
まちづくりの基本方針

４ 人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる 

14  信頼関係の下で市政が展開している
15 経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている
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(332)



14-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 情報公開及び個人情報保護事務 事務事業番号

01 ①市民参画による開かれた市政を運営している                                

前期5年の
重点施策

14-1-1　市政に関する情報を適時に適切な方法で分かりやすく発信し、透明性の確保に努めます。 
14-1-2　市民参画の機会の充実に努めます。 
14-1-3　総合計画の取組の成果を市民目線で確認しながら、施策を改善していきます。

0414010480

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 吉田　真理子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市情報公開条例及び芦屋市情報公開条例施行規則，芦屋市個人情報保護条例及び芦屋市個人情報保護条例施行規則，
芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例，芦屋市行政情報コーナー運営要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
すべての人，法人等 

【意図】 
公文書の公開を請求する権利の保障。適切な個人情報の取扱い。 

【大きな目的】 
市民と市との相互理解の促進，個人情報保護の推進 

【全体概要】 
□情報公開・個人情報保護審査会の運営 
□公文書公開請求・個人情報開示請求の受付及び公開・開示に係る総
合調整 
□情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事務 
□行政情報コーナーの管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,861 住民1人当たり（円） 119.81

年　度 単位

合計 千円 11,979 11,302

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,979

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

11,302 1,861 １世帯当たり（円） 277.03

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 386 421 428

千円 11,593 10,881 1,433 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,454 9,920

1.250 1.150正職員 人

人 0.000 0.060

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 1.250 1.210

他部門経費

14-01-001

14-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

情報公開，個人情報開示請求について，対応が困難な事例を研究し，今後の処理基準を定める。マイナンバー制度施行に伴って，個人情
報保護条例の改正等を行い，個人情報の目的外利用等について整理とともに，取扱いについて周知する。

平成27年度の実施内容

情報公開・個人情報保護審査会の開催（11 回）答申5件　　委員報酬等1,069千円 
情報公開・個人情報開示請求の受付及び公開に係る総合調整 
（公文書公開請求 42件，個人情報開示請求27件） 
情報公開・個人情報保護研修を実施（1回） 
情報公開・個人情報開示の取扱いについて，判断基準を周知 
行政情報コーナーの管理 

平成27年度の改善内容

研修を通じて全職員の知識向上に努め，マイナンバー制度等について情報公開・個人情報保護主管課の職員としての知識を深めた。

現在認識している課題

情報公開・個人情報保護及び情報提供について，職員の継続的な知識向上を図り，統一的な取扱いを周知する。対応が困難な請求等に対
して，情報公開・個人情報保護主管課として基準を示す必要がある。

[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

情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき市が主導で進めていく必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民との信頼関係を築き，市民が市政を理解し参加する上で不可欠である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民への説明責任を果たしている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

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】

マイナンバー制度施行に伴い，個人番号の取扱いについての研修を行い，職員の知識向
上に努めたことは有効である。 
今後もマイナンバー制度を含め，個人情報の保護について継続的に研修を行なっていく
とともに，行政情報については，更に市民に分りやすい提供の方法を検討する必要があ
る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 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

公文書公開請求については，市外在住者や会社等が事業のために請求する場合には，手数料の負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
情報公開制度及び個人情報の取扱いについての職員の知識向上のため，研修を行うとともに積極的な情報の公開を促進する。 
情報公開，個人情報開示請求について，対応が困難な事例を研究し，今後の処理基準を定める。 
マイナンバー制度施行に伴って，個人情報の利用等について事務を整理するとともに，取扱いについて周知する。 
情報公開・個人情報保護審査会が円滑に進められるよう，事務局として情報収集等に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

マイナンバー制度施行に伴い，個人番号を含む個人情報の取扱いに
ついて，職員の知識を深め，保護意識をさらに高める必要がある。

マイナンバー制度施行に伴って個人番号等を含む個人情報の適切な
取扱いと保護について，職員研修や啓発を継続的に行うとともに，
個人番号を含まない個人情報の保護についても引き続き研修を行
う。 
個人情報保護所管課の職員としての知識を深める。

14-01-001

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
3
)



14-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

法定受託事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 統計調査事務 事務事業番号

01 ①市民参画による開かれた市政を運営している                                

前期5年の
重点施策

14-1-1　市政に関する情報を適時に適切な方法で分かりやすく発信し、透明性の確保に努めます。 
14-1-2　市民参画の機会の充実に努めます。 
14-1-3　総合計画の取組の成果を市民目線で確認しながら、施策を改善していきます。

0414010482

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 吉田　真理子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
統計法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民，事業所，企業 

【意図】 
市勢の実態を明らかにし，各種行政施策の基礎資料を得ること。 

【大きな目的】 
実態に即した公正で効率的な行政運営 

【全体概要】 
□各種基幹統計調査の実施 
□統計調査員の確保対策 
□統計協議会への出席 
□各種統計データの整理・提供 
□芦屋市統計書の作成 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,768 住民1人当たり（円） 688.62

年　度 単位

合計 千円 15,525 64,961

平成２６年度 決算

事業費 千円 15,525

特
定
財
源

国費 千円 4,995

一般財源

64,961 3,768 １世帯当たり（円） 1,592.30

3,713

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

43,092

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 8 4 14

千円 10,522 21,865 41 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 11,966 26,046

1.100 2.250正職員 人

人 0.970 2.470

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 2.070 4.720

他部門経費

14-01-002

14-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

10月1日を基準日として行う国勢調査の各種業務委託等を効率よく行う。また，今回調査より取り入れられるインターネット回答の実施
方法について指導員，調査員の十分な説明を行い理解を図り，円滑にかつ正確に調査を遂行する。

平成27年度の実施内容

国勢調査調査　　　　　　指導員・調査員報酬等　　　　交付金額　 42,837千円 
経済センサス調査区管理及び調査準備　　　　　　　　　交付金額　　　208千円 
商業統計調査資料作成等　　　　　　　　　　　　　　　交付金額　　　 10千円 
統計調査員調査員確保対策事業　資料作成費用等　　　　交付金額 　　  37千円 

平成27年度の改善内容

国勢調査の調査員説明会における説明内容を工夫し，インターネット回答を促進した。指導員事務において，わかりやすいマニュアルを
作成して配布した。地図システムを導入し，担当職員の事務の軽減を図るとともに，調査員が効率良く調査が行えるよう地図等を作成し
た。

現在認識している課題

調査員の接遇の向上を図り，調査が円滑に進められるようにする必要がある。 
統計調査において知り得た情報の守秘義務の重要性については，継続的に全指導員，調査員に対して徹底する必要がある。 
指導員・調査員に対して，調査中の安全確保についての意識向上を図る必要がある

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

統計調査は，国が定めた調査方法で調査を行う必要があり，市が調査方法を変更することはできないため。

【総合評価】

２７年国勢調査において初めて導入されたインターネット回答の促進に努めたこと，地
図システムを導入し，事務の効率化と調査員事務の軽減を図ったことは有効である。 
調査員に対するインターネット回答世帯の情報伝達方法を独自に工夫したことにより円
滑に調査を行うことができた。今後，順次公表される調査結果について，適時適切に公
開を行い市民に情報提供していく必要がある。

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

調査は国からの交付金の範囲内で行う必要があり，国が定めた調査方法で調査を行うための最少の金額が交付されている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
平成２８年６月１日を基準日として行う経済センサス活動調査を円滑に実施するため，調査員にわかりやすい説明会を実施するとともに
対象事業所にインターネット回答を促進する。 
指導員，調査員に対し，調査で知り得た情報の適正な管理及び秘密の保持について周知徹底を図る。 
国が公表する各種統計調査の集計結果を芦屋市のデータを中心に2次利用が可能な提供方法を検討する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

調査員の接遇を改善し調査を円滑に進めること，指導員・調査員に
対して調査において知り得た情報の守秘義務の重要性を徹底するこ
と，調査中の安全確保についての意識向上を図ることを継続的に
行っていく必要がある。また，調査結果について，オープンデータ
など2次利用が可能な方法で公表する必要がある。

調査員説明会や調査員確保対策事業等で継続的に個人情報保護や接
遇の研修を行うことにより調査員の質の向上を図り，今後の大規模
な調査に向けて若い世代の調査員確保に努める。調査結果につい
て，オープンデータなど2次利用が可能な方法を検討する。

14-01-002

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
4
)



14-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市長と市民の懇談会（まちづくり懇談会） 事務事業番号

01 ①市民参画による開かれた市政を運営している                                

前期5年の
重点施策

14-1-1　市政に関する情報を適時に適切な方法で分かりやすく発信し、透明性の確保に努めます。 
14-1-2　市民参画の機会の充実に努めます。 
14-1-3　総合計画の取組の成果を市民目線で確認しながら、施策を改善していきます。

0414010492

担当所属 企画部市民参画課 担当課長名 山田　弥生

芦屋の将来像

課題別計画 芦屋市市民参画協働推進計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例

実施区分 補助 財源

事業期間 平成14年度 ～

事業概要

【対象】 
芦屋市自治会連合会を構成する自治会，市民 

【意図】 
まちづくりについて市との前向きな意見交換や議論の場を設け，
市内の課題を解決する 

【大きな目的】 
市民と市の協働によるまちづくり 

【全体概要】 
市長と市民の懇談会（まちづくり懇談会）を実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

22 住民1人当たり（円） 30.04

年　度 単位

合計 千円 2,660 2,834

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,660

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,834 22 １世帯当たり（円） 69.47

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 2,660 2,834 22 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 2,652 2,826

0.300 0.330正職員 人

人 0.050 0.010

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.350 0.340

他部門経費

14-01-003

14-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

自治会連合会のブロック会で，話し合うことで，単位自治会では解決できない課題が，まちづくり懇談会の議題にあげる前に解決する。
どうしても解決できない課題について，まちづくり懇談会で話し合う

平成27年度の実施内容

□自治会連合会主催で平成27年11月27日にまちづくり懇談会を開催。 
・自治会連合会，市長・副市長・部長級職員，芦屋警察署生活安全課長・交通課長　計95名出席。 
□自治会連合会事務局として支援 
・自治会連合会から提出された課題への回答作成，提出。 
・まちづくり懇談会概要書を作成。各自治会長，庁内に配布。 
・広報あしやに概要を公表。

平成27年度の改善内容

まちづくり懇談会にあげる課題について，集会所トークで出されたものと重複しないようにブロック会に自治会連合会から周知した。

現在認識している課題

まちづくり懇談会にあげられる課題の精査。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

自治会連合会の事務局を担っているため妥当。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

基本方針に基づいており整合性はある。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市政に関する情報の発信，市民目線で確認しながら施策の改善を行う。

[有効性評価] 評価結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

集会所トークにおいて，自治会長等が地域の課題を発言する機会がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

行政課題を把握し，市民との協働によって課題解決ができるような懇談会の運営につい
て検討していく必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[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
まちづくり懇談会のあり方について，自治会連合会が検討を行うのを支援。 
まちづくり懇談会に出す課題について精査を行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

各ブロック会の強化。 
未解決の課題についての進捗管理。

ブロック会が活発になる仕組みを，自治会連合会が構築することを
支援していく。

14-01-003

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
5
)



14-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 総合計画の策定と進行管理に関する事務 事務事業番号

01 ①市民参画による開かれた市政を運営している                                

前期5年の
重点施策

14-1-1　市政に関する情報を適時に適切な方法で分かりやすく発信し、透明性の確保に努めます。 
14-1-2　市民参画の機会の充実に努めます。 
14-1-3　総合計画の取組の成果を市民目線で確認しながら、施策を改善していきます。

0414010498

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 鳥越　雅也

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市議会基本条例，芦屋市総合計画に関する規則，芦屋市総合計画審議会規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和44年度 ～

事業概要

【対象】 
市民及び職員 

【意図】 
まちづくりの方向性及び目標を明確にし，その実現に向けた取組
状況を把握し，継続的に改善していくことでよりよい成果を目指
す。 

【大きな目的】 
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」を実現する。 

【全体概要】 
□総合計画の進行管理を行政評価と連動して行う。 
□総合計画実施計画を策定する。 
　次年度に実施する事務事業を選択し，次年度当初予算編成へとつな
ぐ。 
□事務事業評価 
　事務事業を対象に，前年度の取組について振り返り，課題と取組方
針 
を検討することを目的に，市民に対する透明性の確保と市議会での参
考 
資料となるよう報告書を作成する。 
□施策評価 
　総合計画基本計画の進行管理を行うため，施策評価を実施し，より
効率的かつ効果的な行財政運営を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,483 住民1人当たり（円） 399.07

年　度 単位

合計 千円 31,034 37,646

平成２６年度 決算

事業費 千円 31,034

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

37,646 1,483 １世帯当たり（円） 922.76

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

5,993

平成27年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 31,034 31,653 1,483 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 19,420 17,522

2.800 2.000正職員 人

人 0.000 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）

平成２８年度から「総合戦略の推進」を
新規事業として設定活動配分 人 2.800 2.200

他部門経費

14-01-004

14-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・第４次芦屋市総合計画後期基本計画（H28-H32)を策定する。 
・後期基本計画と整合した「まち・ひと・しごと創生法」に基づく人口ビジョン及び総合戦略（H27-H31）の策定

平成27年度の実施内容

１　第４次芦屋市総合計画後期基本計画の策定（平成28年３月） 
 (1) 策定委員会（４回） (2) 専門部会委員によるﾜｰｷﾝｸﾞ（15回） (3) 前市民会議委員との意見交換会（１回） (4) 総合計画審議会
（８回） 
 (5) パブリックコメントの実施　平成27年７月13日から平成27年８月17日(３人14件）  
 (6) 市議会　平成27年12月18日　可決 
２　芦屋市創生総合戦略の策定（平成28年３月） 
 (1) 総合計画審議会（３回） 
 (2) パブリックコメントの実施　平成27年12月25日から平成28年１月25日(６人26件) 
 (3) 創生ワーキングチームの設置（平成28年２月）による組織横断的な取組の推進 

平成27年度の改善内容

・総合計画の進捗状況の見える化を行うため，後期基本計画の重点施策に指標を設定 
・進行管理の視点から後期基本計画の重点施策に紐付く事業を重点事務事業として整理し実施計画（H28-H30）に反映 
・事務事業評価の決算額及び実施計画の予算額を財務情報と連携して確認作業を実施

現在認識している課題

・総合計画の重点事務事業及び創生総合戦略の進行管理手法の検討 
（実施計画の採否における重点事業の検討，事務事業評価の評価対象事業の整理）

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

地方自治法による総合計画の策定義務は無くなったが，議会の議決事項となっている。

[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 整合性はある

事務事業評価を実施し，PDCAサイクルの中で事務改善を行っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

事務事業評価を実施し，PDCAサイクルの中で事務改善を行っている。

[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

実施計画・事務事業評価を毎年策定することで事務事業の進捗を管理している。

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

総合評価 類似事業はない／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

施策評価の実施，事務事業分類の見直し，評価対象事業の抽出等により見直しは可能

【総合評価】

市の総合的な方向性を示すための計画であり妥当性がある。後期基本計画で新たに設定
した指標等も活用しながら市民サービスの向上につながるよう，評価手法の見直し等の
継続的な改善が必要。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

更なるシステムの改善により，作業負担の軽減を図る。

[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

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
・新たにスタートする後期基本計画の重点施策の進行管理（実施計画，事務事業評価，施策評価）手法の見直し 
・芦屋市創生総合戦略に位置づけられた事業の推進

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

・後期基本計画及び創生総合戦略の推進を庁内外連携のもとで推進
する。

総合計画後期基本計画及び創生総合戦略の推進に向け，各種団体等
とも連携しながら組織横断的に取り組む。 
（芦屋市創生総合戦略に位置づけられた事業を推進するため，H28
から事務事業を新規で設置する。）

14-01-004

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
6
)



14-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 時代に対応した組織運営 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020496

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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】 
職員及び市民 

【意図】 
政策志向型の組織 

【大きな目的】 
柔軟でスリムな行政システムの構築 
市民にとってわかりやすい簡素かつ効率的な組織の構築 

【全体概要】 
□縦割り的な組織編制を見直し，関連分野との連携を重視した政策志
向型組織のあり方を検討 
□プロジェクトチームの設置など柔軟で弾力的な組織運営 
□管理職ポストの適正化：参事，主幹，課長補佐，主査の配置を見直
し，組織規模の適正化を図る 
□市民にとってわかりやすい，また職員の人材育成に繋がる指揮命令
系統の明確な組織づくりの構築 
□組織の適正化：少人数の課内組織を見直し，統廃合を行って効率的
な業務運営を図る 
□職員定数の見直し：簡素で効率的な組織作りを念頭に置きながら，
事務事業の進行状況に見合った職員数を検討 
　①事務職・技術職の計画的な新規採用の実施 
　②技能職については退職不補充を原則に，職員数の削減を図る 
　③校務職，保育職員数等の配置基準を見直し，職員数の削減を図る 

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） 116.23

年　度 単位

合計 千円 11,708 10,965

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,708

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

10,965 0 １世帯当たり（円） 268.77

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 11,708 10,965 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 11,708 10,965

1.400 1.240正職員 人

人 0.000 0.160

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 1.400 1.400

他部門経費

14-02-001

14-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

地方分権の推進や人口減少時代の到来など時代が大きく変化するなか，多様な住民ニーズに迅速・的確に対応するため，事務事業の見直
しを不断に行い，市民にとって分かりやすい，簡素かつ効率的な組織を構築する。

平成27年度の実施内容

□平成27年4月1日付組織改正 
　国の施策や地方分権の進展に伴う新たな政策課題に対応できる組織，市民にとって分かりやすい組織の構築を目的として，複数の課の
統廃合を行い，簡素かつ効率的な組織体制を目指し，組織改正を行った。 
□課の新設・統廃合及び事務事業の見直し等 
企画課と行政経営課を統合し「政策推進課」とした。 
文書統計課と法制課を統合し「文書法制課」とした。 
社会福祉課を新設，高齢福祉課と介護保険課を統合し「高齢介護課」とした。 
こども政策課，こども課及び保育課を統合し「子育て推進課」とした。 
下水処理場の運転管理業務を全面委託し，下水処理場工務職の配置を廃止した。

平成27年度の改善内容

□平成27年4月1日組織改正：課の統廃合（13部73課から13部69課へ）及び管理職員数の削減（部長級33人から31人，課長級122人から117
人）を行った。 
□平成28年4月１日組織改正：管理監督職数（347人から343人）の削減を行った。

現在認識している課題

□管理監督職候補となる中堅職員の数が著しく少ないなど，世代間の職員数がアンバランスな状況にある。経験年数や年齢構成の歪みの
解消のための更なる方策を行う必要がある。 
□引き続き管理職ポストの適正化に努め，指揮命令系統が明確で，簡素かつ効率的な組織を目指す必要がある。

[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

内部管理事務のため

[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

柔軟かつ迅速な組織を目指す前期基本計画と一致する。

[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

重点施策と一致する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

平成27年4月1日及び平成28年4月1日組織改正においても効率的な組織運営に向けての組織・改正を行った。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

内部管理事務のため統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

本事務事業としては手段変更による費用対効果は望めない。

【総合評価】

国の新たな施策や地方分権の進展に伴う政策課題に対応するため，組織や要員の見直し
が必要であり，事業の目的，改善，方向性として適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

本事務事業に係る人件費の削減は，僅かであるが検討の余地がある。

[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

内部管理事務のため。

平成２８年度の目標・改善内容
事務事業の内容を精査しながら，指定管理者制度の導入・業務委託等の民間活力の導入，類似事業を行う部署の統廃合・連携等を検討す
るとともに，少人数職場の解消についても検討し，効率的な組織運営に向けて引き続き改善していく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□更なる管理職ポストの適正化及び権限の委譲による組織のスリム
化を検討し，指揮命令系統が明確で効率的な組織を検討していく必
要がある。 
□限られた要員の中で住民ニーズに的確に対応できるよう事務事業
を精査し，各部門における職員の適正化を図っていく必要がある。

□地方分権の推進等により，行政を取り巻く状況が大きく変化して
いるため，住民のニーズに迅速・的確に対応でき市民にとってわか
りやすい組織構築を継続して目指す。 
□管理職ポストを整理し，指揮命令系統が明確となった効率的なピ
ラミッド型の組織の構築を継続して目指す。

14-02-001

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
7
)



14-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 政策の企画及び総合調整に関する事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020598

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 奥村　享央

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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，国，県，市 

【意図】 
円滑な行政組織運営，行政課題への組織横断的な対応 

【大きな目的】 
効率的で円滑な行政組織運営を行うとともに，従来の行政サービ
スを見直し，市民・議会からの要望，時代の変化や関連分野との
連携も含めた新たな行政サービスのあり方を検討する 

【全体概要】 
□政策の企画及び総合調整 
□時代に対応した行政サービスへの検討・調整 
□国，県等への要望 
□管理会議，庁議，庁内調整会議の開催・調整 
□集会所トークの実施 
□市議会発言通告に関する調整 
□市長の特命についての検討・調整・実施 
□総合教育会議の開催・調整 
□国・県等各種調査，照会に関する回答 
□課の運営に関する庶務等 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,310 住民1人当たり（円） 159.67

年　度 単位

合計 千円 6,683 15,062

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,683

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

15,062 4,310 １世帯当たり（円） 369.19

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 70 0 世帯数 40,797

0

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

千円 6,683 14,992 4,310 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,589 13,001

0.600 1.500正職員 人

人 0.200 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.800 1.600

他部門経費

14-02-002

14-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各種課題に対する進行管理方法等についてより適切な方法を検討する。

平成27年度の実施内容

□国・県からの情報入手及び要望活動 
国・県・近隣市・関西広域連合の動向について注視し，情報収集に努めたほか，国・県へ要望書を提出するなど，要望活動を行った。 
○県政要望：平成27年11月26日　○国への要望：平成27年12月16日（特別交付税割合堅持要望） 
□兵庫県市長会阪神・丹波ブロックの要望とりまとめ 
阪神・丹波ブロック管内の事務局として，各市の要望をとりまとめた。 
□集会所トークの開催（14か所の集会所で実施） 
□議会における検討約束事項の進行管理 
議会等で検討を約束した事項の定期的な進行管理を行い，早期の完了に努めた。 
□南芦屋浜小学校建設中止についての説明会（4月6日：芦屋浜センタービル，潮芦屋交流センター） 
□総合教育会議の開催（3回開催）

平成27年度の改善内容

集会所トーク資料について，より一層わかりやすい資料の作成に努めた。 
国・県への要望時に各市と調整するなど，自治体間の連携を図った。

現在認識している課題

多様な課題への対応。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市の政策的課題等への対応であるため，市が実施することが妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市の政策的課題等への対応であるため，総合計画と整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市の政策的課題等への対応であるため，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

集会所トークや議会検討約束事項，国・県への要望など各種の課題を踏まえ，進行管理や対応に努めている。

[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

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

各種課題に対する新たな進行管理方法等を検討・実施することで効果的な行政運営につなげることができる余地がある。

【総合評価】

あらゆる機会を通じて課題を把握し，的確な対応に努め組織としての課題解決力を向上
することは重要であり，事業の実施は妥当である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 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
多様な課題に対する適切な進行管理。

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

各種課題への着実な対応。 増えつつある課題に対して適切な進行管理を行い，課題解決に向け
て対応する。

14-02-002

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
8
)



14-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 都市間協力 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020542

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 奥村　享央

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法（第252条の2第1項），芦屋国際文化住宅都市建設法，大都市周辺地域振興整備措置要綱（自治振66号昭和52
年8月10日）ほか

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市 

【意図】 
市域を越えた行政間の協力・意見・情報交換等を行う。 

【大きな目的】 
地方分権の進展にあわせ，近隣市町と相互の連携を図りながら，
事務事業の広域な連携処理の可能性を追求し，効果のある広域行
政の推進に努める。 

【全体概要】 
□神戸隣接市・町長懇話会 
　○９市町の首長が，一同に会し自由に意見交換を行う。 
　○ぐるっと神戸ホ－ムペ－ジに各市町の施設，イベントなどを掲載
する。 
□丹波少年自然の家事務組合 
　○丹波少年自然の家阪神丹波各市町教育・企画担当課長合同会議 
　○丹波少年自然の家事務組合議会定例会 
□国際特別都市建設連盟（負担金・幹事会出席） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

321 住民1人当たり（円） 53.42

年　度 単位

合計 千円 7,525 5,039

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,525

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,039 321 １世帯当たり（円） 123.51

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 7,525 5,039 321 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,985 4,522

0.750 0.500正職員 人

人 0.250 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 0.600

他部門経費

14-02-003

14-02-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各自治体と情報交換を積極的に行い，より一層の協力・連携体制の構築に努める。

平成27年度の実施内容

□国際特別都市建設連盟〔負担金　405千円　特別旅費　12千円〕 
○幹事会　1回 
○首長会議1回（10月1日，2日） 
○総会　　1回 
□神戸隣接市・町長懇話会〔負担金　100千円〕　 
○懇話会　1回「地方創生に向けた広域連携の取り組みについて」 
○幹事会　3回 
○技術系職員合同研修会　4回 
□丹波少年自然の家事務組合 
○議会定例会　2回

平成27年度の改善内容

地方創生に係る取組など，各自治体との情報交換に努めた。

現在認識している課題

自治体間の連携のあり方

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

自治体間の意見・情報交換や連携の取組を進めるものであり，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

広域連携の模索や情報交換を進めるものであり。整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

自治体間の協力体制を構築することで，変化に対応した組織運営に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

他の自治体と連携した取組を進めることで施策の面的展開や，自治体相互の魅力の補
完，事業の推進力を高めることが重要であり，事業の実施は妥当である。 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

運営に必要な経費を各市町で分担し，負担金として支出しているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
各自治体との情報交換を積極的に行い，より一層の協力・連携体制の構築に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

地方創生に係る取組を見据えた各自治体の連携の模索 各自治体とのより一層の協力・連携体制の構築

14-02-003

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
3
9
)



14-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋Ｇｒｏｗ　ＵＰチャレンジ 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020686

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 奥村　享央

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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 平成24年度 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
職員の職務に対する意欲の向上を図るとともに，業務全般の事務
改善に努める。 

【大きな目的】 
行政課題に主体的に対応する。 

【全体概要】 
「職員のこえ」として職員の創意工夫に基づく提案の掘り起しをする
とともに，「芦屋ＧｒｏｗＵＰチャレンジ」として部もしくは課にお
いて改善に向けた取組を実施することを促す。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

140 住民1人当たり（円） 57.71

年　度 単位

合計 千円 3,705 5,444

平成２６年度 決算

事業費 千円 3,705

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,444 140 １世帯当たり（円） 133.44

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 3,705 5,444 140 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,630 5,369

0.400 0.600正職員 人

人 0.100 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.700

他部門経費

14-02-004

14-02-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

より多くの職員を巻き込む仕組みの検討

平成27年度の実施内容

□職員のこえ 
　提案件数　7件 
　採用件数　2件 
　一部採用件数　2件 
□芦屋GrowUPチャレンジ 
　取組期間　平成27年7月～10月 
　チーム数　18チーム 
　結　　果　金　賞　1件 
　　　　　　銀　賞　1件 
　　　　　　銅　賞　1件 

参加賞 3件平成27年度の改善内容

「職員のこえ」台帳に，前身となる「職員提案」制度の中で提案された項目を統合した。

現在認識している課題

職員のより積極的な参加，各部課で取り組んだ内容を庁内へ周知させる。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

職員からの自由な発想による改善提案を求め，組織内の活性化を図ることから，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

課題等を発見し解決に向けた取組を自発的に考え実行することを求める組織力向上の取組であり，整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

組織横断的な取組を促すものであり，貢献度が高い。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 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

仕組みを改善することで，より効果的な取組につなげることが可能。

【総合評価】

各種の課題に対し組織横断的な視点も踏まえた業務改善を促すことは重要であり，常に
改善を加えて実施するこが必要である。 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 コスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
より多くの職員からの改善提案を促す。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

職員のより積極的な参加。 組織の活性化に向け，常に改善の仕組みについて検討する。

14-02-004

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
0
)



14-02-005

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 地方分権事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020527

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 奥村　享央

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律，知事の権限に属する事務
に係る事務処理の特例に関する条例（兵庫県条例）

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市 

【意図】 
地方公共団体の自己決定権の拡充。 

【大きな目的】 
住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担
うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地
域の諸課題に取り組むことができるようにする。 

【全体概要】 
□兵庫県との連絡調整及び市で実施する事務の調整 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 11.98

年　度 単位

合計 千円 1,254 1,130

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,130 0 １世帯当たり（円） 27.70

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 1,254 1,130 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 1,130

0.150 0.100正職員 人

人 0.000 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.200

他部門経費

14-02-005

14-02-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

提案募集方式となった権限移譲の有効活用。

平成27年度の実施内容

第5次地方分権一括法公布通知を周知。

平成27年度の改善内容

提案募集方式になったことに伴い，権限移譲等の希望について各課へ照会するとともに，地方分権一括法として公布される内容について
周知した。

現在認識している課題

権限移譲に関する提案募集及び地方分権一括法への対応。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

国・県からの権限の移譲を受ける市が進める必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

権限移譲により，各種の事務における手続きの幅や効率化に資する可能性もあることから貢献度が大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

地方分権により拡大する権限を生かし，市の特色に応じた取組を進めることが重要であ
り，事業の実施は妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 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
権限移譲の可能性を各課へ周知・照会するとともに，必要に応じて権限移譲項目について対応する。

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

更なる地方分権への対応。 各課と連携を図りながら地方分権へ対応する。

14-02-005

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
1
)



14-02-006

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】

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 危機管理体制の充実・強化を図るための事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020044

担当所属 企画部市長室 担当課長名 今石　佳太

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成17年度 ～

事業概要

【対象】 
職員及び市民 

【意図】 
各課の事業における危機の未然防止と発生後の被害の抑制 

【大きな目的】 
内部統制，事業継続計画等の組織マネジメントの充実・強化を図
ることによる行政経営上への支障を最小限に抑えること。 

【全体概要】 
□内部統制による業務プロセスの可視化やチェック体制，モニタリン
グ機能の強化による行政活動の有効性と効率性の確保 
□業務継続計画による危機発生後の非常時優先業務の特定 
□危機管理研修の実施及び危機管理共通マニュアルの策定 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

834 住民1人当たり（円） 50.27

年　度 単位

合計 千円 4,819 4,742

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,819

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,742 834 １世帯当たり（円） 116.23

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 4,819 4,742 834 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 4,240

0.500 0.500正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.500

他部門経費

14-02-006

14-02-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

職員における危機管理能力の向上のための研修

平成27年度の実施内容

事務処理ミス防止を目的とした研修など危機管理研修を２回実施し，職員の危機意識向上を図った。

平成27年度の改善内容

様々な観点から危機管理に関する研修を行い，あらゆるケースにも対応できるよう考慮した。

現在認識している課題

内部統制システムの構築

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

市組織として危機管理体制を強化していくために必要である。

[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

市民との信頼関係を築くためにも危機管理体制の充実が必要である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

行政サービスの向上のためには，危機管理体制の向上が必要である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

全ての職員において危機意識の向上を図れるよう，複数回の研修を行った。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

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

手段変更できない。

【総合評価】

適正な市政運営を行うため，事務処理ミスの削減や危機発生時の初動対応能力をさらに
向上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

コストは，研修実施に伴うものであるので削減できない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

職員に負担を求めることは適当でない。

平成２８年度の目標・改善内容
市政運営に際して市民，職員の安全確保のための対策を行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

全ての職員において危機意識の向上を図ること。 内部統制システムの構築

14-02-006

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
2
)



14-02-007

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】

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 法制事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020481

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 余吾　康幸

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法（第14条，第15条，第16条及び第96条），芦屋市行政手続条例，行政不服審査法，芦屋市行政不服審査会条
例，芦屋市公告式条例，公示令達規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和15年度 ～

事業概要

【対象】 
職員及び市民 

【意図】 
職員の法務能力の向上及び行政運営の適正化 
市民が行う各種行政手続の公正の確保と透明性の向上 

【大きな目的】 
行政の適正な運営の確保と市民の権利利益の保護 

【全体概要】 
□議案の作成，指導及び審査 
□法令，条例，規則その他諸規程等の調査，研究及び疑義の解釈 
□訴訟，和解及び調停に関すること。 
□条例，規則等の公布 
□例規データの更新（年４回） 
□条例，規則等のホームページでの公表 
□例規データベースシステムの提供 
□例規集・要綱集単行本の発行（年１回）及び図書館等への配架 
□行政不服審査会の運営 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

15,815 住民1人当たり（円） 362.08

年　度 単位

合計 千円 32,059 34,157

平成２６年度 決算

事業費 千円 32,059

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

34,157 15,815 １世帯当たり（円） 837.24

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 32,059 34,157 15,815 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 23,835 24,165

2.850 2.850正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

訴訟関係及び行政不服審査法の改正に伴う例規整備支援業務の委託料が増加したため。

活動配分 人 2.850 2.850

他部門経費

14-02-007

14-02-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・「改正行政不服審査法」が平成28年度に施行されることに伴い，審理員による審理手続を導入するとともに，第三者機関を設置する。 
・法務研修の実施

平成27年度の実施内容

・行政不服審査法に基づく不服申立ての審理を行う審理員は，総務部（財務担当を除く。）の課長及び係長級の事務職員が担当するとと
もに，芦屋市行政不服審査会条例を制定して第三者機関を設置することとし，関係職員を対象に次の研修を実施した。 
①「改正行政不服審査法の概要」及び「行政手続法・行政手続条例の概要」についての研修（平成27年12月に2回実施）（参加人数：延
べ105人） 
②審理員候補者に対する研修（平成28年1月に2回実施）（参加人数：延べ31人） 

平成27年度の改善内容

行政手続条例の趣旨や概要等を職員に周知するため，「行政手続条例の手引」の内容を見直した。

現在認識している課題

・行政不服審査会の適正な運営　・議会ＩＣＴ化への円滑な移行 
・職員の法務能力の向上　・行政手続法及び行政手続条例に基づく「審査基準」及び「処分基準」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

職員自らが行うことにより，職員の資質の向上及び行政の適正な運営の確保が図られる。

[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

職員の法務能力の向上，各種行政手続の公正の確保と透明性の向上は，行政の適正な運営の確保と市民の権利利益の保護に有効である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

職員の法務能力の向上，各種行政手続の公正の確保と透明性の向上は，行政の適正な運営の確保と市民の権利利益の保護に有効である。

[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

総合評価 概ね実行している

予定どおり実施している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によっ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

行政不服審査法の改正に伴い，審理員及び第三者機関を設置することにより市民の権利利益の保護に関し効果をあげることができる。

【総合評価】

行政手続の公正の確保と透明性の向上を図るとともに，職員の法務能力を向上させるこ
とは，市民の権利利益の保護の観点から有効である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

訴訟委託料のうち，強制執行委託料について見直しを行う。

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・行政手続法及び行政手続条例に基づく処分の「審査基準」及び不利益処分の「処分基準」について，作成方法及び記載内容の見直しを
行う。 
・行政不服審査法に基づく不服申立てについて，審理から裁決までの手続の適正な運営を確保する。 
・議会ＩＣＴ化への円滑な移行を図る。 
・法務研修を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・議会ＩＣＴ化への円滑な移行 
・職員の法務能力の向上

・職員向け研修の実施

14-02-007

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
3
)



14-02-008

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】

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 工事及び調達等の入札契約事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020538

担当所属 総務部契約検査課 担当課長名 宮崎　哲郎

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法，地方自治法施行令，芦屋市契約規則，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律，芦屋市暴力団
排除条例，芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
職員及び事業者 

【意図】 
入札等契約事務における透明性，公平性，競争性の確保（入札方
法，業者選定事務，談合対策，入札等契約情報の公表）。 

【大きな目的】 
適切な業者選定，公正な競争の促進，不正行為の排除 

【全体概要】 
□建設工事等に係る入札・契約事務を契約検査課に一元化（130万円超
の建設工事，50万円超の業務委託） 
□業務委託の入札・契約の適正化の推進 
□業務委託について,予定価格の積算ができるものは,契約検査課で入
札・契約 
□業者選定方法の改善 
　登録時データの内容の精査と運用方法を検討し，業者選定に活用 
□芦屋市入札監視委員会 
　原則，年２回開催し，第三者機関による入札・契約業務のチェック
を受ける 
□ⅠＴ化の促進 
　兵庫県電子入札共同運営システム利用による電子入札の執行 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,577 住民1人当たり（円） 442.09

年　度 単位

合計 千円 40,741 41,705

平成２６年度 決算

事業費 千円 40,741

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

41,705 1,577 １世帯当たり（円） 1,022.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 0 423 1

千円 40,741 41,282 1,576 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 39,158 39,558

4.000 4.000正職員 人

人 2.000 2.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

業者登録事務の実施年度

活動配分 人 6.000 6.000

他部門経費

14-02-008

14-02-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・競争入札参加資格申請受付　・公正かつ公平な入札・契約制度の確立　・随意契約事務の適正な運用を周知徹底させる。

平成27年度の実施内容

・芦屋市入札監視委員会を２回開催し，入札，契約の過程及び契約の内容並びに指名停止の状況についての審査，随意契約サンプリング
調査の実施状況の報告を行い，意見等をいただいた。 
　●芦屋市入札監視委員会での審議　７２千円 

　●電子入札システムの運用　１，２５３千円 

・契約事務説明会を実施し，随意契約ガイドラインの周知徹底を図った。 

・公正取引委員会の職員を招き，官製談合防止研修を行った。 

平成27年度の改善内容

条件付き一般競争入札実施要綱及び最低制限価格の取扱要領等の制定に向けて取り組み，入札・契約制度の改善を図った。

現在認識している課題

電子入札の拡大，業者登録の追加実施及びその他の検討・研究を行い，課題の抽出及び整理をした上で，入札・契約制度を改善する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

公正性の問題等から民間では実施できない。

[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

市民から信頼される市政のため，公正の確保や法令遵守が特に求められる。

[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

職員一人一人が公正の確保，法令遵守はもとより，危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行います。

[有効性評価] 評価結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

随意契約事務の改善等，入札契約制度の改善を行っている。

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

総合評価 類似事業はない／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

電子入札の拡大や効率化等により，費用対効果を改善していく。

【総合評価】

入札契約事務は，特に公正性，透明性，競争性が求められる業務であり，公正な競争の
促進を行うことが必須である。 
今後も適切な競争のもと全国的にも増加している入札の不調不落の減少が求められる。

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 ある程度のコスト削減余地あり

電子入札の拡大

[効率性評価] 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
本市の実情に即した入札・契約制度の確立

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

国・県・阪神間の自治体の状況並びに経済社会情勢を踏まえた入
札・契約制度の改善

・公平性，透明性，競争性を確保しつつ，本市の実情に即した入
札・契約制度を確立する。 
・随意契約事務の適正な運用を周知徹底する。

14-02-008

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
4
)



14-02-009

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】

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 広聴業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020491

担当所属 企画部お困りです課 担当課長名 浅野　令子

芦屋の将来像

課題別計画 なし

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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 平成15年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民から寄せられた，市政に対する苦情・意見・要望等に，「親
切・ていねい・迅速」に対応し，市民の意見等を市政に反映させ
て，市政を身近なものと捉えてもらうとともに，市に対する印象
をよくする。 

【大きな目的】 
行政と市民がそれぞれの立場で，参加・協力して，市民が暮らし
やすく，満足して住み続けたいと思える芦屋市にすること。 

【全体概要】 
□窓口，電話，Ｅメール等で市政に対する苦情，要望，意見を聴く。 
□市民の苦情・要望・意見等の解消及び実現に向け，担当課に連絡し
対処する。 
□市民から寄せられた苦情・要望の中から，特に市民生活に結びつい
た内容のものを取り出し，その対応について広報に掲載し，市民への
周知を図り理解を得る。 

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

136 住民1人当たり（円） 102.98

年　度 単位

合計 千円 9,577 9,715

平成２６年度 決算

事業費 千円 9,577

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,715 136 １世帯当たり（円） 238.13

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 9,577 9,715 136 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,504 9,607

1.000 1.000正職員 人

人 0.400 0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.400 1.400

他部門経費

14-02-009

14-02-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市民からの要望や意見を市政に反映させる。

平成27年度の実施内容

・窓口，電話，メール等の受付人数　5,584人 
・　　　　〃　　　　　　受付総数　5,694件 
（内訳：要望意見　782件，相談　165件，問い合わせ等　4,747件） 
・市民からの相談や問い合わせ等に「親切・ていねい・迅速」素早く対応できるよう，情報を整理するとともに収集に努めた。 
・決算額　108千円（消耗品費，使用料及び賃貸料）

平成27年度の改善内容

・市民の声等のデータをもとに全庁的に働きかけ市ホームページ・ＦＡＱの充実を図った。 
・相談内容等の複雑なものについては，データベースから報告書を作成し関係課に配布するようにした。

現在認識している課題

・相談については，市政と関係のない個人的かつ多様な内容が多くなっている。 
・メンタルに問題を抱えた方の相談に長時間の対応を要するも解決策がない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

行政に対する要望等を迅速に処理する必要性から，市が行うのが妥当である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民から寄せられた意見要望等を，可能な限り市政に反映させている。

[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

市民からの意見要望等，丁寧な個別広聴を行い施策に反映させる。

[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

総合評価 概ね実行している

様々な要望や問い合わせに対し，迅速な対応を行うため，関係各課との連携を図った。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

各事務事業の中で，意見・要望に対応しているが，個別広聴については類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

市政に関する広聴については，手段変更が難しい。

【総合評価】

行政と市民のパイプ役としての役割を再認識し，関係部署との連携を強めていく必要が
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

現在も，人件費以外の費用はほとんど発生していない。

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市政に対する要望・意見を聴取するものである。

平成２８年度の目標・改善内容
広聴業務における，関係部署との連携強化。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・市政と関係のない問い合わせや相談については，市民自らの力で
解決できるよう説明や理解を求めていく。 
・要望や意見について実現や改善を図っていくよう関係部署に積極
的に働きかける。

・お困りです課の業務について，市民の正しい理解を得る。 
・引き続き関係部署との連携を密にし，市民の声を伝えていく。

14-02-009

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
5
)



14-02-010

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】

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 秘書要務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020543

担当所属 企画部市長室 担当課長名 今石　佳太

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市内外の団体，個人 

【意図】 
簡素で効率的な秘書業務の確立 

【大きな目的】 
秘書業務の円滑な運営 

【全体概要】 
□市長，副市長の秘書要務及び交際費の執行 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,218 住民1人当たり（円） 243.40

年　度 単位

合計 千円 22,433 22,961

平成２６年度 決算

事業費 千円 22,433

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

22,961 9,218 １世帯当たり（円） 562.81

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 22,433 22,961 9,218 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,238 15,376

1.200 1.200正職員 人

人 1.520 1.520

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 2.720 2.720

他部門経費

14-02-010

14-02-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

秘書業務として，特別職に対しての行政運営のサポートを行う。

平成27年度の実施内容

特別職に対する必要な情報提供やスケジュール管理等により，迅速かつ適正な行政運営のサポートを行った。

平成27年度の改善内容

正確かつ迅速に行政運営のサポートを行った。

現在認識している課題

問題事案等に対する正確かつ迅速な情報提供

[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

組織のトップである特別職の業務のサポートや調整であるため，市が行う必要がある。

[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

行政のまちづくりには欠かせない業務である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

調整業務は行政サービスの向上には欠かせない業務である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

調整やサポート業務を慎重かつ迅速に行っている。

[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

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

手段変更できない。

【総合評価】

適正な行政運営を遂行するためには，特別職の円滑な業務遂行の必要があり，スケ
ジュール管理等を含めた迅速かつ的確なサポート体制は必要である。 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

コスト削減できる余地がない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

負担を求めるべき事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
秘書業務として，特別職に対しての行政運営のサポートを行う。

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

問題事案等に対する正確かつ迅速な情報提供 秘書業務として，特別職に対しての行政運営のサポートを行う。

14-02-010

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
6
)



14-02-011

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】

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 庁舎管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020530

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

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市庁舎管理規則　等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
来庁者及び職員 

【意図】 
適切な維持管理による庁舎の保全 

【大きな目的】 
執務環境の保全及び庁舎利用者の安全性確保 

【全体概要】 
□庁舎の清掃及び受付案内業務 
□夜間及び日祝日の庁舎保安業務 
□電気設備，駐車場及び環境衛生の管理業務 
□庁舎内各施設の保安及び点検業務 
□電話交換業務 
□庁舎周辺樹木の剪定等管理業務 
□庁舎の維持修繕工事 
□庁舎で使用する消耗品類の管理（補充，交換）等 
□光熱水費及び電話料金の管理 
□各業務については，業務委託で実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

286,363 住民1人当たり（円） 4,992.31

年　度 単位

合計 千円 397,497 470,950

平成２６年度 決算

事業費 千円 397,497

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

470,950 286,363 １世帯当たり（円） 11,543.74

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 15,175 13,313 10,325

千円 382,322 457,637 276,038 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,494 9,043

1.050 1.000正職員 人

人 0.250 0.200

うち経費 千円 190,465 244,804

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 190,465 244,804

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.300 1.200

他部門経費

14-02-011

14-02-011

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

重要度・緊急度の観点から市全体の保全計画に基づき必要な整備を行っていく。

平成27年度の実施内容

庁舎内清掃，施設補修，維持管理，環境衛生管理，電気設備・消防設備点検等 
庁舎案内，庁舎保安業務 
電話交換業務 
庁舎周辺樹木剪定等管理業務 
庁舎で使用する消耗品類の管理(補充，交換)等 
光熱水費及び電話料金の管理業務

平成27年度の改善内容

保守点検及び業務委託により指摘された箇所について，緊急性を考慮し，設備・機器等の部品交換及び更新を行った。

現在認識している課題

北館設備の老朽化が著しい箇所について，現在実施中の大規模改修に合わせて実施する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

民間委託化について，調査研究を進める。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

直接市民への貢献度は低いが，必要不可欠な事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

業務委託可能な業務については，民間委託化している。

[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

他の施設と同様の管理業務があり，施設管理としての統合の余地はある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

施設毎に個別に管理するのではなく，庁舎を含む市有施設全体を管理する手法の導入による効率化の余地はある。

【総合評価】

庁舎周辺整備に伴い，業務量が増加しており，市有施設全体で業務改善の必要がある。

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

庁舎管理業務としては，コスト削減の余地はないが，市有施設全体を管理する手法の導入よる効率がの余地はある。

[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

総合評価 適正な負担を求めている

地下駐車場の利用，自動販売機設置，団体等への貸付等の受益者負担は求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
適正な庁舎管理を行っていく。

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 見直し

妥当性 義務的事業

・本庁舎北館・南館・分庁舎の他に，本庁舎東館，公光分庁舎等管
理対象の庁舎が増えており，組織・要員等体制の見直しが必要。

・現在施工中の本庁舎大規模改修と並行し引き続き適正な管理を行
う。

14-02-011

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
7
)



14-02-012

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】

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 検査事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020534

担当所属 総務部契約検査課 担当課長名 宮崎　哲郎

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法及び施行令，公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律，芦屋市契約規則，芦屋市工事検査規程，芦屋市
随意契約ガイドライン

実施区分 直営 財源

事業期間 平成13年度 ～

事業概要

【対象】 
1件の契約金額が1,000万円以上の工事 

【意図】 
公共工事の適正な施工の確保。 

【大きな目的】 
適正な公共工事の履行の確保と「工事成績評定」により業者選定
に資する 

【全体概要】 
□検査対象：１件の契約額が1,000万円以上の工事 
　(1)内容：完成検査・出来高検査・既済部分検査・随時検査の実施 
　(2)評定調書：検査調書・工事成績評定 
□検査台帳等の整備：１件の契約額が130万円以上の工事 
□随意契約締結の適正運用：地方自治法施行令別表5-1･6に該当する１
件の契約額130万円未満の契約 

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） 89.88

年　度 単位

合計 千円 8,363 8,479

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,363

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

8,479 0 １世帯当たり（円） 207.83

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 8,363 8,479 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 8,479

1.000 1.000正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 1.000

他部門経費

14-02-012

14-02-012

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・適正な検査の実施 
・検査件数は各所管の事業展開によるため目標設定できない

平成27年度の実施内容

完成検査　　　　４７件 
出来高検査　　　　３件 
既済部分検査　　１８件 
随時検査　　　　５４件 
合計　　　　　１２２件

平成27年度の改善内容

国土交通省による工事成績評定等の公表動向の見守り 
工事検査様式の改訂

現在認識している課題

工種別の工事成績評定のばらつき

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 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

各所管課相互の検査体制が整えば統合可能であるがその調整機関としての主管課は必要である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

検査所管課の費用は低減できるが工事所管課における負担（人的・時間的）が増大する。

【総合評価】

良質な公共資産形成には工事施工面だけでなく工事検査からの誘導も必要である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
工事成績評定選択肢細分化の改訂

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

工事成績評定を指名選定に供することができるか。 より良質な工事への遂行誘導

14-02-012

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
8
)



14-02-013

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】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等関連事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020550

担当所属 市民生活部市民課 担当課長名 大野　進

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
戸籍法，住民基本台帳法，芦屋市印鑑条例，入管法，入管特例法，道路運送車両法，墓地埋葬法，芦屋市市民サービス
コーナー運営要綱，芦屋市住民実態調査に関する規則，芦屋市住民実態調査に関する要領，芦屋市住民票の写し等に係る
本人通知制度実施要綱，本人確認事務取扱要領

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民等 

【意図】 
人の親族的身分関係の登録・公証，住民(外国人を含む)の居住関
係等を記録・公証，印鑑の登録・証明等を行う。 

【大きな目的】 
人の親族的身分関係の登録・公証，住民（外国人を含む）の居住
関係等を記録・公証，印鑑の登録・証明等を行う。 

【全体概要】 
□戸籍関係事務（法定受託事務） 
　戸籍簿の作成，保管，管理／戸籍，除籍の謄抄本等の作成 
□住民基本台帳関係事務（自治事務） 
　住民基本台帳の作成，保管，管理／住民票の写し等（外国人含む）
の発行，閲覧／住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用 
□印鑑登録関係事務（自治事務） 
　印鑑の登録，改廃／印鑑登録証，印鑑登録証明書の発行 
□中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務（法定受託事務） 
□自動車臨時運行許可事務（法定受託事務） 
□埋火葬許可事務（自治事務） 
□本人通知制度事務（自治事務） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

204,321 住民1人当たり（円） 2,908.02

年　度 単位

合計 千円 179,027 274,328

平成２６年度 決算

事業費 千円 179,027

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

274,328 204,321 １世帯当たり（円） 6,724.22

28,380

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 94 98 世帯数 40,797

30,688

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 38,652 34,339 34,726

千円 140,375 209,207 141,117 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 102,036 134,901

11.000 13.250正職員 人

人 3.520 8.140

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 14.520 21.390

他部門経費

14-02-013

14-02-013

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・本人通知制度のPR　・市民課及びフロアのレイアウト変更 
・受付番号案内装置の導入　・番号通知カードの円滑な交付

平成27年度の実施内容

・戸籍関係事務 
・住民基本台帳関係事務 
・印鑑登録関係事務 
・中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務 
・自動車臨時運行許可事務 
・埋火葬許可事務 
・本人通知制度事務 
・通知カード，個人番号カードの交付に係る事務 

平成27年度の改善内容

・通知カード，個人番号カードの交付等のため，平成28年1月～3月の間，月3回休日開庁を実施 
・広告付窓口番号案内システムを設置

現在認識している課題

・住民票等のコンビニ交付の円滑な導入

[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】

引続き，特定個人情報を含め，個人情報の取扱いに十分注意しつつ，窓口業務の質の向
上に取り組むことが必要である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
・住民票等のコンビニ交付の円滑な導入

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

諸手続において，特定個人情報を含め，個人情報の取扱に十分留意
しつつ，迅速な対応と正確な処理を行う。

諸手続において，特定個人情報を含め，個人情報の取扱に十分留意
しつつ，迅速な対応と正確な処理を行う。

14-02-013

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
4
9
)



14-02-014

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】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 ラポルテ市民サービスコーナー運営管理 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020549

担当所属 市民生活部市民課 担当課長名 大野　進

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
戸籍法，住民基本台帳法，芦屋市印鑑条例，芦屋市市民サービスコーナー運営要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 4年度 ～

事業概要

【対象】 
市民等 

【意図】 
市民の便宜を図るためサービスコーナーを設置し証明書等の発行
を行う。 

【大きな目的】 
市民の便宜を図るためサービスコーナーを設置し証明書等の発行
を行う。 

【全体概要】 
□戸籍関係証明書，住民票の写し（外国人含む），印鑑証明書，市県
民税証明書等を，オンライン端末機から出力して交付する。 
□その他，粗大ごみ処理券の販売等を行う。 

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

11,638 住民1人当たり（円） 312.12

年　度 単位

合計 千円 24,476 29,444

平成２６年度 決算

事業費 千円 24,476

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

29,444 11,638 １世帯当たり（円） 721.72

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 6,352 11,984 10,999

千円 18,124 17,460 639 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 13,752 18,081

2.600 2.500正職員 人

人 0.000 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 2.600 2.700

他部門経費

14-02-014

14-02-014

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各証明書の円滑な交付

平成27年度の実施内容

各証明書交付業務

平成27年度の改善内容

・行政情報コーナーの改善（書庫，資料等の整理，配列の変更） 
・窓口レイアウトの改善（申請受付と交付の分離等）

現在認識している課題

各種証明の申請・交付に当たり，特定個人情報を含め，個人情報の取扱に十分留意しつつ，迅速な対応と正確な処理を行うこと。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

市民サービスの観点から，常に市民ニーズを意識しつつ，各種証明書等の円滑な交付を
継続することは適切である。また，申請・交付に当たり，個人情報の取扱いに十分留意
することが必要である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
各種証明書の円滑な交付

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

・市民ニーズに応えるためにも，市民からどのように見られている
か常に意識を持つ。 
・各種証明の申請・交付に当たり，特定個人情報を含め，個人情報
の取扱に十分留意しつつ，迅速な対応と正確な処理を行う。

・市民ニーズに応えるためにも，市民からどのように見られている
か常に意識を持つ。 
・各種証明の申請・交付に当たり，特定個人情報を含め，個人情報
の取扱に十分留意しつつ，迅速な対応と正確な処理を行う。

14-02-014

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
0
)



14-02-015

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】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

法定受託事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 国民年金事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020560

担当所属 市民生活部市民課 担当課長名 大野　進

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
国民年金法

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和36年度 ～

事業概要

【対象】 
国民年金加入者（第一号被保険者のみ） 

【意図】 
国民年金加入者の生活保障 

【大きな目的】 
国民の生活保障 

【全体概要】 
国内に居住する２０歳から６０歳までのかたが加入し，相互扶助のも
と，高齢者や障害者の生活を支える。 

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

10,832 住民1人当たり（円） 223.33

年　度 単位

合計 千円 20,810 21,068

平成２６年度 決算

事業費 千円 20,810

特
定
財
源

国費 千円 18,961

一般財源

21,068 10,832 １世帯当たり（円） 516.41

19,110

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

19,930

平成27年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 57

千円 1,849 1,138 -8,335 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 14,384 13,702

2.150 2.050正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 2.150 2.050

他部門経費

14-02-015

14-02-015

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

円滑な日常業務の遂行

平成27年度の実施内容

国民年金業務

平成27年度の改善内容

国民年金相談窓口の昼窓の実施

現在認識している課題

事務の一部委託を行いながら円滑に日常業務を遂行する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

専門性を必要とする業務であるので，一部業務については，引き続き業務委託により実
施していくことが適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 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
円滑な日常業務の遂行

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

専門性を必要とする業務であるので，一部業務については，引続き
業務委託を行っていく。

専門性を必要とする業務であるので，一部業務については，引続き
業務委託を行っていく。

14-02-015

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
1
)



14-02-016

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】

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 総合行政情報システムの計画・運用支援 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020544

担当所属 企画部情報政策課 担当課長名 野々村　孝誠

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法，芦屋市情報ネットワークシステム運用管理要綱，芦屋市ＯＡ推進委員会設置
要綱，芦屋市情報セキュリティ基本方針に関する要綱，芦屋市情報セキュリティ委員会設置要綱

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成10年度 ～

事業概要

【対象】 
市民，職員 

【意図】 
職員が，費用対効果を見極めながら，情報システムを適正に利用
し，情報の共有化と事務の効率化を進めている。また，市民が安
心してその利便性を享受している。 

【大きな目的】 
行政が効率的に運営され，市民サービスが向上している。 

【全体概要】 
・情報ネットワークシステムの運用管理 
・総合行政ネットワーク（LGWAN）への参加 
・住民情報系システムの総合調整 
・内部情報系システムの総合調整 
・共通基盤システムの保守 
・地理情報システムの総合調整 
・共通地図管理システムの保守 
・兵庫県電子申請共同運営システムへの参加 
・行政情報システムの全体調整 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

225,541 住民1人当たり（円） 3,307.56

年　度 単位

合計 千円 139,493 312,019

平成２６年度 決算

事業費 千円 139,493

特
定
財
源

国費 千円 17,921

一般財源

312,019 225,541 １世帯当たり（円） 7,648.09

21,333

市債 千円 0 0 12,700

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

40,676

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 2,438 4,438 6,749

千円 119,134 266,905 184,759 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 25,089 25,440

3.000 3.000正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修経費が増額したことに加え，東館建設関係事業や施設予約システム更新を実施した
ため。

活動配分 人 3.000 3.000

他部門経費

14-02-016

14-02-016

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

東館整備に伴う庁内ネットワーク整備等を行う。／システムの安定的な稼働に向けて，関係課及び受託者と調整を行う。／社会保障・税
番号制度開始に向けて準備を行う。／平成26年度に見直しを行った内部監査について，庁内での定着を図る。

平成27年度の実施内容

情報ネットワークシステムの運用管理(92,026,474円) 
総合行政ネットワーク（LGWAN）への参加(1,163,808円) 
住民情報系システムの総合調整・運用管理(17,781,552円) 
内部情報系システムの総合調整・共通基盤システムの保守(492,480円) 
地理情報システムの総合調整(2,664,360円) 
兵庫県電子申請共同運営システムへの参加(935,000円) 
社会保障税番号制度関係経費(76,368,684円) 
東館建設関係経費(39,499,164円) 
施設予約システム更新経費(54,340,956円) 
情報セキュリティ強化対策経費(700,704円)　　その他(606,268円)

平成27年度の改善内容

施設予約システムの統合更新を行うことにより，更新及び保守に要する経費を縮減した。

現在認識している課題

インターネット専用ネットワークの新設について，庁内への説明・周知を行う必要がある。

[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

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

これまでも提案方式により業者選定するなど費用対効果をあげる取組みを行ってきた。今後もそのような取組みを継続する。

【総合評価】

庁内業務を行うために情報システムは広く利用されており，安定的な運用に加えて，今
後も様々な制度改正等に効率的に対応していく必要がある。 
引き続き，情報セキュリティを確保しながら，システム全体を安全かつ効率的に運営す
るために，各課におけるシステム導入，更新及び運用への支援及び全庁的な総合調整に
取り組む必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

EUCが活用できる人材を育成することで，将来的なシステム開発時のテスト効率を向上させることができる。

[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

総合評価 適正な負担を求めている

水道・病院会計にシステム経費に関して応分の負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
サーバ及びネットワーク機器の更新を行う。／インターネット専用ネットワークを新設し，県の情報セキュリティクラウドに接続する。
／社会保障税番号制度に関して，システム改修及び運用テストを実施する。／本庁舎北・南館の改修に伴い，ネットワーク配線等の見直
しを実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

社会保障・税番号制度については運用開始後も制度変更が予想され
るため，適宜対応していく必要がある。／セキュリティ体制の更な
る強化と職員意識の向上を図る。

社会保障・税番号制度については今後も情報収集に努め，適宜庁内
への周知を行っていく。／セキュリティ体制については，引き続
き，職員研修や内部監査等を行うとともに，新設するインターネッ
ト専用ネットワークの活用などにより強固な体制を構築していく。

14-02-016

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
2
)



14-02-017

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】

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 文書管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020522

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 吉田　真理子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市文書取扱規程，芦屋市公印規則，芦屋市電子署名規程

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
公文書 

【意図】 
標準化された文書事務処理及び公文書の適切な利用・保存。 

【大きな目的】 
文書による適正な事務執行 

【全体概要】 
□公印台帳の管理及び公印管守の総括 
□文書作成の指導及び助言 
□文書管理システムの運用 
□文書の収受，発送及び庁内配付 
□保存文書の総括管理及び廃棄の総括 
□事務報告書の作成 
□電子署名申請受付，発行 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

30,891 住民1人当たり（円） 390.17

年　度 単位

合計 千円 36,893 36,807

平成２６年度 決算

事業費 千円 36,893

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

36,807 30,891 １世帯当たり（円） 902.20

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 6,519 6,415 6,840

千円 30,374 30,392 24,051 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 15,219 13,871

1.250 1.200正職員 人

人 1.670 1.310

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 2.920 2.510

他部門経費

14-02-017

14-02-017

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

東館書庫に保存年限ごとに文書法制課が一括して文書を保存する準備を進める。 
全庁的なファイリングシステム導入に向けて文書量調査等の準備を進める。。 
文書の電子化を進め，永年保存の紙文書の取扱いを検討する。

平成27年度の実施内容

文書の収受，発送及び庁内配付　　　　　　郵便料金　　　　  　　16,986千円 
文書管理システム保守　　　　　　　　　　保守業務委託料　　 　　2,241千円　 
公印台帳の管理及び公印管守の総括 
保存文書の総括管理及び廃棄の総括　　　　文書管理支援業務委託料 2,599千円　 
文書作成の指導及び助言 
文書管理に関する研修の実施 

平成27年度の改善内容

文書事務の手引きを改正した。 
委託業者より平成26年度ファイリングシステム試験導入のモデル課に対して，導入後の状況のヒアリングを行い，ファイリングシステム
の維持ができるよう指導した。

現在認識している課題

文書作成や管理について職員のスキルの向上を図る必要がある。 
文書の電子化をさらに進めるとともに紙文書の適切な保存と検索性向上を図る必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

職員のスキル向上のため，文書事務の手引きの改訂を行ったこと，また，市民への適切
な情報提供と事務の効率化をさらに進めるためには，統一的な文書管理手法の導入が必
要であり，事前準備としてモデル課へのヒヤリングや全庁的なアンケート，文書量調査
を実施し，現状把握を行なったことは，有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
公文書を適切に管理するためにファイリングシステムを全庁的に導入する。 
永年保存文書を選別し，歴史的文書を適切に保存する準備を進める。 
文書管理システムを適切に運用し，文書の電子化を促進する。 
文書集中書庫の配架方法を見直し，効率的な利用を進める。 
紙保存文書のうち，電子化後に廃棄可能なものから電子化を進める。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

文書作成や管理について職員のスキルの向上のため，継続的に指導
や周知をしていくこと及び文書の電子化をさらに進める必要があ
る。また，統一的な文書管理手法を導入し，適切な保存及び廃棄を
継続的に行なっていく必要がある。 

継続的な文書管理研修の実施により，職員が適切な公文書を作成す
るためのスキル向上を図る。 
市民への適切な情報提供と事務の効率化のため，文書の電子化を進
めるとともに，文書管理システムの運用や統一的な紙文書の整理・
保存，書庫の管理を適正に進める。

14-02-017

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
3
)



14-02-018

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】

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 印刷事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020523

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 吉田　真理子

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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】 
職員 

【意図】 
印刷・製本経費を節減。 

【大きな目的】 
効率的な行政事務 

【全体概要】 
□印刷依頼内容の確認 
□庁内からの依頼印刷及び製本 
□印刷機械の運用管理，整備及び保守 
□印刷依頼件数，経費等の集計 
□複合機の総括管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

13,566 住民1人当たり（円） 382.96

年　度 単位

合計 千円 28,125 36,127

平成２６年度 決算

事業費 千円 28,125

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

36,127 13,566 １世帯当たり（円） 885.53

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 886 1,916 890

千円 27,239 34,211 12,676 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 18,586 22,607

2.400 2.400正職員 人

人 0.880 0.800

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 3.280 3.200

他部門経費

14-02-018

14-02-018

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

効率的に印刷業務を行い，各課の負担を削減し，全庁的な経費削減を図る。

平成27年度の実施内容

庁内印刷依頼　　　　　　  1,262件 
　　　　製本　　　　　　　　169件 
印刷経費　用紙等　　 　10,044千円

平成27年度の改善内容

各種印刷機を効率的に使用し，依頼から納品までの日数を短縮した。

現在認識している課題

全庁的な印刷経費の節減

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

【総合評価】

効率的に印刷作業を行うことにより，作成期間を短縮した。 
カラー印刷を効果的に取り入れることにより，市民に分かりやすい印刷物の作成に努め
た。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

[効率性評価] 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
安定して印刷物を作成できるように老朽化した印刷機の入替を行う。 
印刷機を効率的に使用し，印刷物の仕上げの迅速化を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

全庁的な印刷経費の削減 外注している印刷物について，経費節減となるものについては庁内
印刷への切替を担当課と検討する。

14-02-018

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
4
)



14-02-019

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】

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 備品管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020529

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

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市物品管理規則

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
庁舎利用市民及び職員 

【意図】 
庁用備品の購入及び備品管理システムの運用 

【大きな目的】 
物品の効率的な運用及び管理 

【全体概要】 
□庁用備品の購入 
□備品管理システムの運用 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

912 住民1人当たり（円） 71.48

年　度 単位

合計 千円 6,189 6,743

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,189

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,743 912 １世帯当たり（円） 165.28

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 6,189 6,743 912 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 5,086

0.500 0.500正職員 人

人 0.000 0.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.800

他部門経費

14-02-019

14-02-019

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

本庁舎新築・改修工事に合わせて老朽化した備品を買換える。

平成27年度の実施内容

・本庁舎東館では庁舎に合わせた家具の発注を行い整備した。 
・本庁舎北館，南館改修に併せて震災を潜り抜けて使用してきた家具類を新規に買 
　換え，震災対応型の家具への切り替えを行った。 
・食堂では老朽化したプリペイド機器の後継型機種へ変更を行った。

平成27年度の改善内容

・ロッカー類にあっては震災の揺れによって中のものが外に出ない機構を有するロ 
　ッカ類に変更し入替えた。

現在認識している課題

・北館，南館の改修工事終了までに東館並みの什器類に変更し，災害に対応できる 
　什器に切替えていく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市有資産の管理であり，市が実施すべきもの。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

備品管理システムを導入することにより，費用対効果を上げることが可能。

【総合評価】

備品管理システムの導入により，備品管理の徹底を図る。

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

備品管理システムの導入等一定の負担が必要となる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市内部の事務であり負担の求める事務ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・庁舎全体の備品類を計画的に改修していく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・備品管理システムを導入する。 
・使用可能なものを除き，耐震型家具へ切り替えていく必要があ
る。

・平成27年度に引続き家具の入替えを行っていく。

14-02-019

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
5
)



14-02-020

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】

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 車両管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020533

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

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市車両管理規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
公用車両及び車両を運転する職員 

【意図】 
公用車両（消防車，ゴミ収集車などの特殊車及び配車車両を除
く）の管理一元化による効率的な車両運用。 

【大きな目的】 
車両関係経費の節減 

【全体概要】 
□共用車両の集中管理及び市長車などの運行業務の委託 
□車両保険に関する事務 
□車両事故の示談業務 
□車両の購入，廃車，車検，修繕等に関する業務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

25,328 住民1人当たり（円） 344.39

年　度 単位

合計 千円 25,146 32,488

平成２６年度 決算

事業費 千円 25,146

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

32,488 25,328 １世帯当たり（円） 796.33

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,650 3,354 2,020

千円 23,496 29,134 23,308 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,018 4,522

0.600 0.500正職員 人

人 0.000 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）

共用車両更新による増

活動配分 人 0.600 0.600

他部門経費

14-02-020

14-02-020

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

低公害車両の導入を図り，コスト削減を図る。

平成27年度の実施内容

・共用車両にあっては，ハイブリット車両の導入を図り化石燃料の消費を抑えた。

平成27年度の改善内容

・軽車両では低公害車両の導入を図り，普通車両ではハイブリット車両とくにプラ 
　グインハイブリット車両の導入を図った。

現在認識している課題

・現行残っている車両を低公害車両へ転換していく事が化石燃料を減らす要因にも 
　つながっていると認識している。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

運行管理については，業務委託実施済。

[目的妥当性評価] 前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

共用車両では３台のＰＨＶ車の導入，各課の車両でもハイブリット車両の導入を図った。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

運行管理については民間委託済。

【総合評価】

災害時における必要車両台数等を確保しつつ，車両台数の削減に努める。

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 ある程度のコスト削減余地あり

車両台数の見直し，買換え等により維持管理コスト削減の余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

特定の受益者が存在する事務事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・今年度は，軽車両に重点を置き，買換えを行う。

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

・ＥＶスタンドを公用車両置場に増設し，全ての車両をＰＨＥＶ車
両へ転換することが必要。

・現行の取り組みを前職場に行きわたらせる必要があるため，買換
え時期に来ている車両を保有 
　する所管に方向性を示していきたい。

14-02-020

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
6
)



14-02-021

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】

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 都市建設部一般事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020551

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

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 委託 財源

事業期間 平成10年度 ～

事業概要

【対象】 
都市建設部職員 

【意図】 
□建設行政に係る事務の総括をおこなう。 
□都市建設部の施策等に係る企画調整及び進行管理を行う。 
□都市建設部の予算及び決算に関する総括事務を行う。 
□土木積算システムの管理・運営を行う。 

【大きな目的】 
□都市建設部内の事務の総括を行う。 
□工事積算システムの良好な管理・運営を行う。 

【全体概要】 
□都市建設部内の事務の総括 
　・会計検査に係る連絡調整を行う。 
　・各種照会，回答の集計総括を行う。 
□都市建設部内の施策等に係る企画，調整及び進行管理 
　・他部課及び部内の調整を行う。 
　・部内の各種委員会等の開催を行う。 
□都市建設部内の予算及び決算 
　・部内の予算要望に係る調整を行う。 
□土木積算システムの管理・運営（平成24年度から）　 
　・兵庫県積算システム協議会に委員として出席する。 
　・芦屋市は7ライセンスを契約している。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,590 住民1人当たり（円） 138.16

年　度 単位

合計 千円 12,067 13,033

平成２６年度 決算

事業費 千円 12,067

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

13,033 3,590 １世帯当たり（円） 319.46

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 777 765 790

千円 11,290 12,268 2,800 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,758 9,952

1.450 1.350正職員 人

人 0.220 0.630

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 1.670 1.980

他部門経費

14-02-021

14-02-021

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

兵庫県土木積算共同利用システムの運用

平成27年度の実施内容

１　システム利用 
 (1)  利用登録者　　　　　６５人 
 (2)  ライセンス数　　　　　７ 
 (3)　使用料　　　　３，０００千円 

２　兵庫県システム協議会及び担当者会への参加 
 (1)  協議会　　　　　　　　２回 
 (2)  担当者会　　　　　　　４回

平成27年度の改善内容

土木積算共同利用システムの小規模改修

現在認識している課題

土木積算共同利用システムにおける操作性，利便性の向上

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

公共工事（業務）の発注のために必要

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

公共工事発注のための積算業務は安全で緑豊かな環境に配慮したまちづくりを行うという前期基本計画と整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

公共工事発注のため積算業務は重点施策の実施のために貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

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

兵庫県下で統一したシステム利用を目指しているため，手段変更はできない。

【総合評価】

公共工事を発注するため，兵庫県下で統一したシステムを利用することは，合理性があ
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

現在のところ「兵庫県積算共同利用システム」の利用が最良の選択。

[効率性評価] 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

公共工事を発注するための手段であることから，当事業単独では受益者負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
積算システムの運用に係る課題や問題点の把握。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

積算システムの操作性，利便性の向上。 積算システム運用にあたり，発生する課題の迅速な解消に向け，担
当者会及び協議会の場で発信していく。

14-02-021

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
7
)



14-02-022

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】

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 市議会との連絡調整等の事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020564

担当所属 総務部文書法制課 担当課長名 余吾　康幸

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市議会基本条例，芦屋市議会委員会条例，芦屋市議会会議規則，芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例，同条例
施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和15年度 ～

事業概要

【対象】 
市議会 

【意図】 
市と市議会との円滑な運営 

【大きな目的】 
円滑な行政運営 

【全体概要】 
□市議会の招集手続 
□市議会の日程調整及び内部連絡 
□議案の提出及び議案説明会の実施 
□市議会定例会，常任委員会，特別委員会，議会運営委員会等に係る
市議会との連絡調整 
□市議会政務活動費の交付 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

17,640 住民1人当たり（円） 166.75

年　度 単位

合計 千円 17,230 15,730

平成２６年度 決算

事業費 千円 17,230

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

15,730 17,640 １世帯当たり（円） 385.57

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 17,230 15,730 17,640 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 1,272

0.150 0.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.150

他部門経費

14-02-022

14-02-022

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市議会と市との間の円滑な連絡調整に努める。

平成27年度の実施内容

市議会の招集手続 
市議会の日程調整及び内部連絡 
議案の提出及び議案説明会の実施 
市議会定例会，常任委員会，特別委員会，議会運営委員会等に係る市議会との連絡調整 
市議会政務活動費の交付（21人，14,458千円）

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市議会と市との間の連絡調整等の事務は，市職員自らが行うことにより，円滑な行政運営の確保が図られるため。

[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

市議会と市との間の連絡調整を行うことは円滑な行政運営を図る上で有効であるため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

市議会と市との間の連絡調整を行うことは円滑な行政運営を図る上で有効であるため。

[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

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

人件費以外の経費は無く，政務活動費についても条例で額が定められているため。

【総合評価】

市議会と市との連絡調整を行うことは円滑な行政運営を図る上で有効であり，目標及び
方向性も適切である。 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 コスト削減の余地はない

人件費以外の経費は無く，政務活動費についても条例で額が定められているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き市議会と市との間の円滑な連絡調整に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

引き続き市議会と市との間の円滑な連絡調整に努める。

14-02-022

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
8
)



14-02-023

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】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 教育委員会その他一般事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020570

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 坂惠　弘実

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

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 ～ 永年

事業概要

【対象】 
児童，生徒，教職員，事務局職員 

【意図】 
教育行政の円滑な運営の補助 

【大きな目的】 
教育行政の円滑な運営に資する 

【全体概要】 
教育委員会事務局内での一般管理及び維持管理費等の支払い事務ほか 
教育振興基本計画の策定及び進行管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

7,105 住民1人当たり（円） 262.09

年　度 単位

合計 千円 13,926 24,724

平成２６年度 決算

事業費 千円 13,926

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

24,724 7,105 １世帯当たり（円） 606.02

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 30 30 30 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 30 0 0

千円 13,866 24,694 7,075 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,945 13,990

0.950 1.650正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

第2期芦屋市教育振興基本計画関係経費を計上しているため増額となった。

活動配分 人 0.950 1.650

他部門経費

14-02-023

14-02-023

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

教育委員会事務局での一般管理事務を適切に行う。

平成27年度の実施内容

需用費（小中学校就学通知書印刷費，参考図書費，新聞代，事務用品等）1,895千円 
使用料・賃借料（ゼロックス使用料，通行料等）　1,523千円 
役務費（市有物件建物総合損害共済基金分担金，廃棄物手数料，自賠責保険料等）　1,325千円 
その他　889千円 
【第2期芦屋市教育振興基本計画】 
策定委員会　5回開催（平成27年6月～平成28年2月）　　報償費等　402千円 
教育振興に関するアンケート調査（平成27年7月実施） 
計画策定にかかる業務委託料　　4,665千円 
【学校教育審議会】 
審議会　1回開催（平成28年2月）　　報酬等　35千円

平成27年度の改善内容

特になし

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教育行政の円滑な運営を図るための事務処理を行うもの

[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 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育行政の円滑な運営に寄与している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

引き続き経費削減に努める

【総合評価】

教育行政の円滑な運営に資するために有効であり，引き続き経費削減に取り組むことは
適切である。また，平成28年度からスタートする第2期教育振興基本計画の適切な進行管
理を行うこと。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

引き続き経費削減に努める

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
第2期教育振興基本計画の進行管理を行う。 
教育委員会事務局での一般管理の支払い事務を行う。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

特になし 継続して実施する

14-02-023

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
5
9
)



14-02-024

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 学校教育課事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020243

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 荒谷　芳生

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
学校教育法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
学校教育課 

【意図】 
予算執行事務等の適正かつ円滑な実施 

【大きな目的】 
学校教育課における予算管理を円滑に進めること 

【全体概要】 
１ 学校教育課における予算執行事務の補助 
２ 学校教育課で実施する研修会，理事会開催に係る受付等の補助 
３ 学校教育課における庶務 
　(1)教育ＴＯＤＡＹ作成補助 
　(2)環境整備 
　(3)文書管理補助 
４ 自然学校・環境体験事業およびトライやるウイークにおける予算執
行事務の補助 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,920 住民1人当たり（円） 99.87

年　度 単位

合計 千円 7,871 9,421

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,871

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,421 4,920 １世帯当たり（円） 230.92

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 7,871 9,421 4,920 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,871 7,061

0.600 0.500正職員 人

人 1.000 1.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.600 1.500

他部門経費

14-02-024

14-02-024

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

１　学校教育課および各学校が実施する事業・研修等の円滑な実施を支援する。 
２　事業・研修会の予算を管理し，適切かつ迅速な執行を行う。

平成27年度の実施内容

１　臨時的任用職員　　１名 
２　事業・研修会の予算を管理し，適切かつ迅速な執行を行う。

平成27年度の改善内容

課内での事務内容，事務分掌を整理し，効率的な事務の執行が行えるようにした。

現在認識している課題

課内全体の事務量が年々増加しており，課内における事務内容や分担等について，常に見直し，検討を行っていく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

予算管理を円滑に進めることについて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

各種事業研修の円滑な実施を支援している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

事業が円滑に進むように事務を執行している。

[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

事業に沿って効率的な執行を行っている。

[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

企画運営事業と事務事業が重なるところがあり，企画運営事業の中の一事業として位置付ける方がよい。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

手段変更はできない。

【総合評価】

予算管理と執行について適切に行うことができた。 
現状では，臨時的任用職員の配置によって迅速な執行ができている。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減によっては事業内容が滞る。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

受益者負担を求める事業ではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・指導主事の事務作業の見直しを行い，円滑な事務の執行が行うことが大切である。 
・課内研修等を行い，適切な事務作業を行えるよう体制を整える。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

職員一人一人の専門性と事務のスキルの向上 課内会議，課内研修等の計画的な開催 
職場内のOJT体制の構築により，職務に対する一人一人の資質の向
上を図る

14-02-024

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
0
)



14-02-025

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人事評価事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020500

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第15条及び40条），芦屋市職員の勤務評定に関する規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
人材育成。職員一人ひとりの知識，技術を業務に生かすことでよ
り良い行政サービスを提供する。 

【大きな目的】 
公務能率の向上，多様化した市民ニーズに的確に対応し，地域社
会に主体的に取り組む職員の育成 

【全体概要】 
□勤務成績その他の能力の実証 

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

16,454 住民1人当たり（円） 93.80

年　度 単位

合計 千円 9,018 8,849

平成２６年度 決算

事業費 千円 9,018

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

8,849 16,454 １世帯当たり（円） 216.90

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 9,018 8,849 16,454 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,902 5,962

0.600 0.600正職員 人

人 0.310 0.310

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）

中間面談及び期末面談前の研修の回数を増やしたため

活動配分 人 0.910 0.910

他部門経費

14-02-025

14-02-025

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

一般職を含めた職員の人事評価制度への理解を深める。 
評価項目及び処遇基準の更なる精度向上の検討 
水道企業職と技能職への人事評価導入に向けた職員団体等への説明の実施

平成27年度の実施内容

人事評価制度説明会（一般職も含む）（４月２７日・２８日・５月１日・８日　　２４２人） 

（中間面談時） 
人事評価制度研修（１０月６日・７日・８日・１９日・２６日・２７日 
４５０人） 

（期末面談時） 
人事評価制度研修（１月７日・８日・１３日・１４日・１８日・１９日・２０日　４１０人） 

平成27年度の改善内容

監督職・一般職への複数回の研修の実施 
人事評価制度運用の細部について専門家と協議

現在認識している課題

評価者による評価結果の差異 
評価結果の処遇への反映 
評価対象者の拡大による事務処理の増加

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

人事評価マニュアルに「人事評価制度の導入目的」を明記しており，議会でも説明している。

[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

人材育成に繋がっている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

職員の能力向上に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

一般職まで導入した。

[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

内部管理事務のため統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

研修以外の費用はないため，手段変更できない。

【総合評価】

人材育成との連携を図りながら人事評価制度を導入することは，より良い行政サービス
を提供する観点からも，事業の目的，取組，方向性からも妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

研修講師報酬以外でのコストがないため

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理事務のため

平成２８年度の目標・改善内容
一般職を含めた職員の人事評価制度への理解を深める 
評価項目及び処遇基準の更なる制度向上の検討 
全職員への人事評価制度導入の実施 
対象者増加による業務増加に対してシステムを導入することにより軽減させる

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

評価者の評価結果の差異 
評価結果の処遇への反映 
評価対象者の拡大に伴う事務処理の増加

人事評価制度システムの導入

14-02-025

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
1
)



14-02-026

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】

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 職員の採用・任免・異動・服務関係事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020502

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第15条，第17条，第27条～第29条，第30条～第38条）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
職員等 

【意図】 
人材の確保，職員の任免，人事異動及び職員の分限・懲戒処分 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□採用，昇任，転任及び配置換 
□採用試験の実施，時間外勤務の確認，職務専念義務の免除，休暇の
承認等 
□職員選考委員会，分限懲戒委員会の庶務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,183 住民1人当たり（円） 181.39

年　度 単位

合計 千円 17,282 17,111

平成２６年度 決算

事業費 千円 17,282

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

17,111 3,183 １世帯当たり（円） 419.42

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 17,282 17,111 3,183 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 14,428 14,581

1.500 1.500正職員 人

人 0.660 0.660

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）

採用試験の回数等が増加

活動配分 人 2.160 2.160

他部門経費

14-02-026

14-02-026

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

円滑な組織運営を行うため，継続して諸方策を検討・実施 
優秀な人材を採用するため，採用試験方法の検討 
新規再任用職員へのヒアリングの実施

平成27年度の実施内容

定時退庁日の時間外勤務について，事前申請を徹底し，本庁舎内を巡回，確認した。 
一般事務職は２回職員採用試験を実施。他に，学芸員，一般技術職，保育職，保健職の採用試験を実施 
社会人採用と障がい者枠採用を11月に実施 
技術系学部のある大学を訪問し，採用案内を持参し説明を行った。 
新たに再任用職員を希望する方に個別面談を実施し，健康状態や希望職場を聴取したうえ配置を行った。 

平成27年度の改善内容

技術職の採用希望者に対して，現場説明会を行なった。

現在認識している課題

技術系職員の応募者数の減少

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

内部管理事務のため

[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

柔軟かつ迅速に対応する組織を目指している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

確実な組織運営に貢献している。 

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

職員採用試験にかかる広報，試験方法等を見直したが，より一層，優秀な人材確保の検討は必要である。

[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

内部管理事務のため

[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

職員採用試験の方法は，一定の定着を図る必要があり，現時点での手段変更は考えていない。 

【総合評価】

市民サービスの向上に資するため，人材を確保し，適切な人事管理に努めることは組織
運営上有効であり，事業の目的，実施内容，方向性として妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

コストは，採用試験の委託料が主であり，成果を低下させず削減する余地は少ない。

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理事務のため。

平成２８年度の目標・改善内容
円滑な組織運営を行うため，継続して諸方策を検討・実施 
有為な人材を採用するため，採用試験方法の更なる見直し 
新規再任用職員へのヒアリング実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

技術系職種の職員採用試験の応募者数減少への対応 
時間外勤務の縮減

柔軟かつ円滑な組織運営を行うための人事諸施策の検討 
有為な人材を確保するための採用試験方法等の見直し 
再任用職員の有効活用

14-02-026

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
2
)



14-02-027

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】

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 臨時的任用職員関係事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020504

担当所属 総務部職員課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第22条），地方公務員の育児休業等に関する法律，芦屋市職員の育児休業等に関する条例，厚生年金法，
健康保険法，雇用保険法及び労働者災害補償法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
休暇者等 

【意図】 
療養休暇，産前産後休暇及び育児休業者の代替並びに欠員補充 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□臨時的任用職員の任免 
□臨時的任用職員の各種社会保険への加入，喪失手続き等 
□臨時的任用職員の賃金，期末手当の支給 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 53.89

年　度 単位

合計 千円 5,067 5,084

平成２６年度 決算

事業費 千円 5,067

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

5,084 0 １世帯当たり（円） 124.62

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 5,067 5,084 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,067 5,084

0.350 0.350正職員 人

人 0.750 0.750

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 1.100 1.100

他部門経費

14-02-027

14-02-027

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

各所管課における従事業務の検証を行い，臨時的任用職員の適正配置を図ることによって，経済的かつ効果的な行政運営に資する。

平成27年度の実施内容

組織・要員担当と協議して臨時的任用職員に係る適切な任用を行った。 
臨時的任用職員の各種社会保険への加入，喪失手続き並びに賃金等支給事務を適切に行った。 

平成27年度の改善内容

各課起案の誤りを防ぐため，担当者向けの事務説明会を行なった。 
２８年４月１日任用決裁について，人事課で一括して決裁する方法を導入することで入力誤りの防止と迅速化を図った。

現在認識している課題

社会保険関係の届出書類が手処理のため非効率である。

[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

職員の任免及びその関連事業である。

[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 整合性は中程度／義務的事業

行政サービスを向上させる点で整合性はある。

[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

確実な組織運営に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

事務処理方法の見直しを行った。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

内部管理事務のため統廃合できない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

事務処理を委託することは費用の増大につながる。

【総合評価】

臨時的任用職員の活用は，効率的な行政運営に資するものであるが，任用は真に臨時的
かつ緊急であるのか精査した上で行なわなければならない。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

今以上の人員削減は処理の遅れにつながる。なお，システムのあり方について検討の余地はある。

[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

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理事務のため。

平成２８年度の目標・改善内容
各所管課における従事業務の検証を行い，臨時的任用職員の適正配置を図ることによって，経済的かつ効率的な行政運営に資するととも
に，正規職員の時間外勤務の削減にも努めたい。

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

事務処理担当者に対する任免手続等の理解促進 臨時的任用職員の活用は，効率的な行政運営を行うために有効な事
業であるが，任用に際しては真に臨時的かつ緊急であるか業務の精
査が必要である。 

14-02-027

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
3
)



14-02-028

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人事課所管のその他一般事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020524

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市付属機関の設置に関する条例第２条，芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第１０条，芦屋市事務分掌規
則第７条

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
市民及び職員 

【意図】 
人事課所管の事務事業の円滑な運営。 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□芦屋市長等倫理審査会関係事務 
□派遣職員関係業務 
□その他の人事課所管の業務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

2,208 住民1人当たり（円） 82.24

年　度 単位

合計 千円 10,157 7,758

平成２６年度 決算

事業費 千円 10,157

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,758 2,208 １世帯当たり（円） 190.16

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 10,157 7,758 2,208 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 5,778 5,850

0.650 0.650正職員 人

人 0.120 0.120

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.770 0.770

他部門経費

14-02-028

14-02-028

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

派遣職員の業務報告を受け，健康管理に努める。

平成27年度の実施内容

東日本大震災に係る被災地復興支援のため，石巻市に２名の職員を１年間にわたり派遣 

派遣職員の業務報告に係る旅費等　673,480円 
その他事務諸経費　985,835円

平成27年度の改善内容

派遣職員の健康状態や業務の負担感について，毎月把握し，健康管理に努めた。

現在認識している課題

附属機関である市長等倫理審査会は設置以来審査案件がないが，審査会のあり方について検討の余地がある。

[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

内部管理事務のため

[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

柔軟かつ迅速な組織を目指す前期基本計画と一致する

[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

確実な組織運営に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

附属機関の市長等倫理審査会のあり方については検討の余地がある。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

内部管理事務のため，統廃合できない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

日常業務の事務処理については常に適正化に努めている。

【総合評価】

人事課所管の事務事業を円滑に実施するとともに，被災地支援のための職員派遣を円滑
に行うことは，事業の目的，方向性として妥当である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

日常業務の事務処理については常に適正化及び合理化を進めているが，ある程度の削減余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理的な事務内容であるため。

平成２８年度の目標・改善内容
市長等倫理審査会は設置以来審査案件がないが，勉強会の内容等について検討する。 
派遣職員の健康管理に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

派遣職員の公募にあたり，職域を拡充するか検討の余地あり。 市長等倫理審査会のあり方についての検討 
派遣職員と連絡を密にとり，状況の把握に努める。

14-02-028

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
4
)



14-02-029

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

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 職員研修事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020501

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第39条）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
職員の能力開発 

【大きな目的】 
公務能率の発揮及び増進 

【全体概要】 
□研修計画に基づき実施 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

18,970 住民1人当たり（円） 245.82

年　度 単位

合計 千円 14,409 23,189

平成２６年度 決算

事業費 千円 14,409

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

23,189 18,970 １世帯当たり（円） 568.40

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

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 680 483 6,200

千円 13,729 22,706 12,770 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,527 7,631

0.900 0.900正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

海外派遣研修等の実施に伴う増加

活動配分 人 0.900 0.900

他部門経費

14-02-029

14-02-029

【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

・人材育成実施計画（平成２７～２９年度）の計画的な実施 
・各種，行政課題に沿った研修を実施するとともに，研修の効果測定方法について検討する。 
・能力開発（個人）と人材育成（職場）に関する意識の啓発方法について検討する。

平成27年度の実施内容

・人材育成実施計画（平成２７～２９年度）に基づき，政策研究大学院大学，海外派遣プログラムに職員を派遣した。 
・他自治体や企業が開催する研修について周知を行い，職員を派遣した。 
・本市が開催する研修を他自治体に周知し，他自治体の職員を受け入れた。 
・専門職向けの研修や，先進事例研究など，新たな研修の取組を行った。 
・研修終了後にアンケートを実施，結果を集計し，研修の効果検証を行った。 
・職員研修　延べ受講者数　6,023人 
・事業費内訳　研修業務委託料　2,896,640円　派遣研修負担金  2,674,688円 
　　　　　　　政策研究大学院大学授業料　535,800円

平成27年度の改善内容

・専門職（病院，調理，保育職）向けの研修や行政課題の解決に向けた先進事例研究など，新たな研修の検討を行った。 
・インターバルを挟む研修を実施し，経過を観察するとともに，研修終了後に受講生に報告書を提出してもらい，効果測定を試みた。 
・研修計画策定委員会を開催し，委員から意見を聴取し，平成２８年度研修計画を策定した。

現在認識している課題

・人材育成推進員の配置 
・研修履歴の有効活用

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

目的及び効果を考慮して適切と判断される場合，民間の研修機関を活用している。

[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

人材育成実施計画に沿った研修を実施している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

人材育成と行政課題に沿った研修を実施している。

[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

総合評価 概ね実行している

人材育成実施計画（平成２７～２９年度）に沿って各種取組を実施している。

[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

他課と連携を図り，人事課で集約のうえ，実施が必要と判断される研修について，人事課で実施している。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

民間業者に年間の研修計画及び実施を一括発注し，研修委託料を削減することは可能である。

【総合評価】

自ら考え，行動する職員を育成するため，人材育成実施計画を策定し，計画に基づき実
施していくことは事業の目的，取組，方向性として適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減余地あり

研修事業を民間業者に一括発注した場合，講師の選定等も業者が行うので，質の保証はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

地公法第３９条の趣旨からも研修は受講者に負担なく受けさせるべきと考える。

平成２８年度の目標・改善内容
・人材育成実施計画（平成２７～２９年度）の計画的な実施 
・人材育成推進員を活用し，人材育成に関する意識の向上を図る。 
・研修履歴データベースを整備する。 
・研修計画策定委員会から意見を聴取し，職員の意見を反映させた研修計画を策定する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

メンター制度の構築 人材育成推進員会議を開催し，研修内容等の検討を行う。

14-02-029

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
5
)



14-02-030

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

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 公務災害補償関係事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020505

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第45条），地方公務員災害補償法（第69条），芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
非常勤職員 

【意図】 
公務災害に対する補償 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□災害補償基金への認定請求 
□非常勤職員に対する災害補償 

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

30 住民1人当たり（円） 13.80

年　度 単位

合計 千円 1,254 1,302

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,302 30 １世帯当たり（円） 31.91

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 0 0 0

千円 1,254 1,302 30 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 1,272

0.150 0.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.150

他部門経費

14-02-030

14-02-030

【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

「芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」の対象者が，公務上の災害又は通勤による災害にあった場合に
補償 

平成27年度の実施内容

認定件数　０件 

　非常勤職員のうち，非現業公務員は，労働者災害補償保険の対象外となるため， 
公務上の災害又は通勤による災害にあった場合に，補償対象外となる。 

　労災対象者及び共済対象者との均衡上「芦屋市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例」を定め，それに基づき補償
する。なお，休業補償について，非常勤職員で労働者災害補償保険の対象者には，４日以降しか補償金が出ないため，均衡上，３日目ま
での分を条例に基づき補償する。

平成27年度の改善内容

特記事項なし

現在認識している課題

各職場の安全衛生委員会を中心とした災害防止への取組 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

公務災害，労災の対象とならない職員に対しての補償となるため，市が実施

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

職員の公務に対する補償であるため

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

職員の公務に対する補償を行うことで，貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

条例に定められたとおりに実施

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

公務災害，労災の対象とならない職員を対象としているため，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

必要な補償であるため，費用対効果を上げることはできない。

【総合評価】

非常勤職員のうち，労働者災害補償保険法の適用外の者に対し，公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償を行う事業であり，目標，取組，方向性は適切である。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

必要な補償であるため，コスト削減はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

必要な補償であるため，受益者負担を求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
「芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」の対象となる者が，公務上の災害又は通勤による災害にあった
場合に補償

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

各職場の安全衛生委員会を中心として，災害防止への取組を図ると
ともに，該当者が出た場合，速やかな対応を実施する。

「芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例」の対象者が，公務上の災害又は通勤による災害にあった場合
に補償を行なう。 

14-02-030

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
6
)



14-02-031

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，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 職員の福利厚生事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020506

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法，労働安全衛生法及び同規則，芦屋市職員被服貸与規則 
芦屋市職員の退職年金及び退職一時金に関する条例及び同施行規則他

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
職場における職員の安全と健康の確保，職場規律の向上と風紀秩
序の保持，作業能率の向上と職員の士気の向上，退職者又はその
遺族の生活の安定と福祉の向上，公務災害に対する補償 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□職員の健康診断の実施 
□嘱託医（産業医・精神科医）の委嘱及び嘱託医による健康相談，メ
ンタルヘルスカウンセリングの実施 
□安全衛生委員会の開催及び研修の実施 
□ＥＡＰの導入による事業場外資源を活用した総合的なメンタルヘル
ス対策の実施 
□職員に対する被服の貸与 
□永年勤続者，退職者で勤務成績が良好な者又は有益な研究等を行っ
た職員や団体を表彰 
□職員に対する災害補償 
□共済組合に関する事務 
□互助会に関する事務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

22,171 住民1人当たり（円） 383.06

年　度 単位

合計 千円 34,355 36,136

平成２６年度 決算

事業費 千円 34,355

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

36,136 22,171 １世帯当たり（円） 885.75

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 4,400 4,330 4,379

千円 29,955 31,806 17,792 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 13,791 14,184

1.400 1.400正職員 人

人 0.730 0.820

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 2.130 2.220

他部門経費

14-02-031

14-02-031

【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

職場における職員の安全と健康の確保，職員の士気向上，退職者又はその遺族の生活の安定及び福祉の向上，公務災害に対する補償

平成27年度の実施内容

１　職員の健康診断，健康相談，嘱託医の委嘱 
　(1)定期健康診断・特定業務従事者健診　8,941千円　(2)頸肩腕検診・VDT検診　815千円 
　(3)産業医による健康相談　月3回（木）報酬1,320千円　(4)精神科嘱託医による「心の健康相談」月２回（金）報酬720千円 
２　安全衛生委員会の開催及び研修の実施 
　(1)職員安全衛生委員会　10回実施　(2)心身の健康支援合同連絡協議会　5回　(3)健康管理研修会　31人受講 
３　EAP（職員支援プログラム）業務委託　6,394千円 
４　職員に対する被服の貸与　　規則に基づき夏期・冬期に貸与　 
５　永年勤続者又は退職者で勤務成績が良好な者又は有益な研究等を行った職員又は団体の表彰 
　(1)永年勤続表彰（11月10日）　15年勤続表彰　11人　25年勤続表彰　13人　(2)退職時勤続表彰　34人 
６　職員に対する災害補償　(1)正規・再任用職員　14件　(2)非常勤職員　0人

平成27年度の改善内容

・労働安全衛生法の改正に対応したストレスチェックを実施 
・ストレスチェックの高ストレス者に対して産業医の面談を実施し，就業上の配慮 
　を求める仕組みを構築した。

現在認識している課題

職場における安全の確保，職員の健康の向上について，関係者がそれぞれの果たすべき役割を認識し，さらなる推進を図る必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

労働安全衛生法により，実施が定められている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

職員の安全と健康を確保することで，整合性を保っている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

職場における職員の安全の確保，職場の規律の向上，職員の士気の向上に取り組むことで，貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

芦屋市職員の職場における心の健康づくり計画に基づき，メンタルヘルス対策を推進している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

同じ目的を持つ，他の事業はない。

[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

職員の福利厚生に関する事業であるため，費用対効果は求められない。

【総合評価】

職場における職員の安全と健康の確保に努めるものとして，また，職員の福利厚生全般
にわたる事業を推進するものであるので，事業の目的，事業内容，方向性ともに妥当な
ものである。

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

職員の安全と健康を確保を行うため，コスト削減はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

職員の福利厚生に関する事業であるため，負担を求めることはできない。

平成２８年度の目標・改善内容
・職場における職員の安全と健康の確保 
・メンタルヘルス対策では，平成27～29年度までの「芦屋市職員心の健康づくり計画」に従い　　職員の心の健康づくりに取り組む。 
・職員への適正な福利厚生事業の実施

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

「芦屋市職員心の健康づくり計画」に基づき，「心の健康づくりの
ためのセルフケア」「心の健康問題を発症させないための活気ある
職場づくり」「メンタルヘルス不調となった職員の復職支援と再発
予防」の３つを柱としたメンタルヘルス対策の取組

・職場における職員の安全と健康のさらなる確保の取組 
・表彰等により職員の士気の向上を図る。 
・公務災害に対する補償により職員又はその遺族の生活の安定及び
福祉の向上を図る。

14-02-031

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
7
)



14-02-032

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

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 芦屋市職員公舎住宅貸与事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020503

担当所属 総務部人事課 担当課長名 安達　昌宏

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法（第42条），芦屋市公舎規定

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
派遣職員 

【意図】 
派遣職員に対する住居の提供 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□市が賃貸し，派遣職員に貸与 

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

2,416 住民1人当たり（円） 27.73

年　度 単位

合計 千円 3,039 2,616

平成２６年度 決算

事業費 千円 3,039

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

2,616 2,416 １世帯当たり（円） 64.12

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 268 336 267

千円 2,771 2,280 2,149 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 703 706

0.050 0.050正職員 人

人 0.100 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.150

他部門経費

14-02-032

14-02-032

【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

派遣職員に住宅を提供し，福利厚生を図る。

平成27年度の実施内容

派遣職員に住居を提供し，福利厚生を図った。 
派遣職員　１名 
歳出　１，９１０，２１２円 
内訳　＠１５０，０００円×８か月＝１，２００，０００円 
　　　＠１５６，２００円×４か月＝６２４，８００円 
　　　共益費　６６，８１２円　入居保証金　１８，６００円 
歳入　３３５，６００円 
内訳　公舎使用料本人負担　＠２２，３００円×８か月 
　　　　　　　　　　　　　＠３９，３００円×４か月 

平成27年度の改善内容

特記事項なし

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

派遣職員の受入れのために住居の貸与が必要

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

派遣職員の受入れのために必要である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

派遣職員を受入れることで，重点施策に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

適切に実行している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

派遣職員の受入れのための事業である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

派遣職員の福利厚生事業である。

【総合評価】

派遣職員に住宅を提供して福利厚生を図るものであり，事業の目標，方向性としても妥
当なものである。 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

派遣職員の福利厚生事業である。

[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

総合評価 適正な負担を求めている

公舎使用料として，適切な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
派遣職員に住居を提供し，福利厚生を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

派遣職員の交代がある場合，業務上，支障を生じないよう契約等入
居手続をスムーズに行う必要がある。

派遣職員に住居を提供し，福利厚生を図る。

14-02-032

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
8
)



14-02-033

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

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 職員の給与及び旅費等の支給に関する事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020525

担当所属 総務部職員課 担当課長名 上田　剛

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法，芦屋市一般職の給与に関する条例，所得税法，地方税法，芦屋市職員の退職金に関する条例

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
職員の給与等の支給処理を行う 

【大きな目的】 
職員の給与等支給 

【全体概要】 
□給与計算処理 
□財務会計処理 
□源泉徴収，年末調整等 
□社会保険関係事務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

9,630 住民1人当たり（円） 304.09

年　度 単位

合計 千円 21,958 28,686

平成２６年度 決算

事業費 千円 21,958

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

28,686 9,630 １世帯当たり（円） 703.14

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 42 142 233

千円 21,916 28,544 9,397 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 17,983 18,168

1.850 1.850正職員 人

人 0.880 0.880

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成２７年度は，被用者年金制度一元化等に伴う「標準報酬制」移行のため，人事・給与システムの更新業務の委託料が増加した。

活動配分 人 2.730 2.730

他部門経費

14-02-033

14-02-033

【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

・正確な給与支払事務 
・担当者の事務作業効率の向上（時間外勤務の縮減） 
・給与支給事務のマニュアルの整備

平成27年度の実施内容

○例月給与処理方法のシステム化 
○給与支給事務のマニュアルの整備 
○人事・給与システムの更新（標準報酬制移行）

平成27年度の改善内容

・時間外勤務手当・特殊勤務手当等手当の確認方法について，ExcelやAccessを使い給与事務の効率化を図った。 
・給与支給事務のマニュアルを整備した。 

現在認識している課題

平成２８年度はマイナンバー制度導入に伴うシステム改修が予定されている。現在人事・給与システムは安定的に稼働しているが，シス
テム改修と並行して作業する時期があること，平成２８年度から臨時的任用職員の給与支払事務，共済組合の負担金の支払事務が増える
ことになるため，さらなる業務効率の改善を図る必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

民間で対応可能であるが，本市の規模では業務委託に見合う業務量にならないため，現在の体制がより効果的であると考えている。

[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

義務的事業である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

義務的事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

より効率的な事務を進められるよう常に改善する意識を持ち業務に従事している。

[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

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

民間で対応可能であるが，本市の規模では業務委託に見合う業務量にならないため，現在の体制がより効果的であると考えている。

【総合評価】

　効率的な行政運営を図る観点から，職員給与・旅費等の支給を適切に処理すること
は，有効である。引き続きマニュアル等の整備を進め，業務の正確性の向上，業務知識
の共有化による業務水準の維持に努めること。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

コストはシステム保守・改修費と人件費のみであるため，これ以上削減する余地はない。

[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

平成２８年度の目標・改善内容
・正確な給与支払事務 
・担当者の事務作業効率の向上（時間外勤務の縮減）

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

平成２８年度はマイナンバー制度導入に伴うシステム改修が予定さ
れているため，給与・旅費等の支給事務とシステム改修を並行して
行わなければならない時期があることに加え，平成２８年度から
は，臨時的任用職員の給与支払事務，共済組合の負担金の支払事務
も増えるため，さらなる業務効率の改善を図る必要がある。

適正な給与支払いを継続していく。

14-02-033

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
6
9
)



14-02-034

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】

その他

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 人事・給与制度に係る研究及び改定事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020507

担当所属 総務部職員課 担当課長名 上田　剛

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
職員 

【意図】 
職員の給与・勤務条件については，国家公務員の制度等を基準と
しながら，社会情勢にも適応した水準となるよう見直しを図る 

【大きな目的】 
給与・勤務条件の適正化 

【全体概要】 
□給与及び勤務条件等に係る諸制度の調査研究 
□職員団体等との協議 
□条例改正等規定の整備 
□諸制度の運用管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 103.37

年　度 単位

合計 千円 9,617 9,751

平成２６年度 決算

事業費 千円 9,617

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

9,751 0 １世帯当たり（円） 239.01

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 9,617 9,751 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,617 9,751

1.150 1.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.150 1.150

他部門経費

14-02-034

14-02-034

【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

国及び近隣自治体の状況を常に把握し，適正な給与制度を目指して研究及び改定事務を進める。

平成27年度の実施内容

・人事院勧告に基づく制度改正を行った。 
・部長級，課長級の給料月額の削減を行った。 

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

ラスパイレス指数や平均給与が全国の自治体の中で上位にある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価

人事院勧告や近隣市の情勢変化を参考に，市が主体的に給与制度を研究していく必要がある。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

[有効性評価] 評価結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

平成２４年度に策定した給与等適正化計画に基づく給与制度の見直しを実施している。

[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

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

人件費のみのため，業務の更なる効率化によって時間外勤務時間数の縮減を図る方法しか費用対効果をあげることはできない。

【総合評価】

　効率的な行政運営を図る観点から，適正な給与制度を目指して研究及び改定事務を進
めることは，有効である。人件費のみのため，コスト削減の余地はないが，適切かつ迅
速な処理を目指し，他部局と連携を図りながら事務を進めること。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

人件費のみのため，業務の更なる効率化によって時間外勤務時間数の縮減を図る方法しか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

平成２８年度の目標・改善内容
国及び近隣自治体の状況を常に把握し，適正な給与制度を目指して研究及び改定事務を進める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

ラスパイレス指数や平均給与が全国の自治体の中で上位にあるた
め，平成２８年度給与実態調査の結果を分析し，平成２９年度に向
けた対応を検討していく必要がある。

・人事院勧告の分析 
・近隣市の勤務条件の分析 
・職員団体等への提案 
・条例改正

14-02-034

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
0
)



14-02-035

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 職員組合及び労働組合との交渉・折衝業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020509

担当所属 総務部職員課 担当課長名 上田　剛

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地公法（第53条及び55条），芦屋市職員団体の登録に関する条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
職員団体及び労働組合 

【意図】 
適切な労使関係に基づき，給与・勤務条件に関する協議を行う 

【大きな目的】 
給与・勤務条件の適正化 

【全体概要】 
□給与・勤務条件に関する提案・交渉 
□春闘要求，職場要求，一時金要求，給与改定要求，勤務条件改正要
求，要員要求等に関する交渉 
□行政改革に関する協議 
□その他情勢に関する協議 

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） 89.88

年　度 単位

合計 千円 8,363 8,479

平成２６年度 決算

事業費 千円 8,363

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

8,479 0 １世帯当たり（円） 207.83

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 8,363 8,479 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,363 8,479

1.000 1.000正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 1.000 1.000

他部門経費

14-02-035

14-02-035

【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

適正な労使関係の維持に努めながら，諸問題の解決を図っていく。

平成27年度の実施内容

（各単組共通） 
　春闘，夏季一時金，年末給与改定，行革，給与等の適正化 
（市職労関係） 
　組織・要員，職場要求 
（現業労関係） 
　組織・要員，職場要求 
（２単組共闘関係） 
　給料減額提案

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

・係長級及び課長補佐級に給料月額の減額措置の提案をしているが継続交渉となっているため，引き続き協議を重ねる必要がある。 
・平成２６年総務省通知に基づき，臨時的任用職員の休暇制度の改善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

交渉・折衝等を民間で対応することはできない。

[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

職員給与，勤務条件等を労使で協議し，合意のうえ実施していくことは，効率的に行政運営を進める観点からも必要である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価

職員給与，勤務条件等を労使で協議し，合意のうえ実施していくことは，重点施策への貢献度を明確に示せるものではない。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価

円滑に労使が協議できるよう，適正に交渉・折衝事務を行いながら諸問題の解決を図っている。

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

総合評価

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価

【総合評価】

　効率的な行政運営を図る観点から，職員の給与・勤務条件等の適正化を図るため，職
員団体等と協議して給与・勤務条件等を決定することは，有効である。労使交渉・折衝
により諸問題を解決するためにも，引き続き適正な労使関係の維持に努めること。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価

平成２８年度の目標・改善内容
適正な労使関係の維持に努めながら，諸問題の解決を図っていく。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

各労働団体等と交渉・折衝を行うためにも，本庁（市長部局・教育
委員会）と公営企業（水道・病院）との連携及び調整を図りなが
ら，市としての方向性を確認し，共有することが重要である。

適正な労使関係の維持に努めながら，諸問題の解決を図る。

14-02-035

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
1
)



14-02-036

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 人事関係内部管理業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020513

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法，地方公務員法第27条，芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
職員及び職員団体等 

【意図】 
組織の適正運営を行うとともに，職員の公務能率向上を図るため
の勤務条件の整備 

【大きな目的】 
効率的な行政運営 

【全体概要】 
□条例・規則・要綱の改正等 
□予算作成・執行管理・決算及び関係資料の作成 
□身分証明書の発行 
□職員団体等との交渉 
□公平委員会・訴訟関係事務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 71.90

年　度 単位

合計 千円 6,690 6,783

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,690

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,783 0 １世帯当たり（円） 166.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 6,690 6,783 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,690 6,783

0.800 0.800正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.800 0.800

他部門経費

14-02-036

14-02-036

【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

引き続き適正な労務管理に努める。

平成27年度の実施内容

職員団体との協議・交渉等 
組織改正に伴う教育委員会事務局事務分掌規則等の改正

平成27年度の改善内容

非正規雇用職員の処遇改善

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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

組織の適正な運営及び職員の公務能率向上を図るために有効な事業であり，引き続き関
係例規の改廃，予算作成・執行管理，決算及び決算資料の作成，職員団体との交渉等，
適正な人事関係内部管理業務に努めることは適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き適正な労務管理に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

引き続き適正な労務管理に努める。

14-02-036

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
2
)



14-02-037

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 正規職員の例月給与・一時金・退職金等の業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020514

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法第204条，地方公務員等共済組合法，芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教育委員会に配置されている正規職員 

【意図】 
職員が法令に基づく給与を遅滞なく受けること。またそれに伴う
各種負担金を適正に計算し，関係機関に支払う。 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□正規職員の給与・手当の計算・支払 
□学校厚生会・共済組合費の計算・支払 
□正規職員の旅費の計算 
□学校厚生会・共済組合への手続 

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） 44.95

年　度 単位

合計 千円 4,182 4,240

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,182

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,240 0 １世帯当たり（円） 103.93

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 4,182 4,240 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 4,240

0.500 0.500正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.500

他部門経費

14-02-037

14-02-037

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

適正な給与等の支払い

平成27年度の実施内容

適正な給与等の支払い

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

給与事務担当者の繁忙期の時間外勤務の縮減

[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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

正規職員の月例給与支払事務等を適正に処理することは効率的な行政運営の観点から有
効であり，給与事務担当者の時間外勤務の縮減を図りながら継続して取り組むことは適
切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き適正な事務執行に努めるとともに，事務改善等により業務の効率化を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

給与事務担当者の繁忙期の時間外勤務の縮減 引き続き適正な事務執行に努めるとともに，事務改善等により業務
の効率化を図る。

14-02-037

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
3
)



14-02-038

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 公務災害・通勤災害 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020515

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員災害補償法及び施行令，労働者災害補償法，芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例及び施行規則

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教育委員会に配置されている教職員及び嘱託職員並びに臨時職員 

【意図】 
職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を迅速かつ
公正に実施する。 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□地方公務員災害補償基金又は労働基準監督署に対して申請する。 
□上記の対象者以外は災害の認定，補償の実施を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 13.48

年　度 単位

合計 千円 1,254 1,272

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,254

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,272 0 １世帯当たり（円） 31.18

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 1,254 1,272 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,254 1,272

0.150 0.150正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.150 0.150

他部門経費

14-02-038

14-02-038

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

迅速かつ適正な公務災害等の事務処理

平成27年度の実施内容

正規職員（再任用職員を含む。） 
・公務災害　　申請８件　　認定８件 

非正規職員 
・労働者災害　申請９件　　認定８件

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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

教職員等の生活の安定及び福祉の向上のため，公務上あるいは通勤による災害に対する
補償事務を行うことは有効であり，引き続き迅速かつ適正な事務処理に取り組むことは
適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き迅速かつ適正な公務災害等の事務処理に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

引き続き迅速かつ適正な公務災害等の事務処理に努める。

14-02-038

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
4
)



14-02-039

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名
職員の採用、任免、異動、研修、表彰、服務関係事
業

事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020516

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法，芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例，芦屋市職員表彰要綱，芦屋市立学校園等退職教職員表彰要
綱等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教育委員会所属の職員 

【意図】 
地方分権時代に対応し，公務マインドを持って，最少の経費で最
大の効果を達成すべく行動する職員の養成と，職員の士気の高揚
を図るため，人材の確保，職員の任免，人事異動及び職員の分
限・懲戒処分等を行う。 

【大きな目的】 
効率的な行政運営 

【全体概要】 
□必要に応じて職員採用試験の実施 
□採用，昇任，配置換，出向，休職等の実施 
□時間外勤務の確認，職務専念義務の免除，休暇の承認 
□勧奨退職者の募集，退職手当支給処理，年金受給に関する処理 
□永年勤続者・退職者で勤務成績が良好な者を表彰 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,023 住民1人当たり（円） 73.51

年　度 単位

合計 千円 6,773 6,935

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,773

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,935 1,023 １世帯当たり（円） 169.99

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 6,773 6,935 1,023 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 6,272 6,359

0.750 0.750正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.750 0.750

他部門経費

14-02-039

14-02-039

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

公務効率向上の観点から有益な人材の確保・活用を図るための採用・任免・異動・研修等

平成27年度の実施内容

公務効率向上の観点から有益な人材の確保・活用を図るための採用・任免・異動・研修等 
・任免数（平成２７年度） 
　採用１１人，退職９人，出向５人，転任７人，配置換１４人，昇任６人，休職３人

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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

効率的な行政運営の観点から職員の採用・任免・異動・研修・表彰・服務関係事業は有
効であり，有為な人材の確保及び活用を図るための採用・任免・異動・研修等を実施す
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

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
公務効率向上の観点から有益な人材の確保・活用を図るための採用・任免・異動・研修等

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

公務効率向上の観点から有益な人材の確保・活用を図るための採
用・任免・異動・研修等

14-02-039

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
5
)



14-02-040

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

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 職員の執務環境及び健康管理関係事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020517

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方公務員法第41条及び第42条，労働安全衛生法，労働安全衛生規則，芦屋市職員安全衛生規則，芦屋市立学校園被服貸
与規則，学校保健法第15条及び第16条，労働安全衛生法，労働安全衛生規則，芦屋市立学校教職員安全衛生規則等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教育委員会の教職員(市立小中学校教職員含む。) 

【意図】 
職場における職員の安全と健康の確保を図るとともに，教職員
が，その教育活動を一層活発にして，職務に専念できるよう環境
づくりを行う。 

【大きな目的】 
公務能率の向上 

【全体概要】 
□産業医の委嘱 
□健康診断・健康相談の実施 
□研修の実施 
□職員安全衛生委員会の開催，労働安全対策の実施 
□市立学校教職員安全衛生協議会の開催，労働安全対策の実施 
□職員に対する被服の貸与 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,225 住民1人当たり（円） 125.29

年　度 単位

合計 千円 11,644 11,819

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,644

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

11,819 10,225 １世帯当たり（円） 289.70

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 11,644 11,819 10,225 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 3,345 3,392

0.400 0.400正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.400 0.400

他部門経費

14-02-040

14-02-040

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

教職員等の業務改善，教職員等の健康管理に対する意識啓発

平成27年度の実施内容

職員安全衛生委員会の開催　　　　　７回 
小中学校合同安全衛生協議会の開催　１回 
職員に対する貸与被服　１,６５６,８９６円 
教職員の勤務時間適正化についてホームページ等を活用し，市民・保護者への周知を行った。

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

教職員に対するメンタルヘルス対策の充実

[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

[目的妥当性評価] 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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

公務能率向上の観点から，職員安全衛生委員会等の定期開催，教職員の長時間勤務緩和
に向けての業務改善，メンタルヘルスを含めた健康管理に対する意識啓発に取り組むこ
とは有効であり，引き続き，委員会等の定期開催を徹底するとともに，定期健康診断後
のアフターフォロー，健康相談の周知を図るなど，教職員が安全・安心に職務に専念で
きる環境づくりに取り組むことは適切である。

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
教職員等の業務改善，教職員等の健康管理に対する意識啓発

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

教職員に対するストレスチェック制度の実施 教職員等の業務改善，教職員等の健康管理に対する意識啓発を行
う。 
教職員に対するストレスチェック制度の実施を含めたメンタルヘル
ス対策の充実を図る。

14-02-040

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
6
)



14-02-041

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

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 嘱託、臨時職員関係経常業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020518

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 富田　泰起

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法，地方公務員法，地方公務員の育児休業等に関する法律，健康保険法，厚生年金保険法，雇用保険法，労働者
災害補償保険法等

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
教育委員会の嘱託職員及び臨時職員並びに委託業者 

【意図】 
組織の業務を円滑に行うため，嘱託職員及び臨時職員の適正な採
用及び業務委託を行う。 
嘱託職員及び臨時職員に規定どおりの報酬・賃金を遅滞なく支払
う。 
委託業者に委託した業務を検収し，定時に委託料を支払う。 

【大きな目的】 
円滑で効率的な組織運営 

【全体概要】 
□嘱託，臨時職員の任免 
□嘱託，臨時職員社会保険料の計算・支払 
□嘱託，臨時職員報酬の計算・支払 
□嘱託，臨時職員費用弁償の計算・支払 
□嘱託，臨時職員の社会保険・労働保険手続き 
□校務業務の委託料の契約・計算・支払 

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） 44.95

年　度 単位

合計 千円 4,182 4,240

平成２６年度 決算

事業費 千円 4,182

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

4,240 0 １世帯当たり（円） 103.93

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 4,182 4,240 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,182 4,240

0.500 0.500正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.500 0.500

他部門経費

14-02-041

14-02-041

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

引き続き適正な事務執行に努める。

平成27年度の実施内容

組織の業務を円滑に行うため，嘱託職員及び臨時職員を配置 
　配置人数（平成２７年度） 
　非常勤嘱託職員　２４３人 
　臨時的任用職員　　８１人

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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

効率的な組織運営及び公務能率向上のために嘱託職員，臨時的任用職員を活用すること
は適切であり，教育委員会各所管の業務を把握し，嘱託職員，臨時的任用職員を適正に
配置することは，経済的かつ効率的な行政運営に資するもので適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
引き続き適正な事務執行に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

引き続き適正な事務執行に努める。

14-02-041

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
7
)



14-02-042

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

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 県費負担教職員の服務等の経常業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020519

担当所属 教育委員会管理部教職員課 担当課長名 井岡　祥一

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第32条，第38条，第43条），地方公務員法（第42条），褒章条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年

事業概要

【対象】 
芦屋市立小・中学校に勤務する県費負担教職員 

【意図】 
県費負担教職員の任免その他の進退に係る内申をし，教職員の士
気・高揚を図り，県費負担教職員の服務監督・福利厚生を行う。 

【大きな目的】 
円滑な組織運営及び公務能率の向上 

【全体概要】 
□採用・異動・退職等任免に関する内申を行う。 
□昇任・昇格・特別昇格に関する内申を行う。 
□懲戒処分に関する内申を行う。 
□教育職員として特に成績優秀であった者の永年勤続表彰及び叙位・
叙勲申請を行う。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

0 住民1人当たり（円） 80.89

年　度 単位

合計 千円 7,527 7,631

平成２６年度 決算

事業費 千円 7,527

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,631 0 １世帯当たり（円） 187.05

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 7,527 7,631 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 7,527 7,631

0.900 0.900正職員 人

人 0.000 0.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.900 0.900

他部門経費

14-02-042

14-02-042

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

良好な教育環境を醸成するための教職員の組織力の向上 
中堅教職員の学校運営に関する資質の向上 
校務の効率化による教職員の時間外勤務の縮減及び児童生徒と向き合う時間の確保

平成27年度の実施内容

・年度末異動数 
（退職）完全退職　　市教委等へ異動　（転任・配置換）転任　　　配置換 
　　　　小学校11人　小学校5人 　　　　　　　　　　　小学校3人 小学校26人 
　　　　中学校3人 　中学校1人 　　　　　　　　　　　中学校0人 中学校2人 
（昇任）昇任　　　　　　　　　　　　（採用）新規採用　　市教委等からの異動 
　　　　小学校2人 　　　　　　　　　　　　　小学校16人　小学校6人 
　　　　中学校1人 　　　　　　　　　　　　　中学校3人　 中学校2人 
・ミドルリーダーの育成及び若手の指導主事への登用 
・学校ルールブックの改訂，共有フォルダのフォルダ構成整理及び活用等による校務の効率化の推進

平成27年度の改善内容

学校の業務改善方策の工夫及び充実 
ミドルリーダー育成に向けての教職員の意識付け及び具体的な取り組みの推進

現在認識している課題

若手教職員の増加に伴う人事配置及び育成 
児童生徒と向き合う時間を確保するための業務改善 
教職員の時間外勤務の縮減，管理職候補の育成

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 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 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

円滑な組織運営及び公務能率向上の観点から，県費負担教職員の採用，異動，退職等の
任免，昇任，昇格，特別昇格，懲戒処分等に関する内申を行うことは有効かつ適切であ
り，引き続き若手・中堅教員の資質向上に取り組むとともに，管理職員候補者の育成に
力を入れる必要がある。

達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

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
良好な教育環境を醸成するための教職員の組織力の向上 
中堅教職員の学校運営に関する資質の向上 
校務の効率化による教職員の時間外勤務の縮減及び児童生徒と向き合う時間の確保 
将来性のある若手教職員の育成

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

若手教職員の増加に伴う人事配置及び育成 
児童生徒と向き合う時間を確保するための業務改善 
教職員の時間外勤務の縮減 
管理職候補の発掘・育成

良好な教育環境を醸成するための教職員の組織力の向上 
中堅教職員の学校運営に関する資質の向上 
校務の効率化による教職員の時間外勤務の縮減及び児童生徒と向き
合う時間の確保 
将来性のある若手教職員の育成

14-02-042

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
8
)



14-02-043

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 臨時福祉給付金給付事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020694

担当所属 福祉部社会福祉課 担当課長名 廣瀨　香

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律，臨時福祉給付
金支給事業実施要綱，年金生活者等支援臨時福祉給付金実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成26年度 ～ 平成28年度

事業概要

【対象】 
平成27年1月1日時点において，本市の住民基本台帳に登録があ
り，平成27年度市町村民税（均等割）が課税されていない者（市
町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等・生活保護
制度等の被保護者等を除く。） 

【意図】 
平成26年4月の消費税率の引上げに際し，所得の少ない者に与え
る負担の影響に鑑み，一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の
充実のための措置と併せ，適切な配慮を行うため，暫定的・臨時
的な措置として臨時福祉給付金を支給する。 

【大きな目的】 
消費税引き上げに際し，所得の少ない市民に与える影響を緩和さ
せる。 

【全体概要】 
平成27年1月1日時点において，本市の住民基本台帳に登録があり，平
成27年度市町村民税(均等割)が課税されていない者（市町村民税（均
等割）が課税されている者の扶養親族等・生活保護制度等の被保護者
等を除く。）について，一人につき6千円を支給。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

421,817 住民1人当たり（円） 1,366.00

年　度 単位

合計 千円 188,238 128,862

平成２６年度 決算

事業費 千円 188,238

特
定
財
源

国費 千円 194,392

一般財源

128,862 421,817 １世帯当たり（円） 3,158.61

428,156

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

123,254

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

千円 -6,154 5,608 -6,339 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 12,623 11,163

1.100 1.220正職員 人

人 1.200 1.160

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）

1人当たり臨時福祉給付金の支給額の差異（H26：10千円／H27：6千円）及びH26実施の年金受給者等への加算（5千円）がH27では実施さ
れなかったことによるもの。

活動配分 人 2.300 2.380

他部門経費

14-02-043

14-02-043

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

消費税の引上げに際し，所得の少ない住民への負担の影響に鑑み，適切な配慮を行うため，暫定的・臨時的な措置として支給する。

平成27年度の実施内容

■周知方法：国による周知活動とは別に，広報紙・ホームページ・まちナビ等で掲載したほか，市内公共機関にポスターを掲示し周知を
図った。 
■申請書送付：支給対象となる可能性の高い方に送付（申請期間中，未申請者に対して別途勧奨通知送付。）。 
■申請期間：平成27年9月1日～平成28年1月4日 
■実　績 
・申請書送付人数　17,744人　・申請書受付人数　13,841人（申請率78.00％）　 
・支給者数　13,648人　　　　・支給額　81,888,000円

平成27年度の改善内容

申請率を上げるため，勧奨通知送付回数を増やしたり，ポスター掲示箇所を増加するなどし，周知に努めた。

現在認識している課題

昨年度に比して申請率は上昇したが，一回限りの臨時的な支給であるため，より多くの対象者に制度を周知する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

市要綱を制定し実施する。

[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 できない

【総合評価】

消費税引上げによる所得の少ない者への経済的負担を軽減する事業として，滞りなく実
施。 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
当該事業については，消費税引上げによる暫定的・臨時的な措置であるため，国の動向を注視し，同様の事業実施が決定次第，速やかに
事業履行のための準備を進め，迅速かつ確実に実施する。

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 義務的事業

特になし。 国の動向を注視し，迅速に対応する。

14-02-043

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
7
9
)



14-02-044

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

14-2-1　職員一人一人が能力の向上に努め、組織として行政サービスの向上を目指します。 
14-2-2　職員一人一人が横の連携を常に意識し、組織として柔軟かつ迅速に対応します。 
14-2-3　職員一人一人が公正の確保、法令遵守はもとより、危機管理意識の醸成を図りながら確実な組織運営を行いま
す。

0414020695

担当所属 福祉部社会福祉課 担当課長名 廣瀨　香

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 14 ⑭信頼関係の下で市政が展開している                                    

施策目標

会計種別

根拠法令等
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律，子育て世帯臨
時特例給付金支給事業実施要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 平成26年度 ～ 平成27年度

事業概要

【対象】 
基準日において児童手当の受給者であって，所得が児童手当の所
得制限額に満たないもの。 

【意図】 
消費税率の引上げに際し，子育て世帯への影響を緩和するととも
に，子育て世帯の消費の下支えを図る。 

【大きな目的】 
消費税率引上げによる子育て世帯への影響緩和 

【全体概要】 
■支給額 
対象児童一人につき，3,000円 
■支給対象者 
基準日（平成27年5月31日）における平成27年6月分の児童手当（特例
給付を除く。）の受給者及び要件を満たす者（生活保護制度内の被保
護者等の受給者についても支給する。） 
■対象児童 
支給対象者の平成27年6月分の児童手当（特例給付を除く。）の対象と
なる児童（臨時福祉給付金支給対象者等を含む。） 

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） 411.53

年　度 単位

合計 千円 96,770 38,822

平成２６年度 決算

事業費 千円 96,770

特
定
財
源

国費 千円 96,022

一般財源

38,822 0 １世帯当たり（円） 951.59

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

30,909

平成27年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 748 7,913 0 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,711 7,858

1.100 0.920正職員 人

人 0.530 0.600

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

1人当たり子育て世帯臨時特例給付金の支給額の差異（H26：10千円／H27：3千円）によるもの。

活動配分 人 1.630 1.520

他部門経費

14-02-044

14-02-044

【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

消費税引上げに際し，子育て世帯への影響を緩和するとともに，子育て世帯の消費の下支えを図る観点から，臨時的な給付措置として実
施する。

平成27年度の実施内容

■周知方法：国による周知活動とは別に，広報紙・ホームページ・まちナビ等で掲載，児童手当現況届と併用様式の申請書とし，案内文
書を現況届に同封した。 
■申請書送付：児童手当現況届に申請欄を設け，申請の簡素化に努めた。 
■申請期間：平成27年6月8日～平成27年12月8日 
■実　績 
・対象者数　8,016世帯（12,684人） 
・申請者数　7,915世帯（12,547人）【申請率98.9％】 
・支給者数　5,519世帯（8,703人） 
・支給額　26,109,000円 

平成27年度の改善内容

児童手当現況届に申請欄を設け，申請の簡素化に努めた。

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

[目的妥当性評価] 前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 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

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

国施策のため，市として手段変更は出来ないが，国が別の手段を以て施策を実施することは可能であると考える。

【総合評価】

消費税率の引上げに際し，子育て世帯への影響を緩和するとともに，子育て世帯の消費
の下支えを図ることを目的とした当該事業について，滞りなく実施した。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

国の手段変更によっては，余地はあるものと考える。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

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
実施予定なし。

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

実施予定なし。 実施予定なし。

14-02-044

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
0
)



15-01-001

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】

特別会計

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 高浜用地宅地造成事業 事務事業番号

01 ①様々な資源を有効に活用している                                     

前期5年の
重点施策

15-1-1　芦屋の個性や魅力を更に高めるまちづくりを進めます。 
15-1-2　市民力や民間の力を有効に取り込み、行政の活力の向上を目指します。 
15-1-3　保有する施設や土地などの資産を有効に活用します。

0415010371

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託，負担金 財源

事業期間 平成17年度 ～ 平成35年度

事業概要

【対象】 
市民，購入者 

【意図】 
市有地（高浜町7-2/約40,650㎡）の宅地造成及び分譲。 

【大きな目的】 
財源の確保（総合公園償還金） 

【全体概要】 
□事業の性質から，特別会計を設置して事業実施。 
□従前の公共用地取得費特別会計所有地から，事業用に普通財産に有
償移管 
□宅地造成工事の実施（調査，測量，設計及び施工は，兵庫県住宅供
給公社に委託） 
□宅地分譲は，平成19年度から4期に分けて実施。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

332,700 住民1人当たり（円） 3,244.78

年　度 単位

合計 千円 201,955 306,096

平成２６年度 決算

事業費 千円 201,955

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

306,096 332,700 １世帯当たり（円） 7,502.90

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 171,900 0 0

千円 30,055 306,096 332,700 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,816 4,522

0.200 0.500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）

緑地帯の整備及び植栽の補植費用を計上したため経費が上がっている。

活動配分 人 0.250 0.600

他部門経費

15-01-001

15-01-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

土地売払収入 
第２期分譲～第４期分譲　残区画２６区画 
効果的な販売施策を図り，早期に完売したい。

平成27年度の実施内容

・５月に現地販売会を実施する。 
・５月から現地駐在員を置き，来訪者の取込を行う。 
・近隣市及び市内の社宅や賃貸住宅へ絞りチラシの投げ込みを行う。 
・Ｊ-ｃｏｍインフォメーションにて，５分間のＣＭを神戸・芦屋局内にて流す。 
・ホームズやスーモ等の検索画面に追随型のホームページを載せて，現地に案内す　る。 
・西宮住宅展示場，伊丹昆屋の郷住宅展示場，神戸駅前住宅展示場等にて松陰の街　のパンフレットを置いてもらう。 

平成27年度の改善内容

・現地販売センターでの駐在員をシルバーから専門員に置き換える事で，集客策 
　図り，アンケートを集めて各メーカーに振り分けて，購入者の囲い込みを行っ 
　た。

現在認識している課題

・今年度は８筆の成約に結びつけ，次年度に向けての予約販売を実施し，５筆の予　約を取付，残区画１２区画までにした事を受け，次
年度もこのままの方策にて販 
　売を続けたい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市が造成した土地であり，市が直接販売することにより，購入者への信頼につながる。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

まちづくりにつなげている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

財源の確保につながっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

モデル住宅の建設，販売方法等の見直しなど実施済。 

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

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

残り，10区画になったら，各メーカーと協議して売建方式で販売してもう，その際，現状価格から１割程度引いた金額で全残区画をメー
カーに買ってもらう方式に変更できる。

【総合評価】

　景気動向による影響が大きいことから，今後の景気動向等を見つつ，完売に向けて販
売方法等の改善に努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

販売管理等委託している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市が造成した宅地を販売することであり，適正な時価による販売を実施ている。

平成２８年度の目標・改善内容
・残り１８区画中５区画の予約を除き，販売センターを除く12区画を平成27年度同様に版施策を　駆使し，早期売却に努める。１０区画
になった暁には，販売センター用地を含め，１０業者に１区画以上買っていただけるよう協議をし，完売に向けた施策をとる。

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

・残区画の一括処分について検討する。どの分譲地も残り１割がな
かなか売れないと言われており，景気動向を注視つつ，一括処分に
ついて検討する。

・残区画の早期売却策を検討する。

15-01-001

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
1
)



15-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，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 公有財産管理事務 事務事業番号

01 ①様々な資源を有効に活用している                                     

前期5年の
重点施策

15-1-1　芦屋の個性や魅力を更に高めるまちづくりを進めます。 
15-1-2　市民力や民間の力を有効に取り込み、行政の活力の向上を目指します。 
15-1-3　保有する施設や土地などの資産を有効に活用します。

0415010532

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市公有財産管理規則　等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
公有財産 

【意図】 
公有財産の管理及び有効利用 

【大きな目的】 
公有財産の適正管理 

【全体概要】 
□市有地（公共事業用地及び行政財産を除く）及び建物の維持管理 
□市有地の整備 
□遊休市有地の計画的処分 
□市街地再開発事業で取得した建物の維持管理及び貸付等 
□土地建物の貸付等による有効利用 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

25,899 住民1人当たり（円） 4,537.81

年　度 単位

合計 千円 323,712 428,074

平成２６年度 決算

事業費 千円 323,712

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

428,074 25,899 １世帯当たり（円） 10,492.78

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 20,394 17,777 178

千円 303,318 410,297 25,721 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 8,117 3,672

0.800 0.300正職員 人

人 0.500 0.400

うち経費 千円 0 1,696

嘱託・臨職等

千円 0 1,696

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

市有地整備工事の増加

活動配分 人 1.300 0.700

他部門経費

15-01-002

15-01-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市有地等公有財産の適正管理を行うとともに，必要な改修工事を実施する。 
処分可能地の計画的処分等公有財産の有効活用を行う。 

平成27年度の実施内容

市有地の維持管理，施設補修 
市有建物等保険加入 
市有地擁壁改修工事 
市有地等の売却(３物件) 
市有地の貸付

平成27年度の改善内容

市有地の適正管理，改修・整備工事の実施，計画策定実施

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 現段階では市による実施が妥当である

他の自治体の動向等調査研究を進める。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

財源の確保，資産の有効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 概ね実行している

市有地売却については，計画どおり実施している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

行政財産目的外使用等類似の貸付はあるが，施設管理者等の関係から統合には課題がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

他の手段に変更することは難しい。

【総合評価】

市有建物・土地の整備及び有効活用を計画的に実施する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
市有地等の適正管理 
市有地整備改修工事の施工 
市有地等の有効活用

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

普通財産の建物について，維持管理等の経費について，検討を要す
る。また，売却予定地についても整備等の必要な土地がある。

市有地等の適正管理，市有地整備改修工事の施工，市有地等の有効
活用を計画的に実施する。

15-01-002

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
2
)



15-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，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 公共事業用地取得 事務事業番号

01 ①様々な資源を有効に活用している                                     

前期5年の
重点施策

15-1-1　芦屋の個性や魅力を更に高めるまちづくりを進めます。 
15-1-2　市民力や民間の力を有効に取り込み、行政の活力の向上を目指します。 
15-1-3　保有する施設や土地などの資産を有効に活用します。

0415010535

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 

【意図】 
公共事業の実施に伴う代替地等の取得 

【大きな目的】 
公共事業の整備促進 

【全体概要】 
□事業課等からの依頼に基づく代替用地の取得 
□取得した用地の維持管理 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,671 住民1人当たり（円） 37.52

年　度 単位

合計 千円 2,397,070 3,539

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,397,070

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

3,539 1,671 １世帯当たり（円） 86.75

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 2,397,070 3,539 1,671 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 418 2,824

0.050 0.200正職員 人

人 0.000 0.400

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

潮芦屋用地の購入により経費が25年度に比べて多くなっている。

活動配分 人 0.050 0.600

他部門経費

15-01-003

15-01-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

平成27年度の実施内容

用地取得はなし

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市以外の実施は困難。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

まちづくり及び保有土地の有効活用である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

公共事業に対する貢献度が大きい。

[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

計画に従って，取得・処分している。

[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

他の手段はない。

【総合評価】

　公共事業の進捗に伴い，先行して事業用地を取得するものであるが，維持管理経費の
負担が生じることから，取得後，速やかに公共事業への活用が望まれる。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

維持管理等コスト削減に努めている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

公共事業用地の取得であり，受益者は存在しない。

平成２８年度の目標・改善内容
公共事業用地等の取得予定はない。

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

事業用地取得後，早期に事業を進めることにより，取得地の維持管
理コストを削減する。

公共事業の計画に基づき，事業を実施する。

15-01-003

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
3
)



15-01-004

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】

特別会計

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 公共用地取得費特別会計事務 事務事業番号

01 ①様々な資源を有効に活用している                                     

前期5年の
重点施策

15-1-1　芦屋の個性や魅力を更に高めるまちづくりを進めます。 
15-1-2　市民力や民間の力を有効に取り込み、行政の活力の向上を目指します。 
15-1-3　保有する施設や土地などの資産を有効に活用します。

0415010537

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和42年度 ～

事業概要

【対象】 
先行取得土地等 

【意図】 
公共事業用地の先行取得及び同土地の有効活用 

【大きな目的】 
公共事業の整備促進 

【全体概要】 
□事業用地の先行取得 
□取得用地の維持管理 
□用地の貸付等による有効利用（用地を公共事業に供するときは，一
般会計に有償移管する） 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,961,000 住民1人当たり（円） 72,510.35

年　度 単位

合計 千円 1,242,719 6,840,264

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,242,719

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,840,264 4,961,000 １世帯当たり（円） 167,665.86

0

市債 千円 0 5,780,900 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 346,797 0 0

千円 895,922 1,059,364 4,961,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 1,121 2,542

0.100 0.200正職員 人

人 0.100 0.300

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

起債償還等に係る費用が計上されたことによる増加

活動配分 人 0.200 0.500

他部門経費

15-01-004

15-01-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

市営住宅集約事業関連用地取得 
所有地の適正管理，有効活用

平成27年度の実施内容

市営住宅集約事業等用地(高浜町)を取得 
公共施設用地(涼風町)を取得

平成27年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市以外の実施主体は難しい。

[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

まちづくりに必要である。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

公共事業及びまちづくりに必要である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

計画に従い，実行している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

他の手段はない。

【総合評価】

必要に応じ公共事業地を取得・処分する。

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

コスト削減に努めている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

特定の受益者は存在しない。

平成２８年度の目標・改善内容
公共事業用地取得の予定はない。

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

15-01-004

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
4
)



15-01-005

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】

特別会計

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 財産区に関する事務 事務事業番号

01 ①様々な資源を有効に活用している                                     

前期5年の
重点施策

15-1-1　芦屋の個性や魅力を更に高めるまちづくりを進めます。 
15-1-2　市民力や民間の力を有効に取り込み、行政の活力の向上を目指します。 
15-1-3　保有する施設や土地などの資産を有効に活用します。

0415010566

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
芦屋市附属機関の設置に関する条例，芦屋市打出・芦屋財産区共有財産管理委員会規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和22年度 ～

事業概要

【対象】 

【意図】 
打出芦屋及び三条津知財産区共有財産の管理運営 

【大きな目的】 
財産区財産（共有地等）の適切な維持管理により，財産区民及び
市民の福祉を向上させる 

【全体概要】 
□財産区共有地の維持管理 
□財産区共有地の貸付 
□財産区管理委員会の開催 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

10,000 住民1人当たり（円） 72.35

年　度 単位

合計 千円 6,063 6,825

平成２６年度 決算

事業費 千円 6,063

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

6,825 10,000 １世帯当たり（円） 167.29

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 6,063 6,825 10,000 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 979 2,826

0.100 0.300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）

活動配分 人 0.150 0.400

他部門経費

15-01-005

15-01-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

□打出・芦屋財産区　・積立金の運用 
□三条・津知財産区　・積立金の運用

平成27年度の実施内容

□打出・芦屋財産区 
　・土樋割峠迄の間の台風11号による土砂災害による道路復旧工事 
　・財産区共有財産の視察(西宮市境・神戸市境の確認) 
　・4年任期による委員の選解任及び委員委嘱 
□三条・津知財産区 
　・財産区協議会による共有地管理料の値上げについての協議 
　　20数年間値上げが無かったことから，来季は各半期に１万円の値上げを実施する。 
　・最高峰山頂に，「阪神淡路」「東日本大震災鎮魂」・復興祈願鎮魂碑を兵庫県山岳連盟，東北津波被災三県山岳連盟，環境省，神戸
市財産区，芦屋三条・津知財産区による合同鎮魂碑の建柱を行う。(Ｈ28.3.13挙行)

平成27年度の改善内容

なし

現在認識している課題

三条・津知財産区の会員人数が減少していることから，これまでは別々に協議会を 
開催していたものを今後は，会員の人数を見ながら三条と合同で出来ないか検討する必要がある。(世襲制による弊害が起こっている。)

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

市以外の実施は困難。

[目的妥当性評価] 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

まちづくり及び地域コミュニティの維持管理に役立っている。

[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

まちづくり及び地域コミュニティの維持管理に役立っている。

[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

総合評価 概ね実行している

管理委員会及び協議会と協議を重ね実行している。

[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

他に手段はない。

【総合評価】

今後も地域コミュニティの維持・発展のために活用する。

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

維持管理等コストについては削減に努めている。また，砂防・治山事業については国・県に要望し，事業に際しては共有地の一時使用等
協力をしている。[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

受益者は市民全体であり，負担を求めるものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
□打出・芦屋財産区 
　・共有山の松くい虫駆除による森林の保全を図る。 
　・共有山内の土砂災害危険地域の保全を図る。 
□三条・津知財産区 
　・共有山内の土砂災害危険地域の保全を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 なし

□打出・芦屋財産区 
　・兵庫県農林課による助成金を利用して現年度枯樹木の駆除作業
を行い，保全を図る。 
　・共有山内の土砂災害危険地域の保全を図る。 

砂防・治山については，国土交通省及び兵庫県と協議を重ねてい
く。

15-01-005

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
5
)



15-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 予算管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020567

担当所属 総務部（財務担当）財政課 担当課長名 森田　昭弘

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法・地方財政法・地方交付税法・地方公共団体の財政の健全化に関する法律・地方公営企業法・芦屋市財政基金
条例・芦屋市減債基金条例・芦屋市財務会計規則

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和15年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
必要な事業への適正な予算配分・管理により，適切なサービスを
受けることができる。 
将来の受益と負担のバランスがとれるよう適正な借入と計画的な
償還を行い，将来に大きな負担を残さないようにすることで，将
来にわたって公平で適切なサービスを受け取ることができる。 

【大きな目的】 
将来に渡って安定した財政運営のもとで，市民へのサービス提供
やまちづくりが行われている。 

【全体概要】 
①予算編成（当初予算，補正予算，予算繰越，会派予算要望等） 
②予算統制（執行計画，予算流用，予備費充用，執行協議，公共事業
施行状況調） 
③決算（決算見込，決算統計，成果説明，資料作成，決算カード，バ
ランスシート等） 
④地方交付税（普通交付税，特別交付税）に関する事務 
⑤財務会計システムの運用に関する事務 
⑥繰出金・出資金・助成費・予備費（病院・上水道）等に関する事務 
⑦阪神水道企業団一般会計出資金に関する事務 
⑧財政健全化法及び公会計制度改革に関する事務 
⑨庶務一般（照会回答・会計事務・統計事務・各種協議会等） 
⑩財務に関する広報事務 
⑪財政事情（調査・分析・公表） 
⑫財政計画（収支見込） 
⑬資金計画（一時借入） 
⑭市債（起債計画・償還・交付税算入データ整理・照会回答） 
⑮財源確保（基金運用・交付金） 

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

33,532 住民1人当たり（円） 504.62

年　度 単位

合計 千円 42,926 47,603

平成２６年度 決算

事業費 千円 42,926

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

47,603 33,532 １世帯当たり（円） 1,166.83

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 42,926 47,603 33,532 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 39,783 43,577

4.450 4.840正職員 人

人 0.900 0.900

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 5.350 5.740

他部門経費

15-02-001

15-02-001

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・事業選択及び予算編成に活用できる長期財政収支見込みの作成方法の研究 
・公会計制度導入スケジュールの作成

平成27年度の実施内容

・長期財政収支見込みについて作成時期を含めた見直しを行ったが，直近の情報を反映するために結果として従来通りの時期と方法によ
ることとした。 
・公会計制度導入時期は平成２９年度中（平成２８年度決算）とし，工程の詳細についてはシステム開発に合わせて検討することとし
た。

平成27年度の改善内容

引き続き経費節減に努める一方で，平成２８年度予算編成に当たっては芦屋市総合戦略に沿った事業選択と予算配分を行うなど，政策的
な予算統制に努めた。

現在認識している課題

複数の大規模事業が予定されているため短期的に市債残高が増加する一方，基金残高の減少が見込まれる。

[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

地方自治法，地方財政法等

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

財政健全化の取組みと整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

財政健全化のために欠かせない事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

歳入の確保と歳出の抑制に努め，市債残高の削減に取り組んでいる。

[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

[効率性評価] 手段変更によっ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

施策判断を伴う業務のため全面委託は不可だが，事務の効率化は必要である。

【総合評価】

依然として市債残高が高水準にあることに加えて，社会保障関係経費の増加や公共施設
の老朽化への対応等による歳出圧力が高まっており，社会経済情勢や地方財政制度の推
移にも留意して引き続き慎重な財政運営に努めることが必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

担当者の長時間勤務が常態化しており，事務の効率化による時間外勤務縮減の必要がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理業務である。

平成２８年度の目標・改善内容
・予算統制による政策実現 
・固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とする統一的な基準に基づく公会計制度の導入

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・市債残高が依然として高水準であること。 
・基金残高が減少していること。

長期財政収支見込み等に基づき計画的な事業選択を行い，限られた
財源を有効に活用して財政の健全化を図る。

15-02-001

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
6
)



15-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市債・基金管理 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020568

担当所属 総務部（財務担当）財政課 担当課長名 森田　昭弘

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法・地方財政法・地方交付税法・地方公共団体の財政の健全化に関する法律・芦屋市財政基金条例・芦屋市減債
基金条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和15年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
将来の受益と負担のバランスがとれるよう適正な借入と計画的な
償還を行い，将来に大きな負担を残さないようにすることで，将
来にわたって公平で適切なサービスを受けることができる。 

【大きな目的】 
将来に渡って安定した財政運営のもとで，市民へのサービス提供
やまちづくりが行われている。 

【全体概要】 
①財政事情（調査・分析・公表） 
②財政計画（収支見込） 
③資金計画（一時借入） 
④市債（起債計画・償還・交付税算入データ整理・照会回答） 
⑤財源確保（基金運用・交付金） 

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

5,070,834 住民1人当たり（円） 84,649.42

年　度 単位

合計 千円 10,638,635 7,985,403

平成２６年度 決算

事業費 千円 10,638,635

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

7,985,403 5,070,834 １世帯当たり（円） 195,735.05

0

市債 千円 0 0 87,500

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 327,214 331,938 352,909

千円 10,311,421 7,653,465 4,630,425 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 4,771 1,413

0.550 0.160正職員 人

人 0.060 0.020

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

公債費が減少したため。

活動配分 人 0.610 0.180

他部門経費

15-02-002

15-02-002

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

長期財政収支見込み等に基づく市債及び基金の計画的な運用方法の検討

平成27年度の実施内容

・約８．５億円の市債の繰上償還を実施した。

平成27年度の改善内容

繰上償還の対象を臨時財政対策債のみとした。

現在認識している課題

複数の大規模事業が予定されているため短期的に市債残高が増加する一方，基金残高の減少が見込まれる。

[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

地方自治法，地方財政法等

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

財政健全化の取組みと整合している。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

財政健全化のために欠かせない事業である。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

平成２６年度末の一般会計市債残高が５００億円を下回る目標は達成した。引き続き財政の健全化に努める。

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

総合評価 類似事業はない／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

施策判断や公金の運用に係る業務であり委託等にはなじまないが，事務の効率化は必要である。

【総合評価】

依然として市債残高が高水準にあることに加えて，社会保障関係経費の増加や公共施設
の老朽化への対応等による歳出圧力が高まっており，社会経済情勢や地方財政制度の推
移にも留意して引き続き慎重な財政運営に努めることが必要である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

繰上償還や金利負担の抑制により，単年度ではなく中長期のコストを削減する余地がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

内部管理業務である。

平成２８年度の目標・改善内容
長期財政収支見込み等に基づく市債及び基金の計画的な運用方法の検討

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・市債残高が依然として高水準であること。 
・基金残高が減少していること。

引き続き計画的な市債及び基金の運用に努める。

15-02-002

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
7
)



15-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市県民税賦課事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020545

担当所属 総務部（財務担当）課税課 担当課長名 西　嘉成

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方税法，市税条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
市県民税の課税対象者 

【意図】 
法に基づく公平・公正な課税 

【大きな目的】 
安定した財源確保 

【全体概要】 
　給与支払報告書，所得税確定申告書，市県民税申告書等の課税資料
に基づき，市県民税の賦課決定等を行う。 

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

13,237 住民1人当たり（円） 1,146.84

年　度 単位

合計 千円 106,402 108,187

平成２６年度 決算

事業費 千円 106,402

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

108,187 13,237 １世帯当たり（円） 2,651.84

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 64,559 71,682 62,827 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 41,843 36,505 -49,590 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 96,509 95,962

10.230 10.040正職員 人

人 3.840 3.840

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

システム改修による。

活動配分 人 14.070 13.880

他部門経費

15-02-003

15-02-003

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・社会保障・税番号制度への対応。 
・税制改正への対応。

平成27年度の実施内容

市民税決算額（現年） 
　特別徴収分　　７，５９２，５１７千円 
　退職所得分　　　　２０１，４０５千円 
　普通徴収分　　４，２７３，３１１千円 
　合計　　　　１２，０６７，２３３千円 
事業費内訳（人件費を除く） 
　課税資料打鍵業務委託料　　　　３，２８９千円 
　納税通知書封入封緘業務委託料　４，０２２千円 
　印刷製本費　　　　　　　　　　３，５７８千円 
　その他事務費　　　　　　　　　１，３３６千円

平成27年度の改善内容

・税制改正に伴うシステム改修及び事務の確立。

現在認識している課題

・マイナンバー制度への対応。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

地方税法・市税条例に基づき，適切に課税している。

[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

経営資源を有効に活用し，健全な財政状況につなげている。

[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

歳入の確保により，財政健全化に大きく貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

毎年，新たな改革案を考案し，着実に遂行している。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

市県民税の賦課事務は本事業のみである。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現段階ではそのような方法はないと考えている。

【総合評価】

臨時的任用職員を多用し，効率的な人員で事務を執行している。

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

高齢化とともに細やかな応対及び説明が必要となっており，コスト削減の追及は難しい面がある。

[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

所得に応じた課税を行っている。

平成２８年度の目標・改善内容
・マイナンバー制度への対応。 
・税制改正への対応。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

・マイナンバー制度への対応。 ・マイナンバー制度導入に伴うシステム改修の品質確保，事務の整
理及び効率化の検討，個人情報の安全性の確保。

15-02-003

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
8
)



15-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 固定資産税・都市計画税等賦課事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020546

担当所属 総務部（財務担当）課税課 担当課長名 西　嘉成

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方税法，国有資産等所在市町村交付金に関する法律，行政不服審査法，市税条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
賦課期日（1月1日，国有資産等所在市町村交付金は3月31日）時
点の市内の土地，家屋，償却資産の所有者 

【意図】 
法令に基づく公平・公正な課税 

【大きな目的】 
安定した財源確保 

【全体概要】 
地方税法，固定資産評価基準，評価事務取扱要領に基づき固定資産
税・都市計画税の評価及び賦課を行う。 

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

17,727 住民1人当たり（円） 1,119.87

年　度 単位

合計 千円 102,212 105,643

平成２６年度 決算

事業費 千円 102,212

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

105,643 17,727 １世帯当たり（円） 2,589.48

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 102,212 105,643 17,727 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 91,411 92,553

10.330 10.330正職員 人

人 1.760 1.760

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

平成２７年度の土地評価替え支援業務において，路線現況調査等コストの高い業務が含まれていたため，平成２６年度より委託費が高く
なっている。

課税事務において，効率的なシステムを
導入している。 
土地評価においては，外部委託を行って
おり効率性は高い。 
地方税法，固定資産評価基準に基づき公
平性を実現している。

活動配分 人 12.090 12.090

他部門経費

15-02-004

15-02-004

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・平成28年度における適正な評価・賦課 
・次回評価替えに向けた課題への取り組み

平成27年度の実施内容

・平成27年中に異動のあった物件の評価 
・土地の下落修正措置検討 
・取扱要領等の改訂検討 
・次回土地評価替えに向けた基礎調査等（土地評価替え支援業務委託6,372,000円）

平成27年度の改善内容

取扱要領の一部改訂を行った。

現在認識している課題

次期評価替えに向けた取扱要領改訂及びシステム仕様検討

[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

地方税法及び市税条例により適正に課税している。

[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

経営資源を有効に活用し，健全な財政状況を維持するように努めている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

歳入の確保により，財政健全化に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

毎年度評価を行い，改善を行っている。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似事業はなく，代替手段はない。

[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

手段変更の余地は見いだせない。

【総合評価】

本来の目的は果たせている。 
継続的な事務改善を行いつつ，現状を維持する。 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

既に多くのシステムを導入し，必要最低限のコストで業務を遂行している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

地方税法等の規定による業務であり，コストを特定の者に負担させる性質のものではない。

平成２８年度の目標・改善内容
・平成29年度向けの適正な評価・課税 
・平成30基準年度評価替えに向けた取扱要領改訂の検討 
・執務室移動に伴う納税者の混乱を防ぎ，よりよい窓口環境を整備

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

・専門的知識及びシステム精通者の育成 ・平成30基準年度において，より適正な評価となるよう評価事務取
扱要領等を改訂する。 
・研修頻度やマニュアルの実効性を高め，知識習得度を高める。 

15-02-004

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
8
9
)



15-02-005

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】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 税務管理業務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020547

担当所属 総務部（財務担当）課税課 担当課長名 西　嘉成

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方税法，行政不服審査法，行政事件訴訟法，租税特別措置法，市税条例，手数料条例

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和25年度 ～

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
法に基づく公平公正な課税 

【大きな目的】 
安定した財源確保及び税務事務の円滑な執行 

【全体概要】 
市の財政収入の根幹である市税収入の確保を図るため法に基づく適正
な賦課及び譲与税・交付金の収納事務を推進する。 
納税者の利便性とコスト面に配慮した納税環境を整える。 
法令に基づくもののほかサービスとして提供する証明発行窓口業務に
より市民のニーズに応える。 
税務事務を統括し管理することで無駄を省き円滑に執行する。 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

179,723 住民1人当たり（円） 2,294.71

年　度 単位

合計 千円 223,856 216,471

平成２６年度 決算

事業費 千円 223,856

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

216,471 179,723 １世帯当たり（円） 5,306.05

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 46,237 41,815 44,904 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 9,572 10,181 9,818

千円 168,047 164,475 125,001 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 49,196 50,380

4.900 5.090正職員 人

人 2.880 2.560

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 7.780 7.650

他部門経費

15-02-005

15-02-005

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

法人市民税，軽自動車税，事業所税，市たばこ税，譲与税・交付金の適正課税及び収納／税務証明発行等市民サービス向上／市税条例の
改正等税制の調査・研究／市税に関する不服申立てや調定，収納，還付事務等の迅速及び適正な事務処理

平成27年度の実施内容

■各諸税の決算額　法人市民税（現年）719,721千円／軽自動車税（現年）28,957千円／市たばこ税　286,373千円／入湯税　5,236千円
／事業所税　59,181千円　　合計　1,099,468千円 
■各種譲与税・交付金の決算額　地方揮発油譲与税　53,741円／自動車重量譲与税　123,182千円／地方道路譲与税　2円／利子割交付金
77,385千円／配当割交付金　250,078千円／株式等譲渡所得割交付金　247,227千円／地方消費税交付金　1,484,608千円／ゴルフ場利用
税交付金　3,987千円／自動車取得税交付金　48,656千円　合計　2,288,864千円 
■各種税務証明発行手数料収入　28,080件　8,230千円 
■事業費内訳　郵便料　16,783千円／収納データ作成業務　10,605千円／住民情報システム経費　32,424千円／市税過年度分還付金
94,812千円／eL-TAX関係分担金　4,013千円／その他事務費等　7,454千円　合計　166,091千円

平成27年度の改善内容

・自主財源の確保を図るため，納税通知書，督促状の発送用封筒に有料広告を引き続き募集し掲載した。広告収入480千円 
・法人市民税・軽自動車税の税制改正，マイナンバー及び不服審査法改正に対応した。 

現在認識している課題

手数料が安価で確実な口座振替を推進する必要がある。

[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

地方税法・市税条例にのっとって適正な課税を行っている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

経営資源を有効に活用し，健全な財政状況になっている。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

歳入を確保し，財政健全化に大きく貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

毎年，新たな改革に取り組んでいる。

[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

証明発行や収納業務などできるものは共同している。その他は代替することはできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現段階ではこれ以上の費用対効果をあげる方法は見いだせない。

【総合評価】

法人市民税・軽自動車税の税制改正，マイナンバー及び行政不服審査法改正に対応し
た。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

人員をスリム化し，これ以上のコスト削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

証明発行手数料は適正な負担を求めている。

平成２８年度の目標・改善内容
・軽自動車税税制改正への対応 
・税証明のコンビニ交付導入 
・税証明発行窓口の庁舎異動に伴う適切な案内

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

収納方法多様化の要望への検討 コスト面を考慮した納税環境の整備

15-02-005

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
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15-02-006

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】

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

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 市税の徴収事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020548

担当所属 総務部（財務担当）債権管理課 担当課長名 平野　雅之

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方税法，国税徴収法，滞納処分と強制執行等との調整に関する法律，芦屋市市税条例

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
納税義務者及び滞納者 

【意図】 
市税等を納期限までに納付しない者に対し納付を促し，応じない
場合は所有する財産を差し押え,強制的に履行を図る。また災害
等によって納付できない者に対し徴収を猶予する。滞納処分する
ことができる財産がない者等に対して，徴収できなくなった市税
債権を法令により消滅させる。 

【大きな目的】 
市税収入及び税負担の公平性を確保し，並びに徴税事務に関し適
正な執行の推進を図る。 

【全体概要】 
□市税等納付督励事務 
□市税等滞納処分事務 
□市税等納税猶予事務 
□市税等不納欠損処分事務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

3,208 住民1人当たり（円） 783.88

年　度 単位

合計 千円 72,719 73,947

平成２６年度 決算

事業費 千円 72,719

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

73,947 3,208 １世帯当たり（円） 1,812.56

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 38,028 33,866 32,401 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 1,892 1,470 745

千円 32,799 38,611 -29,938 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 70,265 72,049

8.205 7.900正職員 人

人 2.440 2.520

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 10.645 10.420

他部門経費

15-02-006

15-02-006

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

徴収率は滞納繰越分20.8％・現年分99％を目標とする。職員の平均経験年数が非常に短くなっているため，習得した徴収事務を継承する
必要がある。また滞納システムの機能を最大限利用し滞納処分の強化を引き続き継続していく。

平成27年度の実施内容

<徴収率> 
・現年99.4％，滞納繰越し分19.5％ 
<債権差押え実績> 
・差押え件数513件 
<文書による督促及び催告を実施> 
・督促24,460件，催告5,378件 

平成27年度の改善内容

現年度滞納分の催告文書の内容及び発送時期等を工夫するとともに現年度滞納に対しても滞納処分の早期着手を実施した。また，滞納繰
越し分についても滞納処分強化を継続するとともに，地方銀行やネット銀行への照会・滞納処分も強化。また捜索・公売を実施すること
により一定の目標水準を確保することができた。

現在認識している課題

滞納処分等の徴収事務能力の継承。

[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

滞納市税等の滞納処分は，自力執行により行うため。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

財政健全化のため市税の歳入確保に取り組んでいる。

[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

財政健全化のため市税の歳入確保に取り組んでいる。

[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 一部実行している

徴収事務の効率化や滞納処分を実施することにより知識の継承を行っている。

[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

市税徴収は債権管理課にしかできない事業である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現行の徴収事務の手段は，考えられる範囲で最大限費用対効果が得られていると考えられる。

【総合評価】

1名削減や年度途中の人事異動があった中，新人職員や1年目職員の指導を行いながら徴
収事務をこなしている。 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

納付書・督促状・催告書等の消耗品のため削減する余地は現在ない。

[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

徴収事務は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
徴収率は滞納繰越分20.8％・現年分99％を目標とする。職員の経験年数が短くなっているため，専門的な徴収事務能力を向上を目的に，
研修参加を促す。また金融機関との電子による照会・回答を拡大し，徴収事務能力の向上や費用削減に努め，従来からの捜索・公売も引
続き実施する。

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 義務的事業

いち早く専門的な徴収事務能力を身につけれるように積極的に研修
に参加し，適切な徴収事務ができる職員を育成しなければならな
い。

差押え，捜索，公売等一連の滞納処分を実施・研修等により徴収事
務能力を継承するとともに，徴収事務全般のマニュアルを完成させ
る。また適正な徴収事務が継続できる体制，環境を形成・維持す
る。

15-02-006

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
9
1
)



15-02-007

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】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 未収強制徴収公債権の徴収事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020675

担当所属 総務部（財務担当）債権管理課 担当課長名 平野　雅之

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方税法，国税徴収法，滞納処分と強制執行等との調整に関する法律，芦屋市市税条例，地方自治法，国民健康保険法，
芦屋市国民健康保険条例，高齢者の医療に関する法律，芦屋市後期高齢者医療に関する条例，介護保険法，芦屋市介護保
険条例，児童福祉法，芦屋市保育の実施に関する条例，芦屋市立保育所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23年度 ～

事業概要

【対象】 
国民健康保険料，後期高齢者医療保険料，介護保険料，保育所保
育料，下水道使用料など，自力執行権が与えられている強制徴収
公債権（以下，「公課」と表示する。）のうち，所管課から収納
業務窓口の移管を受けた徴収困難な滞納案件（以下，「移管案
件」と表示する。） 

【意図】 
債権管理課が蓄積した市税の徴収方法を，移管案件へ活用して公
課の滞納額を減少させる。 

【大きな目的】 
各公課の徴収事務の水準も，市税徴収と同じ水準まで向上するこ
とで，歳入の確保と健全な財政状況を実現する。 

【全体概要】 
強制徴収公債権のうち，未収の対象者について以下の事務を行う。 
□納付督励 
□滞納処分 
□納付猶予 
□不納欠損処分 

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

1,085 住民1人当たり（円） 114.28

年　度 単位

合計 千円 19,368 10,781

平成２６年度 決算

事業費 千円 19,368

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

10,781 1,085 １世帯当たり（円） 264.26

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 21,730 22,578 16,200 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 0 713

千円 -2,362 -11,797 -15,828 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 19,120 10,674

2.375 1.500正職員 人

人 0.440 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 2.815 1.500

他部門経費

15-02-007

15-02-007

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

債権管理係において，公課の所管課から収納窓口を移管した対象者へ，差押え等の滞納処分の強化を継続するとともに，公課の所管課に
おいても差押え実績を伸ばし，徴収率を向上させる。

平成27年度の実施内容

＜調定額及び収納額＞市税の徴収は収税係に含む。（以下，介護…介護保険料，国保…国民健康保険料，後期…後期高齢者医療保険料，
保育料…保育所保育料　と表示する。） 
・受入人数151人（介護56人，国保59人，後期10人，保育料26人） 
・調定額61,101千円（介護6,708千円，国保45,538千円，後期4,053千円，保育料4,802千円） 
・収納額12,008千円（介護1,893千円，国保6,653千円，後期2,234千円，保育料1,228千円） 
＜納付誓約状況＞45件（介護10件，国保23件，後期1件，保育料11件） 
＜差押処理状況＞21件（介護3件，国保13件，後期2件，保育料3件） 
＜公売＞実施なし　＜捜索＞4回 
＜その他事業費＞需用費（53千円），委託料（54千円）【事業費の総合計】107千円

平成27年度の改善内容

差押えによる滞納処分の強化のほか，捜索・公売を公課所管課の職員とともに実施することができた。

現在認識している課題

公課の所管課では，徴収事務に専念できる職員体制になっていないため，事務研修を継続することで職員を育てる。また，係内でも研修
参加を促すなど知識の習得を計画的に進めていかなければならない。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

地方税法をはじめ，公課の所管課では，法律により徴収することが定められている。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市税並びに公課について，歳入の確保に向けた取組みを行っているため。

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

健全な財政状況となるために，債権管理課が持つ徴収ノウハウを公課の徴収にも活用して取り組んでいる。

[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 一部実行している

債権管理課へ収納業務窓口を移管した公課案件は差押え強化を継続しており，公課の所管課での差押え件数も増加しているため。

[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 類似事業があり，統合／代替が検討できる

強制徴収公債権を徴収する事務事業はあるが，滞納システム環境や人員配置及びスペースの問題がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

現行の滞納処分にかかる手段は，考えられる範囲で費用対効果を最も上げられる手段のため。

【総合評価】

移管案件の早期解決に向けた捜索，強制徴収公債権所管課への研修会など徴収事務能力
向上に向けた取組を行った。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

現状の効果を維持するためにコストは削減できないと考える。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

市税及び公課の徴収事務の性質上，受益者負担はそぐわないため。

平成２８年度の目標・改善内容
公課の所管課において，徴収事務を専門的に担当する職員が少なく，所管課が自力で滞納整理が行えるように，事務研修と実地研修を引
続き行っていく必要がある。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

係内においても，経験年数は年々低下しているため，研修を受講す
るなど基礎的な知識の定着に努め，徴収事務の改善や効率化を図
る。

根拠条文をはじめとする基礎知識への理解を深めるとともに，公売
や捜索などの徴収事務についても引き続き経験を積むよう取り組
む。

15-02-007

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
9
2
)



15-02-008

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】

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 行政改革の推進 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020541

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 鳥越　雅也

芦屋の将来像

課題別計画 行政改革実施計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律，芦屋市行政改革推進懇話会設置要綱，芦屋市行財政
改革推進本部設置要綱

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
組織，職員及び市民 

【意図】 
期間を定めた行政改革実施計画を策定し，その進行管理を行うこ
とで行政改革の着実な実行を図っていく。 

【大きな目的】 
行政改革を進め，効率的な行財政運営を目指す。 

【全体概要】 
□概ね５年ごとに行政改革実施計画を策定する。 
□計画策定に当たっては，外部有識者（行政改革推進懇話会の開
催），議会，市民（パブリックコメントの実施）の意見を広く求め
る。 
□随時，行政改革実施計画の進行管理を行う。 
□進行管理に当たっては，議会，市民（ホームページ，広報あしや
等）にその進捗状況を報告する。 
□行政課題について，実施に向けての計画立案などを行うプロジェク
ト・チームの設置等に関する業務 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

860 住民1人当たり（円） 142.87

年　度 単位

合計 千円 11,825 13,478

平成２６年度 決算

事業費 千円 11,825

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

13,478 860 １世帯当たり（円） 330.37

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 11,825 13,478 860 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 10,036 10,287

1.200 1.180正職員 人

人 0.000 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）

指定管理者導入施設の評価等に関する業務委託を実施したため費用が増加した。

平成２８年度から「指定管理業務の総合
調整に関する事務」を新規事業として設
定

活動配分 人 1.200 1.280

他部門経費

15-02-008

15-02-008

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

・行政改革実施計画の進行管理 
・指定管理業務に関する外部評価の導入

平成27年度の実施内容

１　平成26年度の実績を行政改革実績報告書に取りまとめ，平成27年9月に公表した。（H27.8.18　行財政改革推進本部会議，H27.9.3
総務常任委員会）進捗状況：実施済 1件(2.1%)，実施 41件(87.3%)，一部未実施 5件(10.6%)，未実施 0件(0%) 
２　指定管理者制度に関する取組 
 (1) 「指定管理者選定･評価委員会」を施設ごとに開催し，外部評価を行い，平成27年9月に公表した。（対象施設：谷崎潤一郎記念
館，市営住宅等，養護老人ホーム和風園，あしや温泉，美術博物館） 
 (2) 「指定管理者内部評価委員会」を開催し，非公募施設の施設担当課に対して内部評価を行った。（対象施設：芦屋公園有料公園施
設，体育館・青少年センター他，朝日ケ丘公園有料公園施設） 
 (3)　指定管理者制度導入施設の利用満足度　78.0　％ 
３　芦屋市プロジェクト・チームの設置に関する要綱に基づき設置された「固定資産台帳の整備に係るプロジェクト・チーム」より取組
報告の提出があった。 

平成27年度の改善内容

　指定管理者制度導入施設の管理運営状況について外部評価を実施し，課題を明らかにし，また，改善に向け，庁内調整会議による情報
共有と事務処理要領の改訂を行った。

現在認識している課題

・進捗が遅れている取組項目の推進を図る必要がある。 
・次期行政改革の策定に向けた検討を進める必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

行政運営における課題であり，市が取り組むべき事業である。

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

公共サービスの再構築，財政健全化

[目的妥当性評価] 前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

公共サービスの再構築，財政健全化

[有効性評価] 評価結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

一部未実施のものがある。

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によっ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】

定期的な進行管理と推進の継続が必要。 
既存計画の総括と検証を行うとともに，将来課題を分析し，次期行政改革の策定に向け
て取組を進める。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
・平成27年度実績報告書の作成 
・「行政改革実施計画（平成29年度～33年度）」の策定 
・指定管理者制度導入施設の外部評価（４施設），内部評価（４施設）の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

　平成27年度より指定管理者制度導入施設の管理運営状況について
外部評価を実施しているため，その結果を踏まえ，個別施設のみな
らず指定管理による運営全体の改善につなげることが必要。

・行政改革実施計画の策定及び着実な進行管理と推進 
・より良いサービスの提供と効率的な運営を目指し，指定管理者外
部評価の継続実施 
（指定管理業務の総合調整を図り適正な進行管理を行うため，H28
から事務事業を新規で設置し，運用の推進を図る。）

15-02-008

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
9
3
)



15-02-009

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】

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 出納及び決算に関する事業 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020555

担当所属 会計課 担当課長名 寺田　彰洋

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
地方自治法（第232条の4，233条，170条，235条の4）

実施区分 直営 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 

【意図】 
公金及び公有財産の適正な管理・保管。 

【大きな目的】 
決算書の市長への提出，監査委員の審査及び市議会の認定に 
付す。 

【全体概要】 
□決算の調製 
□収入支出関係業務 
□現金及び財産の記録管理 
□現金及び有価証券の保管 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

4,186 住民1人当たり（円） 398.88

年　度 単位

合計 千円 2,533 37,628

平成２６年度 決算

事業費 千円 2,533

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

37,628 4,186 １世帯当たり（円） 922.32

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

平成27年4月1日現在の住民基本台帳（外国人含）より
その他 千円 601 0 503

千円 1,932 37,628 3,683 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 35,091 35,091

4.000 4.000正職員 人

人 2.000 2.000

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 6.000 6.000

他部門経費

15-02-009

15-02-009

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

○歳計現金及び基金の安全かつ効率的な運用　○財務会計システムによる支出命令書等の正確かつ効率的な審査及び確実な支出 
○収納済通知書の確認及び収入額の確定　○決算書類（財産に関する調書）の正確性の確保 
○納付機会の拡大を推進する総合公金収納システムの安定的運用

平成27年度の実施内容

各会計決算書の調製　・平成２６年度歳入歳出決算書　　　　２００部 
　　　　　　　　　　・平成２６年度歳入歳出事項別明細書　２００部 
　　　　　　　　　　・平成２６年度財産に関する調書　　　２００部（庁内印刷に変更） 

支出命令書等審査件数　約　３９,０００件 
納付書件数（コンビニエンスストア等の収納を含む。） 
　　　　　　　　　　　約２９０，０００件 

歳計現金及び基金の効率的な運用 
例月現金出納検査資料の作成 

平成27年度の改善内容

決算書調製に係る経費の削減

現在認識している課題

決算書類の正確性の確保

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 前期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

[目的妥当性評価] 前期五年の重点施策に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度／義務的事業

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できる

費用対効果をあげることはできるが，人員にゆとりはなく，余地は少ない。

【総合評価】

会計事務を適切かつ迅速に行っている。

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 ある程度のコスト削減余地あり

既に様々なコスト削減に取り組んでいるため，余地は少ない。

[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

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
○歳計現金及び基金の安全かつ効率的な運用 
○財務会計システムによる支出命令書等の正確かつ効率的な審査及び確実な支出 
○収納済通知書の確認及び収入額の確定 
○決算書類の正確性の確保 
○納付機会の拡大を推進する総合公金収納システムの安定的運用

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

○歳計現金及び基金の安全かつ効率的な運用 
○支出命令書等の正確かつ効率的な審査及び確実な支出 
○収納済通知書の確認及び収入額の確定 
○決算書類の正確性の確保 
○総合公金収納システムの効率的運用 

○経済情勢に関する情報の収集と活用 
○支出命令書等の正確かつ効率的な審査及び確実な支出 
○収納済通知書の確認及び収入額の確定 
○決算書類の正確性の確保 
○会計事務の定期的な運用状況の確認 

15-02-009

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
9
4
)



15-02-010

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】

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名 下水道事業特別会計一般管理事務 事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415020445

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

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

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

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，委託 財源

事業期間 ～

事業概要

【対象】 
下水道会計全般 

【意図】 
下水道会計の一般会計からの繰入金を抑制する。 

【大きな目的】 
下水道会計の健全化，効率化を推進し，経営基盤の安定を図る。 

【全体概要】 
□有収水量の確保 
□維持管理の効率化 
□使用料の適正化 
□起債借入の計画的運用 

平成２７年度 決算 平成２８年度 予算 平成27年度決算について

1,474,149 住民1人当たり（円） 15,905.14

年　度 単位

合計 千円 1,298,057 1,500,411

平成２６年度 決算

事業費 千円 1,298,057

特
定
財
源

国費 千円 0

一般財源

1,500,411 1,474,149 １世帯当たり（円） 36,777.48

0

市債 千円 221,300 447,900 404,700

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 468,874 468,924 325,741

千円 607,883 583,587 743,708 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 9,637 16,527

1.050 1.450正職員 人

人 1.000 1.500

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

資本費平準化債の借換え（187,400千円）に伴う元金償還金等の増。

活動配分 人 2.050 2.950

他部門経費

15-02-010

15-02-010

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

下水道会計への一般会計繰入金額を抑制する。

平成27年度の実施内容

（公債費） 
　公債費元金1,141,216千円，公債費利子254,517千円 
（一般管理費） 
　旅費252千円，需用費542千円，役務費203千円，委託料79,673千円， 
　使用料15千円，負担金7,466千円 
（下水道事業助成費） 
　役務費0千円 
（総事業費） 
　1,483,884千円 

平成27年度の改善内容

資本費平準化債（平成２７年度４２１，９００千円）を活用することで，起債償還期間を下水道施設の耐用年数期間まで繰延べ起債償還
額の平準化を行なった。 

現在認識している課題

長期的に安定した経営を持続するための経営の健全化や計画性・透明性の向上を図るため，企業会計方式を導入する必要がある。 

[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

行政として健全な財政状況を継続することが求められる。 

[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

引き続き，経営の健全化，効率化を推進し，経営基盤の安定を図る。 

[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

有収水量の確保，維持管理の効率化，起債借入の計画的運用により，経営の健全化，効率化を推進し，経営基盤の安定を図る。 

[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

より健全な経営を目指すため，企業会計方式の導入が必要となる。 

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

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

企業会計方式の導入により，経営の健全化・効率化を図ることができる。 

【総合評価】

下水道会計の健全化，効率化を図る上で有効である。平成３０年度からの企業会計方式
導入に向けて準備を行う。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

補助金，起債などの財源を確保し，引き続き一般会計からの繰入金の抑制に努める。 

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 適正な負担を求めている

平成２８年度の目標・改善内容
一般会計からの繰入金を抑制するため，財源確保に努める。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

長期的に安定した経営を持続するための経営の健全化や計画性・透
明性の向上を図るため，企業会計方式の導入が必要である。 

□補助金，起債などの財源を確保し，引き続き一般会計からの繰入
金の抑制に努める。 

15-02-010

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

(
3
9
5
)



15-02-011

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】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

自然とみどりの中で絆を育み，”新しい暮らし文化”を創造・発信するまち

平成28年度 平成27年度決算評価

事務事業名
公共施設等総合管理計画の策定と進行管理に関する
事務

事務事業番号

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

前期5年の
重点施策

15-2-1　本来、市として果たすべき仕事や役割を検証し、公共サービスの再構築に取り組みます。 
15-2-2　財政健全化のための取組を進めます。

0415021033

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 鳥越　雅也

芦屋の将来像

課題別計画

総
合
計
画

基本方針 04 ④人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる                               

10年後の姿 15 ⑮経営資源を有効に活用し、健全な財政状況になっている                           

施策目標

会計種別

根拠法令等
「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年４月２２日付総務大臣通知）

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成27年度 ～

事業概要

【対象】 
　公共施設（市が所有する建築物） 
　インフラ施設（道路・橋りょう等の土木構造物，上水道，下水
道，プラント系施設等） 

【意図】 
　アセットマネジメントによる財政負担の軽減・平準化 

【大きな目的】 
　公共施設等の最適な配置を基に，時代に即したまちづくりを
行っていく。 

【全体概要】 
　公共施設等の全体の状況を把握し，長期的な視点をもって，更新・
統廃合・長寿命化を計画的に行い，財政負担の軽減，公共施設等の最
適な配置の実現が必要であるため，公共施設等の総合的かつ計画的な
管理を推進するための計画を策定し，進行管理を行う。 

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

20,100 住民1人当たり（円） 56.91

年　度 単位

合計 千円 0 5,369

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

5,369 20,100 １世帯当たり（円） 131.60

0

市債 千円 0 0 0

人口 94,335

県費 千円 0 0 0 世帯数 40,797

0

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

千円 0 5,369 20,100 特記事項・備考

うち人件費合計 千円 0 5,369

0.000 0.600正職員 人

人 0.000 0.100

うち経費 千円 0 0

嘱託・臨職等

千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成26年度から平成27年度の変化について）

活動配分 人 0.000 0.700

他部門経費

15-02-011

15-02-011

【平成27年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

平成27年度目標

公共施設等総合管理計画の策定に向けた調査・検討

平成27年度の実施内容

１　「統一的な基準による地方公会計の整備促進」（総務大臣知）における固定資産台帳の作成及び公共施設等総合管理計画の策定を一
体的に実施するため，「固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定支援業務委託」の契約締結 
 (1)　業務期間：平成27年８月11日から平成29年3月31日まで（債務負担行為） 
 (2)　契 約 額：17,820,000- 

２　財政課・用地管財課と共同で「固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定」に伴う調査を行うため，職員説明会を実施 
 (1)　実 施 日：平成27年10月13日（火） 

３　調査結果を基に，公共施設等の現況及び将来の見通しの検討 

平成27年度の改善内容

　「固定資産台帳の整備に係るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾁｰﾑ」と合同で固定資産台帳の整備に向けた検討を実施

現在認識している課題

　公共施設等（建物，インフラ含む）の現況，将来見通し，課題を把握・整理して分析を行い，公共施設等の管理の基本方針を盛り込ん
だ公共施設等総合管理計画を平成28年度中に策定する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

総務大臣通知により各自治体に策定要請が行われている。

[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

公共施設等における財政負担の軽減・平準化に関する基本方針の検討

[目的妥当性評価] 前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

公共施設等における財政負担の軽減・平準化に関する基本方針の検討

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行していますか

総合評価 概ね実行している

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

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができますか

総合評価 できない

【総合評価】

公共施設等総合管理計画を平成２８年度中に策定し，計画に基づく各種個別計画の見直
しの実施や施設のマネジメントを行うための評価手法の検討を進める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できますか

総合評価 コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業ですか

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

平成２８年度の目標・改善内容
公共施設等の基本方針等を盛り込んだ「公共施設等総合管理計画」を策定する。

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 拡大・充実

妥当性 あり

「公共施設等総合管理計画」において定めた基本方針に基づき，各
施設について類似自治体や類似用途の施設間との比較・分析等によ
り定量的な評価方法を検討し，課題の抽出を行う必要がある。

各施設の情報を集約・分析し，適正保有量の最適化及び施設の長寿
命化が図れるよう，評価方法を検討する。

15-02-011

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

４　人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる
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