理基本計画と整合を図りながら，直営・委託に
よるごみの車両収集の安定性継続性の確保を前提に，分別収集体制
を見直していく。

総合評価 負担を求めていない

パイプライン収集地区と車両収集地区が併存する事情等から，今後の検討課題と考える。

平成２８年度の目標・改善内容
・家庭系一般廃棄物の車両収集事業の安定性継続性の確保 
・ごみ出しルール徹底とマナー向上へ向けた啓発 
・さわやか収集事業の安定的継続的実施へ向けた検討

【総合評価】

一般廃棄物の収集・運搬は，市民生活に不可欠な行政サービスであることを念頭に，事
業の安定性継続性の確保を図っていくことが必要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

直営・委託の範囲見直しやごみの集積・選別施設の改善等を総合的かつ抜本的に見直す機会において，ある程度の可能性はある。

[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

直営・委託の範囲見直しやごみの集積・選別施設の改善等を総合的かつ抜本的に見直す機会において，ある程度の可能性はある。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

一般廃棄物の適正かつ安定的な収集・運搬を実施している。

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

総合評価 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

一般廃棄物の適正かつ安定的な収集・運搬を実施している。

[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

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２の規定により，一般廃棄物の収集・運搬・処理を行わなければならない。

[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

一般廃棄物の収集・運搬は，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために不可欠な業務である。

現在認識している課題

・ごみ出しルール徹底とマナー向上へ向けた啓発 
・さわやか収集事業の安定的継続的実施へ向けた検討

[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

家庭系一般廃棄物の車両収集事業の安定性継続性の確保 
さわやか収集事業の検証

平成27年度の実施内容

□経費内訳（計169,994千円） 
【ごみ収集運搬業務委託料】 
　奥池地区9,396千円　阪急以北奥池以南地区90,968千円 
　ＪＲ以北阪急以南地区38,610千円　パイプライン地区ほか8,294千円 
【その他の経費】 
　粗大ごみ受付業務委託料4,263千円 
　ごみ収集車両更新6,283千円　燃料費等その他の経費12,180千円 
□ごみ収集量　　　H25　　　H26　　　H27 
　直営地区　　　　9,118㌧　8,988㌧　8,961㌧　　 
　業務委託地区　　9,610㌧　9,431㌧　9,329㌧

平成27年度の改善内容

・年末年始のごみ収集休み期間の短縮（従来の12月30日までに加えて31日午前中に可燃ごみを収集） 
・ペットボトルの収集回数の拡充　・ごみカレンダーの見やすさの改善　・さわやか収集の利用者増加への対応　 
・「ごみステーションのカラス被害対策ガイドブック」の全戸配布

11-01-012

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
8
)



11-01-013

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）

平成26年度に車両購入費が計上されていたもの。

活動配分 人 2.000 2.000

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 18,809 18,809

0.000

うち経費 千円 18,809 18,809

嘱託・臨職等

2.000 2.000正職員 人

人 0.000

千円 47,816 43,454 72,549 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 14,729 14,505

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 150 137 130

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

43,591 212,079 １世帯当たり（円） 1,068.49

0

市債 千円 0 0 139,400

事業費 千円 47,966

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 47,966 43,591

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

212,079 住民1人当たり（円） 462.09

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ごみ収集担当部門の施設 

【意図】 
ごみ収集部門の施設管理に関する事務処理。 

【大きな目的】 
生活環境の保全及び公衆衛生の向上 

【全体概要】 
□ごみ収集部門の施設管理事務 
□職員の労働安全に関する事務 
□芦屋市不法投棄防止協議会の事務局 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 大正15年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010552

担当所属 市民生活部収集事業課 担当課長名 大上　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 ごみ収集関係事務事業 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

11-01-013

11-01-013

【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

・収集管理棟等施設の適切な維持管理 
・車両事故防止等の安全管理

ごみ収集業務の安定的継続的実施の基礎となる，施設・車両・職員
の安全面・衛生面の確保に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

一般廃棄物の収集・運搬業務の基礎となる施設の維持管理及び職員の労働安全衛生等に関する事務事業である。

平成２８年度の目標・改善内容
・収集管理棟施設改修工事の円滑な実施 
・車両事故防止等の安全管理

【総合評価】

一般廃棄物の収集・運搬業務の基礎となる施設の維持管理及び職員の労働安全衛生等に
関する事務事業であり，定期点検や定期清掃の実施に加えて，必要に応じ施設等の修
理・改修を行うことにより，施設等の適切な維持管理に努める必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

定期点検や定期清掃の実施に加えて，必要に応じ施設等の修理・改修を行うことにより，施設等の適切な維持管理に努める必要がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[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

定期点検や定期清掃の実施に加えて，必要に応じ施設等の修理・改修を行うことにより，施設等の適切な維持管理に努める必要がある。

総合評価 概ね実行している

定期点検や定期清掃の実施に加えて，必要に応じ施設等の修理・改修を行うことにより，施設等の適切な維持管理に努めた。

[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

一般廃棄物の収集・運搬業務の基礎となる施設の維持管理及び職員の労働安全衛生等に関する事務事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

一般廃棄物の収集・運搬業務の基礎となる施設の維持管理及び職員の労働安全衛生等に関する事務事業である。

[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

一般廃棄物の収集・運搬業務の基礎となる施設の維持管理及び職員の労働安全衛生等に関する事務事業である。

現在認識している課題

・収集管理棟等施設の適切な維持管理 
・車両事故防止等の安全管理

[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

収集管理棟等施設の適切な維持管理

平成27年度の実施内容

□経費内訳（計10,277千円） 
　消耗品費472千円　電気使用料3,510千円　ガス使用料212千円 
　燃料費141千円　施設補修費1,701千円　物品補修費623千円 
　電信電話料416千円　定期清掃ほか業務委託料2,911千円　 
　その他経費291千円

平成27年度の改善内容

・施設や備品の点検等により，不具合箇所の応急対応を行ったほか，適切な維持管理と経費の節減に努めた。 
・安全衛生委員会を開催するとともに，平成28年度に予定される施設改修工事の準備を行った。

11-01-013

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
5
9
)



11-01-014

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）

平成26年度で焼却施設延命工事が完了した。

活動配分 人 0.600 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

0.600 0.300正職員 人

人 0.000

千円 89,018 2,544 5,084 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 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 5,084 １世帯当たり（円） 62.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 89,018

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 89,018 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

5,084 住民1人当たり（円） 26.97

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋市民 

【意図】 
一般廃棄物処理施設の機能を適正に保つことで，安心して暮らせ
る。 

【大きな目的】 
環境に配慮した暮らしを進める。 

【全体概要】 
ごみ焼却施設など，環境処理センター内の施設整備 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 8年度 ～

課題別計画 芦屋市一般廃棄物処理基本計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010065

担当所属 市民生活部環境施設課 担当課長名 藪田　循一

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 環境処理センター施設改修事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-014

11-01-014

【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 あり

財政負担 もっとも効果的・効率的な手法を検討する。

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
施設整備の方向性について，市の考えをまとめる。

【総合評価】

施設整備の検討については，今後の財政負担に影響することから，早期に方向性を決定
し，計画どおりに事業を進めていく必要がある。 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

[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

一般廃棄物処理施設の老朽化

[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

今後の施設整備について検討する。

平成27年度の実施内容

施設整備の方向性やスケジュール等，庁内検討を進めた。

平成27年度の改善内容

11-01-014

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
0
)



11-01-015

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）

平成２７年度から「広域処理（焼却灰等）事業」と統合した。

平成２７年度から「広域処理（焼却灰
等）事業」と統合活動配分 人 2.750 3.000

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 508,000 508,000

1.000

うち経費 千円 508,000 508,000

嘱託・臨職等

1.850 2.000正職員 人

人 0.900

千円 971,827 1,069,683 609,213 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 17,839 19,575

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 111,172 104,174 97,251

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

1,173,857 706,464 １世帯当たり（円） 28,773.12

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,082,999

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,082,999 1,173,857

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

706,464 住民1人当たり（円） 12,443.49

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋市民 

【意図】 
ごみ焼却施設を適正に運転管理することで安心して暮らせる。 

【大きな目的】 
環境に配慮した暮らしを進める。 

【全体概要】 
□ごみ焼却炉が正常に機能するために，各設備の点検と整備を行う。 
□公害が発生しないように適正な焼却炉の運転を委託業者に指導す
る。 
□芦屋浜地域住民との公害防止協定による運営協議会を開催する。 
□ごみ計量機の受付で市民，業者が持込む燃やすごみ，燃やさないご
み，粗大ごみ等を適正に処理をするため，受入基準に適合しているか
確認を行う。 
□神戸沖，尼崎沖，大阪沖，泉大津沖の埋立地処分場の建設，維持管
理等を委託 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律，同施行令，同施行規則，芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 
広域臨海環境整備センター法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和 6年度 ～

課題別計画 芦屋市一般廃棄物処理基本計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010061

担当所属 市民生活部環境施設課 担当課長名 藪田　循一

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 環境処理センターの維持管理事業 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

11-01-015

11-01-015

【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 義務的事業

施設の老朽化 経費削減に努め，公害防止を念頭にごみ処理を行っていく。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
経費削減に努め，公害防止を念頭にごみ処理を行っていく。

【総合評価】

焼却施設を安定的に適正運転を行うため，一定の水準を保ち日常点検を実施しているこ
と，地元運営協議会との公害防止協定を遵守していることは妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 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

施設の老朽化

[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

・住民協定による公害防止に努め，ごみを適正に処理する。

平成27年度の実施内容

・焼却処理量　H26：30,161トン，H27：29,347トン 
・薬剤　H26：32,161,118円，H27：30,778,560円 
・電気（パイプラインセンター含む）H26：126,289,720円，H27：125,174,047円 
・ガス　H26：4,256,895円，H27：3,507,278円 
・水道（下水道分除く）H26：7,580,407円，H27：9,052,133円

平成27年度の改善内容

11-01-015

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
1
)



11-01-016

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）

老朽化により工事費の増

活動配分 人 1.750 2.030

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 36,666 36,666

0.230

うち経費 千円 36,666 36,666

嘱託・臨職等

1.550 1.800正職員 人

人 0.200

千円 166,888 193,175 191,143 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,937 12,231

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

193,175 191,143 １世帯当たり（円） 4,735.03

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 166,888

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 166,888 193,175

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

191,143 住民1人当たり（円） 2,047.76

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
パイプライン収集対象の芦屋浜，南芦屋浜住民 

【意図】 
パイプライン施設を利用することで，ごみ排出の利便性，美観，
衛生面等住環境の向上を図る。 

【大きな目的】 
住環境の向上を図り，環境に配慮した暮らしを進める。 

【全体概要】 
□パイプライン施設の運転管理 
□施設の整備・機器の維持管理 

会計種別

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和54年度 ～

課題別計画 芦屋市一般廃棄物処理基本計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 01 ①環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる                              

前期5年の
重点施策

11-1-1　市民が省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した生活ができるよう周知、啓発に努めます。 
11-1-2　行政も事業者として適切な廃棄物の処理や公共用水域の水質保全など、環境に配慮した取組を推進します。

0311010062

担当所属 市民生活部環境施設課 担当課長名 藪田　循一

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 パイプライン維持管理事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-01-016

11-01-016

【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 義務的事業

施設の老朽化 
安定運用 
コスト面

パイプライン施設のあり方検討を進める。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
・安定した運用を行いながら，経費削減に努める。 
・パイプライン施設のあり方検討を進める。

【総合評価】

安定した運用や経費削減に努め，また，施設のあり方検討ではパイプライン利用者の意
見を聞いたことは妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[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

[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

施設の老朽化 
コスト面

[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

・安定した運用を行いながら，経費削減に努める。 
・パイプライン施設のあり方検討を進める。

平成27年度の実施内容

パイプライン収集　H26：2,844トン　H27：2,783トン 
電気使用量　センター分　H26：1,203,503KWH　H27：1,155,651KWH 
　　　　　　ローカル分　H26：99,958KWH　H27：99,869KWH 
パイプライン施設のあり方検討 
　勉強会等　16回開催　参加296人

平成27年度の改善内容

利用者との勉強会について，出来るだけたくさん参加していただけるよう，周知方法や開催曜日，時間，場所の工夫を行った。

11-01-016

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
2
)



11-02-001

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）

係の統廃合により係長級が1名減となり，業務範囲が増え，マナー条例に占める割合が減ったため。

活動配分 人 9.900 8.620

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

7.120

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.100 1.500正職員 人

人 7.800

千円 65,083 58,025 16,774 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 47,389 40,044

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 384 378 420

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

58,403 17,194 １世帯当たり（円） 1,431.55

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 65,467

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 65,467 58,403

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

17,194 住民1人当たり（円） 619.10

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民マナー条例の周知・徹底を図り，住みやすいまちにする。 

【大きな目的】 
清潔で安全かつ快適な生活環境の確保及び環境美化の推進 

【全体概要】 
□市民マナー条例指導員の配置 
□美化推進員との連携による啓発キャンペーン等の実施 
□チラシの全戸配布 
□啓発看板等の設置 

会計種別

根拠法令等
芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～

課題別計画 芦屋市市民マナー条例推進計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 02 ②清潔なまちづくりが進んでいる                                      

前期5年の
重点施策

11-2-1　清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例（通称：市民マナー条例）の周知、啓発、誘導に努めるなど清
潔なまちづくりを進めます。

0311020077

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市民マナー条例関係事業 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

11-02-001

11-02-001

【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 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

■警備委託の見直し 
■事業者からの協力をいかに得るか 

■芦屋市市民マナー条例推進計画に沿って，より一層，市民及び事
業者等の協力を得ながら，本条例の内容や理念についての理解をさ
らに深め，清潔で安全かつ快適な生活環境を実現させる。

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
■芦屋市市民マナー条例推進計画の計画期間の中間年度にあたり，芦屋市市民マナー条例推進連絡会において，今後の重点プロジェクト
の選定等を行い，より一層の取組を進めるための方向性を決定する。

【総合評価】

清潔で快適な生活環境を維持するために，市民マナー条例の周知・啓発を図ることは有
効かつ適切である。今後も更なる徹底と手法の改善に向けて，市民，事業者を含めた産
官学の連携を深めて取り組みを推進していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

既に嘱託職員を１名減員し，警備体制も大幅に縮小したため，削減する余地が少ない。

[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

花火やバーベキュー等に関しては，公園管理上の個別条例としたり，駐輪対策と喫煙対策を併せて実施している市もある。

[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

マスコミ等に取り上げていただくことや地域との協働等を進めることでより効果が期待できる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

市民マナー条例推進計画に沿った取組を実施できている。

[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

重点施策そのもの

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

警備委託が可能な部分は委託しているが，行政処分に関しては，市職員でないとできない。

[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

現在認識している課題

■警備費用を削減しながら，条例の周知徹底を図ること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■市民マナー条例推進連絡会を通じ，推進計画に沿って，地域と連携した具体的取組を進める。 
■より効果的な周知・啓発に繋がるよう，用いる手段を工夫し，新たな取組を行う。

平成27年度の実施内容

■芦屋市市民マナー条例推進連絡会の開催　３回 
■啓発キャンペーンの実施（美化推進員　３回，コミスク　８回） 
■啓発用看板の貸与，各種啓発看板及び路面タイル等の新規設置 
■官学協働による啓発うちわ及びデザインパネル制作 
■警備委託（花火禁止区域　１５０日，バーベキュー等　７３日，プレジャーボート　５６日） 
■公共交通機関の活用　阪急バス車内アナウンス，ＪＲ芦屋駅啓発パネル） 
■嘱託職員による巡回指導　過料処分　２２０件 
■屋外広告物条例制定に伴う，啓発のぼり撤去

平成27年度の改善内容

■違反行為の多い地域において，地域の方々との協働啓発パトロールを実施する等，地域と連携した取組が進んだ。 
■大学との連携により，啓発うちわや啓発デザインパネル等による周知を実施

11-02-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
3
)



11-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.520 0.940

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.140

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.800正職員 人

人 0.170

千円 6,427 6,830 922 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,013 6,360

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 0 183 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

7,013 922 １世帯当たり（円） 171.90

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,427

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,427 7,013

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

922 住民1人当たり（円） 74.34

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
庶務事務及び予算執行事務。保健衛生・環境美化の推進，ごみ減
量化への取り組み。有効容量10トン以上の貯水槽の適正管理。 

【大きな目的】 
公衆衛生の向上。健衛生及び公衆衛生思想の向上発展。水道水の
安心性の確保。 

【全体概要】 
わがまちクリーン作戦等美化活動の実施 
環境衛生協会の事務局を担う 
貯水槽・浄化槽の管理・監督 

会計種別

根拠法令等
水道法，水道法施行令，水道法施行規則，芦屋市水道事業給水条例，芦屋市水道事業給水条例施行規定，建築物における
衛生的環境の確保に関する法律，浄化槽法

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和56年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 11 ⑪環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている                            

施策目標 02 ②清潔なまちづくりが進んでいる                                      

前期5年の
重点施策

11-2-1　清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例（通称：市民マナー条例）の周知、啓発、誘導に努めるなど清
潔なまちづくりを進めます。

0311020058

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

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 保健衛生一般事務費 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

11-02-002

11-02-002

【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

■環境衛生協会の活動内容の見直し 
■専門的知識を有する職員がいないため，当面は，水道部局との連
携により，ノウハウの蓄積を行っていく。

■環境衛生協会の活動内容の見直し 
■専門的知識を有する職員がいないため，当面は，水道部局との連
携により，ノウハウの蓄積を行っていく。

総合評価 負担を求めていない

平成２８年度の目標・改善内容
■環境衛生協会の活動内容の見直し 
■貯水槽水道の事業者への適切な指導及び助言

【総合評価】

環境衛生協会の事務局として「芦屋わがまちクリーン作戦」を実施し，より有効な協会
運営及びイベントの位置づけを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

貯水槽水道事業についても，水道部局が所管している市もあり，専門性も高いため，所管替が可能。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

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

貯水槽水道関係は市が実施しなければならない。環境衛生協会については，現段階では市による事務局が妥当である。

[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

現在認識している課題

■環境衛生協会のあり方 
■貯水槽水道等の設置者に対する指導及び助言をするためのノウハウ不足 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

■環境美化推進活動のバックアップ 
■簡易専用水道・専用水道・飲用井戸・浄化槽の適正な管理への指導及び助言

平成27年度の実施内容

■あしやわがまちクリーン作戦の実施 
■環境衛生協会の運営 
■貯水槽水道等の設置者に対する適正な管理への指導及び助言

平成27年度の改善内容

11-02-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
4
)



12-01-001

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 3.440 2.750

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.650

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

1.600 1.100正職員 人

人 1.840

千円 19,573 13,216 1,137 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 18,631 12,346

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

13,216 1,137 １世帯当たり（円） 323.95

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 19,573

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 19,573 13,216

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

1,137 住民1人当たり（円） 140.10

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民一人一人に交通安全思想の普及徹底を図り，正しい交通ルー
ルと交通マナーの実践を習慣付ける。 

【大きな目的】 
交通安全意識と交通マナーの向上を図ることにより，交通事故を
減少する 

【全体概要】 
【交通安全教育の振興】 
□幼児，児童に対する交通安全教室の開催 
□高齢者への交通安全教室の開催 
□自転車交通安全教室 
【広報活動の充実】 
□全国交通安全運動の推進 
□後部座席シートベルト・チャイルドシートの着用啓発 
□乗車用ヘルメットの着用義務 
□違法駐車排除活動（JR芦屋駅北　他） 
□自転車（賠償責任）保険の加入促進 

会計種別

根拠法令等
交通安全対策基本法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和43年度 ～

課題別計画 第１０次芦屋市交通安全計画（平成28～32年度）

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 01 ①交通ルールやマナーに関する意識が高まっている                              

前期5年の
重点施策

12-1-1　交通に関するルールとマナーの周知、啓発に努めます。

0312010051

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 交通安全運動の推進 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

12-01-001

12-01-001

【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 現状維持

妥当性 あり

自転車運転のルールとマナー遵守の意識向上。 
自転車（賠償責任）保険の加入率。

高齢者及び自転車の事故が増加していることから，第１０次交通安
全計画において，高齢者事故対策及び自転車事故対策，自転車（賠
償責任）保険加入促進のための対策を計画に反映させる。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

安心・安全を守るのは行政の責務である。

平成２８年度の目標・改善内容
第１０次芦屋市交通安全計画の策定。 
高齢者を対象とした交通安全啓発の実施。 

【総合評価】

人身事故件数は減少傾向にあるが，高齢者の事故は増加傾向にあり，啓発活動に工夫が
必要である。また，自転車が加害者となる事故に備えた自転車（賠償責任）保険の加入
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

臨時的任用職員の交通指導員２名，及び再任用職員という人員体制の見直しにより人件費部分での削減の余地はある。

[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

統廃合できるような類似事業はない。

[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 できる

交通安全協会が業務委託を受け入れられるような体制になれば，費用対効果を上げることができる。

総合評価 概ね実行している

今年度は，出前講座等広く市民への啓発活動が実施できた。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[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

安心・安全を守る施策に当事業は貢献している。

[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

交通安全対策基本法により市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

交通ルールやマナーに対する意識を高めることで，前期基本計画に整合している。

現在認識している課題

高齢者への交通ルール・マナー啓発

[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

交通安全教室の実施（保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校） 
交通ルール・マナーの啓発（街頭啓発・広報チャンネル・広報紙・ホームページ・出前講座）

平成27年度の実施内容

１　交通安全教育 
 (1)  交通安全教室　　　　　　６２回 
 (2)  高齢者交通安全教室　　　　１回 
 (3)  自転車運転安全教室　　　年１回 

２　啓発活動 
 (1)  四季の全国交通安全運動　年４回　 
 (2)  街頭啓発　　　　　　　　９７回 
 (3)  迷惑駐車追放啓発　　　　　９回 
 (4)  出前講座　　　　　　　　　６回 

平成27年度の改善内容

中学校への交通安全教育の拡大 
小学校に対する下校指導

12-01-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
5
)



12-01-002

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26年度は寺田踏切改良工事を実施したため。

活動配分 人 2.250 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

1.650 2.300正職員 人

人 0.600

千円 114,095 71,368 44,462 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,511 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

1,155

72,523 47,212 １世帯当たり（円） 1,777.66

2,750

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 146,655

特
定
財
源

国費 千円 32,560

一般財源

年　度 単位

合計 千円 146,655 72,523

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

47,212 住民1人当たり（円） 768.78

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。市内一円。 

【意図】 
交通安全施設の整備により，歩行者及び自動車等の安全を確保す
る。 

【大きな目的】 
歩行者・自転車の安全と自動車交通の円滑化を図り，安全で快適
な交通環境を確保する。 

【全体概要】 
□防護柵・区画線・道路反射鏡などの交通安全施設の設置 
□老朽化した転落防止柵・横断防止柵の改修 
□視認性の低下した道路反射鏡・標識・区画線などの補修 
□既設歩道の段差切下げなどのバリアフリー化の促進 
□芦屋市通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策工事の実施 

会計種別

根拠法令等
交通バリアフリー法（交通安全施設等整備に関する特別措置法）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和41年度 ～

課題別計画 芦屋市都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 01 ①交通ルールやマナーに関する意識が高まっている                              

前期5年の
重点施策

12-1-1　交通に関するルールとマナーの周知、啓発に努めます。

0312010050

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 交通安全施設等整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

12-01-002

12-01-002

【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

□通学路交通安全プログラムによる対策対応。  
□芦屋川沿い転落防止柵の改修方法検討。

□通学路交通安全プログラムによる対策実施。  
□防護柵改修計画に基づく市内一円の防護柵改修実施。  
□市内一円歩道切下げ部バリアフリー化計画に基づく対策実施。

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
□通学路交通安全プログラムに伴う対策工事の進捗を図る。  
□防護柵改修計画に基づき，順次改修を行う。  
□市内一円歩道切下げ部バリアフリー化計画に基づき，順次改修を行う。

【総合評価】

　安全で快適な交通環境を確保することは有効であり，交通安全施設等の整備は適切で
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 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

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 できる

事業の集約を図ることで，ある程度の削減が可能。

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

道路管理者として，交通安全の確保，向上を図る必要があるため。

[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

市内を安全・安心して移動することと整合する。

現在認識している課題

□通学路交通安全プログラムによる対策対応。  
□芦屋川沿い転落防止柵の改修方法検討。

[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

□通学路交通安全プログラムに伴う対策工事の進捗を図る。  
□防護柵改修計画に基づき，順次改修を行う。  
□市内一円歩道切下げ部バリアフリー化計画に基づき，順次改修を行う。

平成27年度の実施内容

□通学路交通安全プログラムによる対策実施。  
□防護柵改修計画に基づく市内一円の防護柵改修実施。  
□市内一円歩道切下げ部バリアフリー化計画に基づく対策実施。

平成27年度の改善内容

□通学路緊急点検(まち歩き)に基づく対策を実施。

12-01-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
6
)



12-02-001

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）

事業等の進捗に伴う事務配分の変更

活動配分 人 0.400 0.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.400 0.300正職員 人

人 0.000

千円 3,370 2,544 2,936 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 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 2,375 世帯数 40,797

0

2,544 5,311 １世帯当たり（円） 62.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,370

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,370 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

5,311 住民1人当たり（円） 26.97

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
芦屋市交通バリアフリー基本構想の実現に向けて，市民，福祉関
係団体，民間事業者及び行政の関係者が連携し，ユニバーサルデ
ザインの考え方を踏まえたより質の高いバリアフリー施策を推進
する。 

【大きな目的】 
だれもが安全，安心に，そして快適に暮らせるまちづくりを目指
し，全ての人々がともに支えあう社会づくりを進める。 

【全体概要】 
□交通バリアフリー基本構想に位置づけられた事業の推進 
□ユニバーサル社会づくり推進地区における施設改修費の補助事務 

会計種別

根拠法令等
バリアフリー法（高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成18年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 02 ②公共施設などのバリアフリー化が進んでいる                                

前期5年の
重点施策

12-2-1　道路や公園などの公共空間のバリアフリー化を進めます。 
12-2-2　様々な人が利用する建物のバリアフリー化を推進、促進します。

0312020360

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 白井　宏和

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 交通バリアフリー基本構想に関すること 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

12-02-001

12-02-001

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・新たな基本構想策定の必要性等について調査する。 ・基本構想に関する情報交換および収集に努める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・基本構想に位置付けられた長期的事業の課題について連絡・調整を行う。

【総合評価】

長期的課題については今後も関係機関等との継続した調整・協議により，バリアフリー
施策の推進を図る必要がある。 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

[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

庁舎周辺整備計画に係るバリアフリー化事業実施に向けた調整

[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

バリアフリー法に基づき市が策定した交通バリアフリー基本構想に関する事務事業

[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

・交通バリアフリー基本構想の長期的課題解決に向けての調整

[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

・基本構想に位置付けられた長期的事業の課題について連絡・調整を行う。

平成27年度の実施内容

□交通バリアフリー基本構想に関する連絡・調整 
・事業進捗状況調査 
□庁舎周辺バリアフリー整備計画に関する調整 
・関係機関協議（国土交通省兵庫国道事務所，県都市政策課）

平成27年度の改善内容

12-02-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
7
)



12-02-002

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）

今年度はノンステップバス助成のみ実施。

活動配分 人 0.150 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.150 0.250正職員 人

人 0.000

千円 1,321 2,120 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 2,120

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 15,000 200 700

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

2,320 700 １世帯当たり（円） 56.87

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 16,321

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 16,321 2,320

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

700 住民1人当たり（円） 24.59

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
高齢者，障がいのある人等 

【意図】 
路線バス及び鉄道駅舎等のバリアフリー化を図る。 

【大きな目的】 
交通バリアフリーの促進 

【全体概要】 
□ノンステップバス導入補助 
　①ノンステップバス等導入経費の10分の1の額と，①と要綱に定めら
れている額との差額の4分の1を乗じた額のいずれか低い方を補助（補
助限度額70万円） 
□鉄道駅舎のバリアフリー化への補助 
　1/6又は1/3（上限有） 

会計種別

根拠法令等
芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱，芦屋市鉄道駅舎エレベーター等設置補助要綱

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 02 ②公共施設などのバリアフリー化が進んでいる                                

前期5年の
重点施策

12-2-1　道路や公園などの公共空間のバリアフリー化を進めます。 
12-2-2　様々な人が利用する建物のバリアフリー化を推進、促進します。

0312020397

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 バリアフリー化推進事業助成 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

12-02-002

12-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

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
バス事業者と協議し，補助を実施する。また，事業者への補助実施後においても，補助要綱に基づき，適正な運用を行っているか事業者
へ確認を行う。

【総合評価】

事業者等と協議し，ノンステップバス等バリアフリー事業を推進していくことは有効で
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

引き続きノンステップバス導入に関して補助を行う。

平成27年度の実施内容

●ノンステップバス等導入補助金　200千円 
・ノンステップバス等導入費用（19,600千円）と18,800千円（ワンステップバスの標準価格）との差額の4分の1を補助（700千円限
度）。 

平成27年度の改善内容

特になし。

12-02-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
8
)



12-03-001

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 4.050 3.900

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

3.450 3.900正職員 人

人 0.600

千円 77,823 105,369 96,264 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 30,564 33,068

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

70,314

224,983 275,539 １世帯当たり（円） 5,514.69

113,575

市債 千円 11,100 49,300 65,700

事業費 千円 153,150

特
定
財
源

国費 千円 64,227

一般財源

年　度 単位

合計 千円 153,150 224,983

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

275,539 住民1人当たり（円） 2,384.94

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市道（車道，歩道，自転車道，橋梁など） 

【意図】 
道路を常に良好な状態に保持する。 

【大きな目的】 
市道を通行する車両や歩行者等の安全性向上と沿道環境の改善を
図る。 

【全体概要】 
□平成21年度から当事業のうち幹線道路舗装等の修繕工事費を
【NO.4220020「道路の補修工事」】に移行。 

□橋梁長寿命化修繕計画にもとづいた橋梁修繕事業の設計及び工事。 
　市内全体の橋梁数は86。 
　内訳は，①一般橋梁＝69　②人道橋＝8　③立体横断施設＝9。 

□道路構造物定期点検の実施。 
　（橋梁，トンネル，大型標識，横断歩道橋) 

□平成28年度から道路改良事業を「道路の改良事業」に移行。 

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030399

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 道路・橋梁の新設改良、修繕事業 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

インフラ

12-03-001

12-03-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 義務的事業

□更新した橋梁長寿命化修繕計画に基づき，計画的な維持管理を行
う必要がある。 
□無電柱化事業について，関連機関との協議及び沿道住民との協議
を整え，実施手法を定める必要がある。

□予防保全型の修繕計画に基づく事業を実施し，機能の維持と予算
の平準化を図る。 
□無電柱化事業の実施に向けて，課題の整理，共有化を図り，実施
手法を定める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
□橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁修繕設計及び工事の実施。 
□無電柱化事業の実施。

【総合評価】

　橋梁長寿命化修繕計画に基づき，計画的に補修していくことは有効であり適切であ
る。今後は橋梁長寿命化計画に加え道路ストック総点検の結果を踏まえた補修が必要と
なってくる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 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 整合性はある

現在認識している課題

橋梁長寿命化修繕計画に基づく事業の実施。 
無電柱化事業における，関連機関との協議及び沿道住民との協議。

[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

□橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁修繕設計及び工事の実施。 
□無電柱化事業の実施。

平成27年度の実施内容

□開森橋架替え工事　橋梁架替え　L=21m　部分払114,514千円 
□長寿命化修繕工事　N=5橋　前金払3,330千円 
　（宮川支流第９橋　L=2.3m，どんどん橋L=2.5m，奥池第２橋L=2.4m,山麓第４橋L=3.8m，山麓第５橋L=3.5m） 
　（ひび割れ注入工　L=66m，ひび割れ充填工　L=1m，断面修復工　V=2.4m3） 
□公光橋修繕詳細設計業務委託　詳細設計　N=1式　4,828千円 
□鵺塚橋修繕詳細設計業務委託　詳細設計　N=1式　5,239千円 
□朝日ケ丘地区無電柱化概略設計外業務委託　N=1式　6,556千円

平成27年度の改善内容

橋梁における予防保全型維持管理計画に基づき事業を実施し，機能の維持と予算の平準化を図る。 
朝日ケ丘地区における無電柱化事業への着手。

12-03-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
6
9
)



12-03-002

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）

奥池町２７街区先道路法面復旧のため。

活動配分 人 4.300 6.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

2.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.900 3.900正職員 人

人 1.400

千円 26,276 60,611 5,762 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 21,054 32,119

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 53,867 44,729 51,485

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

105,340 57,247 １世帯当たり（円） 2,582.05

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 80,143

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 80,143 105,340

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

57,247 住民1人当たり（円） 1,116.66

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
適正な道路の管理，占用，運行経路の安全等により道路構造を保
全する。 

【意図】 
適正な道路管理及び道路占用により道路の保全を図り危険を防止
する。 

【大きな目的】 
適正な道路管理により道路の危険を防止する。 

【全体概要】 
□市道の区域・延長・面積及び道路施設を管理するため道路台帳を整
備する。 
□寄附採納を受け登記し，道路法に基づく市道として管理する。 
□阪神間道路管理者連絡協議会により阪神間の道路管理面での統一を
図る。 
□道路賠償責任保険により道路管理瑕疵に対する補償を行う。 
□道路法及び芦屋市道路占用条例に基づき道路占用の許可及び指導を
行う。 
□道路占用者連絡協議会により道路占用工事等の調整を図る。 
□無許可道路占用や無許可占用変更に対して勧告，聴聞，措置命令な
どを行う。 
□道路パトロールを行い道路の安全確認及び放置物件の撤去を行う。 
□バス路線及び特殊車両の運行上において道路構造及び管理上支障が
ないか確認を行う。 
□芦屋市住みよいまちづくり条例に基づき宅地造成・開発行為に対す
る意見・指導を行う。 

会計種別

根拠法令等
道路法第8条，第10条，第28条，第32条，第47条，第90条，第91条 
芦屋市住みよいまちづくり条例，市道受入基準，芦屋市道路占用料条例

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030400

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 道路の管理に関すること 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

12-03-002

12-03-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□JR芦屋駅南地区における開発協議，電線共同溝指定，道路認定及
び完了後の台帳整備，併せて維持管理費の増加対策を行う。 
□JR芦屋駅前広場のエレベーター棟及びエレベーター取替工事を開
発事業課及びJRと協議し施工する。 
□無電柱化事業に伴う無電柱化データーベースの整合を図る。 

□管理体制の充実を図り道路管理としての業務内容を見直し，安
全・安心なまちづくりを目指す。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

適正な道路管理及び道路占用により道路の保全を図り危険を防止する。

平成２８年度の目標・改善内容
□道路施設及び道路構造物の安全点検を進める。 
□南芦屋浜地区のD3.4.5地区における開発協議，電線共同溝指定，道路認定及び完了後の台帳整備を行う。 
　併せて完了後の維持管理費の増加対策を行う。 
□管理業務の見直しによる改善を図る。 

【総合評価】

　道路パトロール等業務内容に沿った人員配置が必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

現状維持

[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

現状維持

[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

現状維持

総合評価 概ね実行している

少ない人数で何とか実行している

[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

市内を安全かつ快適に移動できる

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

道路管理者の訂正な管理による安全なまちづくりを行う

[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 整合性はある

適正な道路管理により道路の危険を防止する

現在認識している課題

□職員の不足による管理体制の不備

[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

適切な道路管理により道路の危険を防止する。

平成27年度の実施内容

□道路占用・使用申請数（一時使用，駅前広場含）　１，６０６件　□道路に関する苦情処理等　　　　　　　　　　１，０２３件　 
□官民有地境界協定（法定外公共物及び立会い・証明含）１４６件　□幅員証明（陸運局関連）　　　　　　　　　　　　　　４件 
□道路敷地寄附採納（開発寄附含）　　　　　　　　　　　　９件　□建築物建築届への指導　　　　　　　　　　　　　２４９件 
□宅地開発協議及び指導（32条協議含）　　　　　　　　　４１件　□阪神間道路管理者連絡協議会及び占用料分科会　　　１０回 
□芦屋市道路占用者会議　　　　　　　　　　　　　　　　　２回 
□道路不正使用取締り（警察，関係機関合同パトロール　　　２回 
　・違反広告物撤去及び指導等）　　　撤去２２件，指導１１７件 
□市内違反広告物巡回取締りによる違反広告物撤去数　　　４３件　□奥池町２７街区先道路法面復旧工事　　　２４，９８６千円 

平成27年度の改善内容

□道路施設及び道路構造物の安全点検を進める。 
□朝日ケ丘地区の無電柱化予備設計及び地元協議を進める（工事係と合同） 
□苦情・要望等に対し早期対応を図る

12-03-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
0
)



12-03-003

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 0.150 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.150 0.250正職員 人

人 0.000

千円 1,254 2,120 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 2,120

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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

2,120 0 １世帯当たり（円） 51.96

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,254 2,120

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

0 住民1人当たり（円） 22.47

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
狭隘道路 

【意図】 
建築主の理解と協力により，建築行為などに係る後退道路用地を
確保して，狭隘道路の拡幅整備を行う。 

【大きな目的】 
狭隘道路拡幅整備により安全安心な住環境の整備を図る。 

【全体概要】 
□芦屋市狭隘道路拡幅整備に関する要綱に基づき，後退道路部分の整
備を行う。 

会計種別

根拠法令等
芦屋市狭隘道路拡幅整備に関する要綱

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030405

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 狭隘道路整備事業 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

インフラ

12-03-003

12-03-003

【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 あり

協議等事務手続きを円滑に実施する。 協議等事務手続きを円滑に実施する。

総合評価 適正な負担を求めている

道路の整備を市で実施し，拡幅用地の寄附を受けている。

平成２８年度の目標・改善内容
協議等事務手続きを円滑に実施する。

【総合評価】

道路の安全性や利便性を確保するために狭隘道路を拡幅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

事業に係る人件費のみ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

類以の事業はない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

建築に伴うものであり，手段の変更は難しい。

総合評価 概ね実行している

協議等事業手続きを円滑に進めるよう実施している。

[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

事業量は少ないが，政策には貢献している。

[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

安心安全な住環境を確保するための狭隘道路の拡幅は市が主体となって実施すべきである。

[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

安心安全な住環境を確保するための事業で整合性はある。

現在認識している課題

建築業者との行程調整が難しい

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

協議等事務手続きを円滑に実施する。

平成27年度の実施内容

狭隘道路整備事業 
・西山町１９街区先他１箇所狭隘道路整備工事　計２箇所 

平成27年度の改善内容

建築指導課及び建築業者と連携を図り，迅速な事務を行う。

12-03-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
1
)



12-03-004

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 0.150 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

0.150 0.150正職員 人

人 0.000

千円 4,677 2,892 1,743 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

1,167

4,059 3,110 １世帯当たり（円） 99.49

1,367

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,873

特
定
財
源

国費 千円 196

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,873 4,059

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

3,110 住民1人当たり（円） 43.03

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち，幅員が4ｍ未満の
市道等に面して建築される敷地 

【意図】 
建築に伴う建築基準法第42条第2項の拡幅整備を適切に進めるこ
と。 

【大きな目的】 
安全・安心なまちづくりに必要な生活空間を確保するとともに，
ゆとりあるまち並みの形成と良好な住環境の整備を図る 

【全体概要】 
建築基準法第42条第2項に規定される幅員4m未満の市道は約180路線あ
り，建築工事に際し，後退道路用地の寄付又は無償使用承諾等を条件
として整備要綱を適用し，以下の拡幅整備を行う。 
□支障物件の除去に要する費用を助成 
□用地測量等の費用の一部を助成 
□後退道路用地の整備を実施 
□隅切り用地を買い取り 

会計種別

根拠法令等
芦屋市狭隘道路拡幅に関する整備要綱

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030406

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 狭隘道路整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

12-03-004

12-03-004

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

昨年度までと同様に，申請者等にできるだけ早く事業の内容及び趣
旨を伝え，狭隘道路の拡幅整備を推進する。

当該事業によって，法第42条第2項道路に該当する市道の拡幅が少
しずつ進んでいる。地道な取り組みであるが，今後も継続して事業
を続ける事により市内の狭隘道路の解消を図る。

総合評価 適正な負担を求めている

拡幅整備に一定の公費を投入する代わりに，道路拡幅用地の寄附等を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
当該年度に道路拡幅がある対象物件については，適切に制度が活用されるよう誘導する。

【総合評価】

用地買収をすることなく低予算で市内の道路拡幅ができる事業であり，長期的には安
全・安心なまちづくりに貢献しているため，引き続き啓発活動に取り組むことが求めら
れる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

事業を推進するための補助金等の水準は，現状が妥当であると思われるため。

[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

建築に係る2項道路の拡幅は，建築基準法独自の考え方であるから。

[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

2項道路は，一般的に建築の際にしか拡幅されないため。

総合評価 概ね実行している

できるだけ早い段階で，対象物件の申請代理人等に対し，制度利用を促している。

[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

年度ごとの事業量は少ないが，長期的に見れば，防災・減災の機能の向上につながる施策であるため。

[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

助成金の交付事務では個人情報を扱うことや事業実施に係り，道路課や課税課等との内部調整が多いことによる。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

災害に強い安全なまちづくりに，狭隘道路の拡幅は重要な役割を果たすため。

現在認識している課題

国費を有効に活用したいが，民間の住宅建築は不確定要素が多いため，事業の進行管理が難しい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

当該年度に道路拡幅がある対象物件については，制度の適用漏れがないようにし，予算の適正な執行に努める。

平成27年度の実施内容

①実績値  
　事前協議書受理　　2件  
　道路拡幅整備工事　1件  
　用地取得　　　　　1件  
　助成金交付　　　　1件（支障物件1件，用地測量1件）  

②決算内訳  
　歳入　0千円  
　歳出　2,496千円

平成27年度の改善内容

昨年と同様，早い段階で対象物件を把握し，申請者等に当該事業の活用を促していく。

12-03-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
2
)



12-03-005

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 2.100 1.300

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

2.000 1.300正職員 人

人 0.100

千円 15,812 10,558 332 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,812 10,001

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 114,137 109,506 111,820

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

120,064 112,152 １世帯当たり（円） 2,942.96

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 129,949

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 129,949 120,064

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

112,152 住民1人当たり（円） 1,272.74

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市道　市内一円 

【意図】 
一般交通に支障を及ぼさないよう，道路状況を良好な状態に保つ
ための維持・修繕を行う。 

【大きな目的】 
道路を常に良好な状態に保持し一般の交通の用に供する。道路の
機能回復により通行の安全を図る。 

【全体概要】 
□市道の補修 
・毎日の道路パトロールや市民からの通報により補修を行う。 
□昭和40年代の後半から昭和50代に整備された幹線道路の舗装等の修
繕工事 
・年次計画により補修を必要とする箇所（部分的補修から早急に補修
が必要な箇所）を概ね６年で補修を実施。（予算110,000千円/年） 
・工事予定路線の現況調査及び道路占用者との工事調整の実施。 

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030407

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 道路の補修工事 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

12-03-005

12-03-005

【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 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

□ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の老朽化に伴う舗装のガタツキを解消していく。 
□土工構造物の補修を計画的に実施していく。

□年次計画の見直しを行いながら，市内一円の面的な舗装の補修を
実施する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

不特定多数の利用者への負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
□市民からの苦情，要望により舗装及び道路構造物の補修をより迅速に実施する。  
□補修工事実施に伴う年次補修計画を修正。

【総合評価】

　道路の安全を図るために，日々の補修，また，年次計画に基づく補修を行うことは適
切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

道路占用者との工事調整により，舗装工事を占用者と同時施工することで，ある程度のコストの削減が見込める。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

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

費用対効果を上げるというのは難しい。

総合評価 概ね実行している

道路の維持管理を適切に行うことで，概ね実行できている。

[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 貢献度が中程度／義務的事業

道路の維持管理を適切に行うための事業であり，重点施策に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

道路を常に良好な状態に保ち，通行の安全を図るためには市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

市内を安全かつ快適に移動できるための事業であり，整合性はある。

現在認識している課題

□ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の老朽化に伴う舗装のガタツキを解消していく。

[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

□市民からの苦情，要望により舗装及び道路構造物の補修をより迅速に実施する。  
□補修工事実施に伴う年次補修計画を修正。

平成27年度の実施内容

□面的舗装改修　　　9件　7,922m2　48,851千円  
□その他舗装改修　　3件　　 85m2　　 621千円  
□市内一円舗装補修　　　　　　　　38,697千円  
□市内一円構造物改修　　　        14,657千円  
□その他構造物補修　22件　　　　　 6,681千円

平成27年度の改善内容

□市民からの苦情，要望により舗装及び道路構造物の補修を迅速に実施。  
□補修工事実施に伴う年次補修計画の修正。

12-03-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
3
)



12-03-006

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 1.200 1.300

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

1.100 1.300正職員 人

人 0.100

千円 16,635 10,001 24,991 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,285 10,001

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 22,961 27,423 6,144

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

37,424 31,135 １世帯当たり（円） 917.32

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 39,596

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 39,596 37,424

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

31,135 住民1人当たり（円） 396.71

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市道市内一円 

【意図】 
道路状況を良好な状態に保ち通行の安全を図る。雨水排水を円滑
に排除し，通行の安全を図る。 

【大きな目的】 
道路を常に良好な状態に保持し一般の交通の用に供する。道路の
機能回復により通行の安全を図る。 

【全体概要】 
□市内主要道路路面を定期的に清掃実施（ロードスイーパー等）。 
□道路パトロールや市民等の要望により側溝清掃,除草,剪定等を実
施。 

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030408

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 道路の除草、清掃 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

12-03-006

12-03-006

【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 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

道路や側溝の除草清掃等について，自治会や個人の参加を促せる環
境づくりが必要である。

□市内主要道路路面の清掃を定期的に実施し，良好な状態を保ち，
通行の安全を図る。 
□市と市民が協働して，道路や側溝の清掃を行なう。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

清掃を協働して行うという意味の受益者負担は可能である。

平成２８年度の目標・改善内容
□市内主要道路路面の清掃を定期的に実施し，道路状況を良好な状態に保ち通行の安全を図る。   
□市民等の要望による側溝清掃，街路樹の落葉清掃，除草，剪定等をより迅速に対応する。

【総合評価】

　側溝等の除草・清掃及び落ち葉の清掃等を行うことにより，道路を常に良好な状態に
することは，景観も含め有効であり，市民生活を守る上でも適切である。 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 ある程度のコスト削減余地あり

道路や側溝の清掃について，自治会や個人の参加がある程度見込めればコスト削減できる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

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

費用対効果を上げるというのは難しい。

総合評価 概ね実行している

施設の維持管理を適切に行うことで，概ね実行できている。

[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 貢献度が中程度／義務的事業

道路の維持管理を適切に行うための事業で，重点施策に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

道路を常に安全で良好な状態を保つためには市による実施は妥当である。一方で，市民の協力を得られれば，その一翼を担ってもらうこ
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

市内を安全かつ快適に移動できるための事業であり，整合性はある。

現在認識している課題

街路樹の落葉など道路や側溝等の清掃について，自治会や個人の参加を促す環境づくりが必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

□市内主要道路路面の清掃を定期的に実施し，道路状況を良好な状態に保ち通行の安全を図る。   
□市民等の要望による側溝清掃，除草，剪定等のより迅速な対応。

平成27年度の実施内容

□市内主要路線路面清掃業務委託　　路面清掃工（機械）442㎞，集水桝清掃（機械）874か所 
□排水性舗装機能回復業務委託　　823m2 
□市内一円道路側溝等除草清掃業務委託　　路面清掃工（人力）歩道　1,723m2，除草・集草・積込運搬　7,219m2，側溝清掃　5,870m，
集水桝清掃　146か所，樹木剪定　71本 
□市民等の要望による側溝清掃，除草，剪定等業務委託　　30件

平成27年度の改善内容

□市民等の要望による側溝清掃，除草，剪定等のより迅速な対応。

12-03-006

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
4
)



12-03-007

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）

活動配分 人 1.900 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

1.900 0.400正職員 人

人 0.000

千円 41,238 17,079 12,824 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,890 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 18,917 2,665 9,700

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

19,744 22,524 １世帯当たり（円） 483.96

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 60,155

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 60,155 19,744

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

22,524 住民1人当たり（円） 209.30

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
道路を利用する歩行者，自転車等の利用者 

【意図】 
自転車等の利用者に対し，自転車駐車場の整備及び適切な管理運
営を行い，また放置自転車等をなくすなど自転車等の適正利用を
促進する。 

【大きな目的】 
駐輪場の利用により放置自転車をなくし歩行者等の安全で円滑な
通行と良好な都市環境を確保する。 

【全体概要】 
□市内4駅16箇所に設置している市営自転車駐車場の管理運営はすべて
指定管理者で実施。 
□民有地の使用貸借契約等の業務及び施設・案内看板等の維持管理は
直営で実施 
□指定管理者からの例月の管理報告（利用台数，使用料収入）の検認 
□自転車駐車場整備及び大規模改修 

会計種別

根拠法令等
芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例 
芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

実施区分 委託，指定管理 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市交通安全計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030410

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 自転車駐輪場管理運営事業 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

12-03-007

12-03-007

【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 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

ＪＲ芦屋駅南再開発事業による既存駐輪場の閉鎖や移設についての
利用者への影響。

駐輪場老朽化に伴う大規模修繕を利用者への影響を最小限する計画
的な工事の実施。

総合評価 適正な負担を求めている

自転車駐輪場利用者には利用料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
長期修繕計画による阪神芦屋駅西駐輪場の改修整備の実施。

【総合評価】

これからも街の景観を守り，歩行者の安全な通行のためには，駅周辺の不法駐輪対策と
して今後も継続する。 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

自転車駐車場の運営は指定管理者で実施しており，これ以上のコスト縮減の余地はない。

[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

統廃合できるような類似事業はない。

[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

現在のような効果を上げるためには，他の手段はない。

総合評価 概ね実行している

長期修繕計画に基づき改良改修に取り組んでいる。

[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

店舗や駅周辺での違法駐輪を減らす取り組みに貢献している。

[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

自転車等の駐車秩序に関する条例に基づき，市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

放置自転車をなくすことは，市内を安全かつ快適に移動できるという前期基本計画に整合している。

現在認識している課題

打出駅周辺における駐輪場不足。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

駐輪場のサービス向上

平成27年度の実施内容

駐輪場の整備 
　ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場５閉鎖に伴う駐輪場整備

平成27年度の改善内容

ＪＲ芦屋駅南自転車駐車場５閉鎖に伴う駐輪場整備

12-03-007

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
5
)



12-03-008

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 0.000 1.150

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

0.000 1.150正職員 人

人 0.000

千円 0 22,463 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 9,751

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 2,553 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

25,016 0 １世帯当たり（円） 613.18

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 25,016

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） 265.18

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 

【意図】 

【大きな目的】 

【全体概要】 

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312031038

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 放置自転車対策 事務事業番号

事業種別

施設種別

12-03-008

12-03-008

【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 義務的事業

□自転車等利用者の放置防止に関する意識の改善。 □放置自転車等の撤去及び移送（年間７２回） 
□放置自転車等の撤去及び移送業務の実施

総合評価 適正な負担を求めている

移送自転車等の返還時に返還料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
放置自転車をなくし歩行者等の安全で円滑な通行と良好な都市環境を確保する。 

【総合評価】

　放置自転車台数の減が歩行空間の確保に有効である。

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 ある程度のコスト削減余地あり

移送トラックの仕様変更によるコスト縮減

[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 できる

自転車等駐輪場の増設を図る。

総合評価 概ね実行している

放置禁止区域における放置自転車等の撤去・移送業務の実施　及び 
啓発活動の実施[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

芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例　及び 
芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 に基づくもの[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

市内を安全・安心して移動することと整合する。

現在認識している課題

□自転車等利用者の放置防止に関する意識の改善。

[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

□放置自転車等の撤去による道路通行空間の確保。 
□自転車等利用者に対する啓発によって自転車駐車場の利用促進を図る。

平成27年度の実施内容

□放置自転車等の撤去及び移送　１，２２０台 
□放置自転車等の保管返還業務　　　８１５台

平成27年度の改善内容

□放置自転車等の保管返還業務において，移送日以外の開所日の人員構成を見直しコスト縮減を図った。

12-03-008

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
6
)



12-03-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.730 0.650

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

0.630 0.650正職員 人

人 0.100

千円 19,510 22,719 19,139 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,234 4,490

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 854 859 931

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

23,578 20,070 １世帯当たり（円） 577.93

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 20,364

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 20,364 23,578

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

20,070 住民1人当たり（円） 249.94

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋駅前北広場 

【意図】 
ＪＲ芦屋駅北周辺の公共施設を維持管理し，市民に安全快適な駅
周辺空間を確保するため。 

【大きな目的】 
芦屋の顔としてJR芦屋駅周辺の安全で快適な環境を提供する，適
正な道路及び芦屋駅前北広場の管理を図る 

【全体概要】 
□日常清掃管理を委託業務で行う。 
□道路パトロールや市民からの通報により，現地確認し，公共施設の
維持補修を行う。 
□公共施設に係る施設の瑕疵に対する補償 
□芦屋駅前北広場の占用・使用申請により許可，占用・使用料の徴収
を行う。 

会計種別

根拠法令等
芦屋駅前広場管理要綱

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030372

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 ＪＲ北芦屋駅周辺公共施設維持管理業務 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

インフラ

12-03-009

12-03-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□ＪＲ芦屋駅北周辺施設の計画的な維持補修の実施。 □ＪＲ芦屋駅北周辺施設の適切な維持補修を実施する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

不特定多数の利用者への負担は求められない。

平成２８年度の目標・改善内容
□ＪＲ芦屋駅北周辺施設の適切な維持補修の実施。

【総合評価】

　適切な維持管理を行うことにより，快適な環境を確保することは適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

計画的に全体の維持補修を行うことで，ある程度のコスト削減は可能である。

[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

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 できる

計画的に全体の維持補修を行うことで，費用対効果を上げることは可能である。

総合評価 概ね実行している

施設の維持管理を適切に行うことで，概ね実行できている。

[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 貢献度が中程度／義務的事業

施設の維持管理を適正に行うという点で，重点施策に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

駅前広場の公共性，安全で快適な空間を提供するためには市による事業の実施は妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市内を安全かつ快適に移動できるための事業であり，整合性はある。

現在認識している課題

ペデストリアンデッキを含む，ＪＲ芦屋駅北周辺の施設全体が老朽化しているため，今後，年次的な改修工事が必要。

[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

□ペデストリアンデッキの改修方法の決定 
□適切な維持補修の実施

平成27年度の実施内容

□ＪＲ芦屋駅前広場清掃・植栽等管理業務委託　　9,955千円  
□ラポルテ周辺歩道タイル滑り止め工事　　　　　3,739千円 
□その他再開発ビル周辺公共施設等補修工事　9件 2,466千円

平成27年度の改善内容

周辺施設の点検及び市民からの通報により，迅速に対応する。

12-03-009

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
7
)



12-03-010

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）

事業の進捗による。

活動配分 人 2.850 3.210

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.660

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.850 2.550正職員 人

人 0.000

千円 45,440 36,604 204,472 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 23,835 23,483

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

2,189

38,793 298,083 １世帯当たり（円） 950.88

93,611

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 49,440

特
定
財
源

国費 千円 4,000

一般財源

年　度 単位

合計 千円 49,440 38,793

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

298,083 住民1人当たり（円） 411.23

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ＪＲ芦屋駅南地区（業平町） 

【意図】 
ＪＲ芦屋駅南地区のまちづくり 

【大きな目的】 
ＪＲ芦屋駅南側の交通機能を高める 

【全体概要】 
□芦屋らしい南玄関口となるようＪＲ芦屋駅南地区まちづくり計画の
事業化に向け取り組みを行う。 
□ＪＲ芦屋駅南地区のまちづくり協議会活動を支援し，今後の事業化
に向けて啓発活動を行う。 

会計種別

根拠法令等
都市再開発法他

実施区分 直営，負担金 財源

事業期間 平成23年度 ～ 平成32年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030634

担当所属 都市建設部都市整備課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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 ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

その他

12-03-010

12-03-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

まちづくり計画についての地元住民との合意形成を図ること。ま
た，関係機関との協議・調整を図ること。

後期基本計画の達成のため計画検討を進める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
地元住民組織「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会」を中心に計画検討を進め，また同時に関係機関との協議を進めながら円滑な協議調
整を図り，事業計画の検討を行い，都市計画決定を行う。

【総合評価】

地元住民組織への活動支援を行い，計画検討を進めた。 
今後も，地元住民・関係機関と十分な協議・調整を進めていく必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

ＪＲ芦屋駅南地区都市計画決定

平成27年度の実施内容

１　業務委託 
　　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり事業計画推進業務委託　　　　　　12,960千円 
　　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり事業計画素案策定業務委託　　　　17,280千円(繰越)　外2件 
２　まちづくり助成事業補助金　　400千円 
３　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会総会　　　　 1回 
　　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会役員会　　　16回 
　　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会計画検討会　15回 
　　ＪＲ芦屋駅南地区まちづくりに係る意向調査(第3次)　　外

平成27年度の改善内容

12-03-010

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
8
)



12-03-011

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）

活動配分 人 0.400 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

0.400 0.400正職員 人

人 0.000

千円 3,631 3,446 5,637 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 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

3,446 5,637 １世帯当たり（円） 84.47

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,631

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,631 3,446

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

5,637 住民1人当たり（円） 36.53

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
地域幹線道路として整備し，都市機能を向上させる。 

【大きな目的】 
安全・安心で快適な街づくり，都市交通の円滑化と安全性の向上 

【全体概要】 
□芦屋川横断工区施行委託に関する兵庫県への返済 

会計種別

根拠法令等
都市計画法，道路法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 5年度 ～ 平成52年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030403

担当所属 都市建設部都市整備課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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 街路事業（山手幹線） 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

12-03-011

12-03-011

【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

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
芦屋川横断部工事(県による立替)に伴う償還金支払いについては，県から通知される支払計画書に基づいて適切に事務手続きを行う。 
（支払期間：平成28年度～平成52年度）

【総合評価】

県との支払いに係る事務手続きは適切に完了している。

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 完了事業

[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

[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

芦屋川横断部工事(県による立替)に伴う償還金支払いについては，県から通知される支払計画書に基づいて適切に事務手続きを行う。

平成27年度の実施内容

１　業務委託 
　　西芦屋町31番9外事業用地除草業務委託　　54千円

平成27年度の改善内容

12-03-011

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
7
9
)



12-03-012

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 0.650 0.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.350正職員 人

人 0.300

千円 259,527 152,292 136,700 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,783 1,946

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 49,885 48,938 49,000

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

201,230 185,700 １世帯当たり（円） 4,932.47

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 309,412

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 309,412 201,230

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

185,700 住民1人当たり（円） 2,133.14

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ＪＲ芦屋駅北駐車場 

【意図】 
市営駐車場を運営し路上駐車等の防止を図ることで，交通事情の
改善を図る。 

【大きな目的】 
ＪＲ芦屋駅周辺の道路交通の円滑化を図る。 

【全体概要】 
□市営駐車場の運営を図る。 

会計種別

根拠法令等
道路整備特別措置法 
芦屋市自動車駐車場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 平成 5年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 12 ⑫交通マナーと思いやりがまちに行き渡り、市内が安全に安心して移動できるようになっている          

施策目標 03 ③市内を安全かつ快適に移動できる                                     

前期5年の
重点施策

12-3-1　道路や交通安全施設の整備・維持管理を適切に行います。 
12-3-2　駅周辺の交通機能を高めるための取組を検討します。 
12-3-3　公共交通や道路網を含めた市内交通の円滑化に向けて取り組みます。 
12-3-4　店舗や駅周辺での違法駐車や違法駐輪を減らす取組を進めます。

0312030412

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 駐車場事業特別会計 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

12-03-012

12-03-012

【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

駐車場料金の増収に向けた施設整備の実施。 
駐車場施設の計画的な維持管理の実施。

駐車場料金の増収に向けた施設整備の実施。 
駐車場施設の計画的な維持管理の実施。

総合評価 適正な負担を求めている

駐車場利用者から利用料金を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
料金収入の増収を図り，維持管理に要する経費を料金収入による負担する。

【総合評価】

ＪＲ芦屋駅北側周辺の路上駐車対策として設置したものであり，ラポルテ駐車場との一
体利用であり，今後も継続して運営管理する必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

ラポルテ駐車場と一体的構造のため，維持管理等の費用の負担金については削減の余地はない。

[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

ラポルテ駐車場と一体的構造のため，料金徴収及び維持管理等は業務委託を行っている。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

ラポルテ駐車場と一体的構造のため，市単独による手段変更等はできない。

総合評価 概ね実行している

施設整備，維持管理は計画通りに完了したが，料金収入については当初計画より減となっている。

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

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[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

路上駐車の防止を図ることで道路交通の円滑化に役立っている。

[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

ＪＲ芦屋駅北周辺の迷惑駐車対策として事業決定されたものである。 

[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

路上駐車の防止を図ることで道路交通の円滑化に役立っている。

現在認識している課題

長期修繕計画に基づき優先される改良改修工事と一体利用されているラポルテ駐車場改良改修工事との調整

[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

駐車場施設の適切な維持管理と利用者の安全・快適な利用。

平成27年度の実施内容

料金徴収事務業務委託　　４，８３８千円 
維持管理等業務委託　　２７，１０３千円 

利用状況　　回転率　３．５３ 
利用台数　　１７７，９２５台（４８７台／日） 
駐車場収入　４８，９３８千円

平成27年度の改善内容

長期修繕計画に基づく改良改修工事計画の策定

12-03-012

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
0
)



13-01-001

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）

特になし。

活動配分 人 1.300 1.400

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

1.000 1.100正職員 人

人 0.300

千円 8,302 6,873 2,666 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,419 8,946

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 3,800 7,392 5,764

人口 94,335

県費 千円 499 166 499 世帯数 40,797

84

14,515 10,028 １世帯当たり（円） 355.79

1,099

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 13,628

特
定
財
源

国費 千円 1,027

一般財源

年　度 単位

合計 千円 13,628 14,515

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,028 住民1人当たり（円） 153.87

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
住宅関連に資するもの。 

【意図】 
住宅関連に係る一般事務。 

【大きな目的】 
住宅関連事務の円滑化を図る。 

【全体概要】 
□住宅総合相談窓口設置及びマンション管理セミナーの開催に係る事
務 
□住宅マスタープランに関する事務 
□市営住宅等募集（住宅困窮者登録）に係る事務 
□住宅使用料等に係る明渡し訴訟の提起 
□住宅需要実態調査（旧事務№3131120） 
　住宅政策等に係る基礎資料を得るための国･県統計調査（5年毎の調
査， 
　次回はH30） 
□その他一般事務経費 

会計種別

根拠法令等
公営住宅法，芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例他

実施区分 直営 財源

事業期間 平成17年度 ～

課題別計画 芦屋市住宅マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010421

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 住宅関連一般事務 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

13-01-001

13-01-001

【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 現状維持

妥当性 あり

住宅総合相談及びマンション管理セミナー等の更なる充実 
市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の改善

公営住宅法に基づく施策の展開

総合評価 適正な負担を求めている

公営住宅法の規定による適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
□住宅総合相談窓口設置及びマンション管理セミナー等の開催に係る事務 
□住宅マスタープランに関する事務 
□市営住宅等募集（住宅困窮者登録）に係る事務 
□住宅使用料等に係る明渡し訴訟の提起 
□その他一般事務経費 

【総合評価】

住宅総合相談及びマンション管理セミナー等の更なる充実や住宅課のみでは対応困難な
住宅施策については，更に組織の横断的な対応が出来るようにする必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

公営住宅法の規定があるため

[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

公営住宅法による事業のため

[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

公営住宅法の規定があるため

総合評価 概ね実行している

住宅関連施策の推進により一定の改革を遂行した

[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 貢献度が中程度／義務的事業

住宅関連施策の推進により一定の貢献はある

[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

公営住宅法他

[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

住宅関連施策の推進

現在認識している課題

住宅総合相談及びマンション管理セミナー等の更なる充実 
市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の改善

[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

住宅関連事務の円滑化

平成27年度の実施内容

□住宅総合相談窓口設置及びマンション管理セミナー等の開催に係る事務 
□住宅マスタープランに関する事務 
□市営住宅等募集（住宅困窮者登録）に係る事務 
□その他一般事務経費 

平成27年度の改善内容

住宅総合相談及びマンション管理セミナー等の充実 
市営住宅等募集（住宅困窮者登録）に係る事務の改善

13-01-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
1
)



13-01-002

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）

特になし。

活動配分 人 1.300 1.400

他部門経費 千円 0 5,342

減価償却費 千円 485,170 485,170

0.300

うち経費 千円 485,170 490,512

嘱託・臨職等

1.000 1.100正職員 人

人 0.300

千円 494,847 505,341 2,998 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,419 8,946

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 195,405 196,751 205,800

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

702,092 208,798 １世帯当たり（円） 17,209.40

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 690,252

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 690,252 702,092

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

208,798 住民1人当たり（円） 7,442.54

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市営住宅，改良住宅，県公社及び従前居住者用住宅の入居者 

【意図】 
住宅の経常的な維持管理等 

【大きな目的】 
良好な住宅及び住環境の維持保全によって，市民生活の安定と社
会福祉の増進に寄与すること 

【全体概要】 
【指定管理者による管理運営】 
□入退去事務及び退去後の修繕 
□住宅使用料等の徴収（委託事務） 
□エレベーター等の設備保守点検 
□各団地（住戸）の営繕等の維持管理 
・市営住宅（合計1,279戸），駐車場（481区画） 
・改良住宅（上宮川町217戸,若宮町92戸）,店舗(16戸),作業場(21戸),
駐車場(64区画) 
・県公社住宅（朝日ヶ丘町Ｂ棟～Ｃ棟68戸） 
・従前居住者用住宅（合計99戸），駐車場（47区画） 

会計種別

根拠法令等
公営住宅法，芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例 
住宅地区改良法，芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例 
住宅市街地総合支援事業制度要綱及び同従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例

実施区分 指定管理 財源

事業期間 昭和26年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010416

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 市営住宅等管理業務 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

13-01-002

13-01-002

【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

市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の更なる改善 公営住宅法に基づき指定管理者制度を活用した管理運営

総合評価 適正な負担を求めている

公営住宅法の規定による適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の改善

【総合評価】

住宅課単独では対応困難な住宅政策について，横断的なスキームを確立する必要があ
り，次期マスタープラン策定時に検討する。 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

公営住宅法の規定があるため

[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

公営住宅法による事業のため

[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

公営住宅法の規定があるため

総合評価 概ね実行している

公営住宅法により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

公営住宅法による事業のため

[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

公営住宅による

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

公営住宅法による事業のため

現在認識している課題

市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の更なる改善

[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

良好な住宅及び住環境の維持保全によって，市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する

平成27年度の実施内容

【指定管理者による管理運営】 
□入退去事務及び退去後の修繕 
□住宅使用料等の徴収（委託事務） 
□エレベーター等の設備保守点検 
□各団地（住戸）の営繕等の維持管理 
・市営住宅（合計1,279戸），駐車場（481区画） 
・改良住宅（上宮川町217戸,若宮町92戸）,店舗(16戸),作業場(21戸),　駐車場(64区画) 
・県公社住宅（朝日ヶ丘町Ｂ棟～Ｃ棟68戸） 
・従前居住者用住宅（合計99戸），駐車場（47区画） 

平成27年度の改善内容

市営住宅等募集に係る事務及び市営住宅等関連事務の改善

13-01-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
2
)



13-01-003

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）

特になし。

活動配分 人 1.200 1.200

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

0.950 0.950正職員 人

人 0.250

千円 118,144 135,994 91,975 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,459 7,533

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 164,896 144,319 182,736

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

589

280,902 274,711 １世帯当たり（円） 6,885.36

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 283,040

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 283,040 280,902

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

274,711 住民1人当たり（円） 2,977.71

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
特定優良賃貸住宅入居者 

【意図】 
認定事業者（オーナー）が建設した中堅所得者層を対象とした優
良な賃貸住宅を20年間一括借上し，管理運営を行う。 

【大きな目的】 
良好な賃貸住宅の供給 

【全体概要】 
【業務委託による特定優良賃貸住宅7団地146戸の管理運営】 
□入居者の空家募集 
□入居者を決定し賃貸借契約を行う 
□入居者退去事務と退去跡住宅の改修 
□家賃（入居者負担額）と共益費の徴収,共益費の管理報告 
□収入状況調査 
□各住戸及び共用部分の維持管理 
□家賃軽減事務（既入居者月1万円，新規月2万円軽減，3年間の措置） 

会計種別

根拠法令等
特定優良賃貸住宅の促進に関する法律，芦屋市特定優良賃貸住宅制度実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 8年度 ～ 平成30年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010428

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 特定優良賃貸住宅の管理運営 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

13-01-003

13-01-003

【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

契約期間満了に伴う認定事業者（オーナー）への住宅返還 契約に基づき期間満了とともに認定事業者（オーナー）への住宅を
返還する

総合評価 適正な負担を求めている

特定優良賃貸住宅制度の規定により適切な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
認定事業者（オーナー）が建設した中堅所得者層を対象とした優良な賃貸住宅を20年間一括借上し，管理運営を行うことによる良好な賃
貸住宅の供給 

【総合評価】

震災直後から良質な住まいづくりに貢献し，一定の役割を果たしてきた。平成２８年度
より，契約期間満了の物件が発生するが，引き続き入居促進の取り組みを継続する必要
がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

特定優良賃貸住宅制度の規定があるため

[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

良好な賃貸住宅の供給のため

[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

認定事業者（オーナー）との契約があるため

総合評価 概ね実行している

良好な賃貸住宅の供給により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

良好な賃貸住宅の供給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

良好な賃貸住宅の供給のため

[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

良好な賃貸住宅の供給のため

現在認識している課題

契約期間満了に伴う認定事業者（オーナー）への住宅返還

[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

良好な賃貸住宅の供給

平成27年度の実施内容

【業務委託による特定優良賃貸住宅7団地146戸の管理運営】 
□入居者の空家募集 
□入居者を決定し賃貸借契約を行う 
□入居者退去事務と退去跡住宅の改修 
□家賃（入居者負担額）と共益費の徴収,共益費の管理報告 
□収入状況調査 
□各住戸及び共用部分の維持管理 
□家賃軽減事務（既入居者月1万円，新規月2万円軽減，3年間の措置） 

平成27年度の改善内容

特定優良賃貸住宅募集に係る事務及び特定優良賃貸住宅関連事務の改善

13-01-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
3
)



13-01-004

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）

特になし。

活動配分 人 0.250 0.550

他部門経費 千円 4,014 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 4,014 0

嘱託・臨職等

0.250 0.550正職員 人

人 0.000

千円 134,770 30,523 84,228 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,691 3,028

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

44,110

333,933 375,753 １世帯当たり（円） 8,185.23

87,525

市債 千円 8,600 259,300 204,000

事業費 千円 278,533

特
定
財
源

国費 千円 135,163

一般財源

年　度 単位

合計 千円 278,533 333,933

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

375,753 住民1人当たり（円） 3,539.86

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市営住宅等の入居者 

【意図】 
安心して生活できる良好な住宅・住環境の整備。 

【大きな目的】 
住宅及び住環境の計画的な改良改修によって，市民生活の安定と
社会福祉の増進に寄与すること 

【全体概要】 
□芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づき， 
　順次改良改修工事を行う。 

会計種別

根拠法令等
公営住宅法，芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例 
住宅地区改良法，芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例 
住宅市街地総合支援事業制度要綱及び同従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和27年度 ～

課題別計画 芦屋市営住宅等ストック総合活用計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010419

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 市営住宅等改良改修工事 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

13-01-004

13-01-004

【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

芦屋市営住宅等ストック総合活用計画の維持管理計画のローリング 芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づき，
順次改良改修工事を行う。 

総合評価 適正な負担を求めている

公営住宅法の規定による適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づき，順次改良改修工事を行う。 

【総合評価】

「市営住宅等ストック総合計画」ならびに「保全計画」に基づき進めている事業であ
り，適切であると認識している。 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

公営住宅法の規定による

[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

公営住宅法の規定による

[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

公営住宅法の規定による

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づき，順次改良改修工事を行っている

[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 貢献度が中程度／義務的事業

安心して生活できる良好な住宅・住環境の整備により，一定の貢献はある

[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

公営住宅法による

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

公営住宅法による

現在認識している課題

入居者への周知と協力をさらに得ること

[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

住宅及び住環境の計画的な改良改修によって，市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与し，安心して生活できる良好な住宅・住環境を整
備する

平成27年度の実施内容

芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づき，順次改良改修工事を行う。 

平成27年度の改善内容

入居者への周知と協力を得られた点

13-01-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
4
)



13-01-005

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）

特になし。

活動配分 人 0.600 1.100

他部門経費 千円 3,596 0

減価償却費 千円 0 0

0.100

うち経費 千円 3,596 0

嘱託・臨職等

0.500 1.000正職員 人

人 0.100

千円 68,122 17,856 74,267 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,067 6,308

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 22,502 122 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

1,375

19,353 4,098,083 １世帯当たり（円） 474.37

272,816

市債 千円 200,700 0 3,751,000

事業費 千円 498,273

特
定
財
源

国費 千円 206,949

一般財源

年　度 単位

合計 千円 498,273 19,353

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

4,098,083 住民1人当たり（円） 205.15

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市営住宅居住者 

【意図】 
安全で快適なすまいを長期にわたって確保するため，今後の市営
住宅等の計画的な修繕，改善，建替等のストックの活用手法によ
り，長期的な維持管理を実現するとともに，ストックの長寿命化
による更新コストの削減と事業量の平準化を図る。 

【大きな目的】 
市民生活の安定と社会福祉の増進 

【全体概要】 
市営住宅等の建替事業 

会計種別

根拠法令等
公営住宅法，芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～ 平成41年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010669

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 市営住宅等ストック総合活用計画に係る建替等業務 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

13-01-005

13-01-005

【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

建設・移転にかかる手法の精査 ＰＦＩによる市営住宅等の建替事業の推進

総合評価 適正な負担を求めている

公営住宅法の規定による適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
市民生活の安定と社会福祉の増進及び安全で快適なすまいを長期にわたって確保するため，今後の市営住宅等の計画的な修繕，改善，建
替等のストックの活用手法により，長期的な維持管理を実現するとともに，ストックの長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準
化を図る。

【総合評価】

住宅の建替計画は，改定後の「市営住宅等ストック総合活用計画」どおり進められてお
り，良質な住まいづくりを推進する上で適切であると認識している。 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

公営住宅法による

[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

公営住宅法による

[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

公営住宅法による

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

芦屋市営住宅等ストック総合活用計画中の維持管理計画に基づく，ＰＦＩによる市営住宅等の建替事業の推進

[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

市民生活の安定と社会福祉の増進への寄与

[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

公営住宅法による

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

市民生活の安定と社会福祉の増進への寄与

現在認識している課題

建設・移転にかかる手法の精査

[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

安全で快適なすまいを長期にわたって確保するため，今後の市営住宅等の計画的な修繕，改善，建替等のストックの活用手法により，長
期的な維持管理を実現するとともに，ストックの長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化

平成27年度の実施内容

ＰＦＩによる市営住宅等の建替事業の推進

平成27年度の改善内容

ＰＦＩ事業の推進

13-01-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
5
)



13-01-006

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）

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 99,036 99,094 98,501 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

99,094 98,501 １世帯当たり（円） 2,428.95

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 99,036

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 99,036 99,094

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

98,501 住民1人当たり（円） 1,050.45

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
災害公営住宅（南芦屋浜団地）の建設に伴う割賦金 

【意図】 
災害公営住宅（南芦屋浜団地）の建設に伴う割賦金 

【大きな目的】 
良好な住宅・住環境の整備 

【全体概要】 
□ＵＲ都市機構に住宅の建設を依頼し買取ったもの。 
　南芦屋浜団地（陽光町）　400戸 

会計種別

根拠法令等
公営住宅法，芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 9年度 ～ 平成44年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010425

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 南芦屋浜団地の建設費（割賦金） 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

13-01-006

13-01-006

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

特になし。 平成４４年度までの割賦金執行

総合評価 適正な負担を求めている

公営住宅法の規定による適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
災害公営住宅（南芦屋浜団地）の建設に伴う割賦金の執行

【総合評価】

契約どおり適切に実施されていると認識する。

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

公営住宅法による

[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

公営住宅法による

[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

公営住宅法による

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

災害公営住宅（南芦屋浜団地）の建設に伴う割賦金の計画に沿った執行

[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

良好な住宅・住環境の整備のため

[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

公営住宅法による

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

良好な住宅・住環境の整備のため

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

良好な住宅・住環境の整備

平成27年度の実施内容

災害公営住宅（南芦屋浜団地）の建設に伴う割賦金支出

平成27年度の改善内容

特になし。

13-01-006

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
6
)



13-01-007

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）

兵庫県からの風致地区に係る許認可事務等の移譲により正規職員の配置が増加したため。

活動配分 人 3.170 4.220

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.920

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

2.250 3.300正職員 人

人 0.920

千円 18,667 30,768 630 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 18,245 30,576

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 0 262 0 世帯数 40,797

0

31,030 630 １世帯当たり（円） 760.60

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 18,667

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 18,667 31,030

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

630 住民1人当たり（円） 328.93

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
宅地開発や建築物を建築しようとする個人，法人及び周辺市民 

【意図】 
宅地開発や建築物の建築行為において，まちづくり条例等に沿っ
た建築計画を行うことにより良好な住環境を維持・保全及び育成
する。 

【大きな目的】 
住環境の維持・保全及び育成について，基本となる事項その他必
要な事項を定め，市，指定確認検査機関，事業主，建築主及び市
民等の責務を明らかにすることにより，もって住みよいまちの実
現に資すること 

【全体概要】 
□芦屋市住みよいまちづくり条例に関する事務(まちづくり協定等に関
することを除く。) 
□宅地開発，建築物の建築行為に係る許認可申請等の経由進達事務 
□芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例に基づく建
築等の規制事務 
□芦屋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 
□租税特別措置法に規定する優良宅地等の認定又は経由事務 
□都市計画法第53条に基づく許可に関する事務 
□駐車場法に基づく届出の審査・指導等 
□生産緑地法に基づく許可に関する事務 
□風致地区内における建築等の行為に係る許可に関する事務 
□近郊緑地保全区域内行為の届出に関する事務 
□芦屋市既成宅地防災工事資金融資あっせん制度に関する事務 

会計種別

根拠法令等
芦屋市住みよいまちづくり条例，芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例，芦屋市建築物における駐車施
設の附置等に関する条例，都市計画法，駐車場法，生産緑地法，芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例，
近畿圏の保全区域の整備に関する法律

実施区分 直営 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010369

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 開発指導等関係一般事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

13-01-007

13-01-007

【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

社会情勢に見合ったまちづくりのあり方について調査研究を行い，
必要に応じて規則及び技術基準等の見直しを行う。

関係課と調整し，まちづくり行政に係る規制及び体制等の更なる整
理を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

特定宅地開発及び特定建築物の事業主に対しては，公共・公益施設の整備等を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
住みよいまちづくり条例に係る公園整備のあり方について調査研究を行い，今後の方向性を整理する。 

【総合評価】

市民・事業者に対し，適切な指導等を行っており，事務事業の目的である住環境の維
持・保全及び育成に貢献している。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

事務の整理及び組織の整理により，一定の削減を図ることができる。

[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

他事業と整理できる部分がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

事務の整理及び組織の整理により，一定の効率化を図ることができる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

駐車場附置に関する基準の見直しや住みよいまちづくり条例に基づく事前協議事務の改善を行ったため。

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

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[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

住みよいまちづくり条例等に基づき，審査・指導を行っているため。

[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

住みよいまちづくり条例等により実施しているため。

[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

住みよいまちづくり条例等に基づき，審査・指導を行っているため。

現在認識している課題

住みよいまちづくり条例に基づく公園等の整備及び協力金に関する基準の見直し。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

住みよいまちづくり条例による住環境の維持・保全及び育成

平成27年度の実施内容

1 駐車場法施行規則の一部改正に伴う住みよいまちづくり条例及び同施行規則の一部改正 
2 既存集合住宅等の機械式駐車装置の廃止に関する要綱の制定 
3 住みよいまちづくり条例に係る指導・審査 
(1)宅地開発事前協議届 受付件数 31件，処理件数 28件　(2)特定建築物事前協議届 受付件数 19件，処理件数 18件　(3)公園等整備協
力金 6件 55,080千円　(4)公園等整備帰属 0箇所 0㎡　(5)建築物建築届 252件　(6)芦屋市住環境紛争調定申請受付 0件　(7)届出の
あった事業に対する要望書等 1件　(8)住宅の規模別件数 一戸建て住宅 221件，集合住宅 23件 
4 駐車場法による届出 2件 
5 駐車場附置義務条例による届出 0件 
6 開発行為許可申請等受付･経由事務 204件 
7 宅地防災等 (1)宅地防災相談 0件，(2)宅地防災ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 1件

平成27年度の改善内容

駐車場附置に関する基準の見直しを行った。 
住みよいまちづくり条例に基づく事前協議事務に関して，関係課との相互理解と事務改善を行った。

13-01-007

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
7
)



13-01-008

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）

課金機システムの導入に伴う事務移管等より手数料収入が減少した。

活動配分 人 5.820 4.720

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

1.420

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

4.900 3.300正職員 人

人 0.920

千円 41,346 31,292 142 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 43,604 31,987

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 4,583 2,844 2,367

人口 94,335

県費 千円 0 12 0 世帯数 40,797

0

34,148 2,509 １世帯当たり（円） 837.02

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 45,929

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 45,929 34,148

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

2,509 住民1人当たり（円） 361.99

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
建築物 

【意図】 
建築物は基本的生活基盤としての性格を有しており，その災害等
に対する安全性を確保し，質の向上を図っていくことにより時代
が要請する良質な建築物，豊かな生活空間を実現する。 

【大きな目的】 
快適で安全安心な住まいづくり・まちづくりの推進 

【全体概要】 
□確認申請の審査及び検査，許可，承認及び認定等 
□建築審査会の運営 
□完了検査率の向上，工事監理業務の適正化，違反建築に対する指導
等 
□確認に係る建設予定地の調査 
□建設リサイクル法に基づく届出の受理等 
□省エネ法及び建築物省エネ法に基づく建築物の審査等 
□環境の保全と創造に関する条例（屋上緑化及びCASBEE)に基づく届出
の審査等 
□福祉のまちづくり条例に基づく建築物の審査及び検査 
□バリアフリー法に基づく指導及び助言並びに認定等 
□住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の審査及び検査 
□被災建築物の応急危険度判定 
□長期優良住宅及び低炭素建築物の認定等 
□アスベスト調査補助 
□マンションの建替え等の円滑化に関する法律の認可等 

会計種別

根拠法令等
建築基準法，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律，福祉のまちづくり条例(兵庫県)，エネルギーの使用の合理
化に関する法律，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律，高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律，住宅金融支援機構法，環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)，長期優良住宅の普及の促進に関する法律，都市の
低炭素化の促進に関する法律，マンションの建替え等の円滑化に関する法律実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成12年度 ～

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 01 ①良質なすまいづくりが進んでいる                                     

前期5年の
重点施策

13-1-1　良好な住環境の形成と良質な住宅供給を促進します。 
13-1-2　住宅の維持管理や改善に向けた相談や情報提供に努めます。 
13-1-3　市営住宅等の耐震化やバリアフリー化等を進め、ストックの維持管理を適切に行います。

0313010390

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 建築指導等に関する事務 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

その他

13-01-008

13-01-008

【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

建築主事及び構造審査担当者等の若年化が進んだため，急ピッチで
育成を進める必要があるが，技術力向上に寄与する審査等の実務経
験には限界がある。  
建築基準適合判定資格者が少ないため，人員配置のバリエーション
が少ない。

平成29年4月の建築物省エネ法の施行等に伴い，より複雑化する確
認検査業務に対応するため，職員の技術の維持・向上に係る取組み
を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

確認手数料等については，概ね県下統一であり，適正と考えている。

平成２８年度の目標・改善内容
既存不適格マンション等については，耐震化施策と一体的な取組とすることで良質な既存住宅のストックが形成されるよう努める。 

【総合評価】

事務事業の目標である良質なまちづくりに貢献していると認識する。今後は，技術力の
維持・向上を図るため，職場研修や外部研修への参加等の更に積極的な取組が必要と思
われる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

県下の特定行政庁の中でも，建築行政職員が極めて少ない市となっており不可能である。

[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

法令等により定められており，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

法令等により定められており，統廃合はできない。

総合評価 概ね実行している

概ね計画どおり遂行している。

[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

義務的事業であるが，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

市に建築主事をおくこととなったことに伴い，法令上，関連業務についても市が所管することになっている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

良質なすまいづくりに貢献している。

現在認識している課題

建築主事及び構造審査担当者等の若年化及び経験の低下が進んだため，若手職員の技術力向上や資格登録者の着実な増加を図る。

[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

確認検査の適正な実施の推進

平成27年度の実施内容

①建築確認申請及び検査等件数3件　②民間指定確認検査機関からの報告等受理745件③計画通知及び検査件数21件　④許可申請等件数10
件　⑤特殊建築物等の定期報告状況1046件　⑥芦屋市建築審査会2件　⑦福祉のまちづくり条例による届出5件　⑧建築物緑化計画届等1
件　⑨特定工作物解体等工事実施届33件　⑩建築物環境性能評価書3件　⑪建設リサイクル法による届出等187件　⑫省エネルギー法によ
る届出等37件　⑬長期優良住宅普及促進法による認定等件数161件　⑭低炭素建築物新築等計画の認定件数3件

平成27年度の改善内容

職場研修を実施し，技術・知識の向上を図った。課金システムの開発に合わせて，指定道路図の写しの交付をすることとし，業務の効率
化を図った。

13-01-008

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
8
)



13-02-001

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）

事務事業統合に伴う事務配分の変更

活動配分 人 0.600 1.100

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

0.600 1.100正職員 人

人 0.000

千円 5,018 9,327 5,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 9,327

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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

9,327 5,000 １世帯当たり（円） 228.62

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,018

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,018 9,327

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） 98.87

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
都市計画基礎調査の結果や社会経済状況の変化を踏まえて，都市
計画の見直しを行う。 
市の基本計画に即し，都市施設の整備計画及び都市計画事業の優
先順位を検討する。 
増加した自動車交通により慢性化した渋滞，沿道の騒音，大気汚
染等の都市部における交通問題の改善を図る。 
鉄道駅舎，周辺都市施設整備等の計画協議を行う。 
港湾関係に係る調整・手続きを行う。 

【大きな目的】 
健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する。 
都市施設の整備を計画的かつ効率的に行う。 
阪神間の都市交通問題の解決を図る。 
港湾及び臨海地域の整備促進並びに環境の向上を図る。 

【全体概要】 
□都市計画マスタープランの見直し 
□市街化区域及び市街化調整区域の区分の見直し 
□用途地域等地域地区の見直し 
□都市施設の決定及び見直し 
□市域全体の都市計画上の課題を整理し，都市施設の整備見通しを検
討 
□都市交通環境改善協議会での協議 
□連続立体交差事業等県内事業に関する調査，研究 
□港湾計画，港湾審議会，港湾協会，瀬戸内・海の路ネットワーク推
進協議会に係る事務 

会計種別

根拠法令等
都市計画法，港湾法，海岸法

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020362

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 白井　宏和

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 都市計画の決定及び見直しに関する業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

13-02-001

13-02-001

【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 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

・未整備の都市施設について，今後の整備方針等を策定する必要が
ある。

・都市施設等に関する調査・研究について各種協議会への参加，県
および近隣市の状況把握に努める。 
・兵庫県による地域地区等の定期見直しに併せて，必要に応じ都市
計画の見直し検討および手続きを行う。

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
・用途地域および地区計画（地区整備計画）等，協議が整った段階で都市計画手続きを行う。 
・兵庫県による地域地区等の定期見直しに伴う必要な都市計画手続きを行う。 
・駅前広場について，JR芦屋駅南地区まちづくりとの連携を図る。 
・総合計画後期基本計画を踏まえ，都市計画マスタープランの見直しを行う。

【総合評価】

都市施設の調査・研究は，総合計画や都市計画マスタープランと関連する事務事業であ
り，これらを踏まえ行う都市計画決定により，土地の利用制限が担保され，本市の住宅
都市としての発展に寄与しており有効な事業と考える。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[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

都市計画法に基づく事務事業

[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

・財政事情等により現段階では都市施設等の整備について，年次計画の見通しが立てられていない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

・用途地域及び地区計画（地区整備計画）等，協議が整った段階で都市計画手続きを行う。 
・兵庫県による地域地区等の定期見直し及び都市施設見直しに伴う必要な都市計画変更手続きを行う。 
・駅前広場について，JR芦屋駅南地区まちづくりとの連携を図る。

平成27年度の実施内容

□地域地区の変更　　　・用途地域の変更（平成27年9月4日　芦屋市告示第144号） 
□地区計画等の変更　　・地区計画の変更（平成27年9月4日　芦屋市告示第143号） 
□都市施設の変更　　　・道路の変更（平成27年12月8日　芦屋市告示第182号） 
□市街地開発事業の変更・土地区画整理事業の変更_(平成27年6月9日　芦屋市告示第104号） 
□阪神地域都市計画マスタープラン等の見直し（兵庫県決定） 
・阪神間都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更　・区域区分の変更　・都市再開発の方針の変更 
・住宅市街地の開発整備の方針の変更　・防災街区整備方針の変更　・道路の変更

平成27年度の改善内容

13-02-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
8
9
)



13-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 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

0.400 0.400正職員 人

人 0.000

千円 3,018 3,130 1,038 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 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 327 262 262 世帯数 40,797

0

3,392 1,300 １世帯当たり（円） 83.14

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,345

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,345 3,392

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

1,300 住民1人当たり（円） 35.96

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
都市計画に関する基礎資料として，土地利用や建物状況など，都
市の現状及び動向を把握する。 

【大きな目的】 
都市計画を見直す際の基本的な資料を作成する。 

【全体概要】 
□都市計画法第６条に基づく都市計画基礎調査 
□都市計画現況調査 
□その他調査 

会計種別

根拠法令等
都市計画法

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020363

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 白井　宏和

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 都市計画に関する基礎調査 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

13-02-002

13-02-002

【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 義務的事業

・GISシステムの更なる活用には高度な知識・技術の向上が必要と
なる。

・GISシステムの積極的な活用を図る。

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
・GISシステムを積極的に活用しながら基礎資料の作成を行う。

【総合評価】

都市計画基礎調査は，土地利用・建物調査等の現状を点検することにより，本市の都市
計画の見直し作業に活用され，有効かつ適正な事務事業である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

GISシステムを活用し更なる作業性の向上が図れるよう知識の習得に努める。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[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

GISシステムを活用し直営作業により計画どおり調査を完了

[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

都市計画法に基づく事務事業

[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

・GISシステムの更なる活用には高度な知識・技術の向上が必要となる。

[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

・GISシステムを積極的に活用しながら基礎資料の作成を行う。

平成27年度の実施内容

□都市計画法に基づく基礎調査 
・農地転用状況調査，建物現況調査（新築状況調査），市街地開発事業等調査，土地利用規制状況調査 
□都市計画現況調査 
・第１分冊（都市計画事業費及び財源等）　・第２分冊（都市計画道路等）　・第３分冊（道路以外の都市計画施設等） 
・第４分冊（都市計画区域，地域地区等）　・第５分冊（市街地開発事業，地区計画等） 

平成27年度の改善内容

・GISシステムを活用し，基礎調査等の資料作成について，直営作業により経費の節減を図った。

13-02-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
0
)



13-02-003

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）

事務事業統合に伴う事務配分の変更

活動配分 人 0.800 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

0.800 0.950正職員 人

人 0.000

千円 9,377 12,317 6,144 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,690 8,055

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 16 18 18 世帯数 40,797

0

12,335 6,162 １世帯当たり（円） 302.35

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 9,393

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 9,393 12,335

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

6,162 住民1人当たり（円） 130.76

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
都市計画について専門的な第三者の意見を伺い，住民の合意形成
を円滑化する。 
基本図，総括図等を作成し，都市の現況と都市計画を示す。 
各種法令等に基づく届出，審査等の手続きならびに協議を行う。 
国道43号の環境改善に向けた対策等を協議する。 

【大きな目的】 
都市計画の決定に関する事務等を行う。 
土地利用規制及び都市施設等を表示し都市計画の内容を明確にす
る。 
大規模小売店舗出店に伴う都市計画上の問題点を整理し，出店計
画に反映させる。 
中心市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進する。 
国道43号沿道の環境改善を図る。 

【全体概要】 
□調査・照会に係る回答書作成 
□都市計画道路の予定線明示 
□都市計画審議会の開催，運営 
□基本図の更新（GIS共通地図の更新時） 
□用途地域や関係都市計画の内容の随時更新 
□都市計画情報管理システムの維持管理及び更新 
□大規模小売店舗出店計画連絡会（市民生活部主催）での協議 
□公拡法及び国土法に関する事務 
□国道43号沿道整備協議会，沿道環境改善に向けた社会実験協議会へ
の参加 
□国道43号広域防災帯計画への協力，沿道地区計画の検討 

会計種別

根拠法令等
都市計画法，芦屋市都市計画審議会条例 
大規模小売店舗立地法，大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例（県） 
中心市街地活性化法，沿道法（幹線道路の沿道の整備に関する法律）

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020365

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 白井　宏和

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 都市計画関係等一般事務 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

13-02-003

13-02-003

【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 義務的事業

・窓口システムの操作や検索スピードの改善，情報提供内容の充実
を図る。 
・国道43号沿道については，地元要望に沿って可能な施策を展開し
ていく。

・都市計画情報に関し，提供内容の充実および先進市の状況把握に
努める。

総合評価 適正な負担を求めている

都市計画図画等の販売

平成２８年度の目標・改善内容
・住みよいまちづくりを推進するため，都市計画の決定等に関する事務を行う。 
・都市計画情報について変更があれば迅速に更新作業（窓口システム，ホームページ）を行う。 
・環境防災緑地について地元から公園等としての活用要望があれば，国土交通省と協議し，検討を進める。

【総合評価】

本市の都市計画全般に係る事務事業で，有効かつ適正である。

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

窓口システムの更新時には業務委託をせず極力直営でデータ更新を行う

[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

都市計画情報の迅速な更新に努めた

[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

[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

都市計画法に基づく事務事業

[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

・窓口システムの操作や検索スピードの改善，情報提供内容の充実。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

・住みよいまちづくりを推進するため，都市計画の決定等に関する事務を行う。 
・都市計画情報について変更があれば迅速に更新作業（窓口システム，ホームページ）を行う。 
・環境防災緑地について地元から公園等としての活用要望があれば，国土交通省と協議し，検討を進める。

平成27年度の実施内容

□都市計画に関する調査・回答件数：46件 
□都市計画道路の明示：6件 
□公拡法・国土法に基づく届出：10件 
□都市計画審議会の開催：4回 
□都市計画情報の更新 
・都市計画情報管理システム保守業務委託〔438千円〕 
・共通地図データ更新業務委託〔1,080千円〕 
□国道43号沿道整備等 
・沿道住民との懇談会等（平成27年7月・11月） 
・沿道整備協議会（連絡会）への参加および環境防災緑地整備に関する協議

平成27年度の改善内容

・都市計画情報について変更があれば迅速に更新作業（窓口システム，ホームページ）を行っている。

13-02-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
1
)



13-02-004

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 0.550 0.550

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

0.550 0.550正職員 人

人 0.000

千円 4,600 4,663 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,600 4,663

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

4,663 0 １世帯当たり（円） 114.30

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 4,600

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 4,600 4,663

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） 49.43

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
南芦屋浜地区の開発事業者である兵庫県企業庁と本市関係課との
協議調整を行う。 
南芦屋浜地区の良好な住環境形成の規制・誘導を行う。 

【大きな目的】 
南芦屋浜地区のまちづくりを，県と市の共通理解のもとに進め
る。 
南芦屋浜地区の良好な住環境形成の規制・誘導を行う。 

【全体概要】 
□兵庫県企業庁，本市関係課との協議調整 
□まちづくり（住宅整備等）の進捗に応じた地区計画（地区整備計
画）の策定および都市計画決定 

会計種別

根拠法令等
都市計画法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成11年度 ～ 平成30年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020381

担当所属 都市建設部都市計画課 担当課長名 白井　宏和

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 南芦屋浜地区開発事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

13-02-004

13-02-004

【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 現状維持

妥当性 あり

・地区整備計画区域については，南芦屋浜全体の土地利用が確定し
た段階で再度実態に応じた見直しが必要。

・土地利用が未確定の区域について，早期に方向性を定めていくた
め，継続して企業庁との協議・調整を図っていく。

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
・南芦屋浜のまちづくりについて，県企業庁の土地利用案をできるだけ早い時期に確定させ，快適性，利便性の向上が図られるように引
き続き協議，調整を行う。

【総合評価】

南芦屋浜地区のまちづくりの早期完成のため，有効かつ適正な事務事業である。今後も
引き続き，開発者である県企業庁と協議・調整して進める必要がある。 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

[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

土地利用の確定した区域について都市計画手続きを進めている

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

総合評価 類似事業はない／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

都市計画法に基づく事務事業

[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

・土地利用が定められていない区域について，県企業庁と十分な協議・調整を行い，まちづくりを進めていく必要がある。

[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

・南芦屋浜のまちづくりについて，県企業庁の土地利用案をできるだけ早い時期に確定させ，快適性，利便性の向上が図られるように引
き続き協議・調整を行う。

平成27年度の実施内容

・用途地域および地区計画の変更に係る都市計画手続き

平成27年度の改善内容

13-02-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
2
)



13-02-005

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）

長期未着手土地区画整理事業の見直し検討業務が完了したことによる費用の減。

活動配分 人 0.500 0.620

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.220

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 6,301 4,124 154 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 4,013

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

4,124 154 １世帯当たり（円） 101.09

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 6,301

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 6,301 4,124

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

154 住民1人当たり（円） 43.72

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
整備地区 

【意図】 
事業関連情報の収集。 

【大きな目的】 
事業関連情報の収集 

【全体概要】 
□協議会活動等(意見交換会・勉強会・情報誌発行等)を通じた情報交
換 

会計種別

根拠法令等

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020389

担当所属 都市建設部都市整備課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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 都市計画関係等その他一般事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

13-02-005

13-02-005

【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

ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業に関連した情報については，十
分に収集し分析していく必要がある。

ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業に関連した情報については，十
分に収集し分析していく。

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
ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業に関連した情報については，十分に収集し分析していく。

【総合評価】

情報収集や事例調査を行うことは，ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業の計画検討に大
きく寄与している。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

都市計画事業関連の情報収集を行う。

平成27年度の実施内容

協議会活動(意見交換，勉強会，情報誌等発行等)を通じた情報の交換・収集・分析 
・兵庫県土地区画整理事業推進協議会会費　　 1千円 
・全国市町村再開発連絡協議会会費　　　　　30千円 
・全国市街地再開発協会会費　　　　　　　　80千円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 111千円

平成27年度の改善内容

13-02-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
3
)



13-02-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.250 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

0.250 0.150正職員 人

人 0.000

千円 2,106 1,287 200 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,091 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

1,287 200 １世帯当たり（円） 31.55

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 2,106

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 2,106 1,287

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

200 住民1人当たり（円） 13.64

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
山手第一地区（東芦屋町） 

【意図】 
災害に強いまちづくり。交通安全。街並み形成。 

【大きな目的】 
山手第一地区のまちづくり 

【全体概要】 
□山手第一地区のまちづくり協議会活動を支援し，今後の事業化に向
けて啓発活動を行う。 

会計種別

根拠法令等
土地区画整理法　他

実施区分 補助 財源

事業期間 平成 5年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020388

担当所属 都市建設部都市整備課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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 山手第一地区都市環境整備事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

13-02-006

13-02-006

【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

事業着手時期が不明確であることから，協議会としての活動が緩や
かであり，将来的な協議会のあり方を地元と十分に協議していく必
要がある。

当地区で計画されている都市計画道路山手線については，本市の財
政状況から見て，事業着手までに相当の時間を要することから，当
協議会と継続した協議を行ないながら，今後の方向性を定めてい
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
地域のまちづくりに対する協議会活動支援を行う。

【総合評価】

将来的な事業化に向けた協議会への活動支援は必要である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

総合評価 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 整合性はない

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

平成27年度目標

地域のまちづくりに対する協議会活動の支援を行う。

平成27年度の実施内容

・まちづくり助成事業補助金　　　　　15千円 
・東芦屋まちづくり協議会　役員会等　計3回

平成27年度の改善内容

13-02-006

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
4
)



13-02-007

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 0.650 0.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.350 0.500正職員 人

人 0.300

千円 4,968 8,312 8,321 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,783 3,972

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 9,894 7,387 7,990

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

15,699 16,311 １世帯当たり（円） 384.81

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 14,862

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 14,862 15,699

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

16,311 住民1人当たり（円） 166.42

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
ラ・モール芦屋 

【意図】 
再開発事業により取得した保留床の処分。 

【大きな目的】 
再開発事業により取得した保留床の処分。 

【全体概要】 
□保留床の管理，賃貸及び処分を行う。 

会計種別

根拠法令等
都市再開発法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成10年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020384

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 再開発事業特別会計 事務事業番号

特別会計

使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

13-02-007

13-02-007

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

滞納額の減少。 滞納者との連絡を密にし，滞納額を減少させる。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

再開発事業のため受益者負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
滞納者に対する電話催告・訪問徴収等の強化を実施し，滞納額を減少させていく必要がある。

【総合評価】

空き店舗の売却処分が完了したため，今後は滞納者との連絡を密にし，滞納額を減少さ
せて行く必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

賃貸料等の徴収業務は市直営で行っているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

市施行の都市再開発事業による保留床事務のため。

[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

賃貸料等の徴収業務が主たる業務のため。

総合評価 概ね実行している

空き店舗（２区画）の売却処分は完了したが，賃貸料及び管理費の徴収が計画どおり実施できていない。

[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

[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

市施行の都市再開発事業による保留床事務のため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

滞納額の減少。

[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

空き店舗（２区画）の売却処分。 
賃貸料及び管理費の適切な徴収。

平成27年度の実施内容

空き店舗（２区画）の売却処分 
　売却額　５２，８７２千円 
　売却日　平成２８年２月２９日 

賃貸料　調定額　１３，０８５千円　雑入（管理費等）　調定額　５，１１３千円 
　　　　収入額　　７，２８９千円　　　　　　　　　　収入額　３，０９０千円 
　　　　未収額　　５，７９６千円　　　　　　　　　　未収額　２，０２３千円 

平成27年度の改善内容

空き店舗の売却。 
滞納者と直接面談による納付相談及び訪問徴収。

13-02-007

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
5
)



13-02-008

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 0.500 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

0.300 0.150正職員 人

人 0.200

千円 3,423 1,272 110 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,080 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 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

1,272 110 １世帯当たり（円） 31.18

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 3,423

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 3,423 1,272

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

110 住民1人当たり（円） 13.48

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
津知町及び川西町の各一部 

【意図】 
津知町及び川西町の各一部（10.7ha）の復興。 

【大きな目的】 
震災復興土地区画整理事業の清算。 

【全体概要】 
□土地区画整理事業の換地処分に伴う清算金の徴収事務 

会計種別

根拠法令等
土地区画整理法

実施区分 直営 財源

事業期間 平成17年度 ～ 平成27年度

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020386

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
阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地
区画整理事業（清算業務）

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

13-02-008

13-02-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

滞納者に対する訪問徴収等の強化を行い滞納額を減少させる。 滞納者に対する訪問徴収等の強化を行い滞納額を減少させる。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市施行の土地区画整理事業であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
円滑な清算金徴収事務。

【総合評価】

清算金の滞納者と密接に連絡を取り，滞納整理に努める必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

市施行の土地区画整理事業の清算金徴収であるため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

市施行の土地区画整理事業の清算金徴収であるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

徴収計画に基づき徴収を実施しているため。

総合評価 一部実行している

納付催告を行ったが，未収金が生じているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

清算業務であるため。

[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

市施行の土地区画整理事業の清算金徴収であるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

市施行の土地区画整理事業の清算金徴収であるため。

現在認識している課題

早期納付による滞納額の減少をすすめる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

清算金徴収

平成27年度の実施内容

清算金徴収額 
　調定額　７５５千円 
　収納額　６０２千円 
　未収額　１５３千円

平成27年度の改善内容

滞納者に対して，電話により納付催告を行った。

13-02-008

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
6
)



13-02-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.720 1.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.150

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.900 1.150正職員 人

人 0.820

千円 10,449 17,661 1,470 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,866 8,538

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 5 5 1,223

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

17,666 2,693 １世帯当たり（円） 433.02

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,454

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,454 17,666

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

2,693 住民1人当たり（円） 187.27

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
住所の表示をわかりやすくし,市民生活の便宜を向上させる。 

【大きな目的】 
住み良いまちづくりに寄与する。 

【全体概要】 
□住居表示実施区域の整備 
□南芦屋浜宅地開発に伴う住居表示街区変更を行う 
□住居表示台帳管理システムの実施に伴い住居表示業務を改善する 

会計種別

根拠法令等
住居表示に関する法律，芦屋市住居表示に関する条例

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 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020379

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 住居表示の変更及び実施 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

13-02-009

13-02-009

【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 あり

複数の同一住居表示家屋に対して，枝番付定の促進 住居表示台帳システム機器の更新 
ネット上で住居表示・地番等を閲覧することができることにより窓
口・電話対応の効率化を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

「住居表示による法律」の規定により市が行うもの。

平成２８年度の目標・改善内容
住居表示街区板の整理 
住居表示枝番付定の広報

【総合評価】

住居表示の管理を行うことは市民生活の根幹をなす事業であるため，更に市内部の連携
を強化し継続する必要がある事業である。 
今後，ネットによる地番・住居表示検索等のサービス向上について研究する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

「住居表示・地番」の閲覧・検索をネット対応することにより，電話・窓口等の照会対応業務の効率化が図れる。

[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

他に同種の事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

既にシステム化されており，これ以上の費用対効果は期待できない。

総合評価 概ね実行している

住居表示枝番付定について広報活動の充実させる。

[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

住居表示をわかりやすくし，市民生活の便宜を向上させる。

[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

「住居表示による法律」の規定により市が行うもの。

[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

住居表示をわかりやすくし，市民生活の便宜を向上させる。

現在認識している課題

国道２号沿線の無電柱化により，電柱に添付していた街区番号表示板が撤去されたため，新たな街区番号表示板の設置の必要性について
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

住居表示をわかり易くし，市民生活を向上させる。

平成27年度の実施内容

□住居表示実施区域の整備 
・住居番号付定件数 
・枝番号の実施　付定件数 
□住居表示に関する証明交付 
・住居表示実施証明 
・その他の証明

平成27年度の改善内容

住居表示台帳システムのデータ点検を行い，証明の発行，交付をより正確に行えるよう改善した。

13-02-009

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
7
)



13-02-010

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 1.750 1.750

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

1.650 1.750正職員 人

人 0.100

千円 9,056 9,595 3,119 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,090 8,705

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

人口 94,335

県費 千円 2,499 2,250 6,750 世帯数 40,797

0

11,845 9,869 １世帯当たり（円） 290.34

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 11,555

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 11,555 11,845

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

9,869 住民1人当たり（円） 125.56

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
土地にかかるトラブルの未然防止 
地籍調査成果を活用した台帳整備 
地籍情報を活用した各種業務用ｻｰﾊﾞｰとの連携（都市計画，固定
資産税，道路，下水，防災など） 

【大きな目的】 
官民境界を明確にするため，土地所有者の同意に基づき，公共基
準点（世界測地系）の座標から境界線を細部に測量することによ
り，地籍図，地籍簿を作成し，その成果によって道路台帳図及び
官民境界確認の基礎的データとする 

【全体概要】 
□官民境界等先行地籍調査 
□地籍調査に関する調査・照会・回答等 
□地籍調査に関する市関係課との調整 

会計種別

根拠法令等
国土調査法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成16年度 ～ 平成80年度

課題別計画 第6次国土調査事業十箇年計画，兵庫県地籍調査事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020383

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 地籍調査に関する事務 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

13-02-010

13-02-010

【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

特になし 今まで通り

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
芦屋市伊勢町にて地籍調査（官民境界等先行調査２項委託）を実施する。

【総合評価】

　官民境界を調査することにより，災害発生時の境界復元，道路や水路の整備・管理が
スムーズに行え，土地登記手続きの簡素化と費用の軽減が図れるなど調査は有効であり
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

芦屋市竹園町にて地籍調査（官民境界等先行調査２項委託）を実施する。

平成27年度の実施内容

芦屋市竹園町（０．０６ ）に地籍調査（官民境界等先行調査２項委託）を実施。業務委託料は２，９８５，１２０円。

平成27年度の改善内容

特になし

13-02-010

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
8
)



13-02-011

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）

活動配分 人 3.400 3.100

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

3.400 3.100正職員 人

人 0.000

千円 117,161 134,835 107,466 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 28,434 26,285

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

30,030

252,467 297,084 １世帯当たり（円） 6,188.37

55,418

市債 千円 125,851 87,602 134,200

事業費 千円 287,000

特
定
財
源

国費 千円 43,988

一般財源

年　度 単位

合計 千円 287,000 252,467

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

297,084 住民1人当たり（円） 2,676.28

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋処理区の住民。 

【意図】 
耐用年数を過ぎた管路施設は，破損により市民の生活に影響を及
ぼす可能性がある。 
例えば，道路陥没，漏水により地下水及び土壌の汚染，浸入水に
より余分に処理費用が発生するなどの問題があり，順次適切に改
築を進める。 

【大きな目的】 
下水道の果たす役割を適切かつ安定的に継続させる。 

【全体概要】 
□耐用年数を過ぎた下水道管渠の不明水浸入対策及び漏水による地下
水及び土壌汚染防止のため，管の更生及び布設替えを行う。 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン，芦屋市公共下水道事業計画，長寿命化計画，芦屋市下水道中期ビジョン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020447

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 管路施設改築事業 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

インフラ

13-02-011

13-02-011

【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 あり

今後，耐用年数を超える管路施設が膨大に発生してくるため，管路
の調査及び点検，修繕等の維持管理計画及び長期的な改築更新計画
を策定し，事業量及び事業費を平準化させる必要がある。

維持管理計画及び改築更新計画を策定し，計画的に事業を進めてい
く。

総合評価 適正な負担を求めている

適切な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
事業の計画的な遂行。

【総合評価】

老朽管の改築は地下水の水質保全，下水処理場の負荷削減，道路陥没の防止に有効であ
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

長寿命化計画策定時にライフサイクルコストの検討を行っており，長期スパンでのコスト縮減を行っている。

[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

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

現在の手段が最善と考える。

総合評価 概ね実行している

長寿命化計画に基づき，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

下水道管路施設の長寿命化を行っている。

[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

下水道法第３条に「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うものとする。」と明記されている。

[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

「13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し，適切な改修や維持管理を行います。」に該当する。

現在認識している課題

今後，耐用年数を超える管路施設が膨大に発生してくるため，調査点検等の維持管理計画及び長期的な改築更新計画を策定し，事業量及
び事業費の平準化を行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

長寿命化計画に基づく老朽管の改築更新を計画的に遂行し，地下水源の水質保全及び処理水の低減を図る。

平成27年度の実施内容

《委託》 
　伊勢町7街区先下水管実施設計業務委託　管渠実施設計　L=10m，竹園町5街区先外下水管実施設計業務委託　管渠実施設計　L=180m，
市内一円下水管調査業務委託（その1）　本管調査　L=16,926m，市内一円下水管調査業務委託（その2）　本管調査　L=23,879m，その他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　 98,564千円 

《工事》 
　伊勢町5街区先外下水管更生工事　管更生φ1000～1100　L=100m，奥池南町地内汚水管更生工事（第2期）　管更生φ250　L=349m，岩
園幼稚園建替えに伴う汚水管移設工事 管布設替工φ200　L=101m，新浜町5街区先汚水管布設替工事　管布設替工φ300　L= 34m，平田北
町2街区先汚水管更生工事　管更生φ250 L= 41m，津知町12街区先汚水管布設替工事　管布設替工φ200　L= 30m，その他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　127,618千円

平成27年度の改善内容

今後，より計画的に改築更新を進めるため，平成２６年度から３か年の予定で市内一円下水管調査業務委託を発注し，既設管の状態把握
を行っている。

13-02-011

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
2
9
9
)



13-02-012

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）

活動配分 人 2.500 2.150

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

2.500 2.150正職員 人

人 0.000

千円 36,580 24,940 22,254 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 20,908 17,412

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

149

62,787 87,054 １世帯当たり（円） 1,539.01

600

市債 千円 22,900 37,698 64,200

事業費 千円 59,493

特
定
財
源

国費 千円 13

一般財源

年　度 単位

合計 千円 59,493 62,787

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

87,054 住民1人当たり（円） 665.57

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋処理区の住民 

【意図】 
芦屋処理区において，浸水対策及び道路冠水解消を行うため，雨
水渠等の整備により，雨水排除能力の向上を行う。 

【大きな目的】 
下水道整備によ安全で快適な生活を確保する。 

【全体概要】 
□下水道事業計画，国庫補助金の申請，各種工事の設計管理 
□自治会，地元住民との協議調整 
□道路管理者，各地下埋設物占用者との協議調整 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン，芦屋市公共下水道事業計画，芦屋市下水道中期ビジョン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020448

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 雨水浸水対策事業 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

インフラ

13-02-012

13-02-012

【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 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

10年確率に対応する雨水整備には，莫大な事業費と期間を要する。
5年確率の雨水整備としては概成していることから，他の事業との
比較で本事業そのものの優先度を見極める必要がある。

平成28年度までに雨水整備計画の策定を目指す。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

特定の人が利益を受けるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
平成26年度に実施した芦屋市公共下水道雨水整備計画策定業務を基に，より現実に即した雨水整備計画策定を目指して引き続き検討を行
う。

【総合評価】

降雨による冠水を防止することに有効である。

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

現在，行っている工事内容においては，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

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 できる

具体的な検討には至っていないが，今後，雨水整備計画を策定していく段階で費用対効果も考慮していく。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

雨水流出量抑制として，浸水被害が発生した地域の雨水整備を行っている。

[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

安全で快適な暮らしを支えるものである。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

下水道法第３条に「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うものとする。」と明記されている。

[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

住宅都市としての機能向上に寄与するものである。

現在認識している課題

雨水整備に係る計画策定を行う必要があるが，浸水被害の発生に至る原因が様々であり，机上の検討には限界がある。また，雨水排除能
力向上のハード整備は，成熟した市街地においては，施工条件が非常に厳しく困難が予想される。

[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

平成22年度の事業認可変更で，雨水排除能力向上のため計画諸元を見直したが，具体的な整備計画の策定には至っていない。そのため，
過去の浸水実績を基に雨水整備を行う。

平成27年度の実施内容

委託 
　下水道施設津波対策検討業務委託　津波対策検討業務　N=1式 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　5,940千円 

工事 
　江尻川排水区（大東町9）雨水管布設工事　管布設工φ200～□700×500　L= 96m 
　江尻川排水区（大東町9）雨水管布設工事跡舗装復旧工事　舗装工　　　 A=606㎡ 
　南宮排水区（浜町9）雨水管布設工事　　　管布設工φ700　　　　　　　L= 17m 
　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　27,185千円 

補償費 平成27年度の改善内容

雨水排除能力向上に向けた雨水整備工事を行う。

13-02-012

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
0
)



13-02-013

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 0.750 0.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 0.550正職員 人

人 0.000

千円 5,710 4,663 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,473 4,663

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 5,709 7,239 11,932

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

11,902 11,932 １世帯当たり（円） 291.74

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 11,419

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 11,419 11,902

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

11,932 住民1人当たり（円） 126.17

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
新たに排水設備設置（新設）をする市民及び下水取付管布設工事
業者。 

【意図】 
処理区域内の宅地排水を公共下水道管へすべて接続する。 

【大きな目的】 
水洗化１００％を図り，市民衛生環境の保全に努める。 

【全体概要】 
□戸建て並びに集合住宅等の新築に際し，公共下水道管へ接続する下
水取付管布設申請に基づく工事設計並びに積算及び現場管理業務 

会計種別

根拠法令等
下水道条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020450

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 下水道施設建設費負担金設計業務 事務事業番号

特別会計

使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

13-02-013

13-02-013

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

なし。 申請に応じて，適正に業務を遂行する。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めているため。

平成２８年度の目標・改善内容
申請に応じて，適正に業務を遂行する。

【総合評価】

宅内からの排水を下水道管に流すことは，住環境の向上に貢献している。

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

兵庫県の歩掛により，工事費を積算し，施工しているため。

[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

類似事業はないため。

[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

取付管新設等業務は，民間施行も許可を出して併用しているが，市に施工を依頼された場合，適正金額で施工を行う必要があるため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

申請に応じて，適切に業務を遂行しているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

水洗化率100％を図り，住環境の保全に貢献しているため。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

取付管新設等業務は，民間施行も許可を出して併用しているが，市に施工を依頼された場合，適正金額で施工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

水洗化率100％を図り，住環境の保全に努めるため。

現在認識している課題

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

申請に応じて，適正に業務を遂行する。

平成27年度の実施内容

負担金設計による取付管新設等業務　N=22件

平成27年度の改善内容

なし

13-02-013

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
1
)



13-02-014

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 0.450 0.800

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 0.800正職員 人

人 0.000

千円 4,709 6,886 1,357 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,763 5,557

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 523 226 402

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

7,112 1,759 １世帯当たり（円） 174.33

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 5,232

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 5,232 7,112

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

1,759 住民1人当たり（円） 75.39

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
下水道台帳は，維持管理の根幹となるため，適正な管理及び修正
業務を行う。 

【大きな目的】 
下水道整備による安全で快適な生活。 

【全体概要】 
□下水道台帳の保管・製本 
□下水道新設・改良工事（汚水・雨水）に伴う修正業務（設計・積
算・現場立会い） 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020451

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 下水道台帳の管理・修正業務 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

インフラ

13-02-014

13-02-014

【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 現状維持

妥当性 あり

現場との台帳の不整合がある。 現場と台帳の不整合を減少させる。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めているため。

平成２８年度の目標・改善内容
市内全域の下水管調査結果を迅速に台帳に反映させる。

【総合評価】

下水道施設の維持管理を行う上で台帳管理は必要である。

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

業者委託部分をできるだけ減少させ，直営で行う。

[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

台帳修正を直営で行うことにより，より迅速な情報提供ができる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

市内全域を調査し，台帳修正を行っているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

的確な維持管理のためには，正確な台帳整備が必要なため。

[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

管理者に台帳整備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

的確な維持管理のためには，正確な台帳整備が必要なため。

現在認識している課題

台帳と現場との不整合箇所を市内全域の下水道管の調査を行い，訂正する。

[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

市内全域の下水管調査結果を迅速に台帳に反映させる。

平成27年度の実施内容

地理情報システム地図データ統合更新業務委託　データ更新　　N=1式 
下水道情報管理システム保守業務委託　　　　　システム保守　N=1式

平成27年度の改善内容

工事等により更新が必要となった個所については，迅速に台帳に反映した。

13-02-014

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
2
)



13-02-015

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 1.300 2.000

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

1.300 2.000正職員 人

人 0.000

千円 24,144 43,186 25,579 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,673 16,958

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 36,216 22,553 32,161

人口 94,335

県費 千円 0 3,235 0 世帯数 40,797

0

68,974 64,740 １世帯当たり（円） 1,690.66

0

市債 千円 0 0 7,000

事業費 千円 60,360

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 60,360 68,974

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

64,740 住民1人当たり（円） 731.16

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
補修・改修が必要な下水道施設 

【意図】 
補修・改修が必要な下水道施設について，快適な市民生活を維持
するため，下水道施設の状態を良好に保つ。 

【大きな目的】 
下水道施設の適正な維持管理を行うことにより，快適な市民生活
を維持する。 

【全体概要】 
□苦情，要望及び日常点検での不良箇所のテレビ調査及び目視調査を
実施し，補修並びに改良工事を行う。 
□道路改良工事に先立ち処分制限期間を経過した下水道管路施設の調
査し，不良箇所の改良工事を行う。 
□他企業及び他事業課より道路掘削工事に伴う協議書の提出があり，
それに対する回答，現場立会い，現地明示及び工事中の巡回等を行っ
ている。 
□各管理者への下水道施設の占用協議。 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020452

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 下水道管路施設の維持管理業務 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

インフラ

13-02-015

13-02-015

【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 現状維持

妥当性 あり

台帳整備と補修履歴の整理。 台帳整備と補修履歴を整理し，維持管理計画を策定する。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
下水道施設の適正な維持管理に努める。

【総合評価】

快適な市民生活環境を保つために有効である。

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 ある程度のコスト削減余地あり

台帳整備と補修履歴の整理が完了すれば，ある程度の維持管理費の削減を図れるため。

[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

類似事業が無いため。

[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

兵庫県の歩掛を使用して工事費及び業務委託費を積算し，業務を発注しているため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

補修履歴を整理して台帳に反映しているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

下水道施設を適正に維持管理し，快適な市民生活を維持するため。

[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

下水道施設の維持管理は，管理者が実施しなければならないため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

下水道施設を適正に維持管理し，快適な市民生活を維持するため。

現在認識している課題

下水道施設の補修履歴が整理されていない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

下水道施設の適正な維持管理に努める。

平成27年度の実施内容

法面復旧工N=1箇所　仮設道路工N=1式　伐採工N=1式　蓋取替工N=79箇所　蓋調整工N=3箇所　舗装復旧工A=1,413㎡　本管調査L=1,689m
障害物除去工N=2式　取付管調査N=30箇所　木根ﾓﾙﾀﾙ除去N=31箇所　取付管清掃工N=5箇所　人孔清掃工N=7箇所　土嚢作成N=100袋　汚水
管清掃工L=67m　取付管更生工L=2m　基準点測量N=1式　閉庁時間緊急現場確認N=193回　取付管布設工N=3箇所　取付管布設替工N=18箇所
取付管撤去工N=10箇所　取付管改修工N=4箇所　試掘工N=3箇所　逆止弁設置工N=27箇所　スクリーン修繕工N=1式　汚水管補修工N=1箇所
人孔補修工N=1箇所　道路陥没復旧工N=2箇所　足掛金物設置工N=13箇所　モルタル補修工N=1箇所

平成27年度の改善内容

なし。

13-02-015

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
3
)



13-02-016

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 0.750 0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 0.250正職員 人

人 0.000

千円 10,743 8,313 7,560 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,272 2,120

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

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

8,313 7,560 １世帯当たり（円） 203.76

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 10,743

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 10,743 8,313

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

7,560 住民1人当たり（円） 88.12

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
下水道用地及び水路用地。 

【意図】 
下水道用地及び水路用地について，快適な市民生活を維持するた
め，下水道施設の状態を良好に保つ。 

【大きな目的】 
下水道施設の適正な維持管理を行うことにより，快適な市民生活
を維持する。 

【全体概要】 
□下水道用地・水路用地の管理，占用許可及び境界協定 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020453

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 下水・水路用地の管理業務 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

インフラ

13-02-016

13-02-016

【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

兵庫県が委譲を求めている水路について，委譲を受ける条件を県と
協議する。

下水・水路用地の維持管理を適正に行う。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
下水・水路用地の維持管理を適正に行う。

【総合評価】

快適な市民生活環境を保つために有効である。

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

兵庫県の歩掛に基づき積算し，業務を発注しているため。

[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

類似事業は無いため。

[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

管理者以外にこの業務を遂行できるものがおらず，困難なため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

管理すべき下水・水路用地を適正に管理しているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

下水・水路用地の適正な管理は，住環境の向上につながるため。

[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

管理者が行うべき業務であるから。

[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

下水・水路用地を適正に管理することで，住環境の向上につながるため。

現在認識している課題

兵庫県が委譲を求めている水路について，委譲を受ける条件を県と協議する。

[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

下水・水路用地を適切に管理する。

平成27年度の実施内容

除草清掃N=11件　水路清掃N＝4式　清掃N=1件　高木伐採N=1件　高木剪定N=4本　笹伐採作業N=1式　除草N=4式　水路床板改修工L=10m
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置工N=1箇所　水路補修工N=4箇所

平成27年度の改善内容

なし。

13-02-016

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
4
)



13-02-017

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 2.050 2.150

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

1.050 0.650正職員 人

人 1.000

千円 11,643 13,994 6,015 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,637 9,743

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

14,994 6,415 １世帯当たり（円） 367.53

0

市債 千円 1,200 1,000 400

事業費 千円 12,843

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 12,843 14,994

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

6,415 住民1人当たり（円） 158.94

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
公共下水道の使用住民 

【意図】 
公共下水道の使用住民に対して，サービスの向上を図る。 

【大きな目的】 
公共下水道の整備に伴う事務処理 

【全体概要】 
□公共下水道の整備に伴う事務処理 

会計種別

根拠法令等
下水道法，芦屋市下水道条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 芦屋市下水道中期ビジョン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020454

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 下水道整備に係るその他事務 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

インフラ

13-02-017

13-02-017

【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 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

起債等の適正な財源の確保に努める。 適正な下水道改修修繕工事を行うための事務処理を行っている。 

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
公共下水道の使用住民に対して，サービスの向上を図る。 

【総合評価】

公共下水道の整備を行う上で有効である。

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

契約方法の見直し等により，経費の削減に努める。 

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

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

適正な下水道改修修繕工事を行うための事務処理を行っている。 

総合評価 概ね実行している

適正な下水道改修修繕工事を行うための事務処理を行っている。 

[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

適正な下水道改修修繕工事を行うための事務処理を行っている。 

[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

行政により適切なサービスを行うことが妥当と考えられる。 

[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

継続して，公共下水道の使用住民に対するサービスの向上を図る。 

現在認識している課題

事務処理体制の強化 

[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

公共下水道の使用住民に対して，サービスの向上を図る。 

平成27年度の実施内容

旅費15千円 
需用費1,456円 
役務費176千円 
使用料350千円 
備品購入費3,246千円 
公課費8千円 

総事業費5,251千円 

平成27年度の改善内容

特になし 

13-02-017

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
5
)



13-02-018

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 2.550 3.050

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

2.550 3.050正職員 人

人 0.000

千円 14,069 19,883 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,332 19,727

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 1,563 231 1,011

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

20,114 1,011 １世帯当たり（円） 493.03

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 15,632

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 15,632 20,114

平成２６年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,011 住民1人当たり（円） 213.22

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市内住民及び下水道関連業者。 

【意図】 
処理区内の宅内排水を公共下水道管にすべて接続する。 

【大きな目的】 
住環境の保全及び改善，公共下水道の管理及び使用の確保を行
う。 

【全体概要】 
□下水道排水設備指定店からの排水設備等の確認申請受付，審査，指
導及び検査 
□事前協議等における排水設備等の計画の審査，指導並びに検査 
□特定施設設置届出の受付・審査・指導 
□特定事業場への立入調査，特定施設の稼動状況や排出される下水の
水質検査及び指導 
□下水道排水設備指定店の指定申請書受付，審査，指導（更新含む） 
□下水道排水設備責任技術者の登録申請受付，審査，登録（更新含
む） 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020455

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩崎　満

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 排水設備等関連業務 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

その他

13-02-018

13-02-018

【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

適正な指導を行っていく。 適正な指導を行っていく。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めているため。

平成２８年度の目標・改善内容
適正な指導を行っていく。

【総合評価】

排水設備設置に関する指導，検査を行うことは，住環境の保全や公共下水道の維持管理
を行う上で有効である。 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

コストの算定ができないため。

[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

類似事業は無いため。

[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

費用対効果の測定ができないため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

適切な指導で下水道施設を保全し，良好な住環境を保っているため。

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

総合評価 類似事業はない／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

適切な指導で下水道施設を保全し，良好な住環境を保つことになるため。

[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

管理者が実施すべきものであるため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

適切な指導で下水道施設を保全し，良好な住環境を保つことになるため。

現在認識している課題

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

適正な指導を行っていく。

平成27年度の実施内容

排水設備確認申請受付等N=322件　確認検査N=253件　事前協議等N=41件　建築届審査等N=248件　宅地造成審査等N=38件　排水設備指定
工事店の受付等N=31件

平成27年度の改善内容

なし。

13-02-018

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
6
)



13-02-019

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 0.200 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

0.200 0.100正職員 人

人 0.000

千円 1,673 848 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,673 848

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 0 １世帯当たり（円） 20.79

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,673

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,673 848

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

0 住民1人当たり（円） 8.99

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
芦屋処理区のうち合流区域の住民。 

【意図】 
処理効率の改善を行う。 

【大きな目的】 
公共用水域の水質保全と生活環境の改善 

【全体概要】 
□雨水吐き室暫定措置・分流汚水と合流汚水の分離処理 
□分流化計画の策定 
□岩園地区の分流化 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン，芦屋市公共下水道事業計画，芦屋市下水道中期ビジョン

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020456

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 合流式下水道改善事業 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

インフラ

13-02-019

13-02-019

【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 現状維持

妥当性 あり

分流化には，相当な期間と費用を要するため，いかに効率的に事業
を進め，かつ，コスト削減を行うか検討が必要である。また，合流
区域は岩園地区の他にもあるため，これらの区域の合流式下水道改
善をどのように行っていくかの検討も必要である。

岩園地区分流化に向けて関係部署及び関連機関と調整を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

既に終了している。

平成２８年度の目標・改善内容
岩園地区の分流化に着手するため，関係機関との調整を行う。

【総合評価】

合流式下水道を分流化することは，下水処理場の負荷の軽減に有効である。

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

現段階ではない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

本事業のメインとなる内容は分流化であり，統合できるものではない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現段階においてはない。

総合評価 実行できていない

条件付き採択のままであり，平成２８年度からの着手ができない状況である。

[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 貢献度が小さい

今後，岩園地区の分流化に着手すれば貢献度は高くなる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

下水道法第３条に「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うものとする。」と明記されている。

[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

快適な暮らしを確保するためのものであり，整合性はある。

現在認識している課題

近年，局地的な集中豪雨が発生する等，雨の降り方が変わってきていることや都市化に伴い雨水流出量が増加しているため，合流区域に
おいては，下水道施設への負担が大きくなってきている。

[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

平成28年度からの岩園地区分流化に向けて，関係機関との調整を行う。

平成27年度の実施内容

平成27年度の改善内容

岩園地区分流化に関して，費用対効果等を確認した。

13-02-019

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
7
)



13-02-020

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 0.150 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

0.150 0.100正職員 人

人 0.000

千円 1,254 15,428 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 848

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

15,428 0 １世帯当たり（円） 378.17

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 1,254 15,428

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） 163.54

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
下水道事業区域全域（対象面積1,126ha） 

【意図】 
下水道事業計画の見直し，事業の評価を行う。 

【大きな目的】 
下水道整備による安全で快適な生活を図る。 

【全体概要】 
□全体計画 
□事業認可 
□事業評価 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

課題別計画 都市計画マスタープラン，芦屋市公共下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020457

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 下水道事業計画・評価事業 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

インフラ

13-02-020

13-02-020

【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 あり

下水道法の改正による公共下水道事業計画変更に変更が生じている
ため，県等と協議を行っていく必要がある。

必要に応じて，計画変更等を行っていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

本事業は，下水道事業の計画に係るものであり，負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
芦屋市公共下水道事業計画変更を行う。

【総合評価】

公共水域の水質保全，住環境の改善に有効である。

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

現時点ではない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

計画に係る事務事業は，他にない。

[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

現時点ではない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

本事業は，下水道事業の計画に係るものであり，着実に遂行するためのものである。

[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

本事業は，下水道事業の計画に係るものであり，重点施策に貢献するための計画等を立案するものである。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

下水道法第３条に「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うものとする。」と明記されている。

[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

本事業は，下水道事業の計画に係るものであり，総合計画との整合性を図ることは当然のことである。

現在認識している課題

平成27年度に下水道法の改正があり，公共下水道事業計画変更の内容に変更等が生じているため，県等との協議が必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

平成27年度目標

平成２８年度の公共下水道事業計画変更のため，準備を行う。

平成27年度の実施内容

芦屋市公共下水道事業計画変更認可準備業務委託　下水道法事業計画の変更　1式 
芦屋市芦屋処理区合流式下水道緊急改善計画 
　　　　における合流改善事業事後評価業務委託　事後評価　１式 

平成27年度の改善内容

特になし。

13-02-020

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
8
)



13-02-021

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）

活動配分 人 0.100 0.050

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 0.050正職員 人

人 0.000

千円 836 424 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 836 424

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

424 0 １世帯当たり（円） 10.39

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 836 424

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

0 住民1人当たり（円） 4.49

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
南芦屋浜地区の住民。 

【意図】 
南芦屋浜地区の住民を対象とし，衛生的で快適な生活環境を構築
する。 

【大きな目的】 
下水道整備による衛生的で快適な街づくりを目指す。 

【全体概要】 
□南芦屋浜地区の公共下水道設計 
□市街地整備事業主体（兵庫県企業庁臨海整備課）との協議 
□県企業庁と受委託契約 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 8年度 ～ 平成30年度

課題別計画 都市計画マスタープラン，芦屋市公共下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020377

担当所属 上下水道部下水道課 担当課長名 岩﨑　満

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 南芦屋浜公共下水道整備事業 事務事業番号

特別会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

13-02-021

13-02-021

【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

一部未完成の計画が残る間，県企業庁との協定をどのように継続す
るか。

県企業庁との調整を適切に行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

当該地区においては，本市が開発者の立場にないため。

平成２８年度の目標・改善内容
県企業庁と必要に応じて調整を行い，民間の開発者に対して適宜指導する。

【総合評価】

南芦屋浜の整備に必要である。県企業庁と未整備地についての調整が必要である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

平成25年度から民間開発による下水道整備となったため，市の費用的負担は発生していない。

[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

当該地区は，新たな開発地における下水道整備であり，他地区の状況とは異なる。

[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

現段階ではない。

総合評価 概ね実行している

宅地の開発に合わせて，整備は進んでいる。

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

総合評価 類似事業はない／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

快適な暮らしを支えるためのものである。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

下水度法第3条に「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うものとする。」と明記されている。

[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

快適な暮らしを支えるためのものである。

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

県企業庁と必要に応じて調整を行い，民間の開発者に対して適宜指導する。

平成27年度の実施内容

民間の開発者に対して指導した。

平成27年度の改善内容

特になし。

13-02-021

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
0
9
)



13-02-022

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）

施設建設に関する工事費の増加による増。

活動配分 人 0.000 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

0.000 0.300正職員 人

人 0.000

千円 0 9,074 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 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

9,074 64,800 １世帯当たり（円） 222.42

32,400

市債 千円 0 0 32,400

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 9,074

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

64,800 住民1人当たり（円） 96.19

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
下水処理事業 

【意図】 
汚水や合流雨水を適正に処理し大阪湾の水環境を保全する。雨天
時に浸水が起こらないよう雨水を排除する。 

【大きな目的】 
環境保全・浸水対策 

【全体概要】 
□施設設備の改築，更新，耐震化 
□芦屋下水処理場の高度処理化 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和46年度 ～

課題別計画 下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020458

担当所属 上下水道部下水処理場 担当課長名 米村　昌純

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 芦屋下水処理場整備事業 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

インフラ

13-02-022

13-02-022

【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 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

施設の改築更新と高度処理化，耐震化の時期の検討。 施設に改築更新と高度処理，耐震化を関連させ事業を行っていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

受益者負担の考えにはなじまない。

平成２８年度の目標・改善内容
下水処理場施設の耐震化に向けた検討を行う。

【総合評価】

芦屋処理区の汚水，雨水を適切に処理することにより，環境保全及び浸水対策を図る上
で重要である。 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

現状以上の余地はない。

[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

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

現状以上の効果はない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

継続し行っている。

[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

良好な水完了を維持し，雨水による浸水を防ぐことは，安全な住宅都市としての機能を発揮することに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

大阪湾の環境保全や雨天時の浸水対策を行う必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

良好な水環境の維持は良好な住まいづくりと一致している。

現在認識している課題

老朽化施設の改築・更新を状況に合わせ施工を行う。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

芦屋下水処理場の耐震化に向けた検討を行う。

平成27年度の実施内容

芦屋下水処理場の耐震化に向けて検討を行った。

平成27年度の改善内容

13-02-022

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
0
)



13-02-023

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

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 0.000

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】 
南芦屋浜地区内の下水処理事業 

【意図】 
南芦屋浜地区（9,000人/7,700ｍ3/日）の下水の処理・水環境保
全を充実させる為，施設及び設備を整備する。 

【大きな目的】 
環境保全 

【全体概要】 
□南芦屋浜下水処理場　二期機械・電気設備工事及び工事監理 
　※処理人口　　　　9,000人 
　※処理能力　　　　7,700m3/日 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 8年度 ～

課題別計画 下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020378

担当所属 上下水道部下水処理場 担当課長名 米村　昌純

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 南芦屋浜下水処理場整備事業 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

インフラ

13-02-023

13-02-023

【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

二期工事の着手時期の見極め。 人口の増加，建設計画等を参考に着手時期を検討する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

受益者負担の考えになじまない。

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き人口や水量の増加を注視しながら整備時期について検討を行う。

【総合評価】

南芦屋浜処理区の環境保全や快適な生活環境を図る上で重要である。

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

現状以上の余地はない。

[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

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

現状以上の効果はない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

人口の増加や水量を注視しながら実施。

[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

良好な水環境の維持は，良好な住まい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

南芦屋浜地域の下水処理や大阪湾の環境保全のため行う必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

良好な水環境の維持は，良好な住まいづくりと一致している。

現在認識している課題

二期工事の着手時期の見極め。

[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

処理区域内人口等の増加と連携し，処理場の整備時期について検討を行う。

平成27年度の実施内容

なし

平成27年度の改善内容

13-02-023

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
1
)



13-02-024

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

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）

発生汚泥量の増加による委託費の増。

活動配分 人 1.000 0.500

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 0.500正職員 人

人 0.000

千円 9 141 472 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 4,240

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 213,177 214,574 214,390

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

214,715 214,862 １世帯当たり（円） 5,263.01

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 213,186

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 213,186 214,715

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

214,862 住民1人当たり（円） 2,276.09

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
下水汚泥処理 

【意図】 
下水汚泥の広域処理事業。 

【大きな目的】 
芦屋市にける環境・処理コストを勘案した広域汚泥処理事業への
参入 

【全体概要】 
□兵庫東流域下水汚泥処理事業への参入 
□汚泥処理に係る経費負担 
□新規設備整備・改築事業費負担 
□参入負担金 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 委託 財源

事業期間 平成13年度 ～

課題別計画 下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020459

担当所属 上下水道部下水処理場 担当課長名 米村　昌純

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 兵庫東流域下水汚泥処理事業 事務事業番号

特別会計

使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

13-02-024

13-02-024

【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

広域処理の有効性を維持するため，継続事業として行う必要があ
る。

適正な汚泥を送泥し負担の軽減を行う。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
適正な汚泥処理を行う。

【総合評価】

汚泥の広域処理は，芦屋市の環境保全を維持する上で重要である。

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

現状以上の余地はない。

[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

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

現状以上の効果はない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

継続し行っている。

[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

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

下水の処理において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

良好な住まいづくりと一致している。

現在認識している課題

広域処理の有効性を維持するため，継続事業として行う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

適正に汚泥処理を行う。

平成27年度の実施内容

汚泥を適正に処理する。 
汚泥量 
平成23年度　　159,621ｍ3 
平成24年度　　157,575ｍ3 
平成25年度　　153,573ｍ3 
平成26年度　　158,533ｍ3 
平成27年度　　159,197ｍ3

平成27年度の改善内容

13-02-024

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
2
)



13-02-025

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

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）

補修工事費の増加による増。

活動配分 人 15.000 7.200

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

15.000 7.200正職員 人

人 0.000

千円 119,234 123,468 43,532 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 105,465 56,960

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 305,318 310,942 442,902

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

434,410 486,434 １世帯当たり（円） 10,648.09

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 424,552

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 424,552 434,410

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

486,434 住民1人当たり（円） 4,604.97

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民および環境 

【意図】 
市民が清潔で安全に生活ができ，また，周辺環境が保全される。 

【大きな目的】 
市民生活および環境保全のための効率的な維持管理を行う。 

【全体概要】 
□下水処理場施設の直営及び委託による維持管理 

会計種別

根拠法令等
下水道法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和27年度 ～

課題別計画 下水道事業計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020460

担当所属 上下水道部下水処理場 担当課長名 米村　昌純

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 下水処理場・ポンプ場維持管理業務 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

インフラ

13-02-025

13-02-025

【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

古い設備が多数稼動していることから，適切な維持管理を行い，運
転に支障が生じないようにする。

日常の点検，管理を十分に行い予防保全に努める。

総合評価 適正な負担を求めている

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
効率的な維持管理を行うため，計画的な改修・更新を行う。

【総合評価】

経験を生かし効率的な維持官営を行い，快適な市民生活を行う上で重要である。

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

現状以上の余地はない。

[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

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

現状以上の効果はない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

適正に維持管理できている。

[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

良好な水環境を維持し，雨水による浸水を防ぐことは，安全な住宅都市としての機能を発揮することに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

市民の快適で安心した生活を支えるために必要である。

[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

良好な水環境の維持は良好な住まいづくりと一致している。

現在認識している課題

市民生活に影響がないよう維持管理を行っており，今後施設の老朽化に伴いさらなる効率的な維持管理が必要となる。

[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

日常の運転管理に不具合が生じないよう各施設の維持管理を行う。

平成27年度の実施内容

平成27年度事業費（人件費除く）377,450千円 
下水処理場維持費　　　　　　　354,020千円 
抽水場維持費　　　　　　　　　 23,430千円

平成27年度の改善内容

労働体制の見直し。

13-02-025

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
3
)



13-02-026

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.640 3.060

他部門経費 千円 4,014 1,526

減価償却費 千円 0 0

0.240

うち経費 千円 4,014 1,526

嘱託・臨職等

3.400 2.820正職員 人

人 0.240

千円 119,393 217,304 122,787 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 29,119 24,588

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 1,200 1,000 51,333

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

21,000

239,304 219,620 １世帯当たり（円） 5,865.73

45,500

市債 千円 23,000 0 0

事業費 千円 185,131

特
定
財
源

国費 千円 41,538

一般財源

年　度 単位

合計 千円 185,131 239,304

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

219,620 住民1人当たり（円） 2,536.75

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
高齢者，障害のある方，乳幼児を連れた方を含む公園利用者 
都市公園施設 
利用率の低い公園 

【意図】 
公園内や道路とのバリアフリー化と障害のある方も利用しやすい
トイレの改修。 
劣化した公園施設（園路，広場等）の改修。 
利用目的に応じた施設整備。 
市民が快適に公園を利用できるよう，市民ニーズにあった公園づ
くり。 

【大きな目的】 
「交通バリアフリー法」に基づき，誰もが安心・安全・快適に暮
らせる街作りを目指す。 
誰もが安全・安心に公園を利用できるよう，公園施設の充実を図
るとともに，予防保全的な維持管理を推進するため，公園施設の
長寿命化計画を策定し，戦略的な機能保全，安全確保を図る。 
利用率の低い公園をリニューアルすることによって，公園の利用
率を向上させる。 

【全体概要】 
□公園施設長寿命化計画の策定 
□公園施設長寿命化計画に基づく施設の更新 
□都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（バリアフリー化） 
□道路と公園施設との段差解消 
□高齢者や障害のある方，乳幼児を連れた方等に配慮したトイレの改
善 
□劣化した施設（園路，広場等）の更新・改修 
□利用目的に応じた施設整備 
□寄附等による公園新設事業 
□利用率の低い公園の実態を把握し，利用率向上に繋がる改修の実施 

会計種別

根拠法令等
都市公園法，交通バリアフリー法 
芦屋市都市公園条例 
芦屋市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成20年度 ～

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020673

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 都市公園施設整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

公園

13-02-026

13-02-026

【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

老朽化している施設が多いことから，計画的に施設更新を図るとと
もに，公園のバリアフリー化についても，併せて実施することで，
より整備効果が高まるよう取り組む必要がある。

施設を更新するにあたり，対象施設，影響範囲，今後の有効性，地
域のニーズをしっかりと把握し，利用者に喜ばれる施設改修を行っ
ていく。

総合評価

市民利用が主なので，適さない。

平成２８年度の目標・改善内容
近隣住民との調整を重ねてきている事業が多いため，整備に至るまでのスケジュールをしっかりと把握する必要がある。 
また，平成27年度に策定した公園施設長寿命化計画に沿った施設更新を進めるにあたり，より地域の望む公園にするために，地域との連
携・調整を，可能な限り早い段階から進める必要がある。

【総合評価】

施設の老朽化に伴い，安心して利用できるよう継続して実施する必要がある。

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

基本的に難しい。

[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

平成25年度に統合を実施。これ以上の統合は難しい。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

施設別の対応のため，費用対効果の向上は難しい。

総合評価

国庫補助金が要望通りに交付されないため，予定されていた施設更新及びバリアフリー化が，すべて出来ている訳ではない。

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

総合評価

[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

公園利用者への対応。

[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

公園利用者が安全に安心して利用してもらえるようにする必要がある。

[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

公園利用者への対応。

現在認識している課題

老朽化している施設，形状変更を必要とする施設が多くある中で，優先順位をつけて整備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

平成27年度目標

長寿命化計画に基づき施設の更新を図る。その際，将来の公園利用形態及び地域のニーズを考慮し，施設を計画的に配置する。 
策定から5年が経過する公園施設長寿命化計画について，施設の健全度調査を行い，施設の更新・補修計画を見直す。 
都市公園のバリアフリー化を促進する。

平成27年度の実施内容

・潮芦屋緑地東駐車場ゲート移設工事【明許繰越】　　　　　完了　22,312千円 
・東浜公園緊急車両出入口整備工事【明許繰越】　　　　　　完了　 3,521千円 
・芦屋市総合公園小規模改修工事【明許繰越】　　　　　　　完了　50,051千円 
・芦屋市公園施設長寿命化計画策定業務　　　　　　　　　　完了　16,034千円 
・公園再生事業（公光公園，朝日ケ丘北公園）　　　　　　　完了　 2,152千円 
・バリアフリー化工事（朝日ケ丘西公園，朝日ケ丘公園）　　完了　 2,306千円 
・遊具更新工事（朝日ケ丘北，三条北，打出浜，津知南）　　完了　16,173千円 
・楠児童遊園改修工事　　　　完了　51,592千円　　　・芦屋市総合公園ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾄ改修工事　　　　完了　34,288千円 
・山麓公園施設更新工事　　　完了　 1,834千円　　　・仲ノ池緑地環境調査，漏水調査業務　　　完了　 2,581千円 
・中央緑道照明設備改修工事　完了　10,562千円　　　・山手南緑地法面調査，保護対策検討業務　完了　　 994千円 

平成27年度の改善内容

公園施設長寿命化計画の策定にあたり，市内にある公園施設の調査を実施し，各施設の健全度を把握できた。

13-02-026

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
4
)



13-02-027

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

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 1.490 1.890

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

0.740

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

0.750 1.150正職員 人

人 0.740

千円 13,119 15,954 3,066 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,383 11,839

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 15 0

人口 94,335

県費 千円 10 6 0 世帯数 40,797

0

15,975 3,066 １世帯当たり（円） 391.57

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 13,140

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 13,140 15,975

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

3,066 住民1人当たり（円） 169.34

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民・公園利用者 

【意図】 
公園・緑地・広場の管理を行う。 

【大きな目的】 
都市公園の適正な管理を行い利用者の増加を図るとともに，緑化
の推進や啓発を行う。 

【全体概要】 
□「緑の募金による森林整備の推進に関する法律」に基づき，募金活
動を実施し，公共施設等の緑化 
　事業や緑化啓発等に活用する。 
□開発行為による提供公園について，事前協議をおこない，所有権の
移転手続きを行う。 
□公園等に接する所有者と申請に基づいて立会いを行い，境界を確定
し，協定を締結する。 
□各種協会等の主催する行事や事業に参加する。 
□都市公園占用・行為を申請に基づき，許認可を行う。 
□公園の維持管理を行うために必要な物品の管理を行う。 
□都市公園台帳の整備と保守点検を行う。 

会計種別

根拠法令等
都市公園法，芦屋市都市公園条例，緑ゆたかな美しいまちづくり条例

実施区分 直営，委託，負担金 財源

事業期間 ～

課題別計画 特になし。

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020469

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 都市公園の管理・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

その他

13-02-027

13-02-027

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

管理対象の施設や樹木が増加し，物価が上昇している中で，維持管
理費は据え置かれているので，適切な維持管理が困難になってい
る。

継続して適切な管理運営を行う。

総合評価

適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
継続して適切な維持管理を行う。

【総合評価】

労務単価の上昇等により部分的な維持管理となり，予算確保と併せ，計画的な維持管理
手法の検討が必要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

最低必要な経費であり，今以上の削減余地はない。

[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

統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

できない。

総合評価

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

[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

法令等で定められている。

[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。

現在認識している課題

維持管理費・人員が不足している。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

平成27年度目標

継続して適切な維持管理を行う。

平成27年度の実施内容

・報酬，賃金，旅費　　　　　　 
・需用費，役務費，公課費　　　 
　　事務消耗品，車両燃料，車検・税金・保険・修理，施設補修，電話料金等 
・委託料　　　　　　　　　　　　 
　　総合公園予約システム変更業務・保守業務等 
・負担金　　　　　　　　　　　　 
　　日本公園緑地協会等負担金 
・車両購入費（繰越）　　　　　 

平成27年度の改善内容

適切な維持管理を実施した。

13-02-027

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
5
)



13-02-028

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.150

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

0.150 0.150正職員 人

人 0.000

千円 2,109 2,157 914 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 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 530,000 521,000 512,000

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

523,157 512,914 １世帯当たり（円） 12,823.42

0

市債 千円 0 0 0

事業費 千円 532,109

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

年　度 単位

合計 千円 532,109 523,157

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

512,914 住民1人当たり（円） 5,545.74

平成２７年度 決算

事業概要

【対象】 
市民，公園利用者 

【意図】 
南芦屋浜地区に既成市街地で整備が困難なスポーツ施設を設置す
るほか，文化・教養を育む施設の導入を図るとともに，市の広域
避難地及び広域防災機能を備えた総合公園を整備する。 

【大きな目的】 
大気汚染対策緑地整備事業で整備し，計画的に償還を行う。 

【全体概要】 
□耐震性飲料・消火兼用貯水槽の設置をするとともに広域避難地及び
広域防災拠点としての機能を持たせる。 

□花と緑のネットワークづくり及びスポーツの核となる公園として整
備する。 

□環境事業団による「大気汚染対策緑地」建設譲渡事業で施行し，環
境事業団と建設譲渡契約を締結し，完成後割賦金償還契約を締結のう
え施設の引渡しを受ける。 

□割賦金の償還 

会計種別

根拠法令等
都市公園法，環境事業団法

実施区分 委託 財源

事業期間 平成11年度 ～ 平成35年度

課題別計画 特になし。

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標 02 ②住宅都市としての機能が充実している                                   

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020468

担当所属 都市建設部公園緑地課 担当課長名 足立　覚

芦屋の将来像 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 芦屋市総合公園整備事業（償還） 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

公園

13-02-028

13-02-028

【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。 特になし。

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
特になし。

【総合評価】

償還負担計画に基づき，返済を実施している。

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

統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

できない。

総合評価

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

[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

法令等により市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

整合性はある。

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

平成27年度目標

計画的償還を行う。

平成27年度の実施内容

予定償還金の支払い

平成27年度の改善内容

特になし。

13-02-028

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
6
)



13-02-029

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市霊園維持管理業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020582

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
墓地，埋葬等に関する法律，芦屋市霊園使用条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
霊園使用者，霊園参拝者 

【意図】 
霊園の維持管理。 

【大きな目的】 
公共の福祉及び公衆衛生の向上 

【全体概要】 
□霊園の運営 
□霊園維持費請求・督促 
□維持管理業務委託 
□霊園敷地内安全対策 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

44,712 住民1人当たり（円） 592.26

年　度 単位

合計 千円 57,367 55,871

平成２６年度 決算

事業費 千円 57,367

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

55,871 44,712 １世帯当たり（円） 1,369.49

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 32,740 39,777 32,575

千円 24,627 16,094 12,137 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,243 7,711

0.600 0.650正職員 人

人 0.780 0.780

うち経費 千円 2,691 2,691

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 2,691 2,691

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 1.380 1.430

他部門経費

13-02-029

13-02-029

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

通路の拡幅のための山留や手摺の設置，転落防止柵の設置など安全対策を実施する。

平成27年度の実施内容

【歳入】決算額　４１，５６６，８８０円  
　　霊園維持費 4,530件 39,256,382円,許可書書換え等手数料 343件(許可書書き換え・再交付 47件,承継187件,改葬 105件,埋葬・埋蔵
証明 4件)102,900円,霊園使用料 4件 599,910円,目的外使用料 2件 1,607,688円  

【歳出】当初予算額　４６，１０７，０００円　決算額　４５，４６８，７６７円  
　　安全対策の実施（通路山留など）  
　　旅費 63,820円，需用費 4,061,937円,役務費 940,302円,管理委託料 307,152円,業務委託料 26,426,088円,使用料及び賃借料 7,208
円,補修工事費 883,278円,整備工事費 10,074,240円,原材料費 124,987円,車両購入 2,555,755円,負担金 24,000円

平成27年度の改善内容

通路の拡幅のための山留を478m行った。 
通路の路盤安定処理を143㎡行った。

現在認識している課題

高齢化している墓地来園者に対する安全性の確保。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市営の霊園の維持管理をする目的が明確である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

霊園使用者が霊園を安全で快適に利用できるよう，適正な維持管理や安全対策に取り組んでいる。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

園内通路の改修等を実施することにより，霊園使用者が霊園を安全で快適に利用できるよう取り組んでいる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

園内通路の改修等を実施することにより，霊園使用者が霊園を安全で快適に利用できるよう取り組んでいる。

[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 類似事業はない／統廃合はできない

類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

霊園の維持管理が主目的であり，安全性を確保する必要があるため。

【総合評価】

霊園維持費徴収事務，霊園内既存施設の適正な管理・補修を実施し，墓参者の安全性・
利便性の向上を図ることは有効かつ適切である。 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

霊園の維持管理が主目的であり，安全性を確保する必要があるため。

[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

総合評価 適正な負担を求めている

霊園使用者から毎年維持費を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
霊園の維持管理と運営を実施する。 
霊園維持費口座振替（自動払込）を開始する。 
手摺や転落防止柵の設置など安全対策を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

高齢化している使用者のさらなる安全性を確保する。 現状を検証し，安全対策を行うことにより，使用者のさらなる安全
性を確保する。

13-02-029

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
7
)



13-02-030

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市霊園使用者募集 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020583

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
墓地，埋葬等に関する法律，芦屋市霊園使用条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
墓地の提供。 

【大きな目的】 
墓地の提供 

【全体概要】 
□墓地の使用者募集 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,344 住民1人当たり（円） 68.36

年　度 単位

合計 千円 7,499 6,449

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,499

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,449 1,344 １世帯当たり（円） 158.08

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 182 182 182

千円 7,317 6,267 1,162 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,255 5,876

0.550 0.500正職員 人

人 0.580 0.580

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.130 1.080

他部門経費

13-02-030

13-02-030

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

募集を行う

平成27年度の実施内容

募集５７区画，使用許可３０区画 

【歳入】　決算額　１５４,０８０,０００円 
　　　永代使用料　１５４,０８０,０００円 

【歳出】　当初予算額　１，３４４，０００円　決算額　５７３，３４０円 
　　　報酬　８０，７００円　需用費　１９８，３４０円 
　　　整備工事費　２９４，３００円

平成27年度の改善内容

追加募集以降の随時募集

現在認識している課題

優先条件（骨有，骨無等）の検討。 
大きな墓所の分筆の検討。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

「墓地を提供する」という目的が明確。

[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

暮らしに必要な施設を快適に利用できるよう墓地の提供を行っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

暮らしに必要な施設を効率的に提供を行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

暮らしに必要な施設を効率的に提供を行っている。

[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

類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

「墓地の提供」が主目的のため

【総合評価】

定期的な募集とその内容について見直しながら改善していくことは有効かつ適切であ
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

「墓地の提供」が主目的のため

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

永代使用料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
墓地の使用者を募集する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

優先条件（骨有，骨無等）の検討。  
大きな墓所の分筆の検討。

定期的な墓地使用者の募集，墓所の有効利用の検討。

13-02-030

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
8
)



13-02-031

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 霊園整備事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020650

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
墓地，埋葬等に関する法律，芦屋市霊園使用条例

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～

事業概要

【対象】 
霊園使用者，霊園参拝者 

【意図】 
霊園内の園路や緑地等の整備 
多様なニーズに応えるための施設整備 

【大きな目的】 
公園墓地としての再整備に取り組む。 
参拝者の安心・安全を図る。 

【全体概要】 
□霊園敷地内整備 
□新たな納骨方法の検討及び必要な施設の整備 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

176,064 住民1人当たり（円） 1,562.71

年　度 単位

合計 千円 41,170 147,418

平成２６年度 決算

事業費 千円 41,170

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

147,418 176,064 １世帯当たり（円） 3,613.45

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 0 105,000

千円 41,170 147,418 71,064 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,007 6,499

0.650 0.700正職員 人

人 0.200 0.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.850 0.900

他部門経費

13-02-031

13-02-031

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

老朽化した施設の改築・更新。

平成27年度の実施内容

【歳出】  

当初予算額  １４２，３５３，０００円    決算額  １４０，９１８，４００円  

　整備工事費　１４０，９１８，４００円

平成27年度の改善内容

更新：ゴミ箱119基，水栓柱126基，道具置き114基，ろうそく立て127基 
　　　給水管4651.0m（φ50mm2359.3m，φ20mm2291.7m），ベンチ3基，休憩所1基 
新設：手摺6m，転落防止柵96m，

現在認識している課題

安全面の計画的な整備や老朽化した施設の改築・更新をする必要がある。

[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

市営の霊園の整備をすることが明確である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

暮らしに必要な施設が安全で快適に利用できるよう，計画的な整備に取り組んでいる。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

安全で快適に利用できるよう，安全面の整備や老朽化した施設の改築・更新を行うなど，計画的な整備に取り組んでいる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

安全で快適に利用できるよう，安全面の整備や老朽化した施設の改築・更新を行うなど，計画的な整備に取り組んでいる。

[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 類似事業はない／統廃合はできない

類似する事業はない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

既存施設を計画的に維持・補修，あるいは有効利用することによって，ある程度改善の余地がある。

【総合評価】

老朽化した施設の改修を年次的に行うことは，有効かつ適切である。今後は少子化等に
より墓地の継承が困難な状況にあり，ニーズに即した新たな納骨方法を検討する必要が
ある。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

既存施設を計画的に維持・補修，あるいは有効利用することによって，ある程度改善の余地がある。

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市営の公園墓地であり，不特定多数の人が利用するため。

平成２８年度の目標・改善内容
園内整備工事及び新たな納骨方法に関するニーズ調査を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

施設全体の痛みが著しいため必要な施設の建設を含め、新たな需要
に対応する必要がある。

新たな納骨方法を検討し，必要な施設を整備するなど修景に配慮し
た公園墓地として再整備を行う。

13-02-031

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
1
9
)



13-02-032

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

プラント

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 芦屋市火葬場維持管理業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020584

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
墓地，埋葬等に関する法律，芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例

実施区分 指定管理 財源

事業期間 平成16年度 ～

事業概要

【対象】 
火葬場利用者 

【意図】 
火葬場の運営管理。 

【大きな目的】 
公衆衛生の向上及び公共の福祉 

【全体概要】 
□火葬場の指定管理による管理運営・維持管理 
□火葬場施設・設備の保守点検，更新，補修 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

64,306 住民1人当たり（円） 746.72

年　度 単位

合計 千円 72,660 70,442

平成２６年度 決算

事業費 千円 72,660

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

70,442 64,306 １世帯当たり（円） 1,726.65

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 22,832 20,073 22,006

千円 49,828 50,369 42,300 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,334 4,295

0.450 0.440正職員 人

人 0.200 0.200

うち経費 千円 20,975 20,975

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 20,975 20,975

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 0.640

他部門経費

13-02-032

13-02-032

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

昨年に引き続き，環境保全目標が達成できるよう業者を指導していく。  
平成１６年から稼働し，１０年が経過した。とくに炉設備の老朽具合には注意を払う。

平成27年度の実施内容

【歳入】決算額　２０，０８１，２４０円  
　　使用料 20,060,000円 949件(火葬件数 人体863件,動物86件(犬120匹,ねこ192匹,その他252匹))  
　　目的外使用料 8,640円 1件,証明書発行手数料 12,600円 42件(火葬済証明 23件,分骨証明 19件)  

【歳出】当初予算額　４８，１８２，０００円　決算額　４５，１７１，８９７円  
　　需用費 734,436円,指定管理料 32,127,513円,業務委託料 6,856,056円,補修工事費 5,453,892円

平成27年度の改善内容

再燃焼炉炉内棟瓦張替 
保守点検，電気計装機器取替他

現在認識している課題

環境保全目標，とくに一酸化炭素の数値には注意が必要  
平成１６年から稼働し，１０年が経過した。とくに炉設備の老朽具合には注意を払う必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

火葬場の安定的運営のため

[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

暮らしに必要な施設を快適に利用できるよう，計画的な維持管理に取り組んでいる。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

計画的な維持管理を行うことによって，設備の効率的な活用に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画的な維持管理を行うことによって，設備の効率的な活用に貢献している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段変更のしようがない。

【総合評価】

火葬場の運営管理について，環境保全目標の達成，経費削減及び利用者サービスの向上
が認められる事業内容は有効かつ適切である。 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

設備に維持管理計画の見直しを一昨年度に行った。

[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

総合評価 適正な負担を求めている

火葬場使用料を徴収している。

平成２８年度の目標・改善内容
火葬場の施設の維持管理と運営を実施する。 
環境保全目標が達成できるよう業者を指導していく。 
老朽化した施設の更新を行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

環境保全目標の達成と計画的な維持管理 環境保全目標の達成と計画的な維持管理

13-02-032

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
0
)



13-02-033

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 あしや温泉運営管理業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020585

担当所属 市民生活部環境課 担当課長名 長岡　良徳

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市立あしや温泉の設置及び管理に関する条例

実施区分 指定管理 財源

事業期間 平成 7年度 ～

事業概要

【対象】 
あしや温泉利用者 

【意図】 
公衆衛生の向上。 

【大きな目的】 
健康増進及び公衆衛生の向上 

【全体概要】 
□あしや温泉の指定管理による管理運営・維持管理 
□あしや温泉施設・設備の補修 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

38,387 住民1人当たり（円） 480.00

年　度 単位

合計 千円 48,023 45,281

平成２６年度 決算

事業費 千円 48,023

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

45,281 38,387 １世帯当たり（円） 1,109.91

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 29,394 30,687 29,393

千円 18,629 14,594 8,994 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,107 3,944

0.450 0.500正職員 人

人 0.050 0.040

うち経費 千円 6,143 6,143

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 6,143 6,143

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 0.540

他部門経費

13-02-033

13-02-033

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

■温泉施設の維持管理と運営

平成27年度の実施内容

■外部評価の実施 
■長期休業を発生させないための方策等，短期・中期・長期的に必要な対策をまとめた。 

平成27年度の改善内容

■指定管理者との密な連携により，不具合箇所等の早期補修や苦情対応を行った。

現在認識している課題

■入浴者のマナーに起因する苦情の多さ 
■駐車場が少ないことに起因する路上駐車等の対策 
■温泉施設特有の維持管理ノウハウの不足

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

設管条例上は公衆衛生のみが目的となっているが，公衆衛生上施設の必要性は乏しい。

[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

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

健康増進が実質的な設置目的であり，利用者の大半が高齢者に偏っているため，福祉部局又は健康部局への所管替えが望ましい。

[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

【総合評価】

市民の健康増進等を図る施設として，指定管理者による運営はサービスの向上が見込ま
れるため有効かつ適切である。今後は施設のメンテナンスを着実に実施し，営業休止等
の事故を未然に防ぐ必要がある。

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

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 近隣の同類事業と比較して負担額が小さい

公衆浴場統制金額以下の料金設定で，さらに高齢者減免等含めるとかなり受益者負担は低いと言える。

平成２８年度の目標・改善内容
■次期指定管理者の公募・選定を行う 
■安定した管理・運営 
■入浴者数が落ち込む夏の時期に利用者獲得するため，芦屋市広報番組等を活用する。 
■予備ポンプを購入する。 
■井戸管の屈曲という構造上の問題を解決することや浴室内装の全面改修等のために約１か月間の休業期間が見込まれるため，実施時期
を検討し，施設保全計画に組み込む。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

■次期指定管理者公募の際に大規模改修等によるリスク要因につい
て募集要項に記載する。 
■健康増進や地域コミュニティの拠点として期待に応えるために適
切な所管課となるよう関係所管課と協議を行う。

■次期指定管理者公募の際に大規模改修等によるリスク要因につい
て募集要項に記載する。 
■健康増進や地域コミュニティの拠点として期待に応えるために適
切な所管課となるよう関係所管課と協議を行う。

13-02-033

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
1
)



13-02-034

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市建築物の計画、設計及び工事監理等 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020553

担当所属 都市建設部建築課 担当課長名 尾高　尚純

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
建築基準法第８条並びに第１２条第２項及び第４項 
公共工事の品質確保に関する法律

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成11年度 ～

事業概要

【対象】 
市建築物の利用者，使用者 

【意図】 
市建築物は市民の豊かな暮らしを支える共有の財産として，親し
みやすく，便利でかつ安全であり，それぞれの用途に応じた機能
を十分に発揮できるものとする。 

【大きな目的】 
まちづくりの基本的施策を実現させるための基盤でもある市建築
物の整備を的確かつ効率的に行なう。 

【全体概要】 
□市建築物の計画，設計，工事監理の的確な実施により，安全で快適
な市建築物の整備を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,526 住民1人当たり（円） 122.88

年　度 単位

合計 千円 8,777 11,592

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,777

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

11,592 2,526 １世帯当たり（円） 284.14

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 8,777 11,592 2,526 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,135 7,801

0.860 0.880正職員 人

人 0.050 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

人員増による人件費・備品購入費の増加

活動配分 人 0.910 0.980

他部門経費

13-02-034

13-02-034

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

円滑な業務遂行のため，適切な予定価格の設定ができるよう，実勢価格の調査研究を行う。近隣市との情報共有。

平成27年度の実施内容

新営改築及び営繕工事数　　　　　　　　　　 56件 
新営改築及び営繕工事合計金額　　4,251,282,491円 
設計・調査等業務委託件数　　　　　　　　　 11件 
設計・調査等業務委託合計金額　　　162,889,380円 

阪神7市1町建築営繕連絡協議会主管者会議　　 4回 
阪神7市1町建築営繕連絡協議会実務者会議　　25回 
　（建築部会9回，電気部会8回，機械部会8回）　 

平成27年度の改善内容

過去の工事実績から見積価格の査定率の設定を行い予定価格の決定を行った。また，阪神7市1町建築営繕連絡協議会に出席し，各市町の
動向について意見交換を行った。

現在認識している課題

労務費，資材費の高騰による入札不調は完全には解消されておらず，今後はオリンピック需要によりさらなる労務費，資材費の高騰が懸
念される。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

事業手法については，民間でも対応可能であるが，余分なコストがかかる。

[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

安全で快適な市建築物の整備を行うことを目的としているため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

市建築物が市民の豊かな暮らしを支える共有の財産として親しみやすく便利かつ安全であり，用途に応じた機能を有している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

予定していた業務は全て執行している。

[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

小規模な建築等補修工事について調整が必要。

[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

業務委託これ以上を減らすと，現体制では事務処理が円滑に執行できない。

【総合評価】

工事の入札において一部不調（辞退）が引き続き出ていることも含め，実勢価格の調査
研究を行うことは，方向性として適切である。 
若手職員のスキルアップに努め良質な公共建築物の整備を目指す必要がある。

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

業務委託これ以上を減らすと，現体制では事務処理が円滑に執行できない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公共施設の建築や補修に係る費用を利用者に負担を求めることは難しい。

平成２８年度の目標・改善内容
労務費，資材費等の高騰による入札不調の改善に向け，適切な予定価格の設定について，引き続き実勢価格の調査研究を行っていくと共
に，労働力不足等に対応した工期設定についても調査研究を行っていく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

実勢価格を反映した積算方法及び適切な工期設定方法の策定。 公共建築の品質確保と円滑な業務遂行。

13-02-034

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる
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13-02-035

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 庁舎等施設保全事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020660

担当所属 都市建設部建築課 担当課長名 尾高　尚純

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
建築基準法12条第2項及び第4項

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～

事業概要

【対象】 
市の保有・管理する都市施設 

【意図】 
市の保有・管理する都市施設が適切に維持管理されている。 

【大きな目的】 
市の保有・管理する都市施設を適切に維持管理する。 

【全体概要】 
平成２２年度：保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）への情報入力する。 

平成２３年度：システム入力棟数１９８棟のデータを保全情報システ
ム（ＢＩＭＭＳ）へ情報入力する。 

平成２４年度：市有施設の適切な維持管理の為，保全計画を策定し適
正に執行・運営していく。定期点検実施（学校関係） 

平成２５年度以降：市有施設の適切な維持管理の為策定した保全計画
を，適正に執行・運営していく。定期点検実施の継続（建築物3年ご
と，建築設備毎年） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

14,448 住民1人当たり（円） 314.34

年　度 単位

合計 千円 29,700 29,653

平成２６年度 決算

事業費 千円 29,700

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

29,653 14,448 １世帯当たり（円） 726.84

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 29,700 29,653 14,448 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 20,632 20,067

2.450 2.350正職員 人

人 0.050 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 2.500 2.400

他部門経費

13-02-035

13-02-035

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

○概算工事費に用いる標準仕様書の作成。 
○保全計画更新に向け定期点検等の充実，所管課，財政課，政策推進課との密な情報共有。

平成27年度の実施内容

○保全計画の適正な実行のための公共施設所管課へのヒアリングを実施。(5月)(19課) 
○保全計画の年次表の時点修正等の関係課協議。(6月) 
○予算編成における関係課及び財政課との協議。(11月)(8課) 
○定期点検を実施。(建築物3年ごと，建築設備毎年)(H27公共施設外壁等調査業務委託料\8,964,000)(H27公共施設屋根点検業務委託料
\237,600) 

平成27年度の改善内容

○施設の維持管理にかかるコストの低減及び投資の平準化を図るため，公共施設保全計画の適正な執行を目指した。

現在認識している課題

○コスト計画（保全にかかる費用）の精度の向上。 
○保全対象外である小規模な施設について，防災倉庫等を対象にするための検証。 
○改修を予定している施設所管課へのマネジメント強化。

[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

保全計画における計画的な執行が，市有施設の適切な維持管理，長寿命化，投資の平準化に寄与するため。

[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

公共施設の長寿命化，維持管理にかかるコストの低減，平準化を図るため，保全計画の適正な執行，運営。

[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

公共施設の長寿命化，維持管理にかかるコストの低減，平準化を図るため，保全計画の適正な執行，運営。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

保全計画実行のため，施設の定期点検により現状の把握，公共施設所管課とのヒアリング等を通して，計画を適宜ローリングしている。

[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

保全計画の執行には建築，設備の知識，経験による市有施設の状況への精通が必要であるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

保全計画の更新に向け，定期点検の充実等，現体制では事務処理が円滑に執行できない。

【総合評価】

保全計画に基づく公共建築物の適切な維持管理等が図れることから，事務事業の目標・
方向性は適切と考える。 
引き続き，施設管理者等からのヒヤリングや協議により，随時保全計画の見直しは必要
と考える。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

保全計画の更新に向け，定期点検の充実等，現体制では事務処理が円滑に執行できない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公共施設の維持管理，長寿命化，投資にかかる費用を利用者に負担をもとめることは難しい。

平成２８年度の目標・改善内容
○保全計画更新に向け定期点検等の充実，所管課，財政課，政策推進課との密な情報共有 
○概算工事費の精度向上 
○保全計画の年次表等の見直しによる改修予定年度の検証

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

○公共施設等総合管理計画に基づき保全計画の（5年を目処に計画
の見直し）内容の検証を行う。 
○国土強靱化地域計画等における必要な事項の整理・補正等を検討
する。

○保全システム（保全マネジメントシステムBIMMS）の継続使用の
検討。 
○保全計画の内容等検証を行う。

13-02-035

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
3
)



13-02-036

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 庁舎周辺整備 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-2-1　都市施設や設備の効率的な活用や長寿命化のための保全計画を策定し、適切な改修や維持管理を行います。

0313020531

担当所属 総務部用地管財課 担当課長名 柿原　浩幸

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
建築基準法　等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
庁舎及びその周辺 

【意図】 
庁舎機能の保全及び更新 

【大きな目的】 
庁舎及びその周辺環境の利便性，安全性の向上を図ることによ
り，市民及び利用者に安心安全及び利用しやすい環境を提供す
る。 

【全体概要】 
□防災機能を重視した新庁舎の建設 
□建築後年数が経過し，機能低下した建物，設備等を対象とした改良
改修 
□用途を喪失した庁舎の解体撤去 
□安全性，利便性に配慮した施設の設置 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,171,364 住民1人当たり（円） 21,571.44

年　度 単位

合計 千円 802,786 2,034,942

平成２６年度 決算

事業費 千円 802,786

特
定
財
源

国費 千円 20,575

一般財源

2,034,942 1,171,364 １世帯当たり（円） 49,879.70

0

市債 千円 503,800 987,300 105,800

人口 94,335

県費 千円 0 19,000 0 世帯数 40,797

17,010

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 4,175 503,208 0

千円 274,236 508,424 1,065,564 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,161 4,522

0.600 0.500正職員 人

人 0.050 0.100

うち経費 千円 13,214 23,320

嘱託・臨職等

千円 13,214 23,320

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

本庁舎東館建設の本格化に伴い，前年度と比較して工事費等が増加している。

活動配分 人 0.650 0.600

他部門経費

13-02-036

13-02-036

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

建築物の保全計画に基づく整備を行っていく。

平成27年度の実施内容

・本庁舎東館の完成により，防災時の拠点が出来た。 
・庁舎周辺部分の歩道の拡幅工事を行った。 
・東館北側道路の歩車分離を実現し，時間規制を撤廃した。 
・本庁舎北館及び南館の改修工事を開始した。 
・官公庁唯一電気自動車の充電ポストが無かった庁舎に２箇所設置した。 
　(一般来庁者用と公用車両用) 
・北館３階改修工事を行い，所管の再配置を行う事で，職員一人当たりの居室内専　有面積を拡大させることが出来た。 
・国道43号精道交差点陸橋エレベータの設置を完了し，バリアフリー化を図った。 
・本庁舎北館と東館を地下連絡通路で繋いだ。

平成27年度の改善内容

・南館庁舎内の部署の再配置を行った。(財政課を情報政策の跡地へ移動) 

現在認識している課題

・庁舎改修工事に合わせて，老朽化した北館及び南館のトイレを一新する。 

[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

周辺に事務所の賃貸物件がいことから，市による庁舎建設による庁舎周辺整備を実施する。

[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

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

ＰＦＩ等の検討の余地はある。

【総合評価】

分散している市役所機能を集約し，市民の利便性向上を進める。

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

賃貸事務所物件がないことから，民間施設賃貸によるコスト削減は難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

全市民が対象であり，特定の受益者は存在しない。

平成２８年度の目標・改善内容
・分庁舎を解体し，消防団精道分団新築工事を実施する。 
・ハートフル福祉公社の建物の移設先を確定させる。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・庁舎周辺整備を早期に完了させ，市民の利便性を確保させる。 ・分散している市役所機能の集約化を図る。 
・ハートフル福祉公社の建替地を確保し，早期に設計を行い移転さ
せ，跡地を売却する。 

13-02-036

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
4
)



13-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 商業活性化事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-3-1　魅力ある商店街づくりを推進し、生活の利便性の向上を目指します。 
13-3-2　市民の利便性の向上のため、商業・業務施設の立地を検討します。

0313030095

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市商業共同施設補助金交付規則，芦屋市活力あるまちなか商店街づくり促進事業補助金交付要綱　他

実施区分 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市内小規模事業者，市内商店街団体 

【意図】 
商業活性化のため，芦屋市商業活性化対策協議会を通じて，商店
街イベントやインターネット事業の助成を行う。 

【大きな目的】 
商店街への集客促進を図る 

【全体概要】 
□芦屋市商業活性化対策協議会に，商業活性化のための事業実施の委
託 
□芦屋市商工会に創業塾の事業を委託 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

5,150 住民1人当たり（円） 50.63

年　度 単位

合計 千円 5,344 4,776

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,344

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,776 5,150 １世帯当たり（円） 117.07

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 5,344 4,776 5,150 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,671 2,276

0.350 0.300正職員 人

人 0.050 0.050

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 0.350

他部門経費

13-03-001

13-03-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

芦屋市商工会と連携し，イベント補助制度活用のＰＲにより一層努める。

平成27年度の実施内容

・芦屋市商業活性化対策協議会において商店街のイベント助成を行った。 
・芦屋市商工会に委託し，創業塾を実施

平成27年度の改善内容

継続して事業を行った。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 一部実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

芦屋市商工会と連携し，地元商店街活性化のためのイベントを実施すること，および芦
屋市商工会と共催した創業塾を実施することは，商業活性化を図るうえで適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・商店街イベント補助制度の周知啓発 
・創業塾開催の周知

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

・地域性に即した商業活性化の検討 ・芦屋市商工会と連携した商業活性化対策の検討

13-03-001

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
5
)



13-03-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 商工振興対策事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-3-1　魅力ある商店街づくりを推進し、生活の利便性の向上を目指します。 
13-3-2　市民の利便性の向上のため、商業・業務施設の立地を検討します。

0313030096

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
商工会法　他

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市内事業者 

【意図】 
商工団体の育成などをとおして，商工振興を図るとともに，空き
店舗対策・商業共同施設整備に補助金を交付して商店街等の集客
を図る。 

【大きな目的】 
商工振興の促進 

【全体概要】 
□芦屋市商工会へ補助金を交付して商工会活動を支援する。 
□商店街街路灯電気料補助を行う。 
□商店街の空き店舗対策を行い，商店街の集客促進を図るため，ひょ
うご産業活性化センターの助成事業と併せ，「芦屋市活力あるまちな
か商店街づくり促進事業」補助制度を実施する。 
□商店街等による商業共同施設の整備に対する補助を行う。 
□ふるさと寄附金の記念品を市内商工業者から提案いただき，全国に
紹介して行く。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

27,651 住民1人当たり（円） 1,078.75

年　度 単位

合計 千円 21,867 101,764

平成２６年度 決算

事業費 千円 21,867

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

101,764 27,651 １世帯当たり（円） 2,494.40

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

78,529

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 1

千円 21,867 23,235 27,650 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,671 4,311

0.350 0.500正職員 人

人 0.050 0.170

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 0.670

他部門経費

13-03-002

13-03-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

芦屋市商工会と連携した市内商業の振興

平成27年度の実施内容

・プレミアム付き商品券の販売を芦屋市商工会と連携し実施した。 
・ふるさと寄付金の記念品を市内商工業者から提案いただき，全国に紹介した。

平成27年度の改善内容

・ふるさと寄付金記念品事業の実施

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

芦屋市商工会と連携し，ふるさと寄付金記念品を増やし全国に紹介していくことは，市
内商業の振興を図るうえで適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
多くのふるさと寄付金記念品を全国に紹介することによる，市内商業の振興

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

・空き店舗補助制度の周知強化 
・市創生総合戦略の中で商業振興策を検討

・創業塾等において，空き店舗補助金制度を紹介するなど，新規起
業者に向けた，制度周知の強化

13-03-002

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
6
)



13-03-003

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 観光事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-3-1　魅力ある商店街づくりを推進し、生活の利便性の向上を目指します。 
13-3-2　市民の利便性の向上のため、商業・業務施設の立地を検討します。

0313030097

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
山まつり等観光事業の実施及び観光施設整備，観光情報の発信を
行い，本市への集客を図る。 

【大きな目的】 
芦屋のイメージを高め，市内商業の活性化と振興を図る。 

【全体概要】 
□山まつり，菊花展，さつき展，クリーンハイキングの実施 
□観光用公衆便所の維持管理 
□ハイキングコースの維持，補修 
□ひょうごツーリズム協会，芦屋観光協会との連携による情報発信，
及び観光宣伝事業の実施 
□国際特別都市建設連盟観光担当者会議への参加 
□タウン紙等への情報提供による観光PR 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,834 住民1人当たり（円） 105.10

年　度 単位

合計 千円 8,477 9,915

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,477

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,915 9,834 １世帯当たり（円） 243.03

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 100 4,800

千円 8,477 9,815 5,034 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,462 5,886

0.800 0.700正職員 人

人 0.200 0.200

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 0.900

他部門経費

13-03-003

13-03-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

豊かな自然や文化環境など，芦屋市の特徴を活かした観光の取組，計画的な道標等の改修整備。

平成27年度の実施内容

・環境課が取り組んでいる「市民マナー条例」の啓発について，芦屋市の特徴ある取組として観光ＰＲ時にあわせてＰＲを行なった。 
・ヴィッセル神戸の開幕戦等市外イベントに観光ブースを出店。

平成27年度の改善内容

市外イベントへの積極的参加

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

市創生戦略の観点からも地域性に即した観光施策を展開することは妥当である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

警備業務等の委託化による人件費の削減（平成２７年度実施）

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・ハイキング道における道標整備 
・芦屋市観光協会が実施するフェイスブックを利用した市内観光ＰＲを推進する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

地域性に即した観光事業の実施 ・芦屋の魅力を全国に発信する

13-03-003

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
7
)



13-03-004

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】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 中小企業支援事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-3-1　魅力ある商店街づくりを推進し、生活の利便性の向上を目指します。 
13-3-2　市民の利便性の向上のため、商業・業務施設の立地を検討します。

0313030102

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市中小企業融資制度要綱，中小企業信用保険法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市内で商業等を営む事業主 

【意図】 
市内の中小企業者に低利な資金融通を行うほか，中小企業信用保
険法に基づく認定を行って，事業所の資金調達を円滑化する。 

【大きな目的】 
本市中小企業の経営の安定と健全な発展 

【全体概要】 
□本市要綱に基づき，市が金融機関に対し預託を行い，金融機関はそ
の預託額の5倍の範囲内で市内中小企業者に低利の融資を行う。 
□国，県の融資制度利用のため，中小企業信用保険法第2条第3項各号
の認定を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

36,800 住民1人当たり（円） 198.96

年　度 単位

合計 千円 22,089 18,769

平成２６年度 決算

事業費 千円 22,089

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

18,769 36,800 １世帯当たり（円） 460.06

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 16,499 15,725 32,002

千円 5,590 3,044 4,798 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,143 2,574

0.550 0.400正職員 人

人 0.050 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.600 0.400

他部門経費

13-03-004

13-03-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

国・県など金融施策の周知及び窓口申請での迅速な対応に努める。

平成27年度の実施内容

金融施策等を芦屋市商工会を通じて周知した。

平成27年度の改善内容

引き続き事業を実施。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

セーフティネットの迅速な対応，中小企業向け融資の周知に努めることは適切である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
金融施策の芦屋市商工会を通じた更なる周知

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

金融施策の周知の強化 芦屋市商工会の会員数を増やすことにより，市内商工業者への周知
を強化する。

13-03-004

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
8
)



13-03-005

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】

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

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 地域消費喚起・生活支援事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

13-3-1　魅力ある商店街づくりを推進し、生活の利便性の向上を目指します。 
13-3-2　市民の利便性の向上のため、商業・業務施設の立地を検討します。

0313031035

担当所属 市民生活部経済課 担当課長名 船曵　純子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 03 ③人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる                         

10年後の姿 13 ⑬充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている                            

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 補助 財源

事業期間 平成27年度 ～ 平成27年度

事業概要

【対象】 
商品券購入者，市内商工業者 

【意図】 
プレミアム付き商品券を発行することにより，市内の消費を喚起
させる 

【大きな目的】 
商業振興 

【全体概要】 
□商工会に事業委託し，プレミアム付き商品券を発行する 
□市内商工業者にプレミアム付き商品券使用可能店舗を募集 
□プレミアム付き商品券を使用することにより市内の消費喚起を図る 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 941.73

年　度 単位

合計 千円 0 88,838

平成２６年度 決算

事業費 千円 0

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

88,838 0 １世帯当たり（円） 2,177.56

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 0 88,838 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 12,125

0.000 0.950正職員 人

人 0.000 1.660

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

プレミアム商品券販売によるもの

活動配分 人 0.000 2.610

他部門経費

13-03-005

13-03-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

芦屋市商工会と連携して，プレミアム商品券の発行，販売を実施する。

平成27年度の実施内容

芦屋市商工会にプレミアム商品券発行，販売を業務委託し，連携して実施した。 
使用期間：平成２７年１０月１日から１２月末まで 
市内使用可能店舗数：１８８店 
商品券５万冊（３億円分）販売 
換金率９９．７３％

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

事業については平成２７年度のみ。総額３億円のプレミアム付き商品券の市内経済効果
は販売状況，使用状況から考え有効だったと考える。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容

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

妥当性 義務的事業

13-03-005

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

３　人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる

(
3
2
9
)


