
まちづくりの基本方針

１ 人と人がつながって新しい世代につなげる

1  一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる

2  多様な文化･スポーツ･芸術･伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている

3  お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている

4  子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

5  地域で安心して子育てができている

(21）



(22）



01-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 広報活動推進 事務事業番号

01 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

010101014002

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 01 ①市民が必要とする情報や行政が市民に届けたい情報を効果的に発信します。

重点取組 01 ①市民ニーズの把握と分析を行い，これまでの広報のあり方を検証します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民及び市外のかた・職員 

【意図】 
市民が市からの発信情報をより分かりやすく得やすくすることに
より，行政サービスを受益できる。 
全国へ市の魅力を発信することで，住みたい・訪れてみたいと思
われる町になり，市民のシビックプライドも醸成される。 

【大きな目的】 
市から伝える行政情報の発信媒体の検討。 
市から伝える行政情報の表現方法の容易化。 

【全体概要】 
■市職員の情報発信力が向上するため，文書の指導や助言・研修を行
う。 
　時代に応じた，広報媒体の検討と活用。 
■刊行物の発行 
　あしや手帖・隔年発行 
　市勢要覧・４年ごとに発行 
　市民便利帳・３年ごとに発行 
■ホームページ（ＣＭＳ）の運用管理 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

6,925 住民1人当たり（円） 199.93

年　度 単位

合計 千円 25,959 18,829

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

444.0618,829 6,925 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

25,959

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 2,281 0

12

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,205 925 925

人口 94,177

うち人件費合計 千円 13,846

会計年度任用職員

活動配分 人 2.400

人

17,904 6,000 特記事項・備考

12,131

千円 21,461

1.250 0.870

1.450

うち経費 千円 0 0

1.150

正職員

人

2.320

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

平成29年度より「ホームページの制作」と「広報刊行物発行」を統合。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-01-001

01-01-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

種々の広報媒体の特性を活かし，効果的な情報発信を行う。 
職員の情報発信の向上を目指し，効果的な研修を行う。 
シティープロモーションを取り組むにあたり，効果的な媒体を活用し市内外へ市の魅力を発信する。

令和 2年度の実施内容

・各課で発信しているSNS11本の管理【インスタグラム（芦屋市シティープロモーション）・フェイスブック（芦屋市広報，芦屋市防災
情報）・ツイッター（芦屋市くらしの安全情報，芦屋市防災情報，芦屋市消防団，芦屋市ごみ情報）・ユーチューブ（広報テレビ番組ガ
イド，芦屋市広報チャンネル）・クックパッド（芦屋市の学校給食）・ライン（芦屋市LINE）】 
・市職員の広報に関する研修。 
・あしや手帖の発行 

令和 2年度の改善内容

・新型コロナウイルス感染症の情報発信に対応したホームページの作成。 
・あしや手帖のリニューアルによる発行

現在認識している課題

ホームページなどでの情報発信力の向上を目指した研修の実施。各課のホームページの見やすさ・分かりやすさの向上。市の魅力を全国
へ効果的に発信。

[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] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

今年は市ホームページのリニューアルを実施しましたが，今後も市民ニーズの把握と課題
の分析を行いながら，媒体の特性を活かした効果的な情報発信に努める必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
前回からの改善点を加えた「市民便利帳」の発行。職員の情報発信力の向上を目的に研修を行う。種々の広報媒体の特性に応じた情報発
信を行うことにより，さまざまな場面において効果的な広報活動を行う。

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

各課における情報発信力の向上。種々の広報媒体の特性を活かした
効果的な広報活動。

各課の情報発信力を向上するため，職員への研修を実施。種々の広
報媒体の特性を活かした効果的な情報発信ができるように，発信方
法・内容の検討と他市などの事例研究。

01-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (23）



01-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 広報紙発行 事務事業番号

01 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

010101020483

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②本市の住宅都市としての魅力発信につながる情報提供に努めます。

重点取組 01
①市民が芦屋に愛着や誇りを持てるように，全国でも優れた住宅都市としての本市の魅力について情報発信を行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

事業概要

【対象】 
市民 

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

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

【全体概要】 
「広報あしや」の発行 

【発行スタイル】 
　タブロイド判。毎月１回発行（１日号）１６ページ（カラー刷
り）。 
【発行部数】50,000部 
【配布方法】全戸配布。市内公共施設等51カ所へ配置。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

19,065 住民1人当たり（円） 312.92

年　度 単位

合計 千円 33,683 29,470

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

695.0129,470 19,065 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

33,683

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 3,363 4,005 3,264

人口 94,177

うち人件費合計 千円 14,590

会計年度任用職員

活動配分 人 2.500

人

25,465 15,801 特記事項・備考

11,064

千円 30,320

1.350 0.850

1.150

うち経費 千円 0 0

1.150

正職員

人

2.000

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

「広報紙発行」事業に関しては，平成28
年度から主に広報あしやに関する「広報
紙発行」，主に新たな広報媒体や活動に
関する「広報活動推進」の２事業に分け
て取り組む。

01-01-002

01-01-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市民の関心を引く魅力的な記事を掲載し，市民が読みたくなる紙面づくりを目指す。市民が必要とする情報を見つけやすくするため，見
出しの付け方の工夫や分かりやすい文章表現の改善を行う。

令和 2年度の実施内容

特集の内容を充実させる。市民・団体を積極的にインタビューし掲載するなど市民に興味を持ってもらう記事を掲載する。１月の新春特
集でコシノヒロコのロングインタビューを掲載。 
紙面に写真を多く掲載し可視性を高めることで，より読みやすい印象を与えるように工夫する。 
市内の子どもたちを撮影し掲載する（A-Kids）や市民が撮影した市内の写真を掲載する（インスタグラム）などのコンテンツで広報紙に
親しみをもってもらう。芦屋の給食レシピを毎月撮影し掲載。クックパットとも情報を連携することで広報効果の向上を狙う。 

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルスの影響により，毎月コロナに関する市民に重要な情報を欠かさず発信。 
掲載する写真の表現力を向上させることで，写真で広報あしやに興味を持ってもらう。

現在認識している課題

より読みやすいく・分かりやすい広報紙を目指ざすし，行政情報の表現内容の改善，レイアウトの工夫。特集の内容をより良いものにす
るため，企画・取材等の質を高める。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

市の広報紙は市民が必要とする情報や行政が届けたい情報をわかりやすく効果的に発信す
ることを目的にしています。 
今後も，見やすく工夫しながら効果的な発信に努める必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染症に関する情報など市民が必要とする記事を見つけやするするため，レイアウトや見出しの付け方，文書表現な
どを工夫する。写真の質を向上させ市民の関心を引く魅力的な広報紙作りを目指す。

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 拡大・充実

妥当性 あり

市民ニーズ・社会情勢の把握などを把握し，分かりやすい文書表現
や写真を掲載することでより魅力的な広報紙作りを目指す。市民目
線での情報を発信するため，職員の情報に対する意識の向上を図り
「市への愛着を醸成する情報」「教育・子育ての情報」「健康・高
齢者の情報」等を発信し，広報紙の満足度を高める。

文書の表現力の向上・より読みやすいレイアウトの研修をするため
積極的に研修等へ参加する。市民が関心を持つタイムリーな情報を
収集し発信。積極的に取材・インタビューを行い魅力的な広報紙を
めざす。

01-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (24）



01-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 観光事業 事務事業番号

01 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

010101020097

担当所属 市民生活部地域経済振興課 担当課長名 森本　真司

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②本市の住宅都市としての魅力発信につながる情報提供に努めます。

重点取組 01
①市民が芦屋に愛着や誇りを持てるように，全国でも優れた住宅都市としての本市の魅力について情報発信を行いま
す。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民，来街者 

【意図】 
山まつり等観光事業の実施及び観光施設整備，観光情報の発信を
行い，本市への集客を図る。 
阪神間モダニズムを地域固有の文化として西宮市，神戸市東灘区
と連携して発信し，観光振興を図るとともにブランド向上をはか
る。 

【大きな目的】 
芦屋のイメージを高め，市内商業の活性化と振興を図る。 

【全体概要】 
□山まつり，菊花展，さつき展，クリーンハイキングの実施 
□観光用公衆便所の維持管理 
□ハイキングコースの維持，補修 
□ひょうご観光本部，芦屋観光協会との連携による情報発信，及び観
光宣伝事業の実施 
□国際特別都市建設連盟観光担当者会議への参加 
□タウン紙等への情報提供による観光PR 
□観光案内用ガイドブック，アプリ情報の提供 
□市内観光イベント情報統括 
□JAF,神戸DMO 
□阪神間連携ブランド発信事業 
□阪神間日本遺産と協調した観光資源活用 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

5,268 住民1人当たり（円） 101.19

年　度 単位

合計 千円 9,034 9,530

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

224.759,530 5,268 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

9,034

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 595 498

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,507

会計年度任用職員

活動配分 人 0.800

人

9,032 5,268 特記事項・備考

5,759

千円 8,439

0.480 0.630

0.350

うち経費 千円 2 2

0.320

正職員

人

0.980

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 2 2

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-01-003

01-01-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市内事業者団体や交通事業者と協働して観光情報の発信及び観光事業の展開の実施し，本市への来街者を増加させる。

令和 2年度の実施内容

□阪神間連携ブランド発信事業として「阪神ＫＡＮお散歩マップ」を昨年度から引き続き年２回Vol.3ミュージアム編，Vol.4文学編を発
行し，阪神間モダニズムの根幹を紹介して来街動機の向上を図った。 
□「阪神ＫＡＮモダニズムめぐり」の実施 
□観光用公衆便所の維持管理 
□ハイキングコースの道標整備 
□阪神間日本遺産推進協議会への参加

令和 2年度の改善内容

ハイキングコースにおける道標確認及び整備

現在認識している課題

ハイキングコースにおける安全確保

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

【総合評価】

来街者獲得に向けた取り組みの継続と新たな仕組みづくりが求められる。関係団体との連
携を深め，観光情報の発信強化，新しい観光事業の展開に注力する必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
阪神間ブランド発信事業において，実施しているシリーズ企画として「阪神間モダニズムマップ」の作成を継続する。毎回テーマを定
め，年２回，合計６回発行する。令和３年度は第５回，第６回を発行する予定。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

「阪神間モダニズムマップ」によって獲得した来街者に，神戸市東
灘区，西宮市及び芦屋市域内を繰り返し回遊してもらうための仕組
みづくり。 
「阪神間モダニズムマップ」終了後となる令和４年度以降の芦屋の
魅力発信の仕組みづくり。

「阪神間モダニズムマップ」終了後の阪神間ブランド発信事業の仕
組みづくり，及び阪神間日本遺産活用による魅力発信の取り組み。

01-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (25）



01-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 記者クラブ等報道機関への対応 事務事業番号

01 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

010101020486

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②本市の住宅都市としての魅力発信につながる情報提供に努めます。

重点取組 01
①市民が芦屋に愛着や誇りを持てるように，全国でも優れた住宅都市としての本市の魅力について情報発信を行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

事業概要

【対象】 
市民 

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

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

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

0 住民1人当たり（円） 50.38

年　度 単位

合計 千円 4,650 4,745

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

111.914,745 0 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

4,650

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,650

会計年度任用職員

活動配分 人 1.050

人

4,745 0 特記事項・備考

4,745

千円 4,650

0.350 0.350

0.700

うち経費 千円 0 0

0.700

正職員

人

1.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-01-004

01-01-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

芦屋市の重要な情報発信として１件でも多くの記事がマスコミに採り上げられるようにプレス発表を行う。

令和 2年度の実施内容

市政記者への定期的な情報提供やニュースソースの課との調整。所管課のプレス内容やタイミングの相談調整。

令和 2年度の改善内容

所管課よりプレスの書き方・タイミングなどの相談を受け付けアドバイスを行う

現在認識している課題

新聞等の掲載回数が少ない。効果的なプレスリリースの文章・タイミングを研究する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

より効果的なプレスリリースを行うため，職員研修を通じてリリース文書の改善等を行っ
ているところであるが，職員に個別にアドバイスを行うなど，さらに職員意識の啓発を進
めていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
芦屋市の重要な広報媒体として１件でも多くの情報がマスコミに取り上げられるプレスを目指す。

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 拡大・充実

妥当性 あり

マスコミが情報を取り上げるには，魅力的な記者発表資料の書き
方・発表のタイミングなどを工夫する必要がある。プレスリリース
を作成する担当課が，このことを認識し工夫していくよう指導する
必要がある。

担当課の作成するプレスリリースが，１件でも多くマスコミに取り
上げられるように指導・調整を行う。

01-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (26）



01-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 広報番組制作 事務事業番号

01 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる                     

010101020487

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②本市の住宅都市としての魅力発信につながる情報提供に努めます。

重点取組 01
①市民が芦屋に愛着や誇りを持てるように，全国でも優れた住宅都市としての本市の魅力について情報発信を行いま
す。

実施区分 委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～ 会計種別

根拠法令等
市政広報推進要綱

事業概要

【対象】 
市民及び市外のかた 

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

【大きな目的】 
ケーブルテレビを通して，市のイベント等や行政情報，市の施策
について視覚を通してわかりやすく知らせ，市民が市政に関心を
もち，協働と参画を果たす一助とするため。 

【全体概要】 
□ケーブルテレビにより，視聴可能エリアが市内はもとより神戸市兵
庫区までとなっている。（地上デジタル，１１ch） 
□番組製作本数は，月２本(年間24本) 
　※15分番組「芦屋市広報番組“あしやトライあんぐる”」に， 
　　①トピックス②特集③お知らせの番組で編成されている。 
□市政情報番組の制作と放映(１日５回)し，ＤＶＤの貸し出しも行っ
ている。 
□動画（You Tube）配信する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

12,048 住民1人当たり（円） 177.56

年　度 単位

合計 千円 18,060 16,722

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

394.3716,722 12,048 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

18,060

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 165 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,093

会計年度任用職員

活動配分 人 0.550

人

16,722 12,048 特記事項・備考

4,745

千円 17,895

0.550 0.350

0.700

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

1.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-01-005

01-01-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市民・市民団体の積極的な出演を企画し，市民に親しみを持ってもらえる番組を目指す。紙面では伝わりにくい行政情報を動画を活用す
ることにより伝える。 
「面白い番組」「市の魅力をPR」できる番組作りを目指す。

令和 2年度の実施内容

・リポーターに市民や甲南大学の学生を起用し産官学の取り組みを推進。 
・インターネット（YOU TUBE）による配信。 
・音声を文字テロップで表示。 

令和 2年度の改善内容

動画の特徴を活かし文章では伝わりづらい内容を，動きや音声を通じて分かりやすく伝える番組を作成。

現在認識している課題

・市の魅力を発信する番組作り 
・「広報あしやトライあんぐる」が見たくなるような面白い番組作り

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

市の背策や事業を□や聴覚で伝達し，わかりやすく伝えることができる有効的な媒体であ
る。今後も媒体の特性を活かした情報発信に努める必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
紙面では伝わりにくい行政の情報を音声と動画を活用することで市民の理解を深めれる難組作成を目指す。 
「面白い番組」・「市の魅力をPR」できる番組作りを目指す。 

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 拡大・充実

妥当性 あり

動画の特徴を生かした行政情報の発信を目指す。 
市民に親しみをもってもらえる番組を目指す。 
全国へ市の魅力をPRできる番組を目指す。

身近な地域放送として市民に親しみを持ってもらう番組制作をす
る。 
行政情報の発信に加え市の魅力PRする情報を発信する。 
一人でも多くの人に視聴してもらえるよう面白い番組の企画制作を
する。 

01-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (27）



 01-01-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01-01-006

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

企画部市民参
画・協働推進室

市民 日常生活にさまざまな問題を抱えて
いる市民に対し，専門の相談員によ
る専門相談を設置し，問題解決の糸
口や情報提供等を行い問題解決に向
けての手助けをする。 

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

12,222 12,977 弁護士相談等専門相談員による相談
業務を実施する。また，相談業務を
周知するため，相談カレンダーを作
成し，幼稚園，保育園の各世帯にも
配布した。 

・弁護士相談 
・家事相談 
・税務相談 
・公正証書相談 
・こころの整理相談 
・司法書士相談 
・不動産相談 
・土地建物登記相談 
・行政相談 

事業概要 事務事業の経費〔千円〕 令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる

施策目標 ①市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる

010101030559 市民相談業務

事務事業
番号

事務事業名 担当所属

 01-01-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (28）



01-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 あしや市民活動センター管理運営事業 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102014004

担当所属 企画部市民参画・協働推進室 担当課長名 川口　弥良

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 01 ①市民の意欲・特技・経験を生かし，地域を支える市民の力を豊かにする取組を支援します。

重点取組 01 ①あしや市民活動センター機能の認知度を向上させます。

実施区分 指定管理 財源

事業期間 平成19年度 ～ 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，芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則，芦屋市立あしや市
民活動センターの設置及び管理に関する条例，芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

事業概要

【対象】 
市民，市民活動団体 

【意図】 
地域の課題解決又は発展を目的として市内で活動する個人及び市
民活動団体が，市民活動センターを活動拠点として利用すること
で，他団体との交流や情報収集を通じた市民活動の活性化を促
す。 
また，市民活動の情報発信により，活動を促進する。 

【大きな目的】 
市民の力，地域の力を高めて，地域の課題解決又は発展につなげ
る。 

【全体概要】 
指定管理者による管理・運営 

□市民活動団体の情報の収集・提供 
□市民活動団体の交流・ネットワークの支援 
□ＮＰＯに関する相談 
□地域の課題解決又は発展の促進 
□地域課題解決の仕組みづくり 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

32,931 住民1人当たり（円） 402.55

年　度 単位

合計 千円 39,164 37,911

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

894.0937,911 32,931 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

39,164

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 974 135

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 42 41 68

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,763

会計年度任用職員

活動配分 人 0.640

人

37,735 32,863 特記事項・備考

5,515

千円 38,148

0.640 0.700

0.100

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.800

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-001

01-02-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

若者世代に市民活動やボランティア活動へのきっかけを提供する。 
中間支援としてコミュニティビジネスも含めた市民活動の支援を行う。

令和 2年度の実施内容

□あしや市民活動センター指定管理料　30,500,000円 
□新型コロナウイルス感染防止対策指定管理者支援金　233,875円 
□新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う閉館 
・市独自判断による閉館期間　　　　令和２年３月12日～４月６日 
・国の緊急事態宣言に伴う閉館期間　令和２年４月７日～５月21日 
・市独自判断による閉館期間　　　　令和２年５月22日～５月31日 
□新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてアクリル板・消毒液等の設置及び館内の消毒対応 
□指定管理者会議の実施　月1回

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として，新しい生活様式に合わせた利用ルールの徹底と館内の消毒対応の実施。 
オンラインを取り入れたセミナー等を実施し，市民活動の支援・促進に取り組んだ。

現在認識している課題

安全安心な利用ができるよう日々の開館管理の中で新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努める。また，新しい生活様式に合わせた市
民活動の促進。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例を根拠としている。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民が主体となった活動の支援を目的としている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

各課が進める事業や市内団体との連携を図っている。

[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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

コロナ禍の状況下でも進められる市民参画・協働の取組を検討・実施し，新たな市民活動
団体の掘り起こしや支援機能の充実をさらに進めて行く必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている
あしや市民活動センターの会議室利用料の負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
あしや市民活動センターの利用者増加策の検討。 
新たな人材及び団体の発掘・支援。 
オンラインを活用したセミナー等の実施。 
安全安心な貸室利用に向けた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の周知徹底。

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

市民活動を担う新たな人材・団体の発掘とともに，取組を行う際に
オンライン・オフラインを活用した取組の実施。 
また，新しい生活様式に合わせた市民活動の促進。

若い世代を掘り起こすために，市民活動のすそ野を広げるととも
に，個人で活動する事業者等との連携により，市民活動の魅力発信
を行うことで活動の活性化を図る。

01-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (29）



01-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市民参画協働の仕組みづくりの推進 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102010493

担当所属 企画部市民参画・協働推進室 担当課長名 川口　弥良

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

課題別計画 第３次芦屋市市民参画協働推進計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 01 ①市民の意欲・特技・経験を生かし，地域を支える市民の力を豊かにする取組を支援します。

重点取組 03 ③職員の協働に対する意識を向上させるよう，協働に関する情報を共有します。

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 平成16年度 ～ 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，芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則，芦屋市市民提案型
事業補助金交付要綱他

事業概要

【対象】 
市民，職員 

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

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

【全体概要】 
□第3次芦屋市市民参画協働推進計画の進捗管理 
□市民参画の手続に関する事務 
□市民活動団体の育成・登録 
□職員研修会 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

1,783 住民1人当たり（円） 44.40

年　度 単位

合計 千円 9,130 4,181

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

98.604,181 1,783 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

9,130

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 660 197

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 300 293 800

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,763

会計年度任用職員

活動配分 人 0.640

人

3,691 983 特記事項・備考

3,282

千円 8,170

0.640 0.400

0.100

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

第３次市民参画協働推進計画の策定。 
芦屋まちデザインラボの実施。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-002

01-02-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市民提案型事業補助金交付要綱を改正し，多様な市民活動の支援による活動促進を図る。 
市民活動を行う人材発掘の仕組みを検討する。

令和 2年度の実施内容

□市民提案型事業補助金　採択6団体 
・自由提案型　　　　　　4団体 
・地域サポーター養成型　1団体 
・地方創生型　　　　　　1団体 
□市民参画・協働アドバイザー職員研修　　　1回開催 
□市民参画・協働アドバイザーとの意見交換　2回実施 
□市民参画協働推進会議　1回開催 
□市民参画の手続きの実施予定及び実施結果をホームページに掲載 
□市民参画の手続きの実施状況を広報あしやで公表

令和 2年度の改善内容

市民提案型事業補助金交付要綱の改正により，補助内容に複数の区分を追加したことで，多様な市民活動の促進を図った。

現在認識している課題

芦屋市における市民参画・協働の多様な事例を蓄積し，新たな取組の展開を図ること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

地域主体のまちづくりを目的としている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

さらに幅広い方々が参画協働できる仕組みを構築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，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
市民提案型事業補助金による多様な市民活動の支援を行うとともに，市ホームページ「協働のプラットフォーム」において市民活動を行
う方を紹介し，新たなネットワークの構築を進める。 
また，市民活動活性化のため，市民活動を行う人材発掘の仕組みを検討する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

参画協働の手法や事業等について，より効果的な取組を検討する。 参画協働を多様な形で広げていく。

01-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (30）



01-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

集会施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 地区集会所管理運営事業 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102020011

担当所属 企画部市民参画・協働推進室 担当課長名 川口　弥良

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②市民が市民活動に参加しやすい環境をつくります。

重点取組 01 ①市民活動や地域活動の情報発信を行い，市民活動の機会の提供に努めます。

実施区分 指定管理 財源

事業期間 昭和40年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例，芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

事業概要

【対象】 
市民，市内に事務所又は事業所を有する者 

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

【大きな目的】 
地域の力を高める。 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

49,378 住民1人当たり（円） 800.65

年　度 単位

合計 千円 116,330 75,403

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,778.2975,403 49,378 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

116,330

19,300 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 16,310 77

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 184 190 206

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,763

会計年度任用職員

活動配分 人 0.640

人

75,136 49,172 特記事項・備考

5,515

千円 80,536

0.640 0.700

0.100

うち経費 千円 23,877 19,765

0.000

正職員

人

0.800

他部門経費 千円 5,730 0

減価償却費 千円 18,147 19,765

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-003

01-02-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

地区集会所の計画的な保全。

令和 2年度の実施内容

□地区集会所指定管理料　46,570,000円 
□新型コロナウイルス感染防止対策指定管理者支援金　2,727,619円 
□新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う閉館 
・市独自判断による閉館期間　　　　令和２年３月12日～４月６日 
・国の緊急事態宣言に伴う閉館期間　令和２年４月７日～５月21日 
・市独自判断による閉館期間　　　　令和２年５月22日～５月31日 
□新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてアクリル板・消毒液等の設置及び館内の消毒対応 
□指定管理者会議　月1回開催 
□打出教育文化センター・春日集会所の更新時期に合わせた再配置に関する地域との意見交換会

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として，新しい生活様式に合わせた利用ルールの徹底と館内の消毒対応の実施。

現在認識している課題

安全安心な利用ができるよう日々の開館管理の中で新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努める。また，地区集会所の運営に関する検
討。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

指定管理事業として実施

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民活動や地域活動を行う上でかかせない場となっている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

市民力を豊かにする取組を支援している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

地域の住民が管理運営を行うことで，地域住民が利用しやすく地域の活性化に貢献してい
る。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている
利用料金の負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
安全安心な貸室利用に向けた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の周知徹底。 
地区集会所の運営方法の検討。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

地区集会所の安全安心な施設利用ができるよう適切な維持管理を行
う。 
地区集会所を中心とした取組の活性化。

地区集会所の安全安心な施設利用ができるよう適切な維持管理を行
う。 
地区集会所を中心とした地域活動の活性化を支援する。

01-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (31）



01-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 芦屋さくらまつりの開催 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102020006

担当所属 企画部市民参画・協働推進室 担当課長名 川口　弥良

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②市民が市民活動に参加しやすい環境をつくります。

重点取組 01 ①市民活動や地域活動の情報発信を行い，市民活動の機会の提供に努めます。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和63年度 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民，参加者 

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

【大きな目的】 
コミュニティの活性化とふるさとづくりの推進 

【全体概要】 
芦屋さくらまつりの開催 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

3,528 住民1人当たり（円） 38.00

年　度 単位

合計 千円 9,765 3,579

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

84.413,579 3,528 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

9,765

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 6,251

会計年度任用職員

活動配分 人 0.840

人

3,579 3,528 特記事項・備考

3,282

千円 9,765

0.840 0.400

0.100

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-004

01-02-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

芦屋さくらまつり協議会事務局を担当，まつりへの支援・協力。

令和 2年度の実施内容

第32回芦屋さくらまつり開催に向け支援を行ったが， 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮したさくらまつり協議会の対応。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染拡大防止と安全安心を両立したまつりの運営。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

芦屋さくらまつり協議会で自主的に開催するべきものであるが，市が事務局を担い開催支援を行っている。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性は中程度／義務的事業

市民が主体となった活動の場となっている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

市民の活動や交流の場として市民に定着している。

[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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

芦屋さくらまつり協議会の自主的な運営を目指し支援を行っていく必要がある。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている
出店協賛金等の負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
芦屋さくらまつり協議会事務局を担当。 
市民参加によるまつりを支援，協力。 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点を踏まえた安全対策を着実に履行する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点を踏まえた安全対策の履
行。

協議会体制の充実を図り自主的な運営を行えるよう検討する。

01-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (32）



01-02-005

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

その他

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 芦屋サマーカーニバルの開催 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102020671

担当所属 都市建設部道路・公園課 担当課長名 岡本　和也

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

課題別計画 なし

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②市民が市民活動に参加しやすい環境をつくります。

重点取組 01 ①市民活動や地域活動の情報発信を行い，市民活動の機会の提供に努めます。

実施区分 補助 財源

事業期間 昭和63年度 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
芦屋市民他 

【意図】 
コミュニティの推進，ふるさとづくりの推進 

【大きな目的】 
コミュニティの推進 

【全体概要】 
芦屋サマーカーニバル 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

4,000 住民1人当たり（円） 56.43

年　度 単位

合計 千円 5,042 5,314

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

125.325,314 4,000 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

5,042

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,042

会計年度任用職員

活動配分 人 0.140

人

5,314 4,000 特記事項・備考

1,786

千円 5,042

0.140 0.240

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.240

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，事業を縮小して実施したため

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-005

01-02-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

芦屋サマーカーニバルへの支援

令和 2年度の実施内容

芦屋サマーカーニバルの実施（令和２年１０月４日シークレット花火のみ） 
補助金の交付

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

コロナ対策

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

地域活性化や賑わいの創出に寄与していることから，補助金の交付は妥当である。

[目的妥当性評価] 後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

人と人とのつながりを促進しているかは不透明だが，市民活動の機会の提供には寄与している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

人と人とのつながりを促進しているかは不透明だが，市民活動の機会の提供には寄与している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

安全対策やコロナ対策など，状況に応じて対応している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で，さらに来場者と住民との安全対策をより一
層図る必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

安全対策に係るコストを削減することは難しいが，事業の内容や方法によっては削減する余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
事業者に負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での，サマーカーニバルへの支援

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 なし

新型コロナウイルス感染症対策 市民の安心・安全を確保できるよう事業者と協議を行い，適正に補
助金を交付する。

01-02-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (33）



01-02-006

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

その他

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 あしや秋まつりの開催 事務事業番号

02 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している                           

010102020651

担当所属 市民生活部地域経済振興課 担当課長名 森本　真司

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 02 ②市民が市民活動に参加しやすい環境をつくります。

重点取組 01 ①市民活動や地域活動の情報発信を行い，市民活動の機会の提供に努めます。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
コミュニティの推進，ふるさとづくりの推進 

【大きな目的】 
コミュニティの推進 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

3,100 住民1人当たり（円） 7.90

年　度 単位

合計 千円 6,967 744

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

17.55744 3,100 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

6,967

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 5,289

会計年度任用職員

活動配分 人 0.820

人

744 3,100 特記事項・備考

744

千円 6,967

0.640 0.100

0.000

うち経費 千円 0 0

0.180

正職員

人

0.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナ感染症拡大防止のため中止となったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-02-006

01-02-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

新たなあしや秋まつり協議会の発足及び開催場所の決定に伴う諸課題への対応

令和 2年度の実施内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

新たな協議会発足への対応

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が小さい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 一部実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

【総合評価】

令和２年度においては，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったことから
達成度としては評価なし。令和３年度も感染状況の動向を見極めつつ，新たな協議会の下
で，あしや秋まつりの今後の方向性を検討する必要がある。

達成度 ほとんど達成していない

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
新たなあしや秋まつり協議会を立ち上げた上で，開催場所の選定とコロナ禍での実施内容を検討し，その開催場所と状況に見合うイベン
ト内容を構築する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 見直し

妥当性 あり

秋まつりの目的や意義について検証し，今後の方向性を探る。 新しいあしや秋まつり協議会を立ち上げる。開催場所を選定し，実
施内容を再構築する。

01-02-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (34）



 01-02-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01-02-007

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

総務部（財務担
当）課税課

市内事業者，市外居
住者 

ふるさと寄附金の収納及び記念品の
送付 

ふるさと寄附金収納事務の効率化及
び適正化をはかる。 

0 31,989 ふるさと寄附金受付事務を適正に遂
行する。 

◆受付件数　2,685件 
◆受付金額　102,767,927円 

事業概要 事務事業の経費〔千円〕 令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる

施策目標 ②市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している

010102034047 ふるさと寄附金
収納事務

事務事業
番号

事務事業名 担当所属

 01-02-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01-02-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (35）



01-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 地域自治活動の振興に関する事業 事務事業番号

03 ③地域主体のまちづくりの仕組みが根付き、地域の力が高まっている                      

010103010007

担当所属 企画部市民参画・協働推進室 担当課長名 川口　弥良

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 01 ①一人一人のつながりが地域の力を高め、地域主体のまちづくりが進んでいる                  

施策目標

重点施策 01 ①市民主体の地域課題の解決と地域運営への取組を支援します。

重点取組 01
①自治会活動などに参加していない市民に，地域活動の大切さや楽しさ等を伝えるなど，地域活動が活性化するため
の支援を行います。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和48年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市街の美化推進事業補助金交付要綱，芦屋市町内自治組織功労者市長感謝状贈呈要綱

事業概要

【対象】 
芦屋市自治会連合会加入の自治会組織(81団体)，市民 

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

【大きな目的】 
地域主体の住みよいまちづくり 

【全体概要】 
□自治会連合会の事務局を担う。 
□自治会連合会に対し，補助金を交付する。 
□市内の町内自治組織等に対し，補助金を交付する。 
□町内自治組織の代表者で，功績が特に優れた者に対して，市長が感
謝状を贈呈する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

4,733 住民1人当たり（円） 83.28

年　度 単位

合計 千円 8,670 7,843

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

184.977,843 4,733 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

8,670

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,763

会計年度任用職員

活動配分 人 0.640

人

7,843 4,733 特記事項・備考

4,333

千円 8,670

0.640 0.500

0.200

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.700

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

01-03-001

01-03-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

自治会活動の広報と加入促進を図る。

令和 2年度の実施内容

芦屋市自治会連合会と協働し，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から 
自治会連合会の総会と自治会連合会主催のまちづくり懇談会を書面にて開催。 
□自治会連合会補助金　　　　 395,000円 
□自治会育成事業補助金　　　　56,000円 
□街の美化推進事業補助金　 2,848,000円

令和 2年度の改善内容

自治会連合会役員と役割分担を行い，協働で会の運営を行った。

現在認識している課題

各自治会の活動を継続的なものとするため，後方支援を検討する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

自治会連合会の事務局を担っている。

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

自治会活動の周知や活性化について自治会連合会と協議しながら継続する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている
各自治会に自治会連合会への負担金を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
自治会活動の広報と加入促進を図る。

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

自治会活動の周知，自治会活動の活性化。 各自治会の活動が継続的な取組となるような後方支援の検討。

01-03-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (36）



02-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 文化推進計画の策定と進行管理に関する事務 事務事業番号

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

010201010631

担当所属 企画部政策推進課 担当課長名 大上　勉

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

課題別計画 芦屋市文化推進基本計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 01 ①芦屋の文化を見つめなおし，個性豊かで幅広い芦屋文化をまちの魅力として広く発信します。

重点取組 01 ①重点施策に則った「第２次芦屋市文化振興基本計画」の策定を平成28年度（2016年度）中に行います。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成22年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市文化基本条例

事業概要

【対象】 
市民，事業者，市 

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

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

【全体概要】 
□第２次文化推進基本計画（平成２９年度～令和７年度）の進行管理 
・今後の取組に反映させるため，前年度の取組を振り返り，課題や改
善策について検討する。 
□文化推進審議会の開催 
・文化推進基本計画の進行管理として担当課で評価した内容をもと
に，附属機関である文化推進審議会において外部評価する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

523 住民1人当たり（円） 90.13

年　度 単位

合計 千円 5,161 8,488

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

200.188,488 523 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

5,161

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 35 141

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,983

会計年度任用職員

活動配分 人 0.700

人

8,347 523 特記事項・備考

7,747

千円 5,126

0.650 1.000

0.100

うち経費 千円 0 0

0.050

正職員

人

1.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-001

02-01-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

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

令和 2年度の実施内容

□第2次文化推進基本計画に基づく事業評価を実施　評価時期：6月 
□文化推進審議会を2回開催 
　【R2.8.17】・令和2年度芦屋市文化推進基本計画評価報告書について 
　　　　　　 ・次期文化推進基本計画の策定及び審議会の推進体制について 
　　　　　　 ・第2次文化推進基本計画の総括及び評価について 
　【R2.10.19】・新規，拡充検討項目の策定について 
□第2次文化推進基本計画の延長 
　・パブリックコメントの実施　R2.12.14～R3.1.22（2人2件）　 
　・計画期間　平成29年度から令和7年度

令和 2年度の改善内容

□第2次文化推進基本計画の計画期間を延長し，市の最上位計画である「第5次芦屋市総合計画」の計画期間と合わせることで一体的に進
めていくとともに，これまでの方向性を踏襲しつつ，「新規・拡充検討項目」を刷新することで，各施策を更に「深化」させることを目
的とした。

現在認識している課題

□文化事業への評価方法。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

文化基本条例に基づき文化の推進を図るものであるため，妥当である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

第4次総合計画の重点取組に位置付けられている事業であり，整合性がある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

個性豊かで幅広い芦屋文化の魅力資源の発信に貢献している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

第2次文化推進基本計画については，新たに計画を策定するのではなく現計画を改訂した上で，期間を延長する。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

文化推進審議会での意見を各課での文化事業に反映させることで，より効果的な事業の実施や市の魅力発信の向上につながる。

【総合評価】

市の文化施策の包括的な推進に向けて，各課取り組みの進行管理と情報発信についての検
証と改善を続ける必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
計画の進行管理が主な事業内容であるため，受益者負担を求めることはできない。

令和　３年度の目標・改善内容
□計画の進行管理，文化推進審議会の開催・意見とりまとめ。

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

□各課で行われている文化事業に関する情報の集約・整理及び発信
と各施策の進行管理を行う評価手法の確立

□文化推進審議会の体制について，新たに「芦屋市立公民館運営協
議会」「芦屋市立図書館協議会」「芦屋市立美術博物館協議会」か
ら各１名ずつ参画することにより，市内の主要文化施設とより強固
な連携を図り，文化推進基本計画の進行管理を徹底していく。

02-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (37）



02-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 生涯学習推進事業 事務事業番号

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

010201020305

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 01
①芦屋の文化を知り，身近に感じることができるよう，子どもにも分かりやすい出前講座や展示，リーフレットや冊
子を作成して配布するなど，芦屋の文化についての理解が深まるよう取り組みます。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
教育基本法，社会教育法，生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律，芦屋市社会教育委員に関する
条例，芦屋市社会教育委員会議規則，芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則，芦屋市生涯学習出前講座実施要綱，
芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付要綱

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
□地域の課題解決を図るための活動や地域づくりの推進のため，
様々な学習活動の機会を充実させ支援を行う。 
□生涯学習の推進 
□社会教育関係団体の支援 
□社会教育委員の会議の設置 

【大きな目的】 
□市民が教養豊かで，文化・芸術等の薫り高いまちとなる 
□社会教育活動の推進を図る 
□社会教育関係団体の活動が活発になり，もって市民の文化の向
上につながる 

【全体概要】 
□生涯学習出前講座を実施 
□社会教育活動の推進 
□社会教育活動への地域住民の参画，協働の推進 
□社会教育関係団体の登録 
□社会教育関係団体への支援 
□社会教育委員の会議の開催 
□あしや学びあいセミナーの実施 
□公募提案型補助金制度の実施 
□成人式の開催 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,926 住民1人当たり（円） 147.76

年　度 単位

合計 千円 11,680 13,916

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

328.1913,916 2,926 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

11,680

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 10,626

会計年度任用職員

活動配分 人 1.610

人

13,916 2,926 特記事項・備考

12,080

千円 11,680

1.310 1.500

0.300

うち経費 千円 0 0

0.300

正職員

人

1.800

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

成人式が，青少年育成課から事務移管された。そのため，当該の事業費が増加した。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-002

02-01-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□あしや学びあいセミナー及び社会教育関係団体公募提案型補助金の周知を行うとともに，実績件数を増やす。

令和 2年度の実施内容

□生涯学習出前講座（７７講座）の実施　７回  
□社会教育委員の会議の開催　２回  
□社会教育関係登録団体の要件調査を実施 
□社会教育関係団体登録数　２４７団体（令和３年３月３１日現在）  
□社会教育関係団体公募提案型補助金交付決定額　７７千円（２団体）  
□あしや学びあいセミナーの実施　１回  
□市内在住の小中学生に対し，のびのびパスポートの配布　８，０００枚

令和 2年度の改善内容

社会教育関係団体の要件調査・一斉更新の説明会等の事務改善

現在認識している課題

公募提案型補助金とあしや学びあいセミナーの更なる周知

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

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

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

各種事業の実施により，市民が教養を高め生涯学習を行う機会を提供している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民が自ら学び，主体的な活動を行う市民参画意識の醸成に繋がっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

社会教育関係団体の支援について，公募提案型補助金制度や，あしや学びあいセミナーの
件数が少ないため，今後も工夫が必要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めていない

令和　３年度の目標・改善内容
□あしや学びあいセミナー及び社会教育関係団体公募提案型補助金の周知を行うとともに，実績件数を増やす。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□社会教育関係団体への活動支援について検討する。 □各種事業の継続実施と内容の充実。

02-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (38）



02-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 美術博物館管理運営事業 事務事業番号

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

010201020341

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 平成 3年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
博物館法　芦屋市立美術博物館条例　芦屋市立美術博物館施行規則　芦屋市美術品収集委員会規則

事業概要

【対象】 
□市民及び全国の美術・歴史の愛好者・研究者等 

【意図】 
□優れた美術作品や文化財を鑑賞できるように，作品・資料の収
集・調査・研究・展示等を行う。 
□安全快適に観覧できるように，施設・設備を良好に維持管理す
る。 
□収蔵品を適切に保存・管理する。 

【大きな目的】 
□「市民に親しまれる美術博物館」として運営を行う。 
□美術品や文化財を鑑賞することによって，教養を深め，心を豊
かにし郷土に愛着と誇りをもつ。 
□安全快適に観覧できる。 
□収蔵品を適切な状態で永久に保存する。 

【全体概要】 
□指定管理者による運営及び維持管理 
・施設の運営 
・施設・設備の維持管理 
・館及び館周辺の美観維持 
・展覧会等の開催 
・教育普及活動の実施 
・作品及び資料の収集・保存・整理等 
・作品及び資料の調査・研究 
・収蔵品の台帳整備 
・公募展（芦屋市展）の開催 
□施設・設備の補修・改修工事 
□美術博物館協議会の開催 
□美術品収集委員会の開催 
□文化ゾーンの連携 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

101,324 住民1人当たり（円） 1,176.82

年　度 単位

合計 千円 113,855 110,829

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

2,613.77110,829 101,324 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

113,855

0 0

0 世帯数

19,500

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 551 318 661

人口 94,177

うち人件費合計 千円 9,482

会計年度任用職員

活動配分 人 1.660

人

110,511 81,163 特記事項・備考

8,858

千円 113,304

0.920 0.800

0.750

うち経費 千円 23,984 24,034

0.740

正職員

人

1.550

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 23,984 24,034

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-003

02-01-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の準備　□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備　□文化ゾーンの連携
と活性化

令和 2年度の実施内容

□指定管理料　75,200千円 
□入館者数　17,311人（有料入館者6,712人，無料入館者10,599人） 
・展覧会観覧者数　10,898人　・展覧会関連事業参加者数　831人 
・講演会・講座等参加者数　115人　・ワークショップ参加者数　81人 
・その他事業参加者数　854人　・中学生以下の入館者数　1,577人 
□２階展示スペース漏水補修工事457千円　□学芸員室空調機（室外機）修繕工事448千円　□吸収式冷温水機本体修繕業務委託（緊急対
応）305千円　□吸収式冷温水機本体修繕業務委託803千円　□テーブル型冷蔵庫購入139千円 
□美術博物館協議会の開催　2回　□美術品収集委員会の開催　1回

令和 2年度の改善内容

□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の準備　□文化ゾーンの連携・活性化

現在認識している課題

□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備　□改修工事の実施　□アクセス方法の改
善　□文化ゾーンの連携・活性化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

指定管理者による管理運営を実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はない

美術や歴史の展覧会の開催や関連事業の実施によって，本市の文化が豊かになる。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

芦屋文化をまちの魅力として広く発信している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

概ね遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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，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るか

総合評価 できない

谷崎潤一郎記念館との一括管理により費用を低減している。

【総合評価】

今年度は，新型コロナウィルス感染症の流行により，計画通り事業を実施することができ
ず，入館者数は減少した。しかし，感染拡大防止策を徹底することによって，できる得る
限りの事業を実施し，入館者のニーズに答えることができた。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

すでに指定管理者が効率的に管理運営を行っている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
入館者及び館の利用者から適正な利用料金を徴収している。

令和　３年度の目標・改善内容
□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の設計　□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備　□文化ゾーンの連携
と活性化

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

□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　 
□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備 
□改修工事の実施 
□アクセス方法の改善 
□文化ゾーンの連携・活性化

□谷崎潤一郎記念館との一括管理による事業の効率化　 
□収蔵資料（歴史資料等）の台帳整備 
□改修工事の実施 
□アクセス方法の改善 
□文化ゾーンの連携・活性化

02-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (39）



02-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 谷崎潤一郎記念館管理運営事業 事務事業番号

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

010201020321

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営，指定管理 財源

事業期間 昭和63年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
芦屋市谷崎潤一郎記念館条例 
芦屋市谷崎潤一郎記念館施行規則

事業概要

【対象】 
□市民及び全国の谷崎潤一郎文学の愛好者・研究者等 

【意図】 
□谷崎文学を知ることができ，文豪谷崎潤一郎の業績を顕彰でき
るように，資料の収集・調査・研究・展示等を行う。 
□安全快適に観覧できるように，施設・設備を良好に維持管理す
る。 
□収蔵品を適切に保存・管理する。 

【大きな目的】 
□文豪谷崎潤一郎を顕彰し，作品や遺品等に接することを通じて
教養を深め，心を豊かにする。 
□安全快適に観覧できる。 
□収蔵品を適切な状態で永久に保存する。 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

28,605 住民1人当たり（円） 326.40

年　度 単位

合計 千円 33,935 30,739

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

724.9430,739 28,605 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

33,935

0 0

0 世帯数

7,500

42,402

0 0

県費 千円 791 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 35 90 60

人口 94,177

うち人件費合計 千円 9,110

会計年度任用職員

活動配分 人 1.610

人

30,649 21,045 特記事項・備考

7,742

千円 33,109

0.870 0.650

0.750

うち経費 千円 3,989 3,689

0.740

正職員

人

1.400

他部門経費 千円 372 0

減価償却費 千円 3,617 3,689

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-004

02-01-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□美術博物館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の準備　□文化ゾーンの連携と活性化

令和 2年度の実施内容

□指定管理料　18,800千円 
□入館者数　7,787人 
・展示会回数　5回　・ロビーギャラリー開催数　7回　・ロビーギャラリートーク参加者数　14人　・文学館講座受講者数（述べ）
1,280人　・１日講座参加者数　89人　・特別イベント参加者数　372人 
□AED消耗部品等交換業務49千円　□収蔵庫系統空調機（圧縮機）修繕工事395千円

令和 2年度の改善内容

□美術博物館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の準備　□文化ゾーンの連携・活性化

現在認識している課題

□美術博物館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の実施　□アクセス方法の改善　□文化ゾーンの連携・活性化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

指定管理者による管理運営を実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

本市ゆかりの文豪谷崎潤一郎の文学関連事業の実施によって，本市の文化が豊かになる。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

芦屋文化をまちの魅力として広く発信している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

概ね遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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，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るか

総合評価 できない

美術博物館との一括管理により費用を低減している。

【総合評価】

今年度は，新型コロナウィルス感染症の流行により，計画通り事業を実施することができ
ず，入館者数は減少した。しかし，感染拡大防止策を徹底することによって，できる得る
限りの事業を実施し，入館者のニーズに答えることができた。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

美術博物館との一括管理により費用を低減している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
入館者及び館の利用者から適正な利用料金を徴収している。

令和　３年度の目標・改善内容
□美術博物館との一括管理による事業の効率化　□改修工事の設計　□文化ゾーンの連携・活性化

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

□美術博物館との一括管理による事業の効率化　 
□改修工事の実施 
□アクセス方法の改善 
□文化ゾーンの連携・活性化

□美術博物館との一括管理による事業の効率化 
□改修工事の実施 
□アクセス方法の改善 
□文化ゾーンの連携・活性化

02-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (40）



02-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 富田砕花顕彰事業 事務事業番号

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

010201020338

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和62年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
富田砕花賞規則

事業概要

【対象】 
市民及び全国の文学の愛好者 

【意図】 
□市民及び全国の文学の愛好者が富田砕花旧居を安全快適に利用
できるように，設備・施設を良好に管理する。 
□市民及び全国の文学の愛好者が，「兵庫県文化の父」と呼ばれ
る詩人富田砕花について知ることができるように富田砕花旧居の
展示等を充実する。 
□市民及び全国の文学の愛好者が富田砕花を顕彰できるように，
富田砕花賞を実施する。 

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

【全体概要】 
□富田砕花旧居の維持管理及び公開 
□富田砕花旧居における寄贈資料等の展示 
□富田砕花賞の実施 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,782 住民1人当たり（円） 72.55

年　度 単位

合計 千円 7,797 6,833

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

161.156,833 2,782 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

7,797

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 5,358

会計年度任用職員

活動配分 人 0.720

人

6,833 2,782 特記事項・備考

4,618

千円 7,797

0.720 0.600

0.050

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.650

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-005

02-01-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□富田砕花旧居の入館者数の増加  
□富田砕花旧居の活用方法の検討

令和 2年度の実施内容

□富田砕花賞の実施（市主催で行い，選考業務を富田砕花顕彰会に委託）  
・受賞作　金堀則夫氏『ひの石まつり』　・応募詩集数　88詩集  
□富田砕花賞贈呈式の開催  
・日時　令和2年11月19日（木）　・場所　芦屋市立図書館  
□富田砕花旧居の管理運営（富田砕花顕彰会に委託）  
・開館日数　84日（団体見学臨時開館を含む）（令和3年3月31日現在）・入館者数　544人（令和3年3月31日現在）

令和 2年度の改善内容

□贈呈式を図書館で開催し，同時に今までの受賞作品を参加者に知ってもらえるように展示を行った。

現在認識している課題

□富田砕花旧居の周知

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

富田砕花を顕彰し，本市の文化を全国に発信する重要な施設である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

本市ゆかりの詩人・富田砕花の顕彰事業によって，本市の文化が豊かになる。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

芦屋文化をまちの魅力として広く発信している。

[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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

富田砕花旧居を積極的に広報することで，入館者増加に繋げる。

【総合評価】

富田砕花賞の応募件数も安定しており，賞に一定の評価が得られている。また，旧居の入
館者数も安定しているが，更にＰＲをする必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

富田砕花賞選考業務及び富田砕花旧居管理業務は，富田砕花顕彰会に委託しており，でき得るコスト削減はすでに実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
富田砕花旧居は，入館料を徴収できるような規模ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
□富田砕花旧居の入館者数の増加  
□富田砕花旧居の活用方法の検討

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 現状維持

妥当性 あり

□富田砕花旧居を積極的に広報する  
□富田砕花旧居の入館者数の増加

□市主催で富田砕花賞の継続的な実施  
□谷崎潤一郎記念館との連携

02-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (41）



02-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市民センター管理運営業務 事務事業番号

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

010201020310

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和38年度 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
市民センター利用者 

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

【大きな目的】 
市民の生活文化の向上と教育の振興 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

112,361 住民1人当たり（円） 1,876.81

年　度 単位

合計 千円 195,595 176,752

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

4,168.48176,752 112,361 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

195,595

0 0

0 世帯数

0

42,402

157 660

県費 千円 0 201

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 59,000 37,998 50,177

人口 94,177

うち人件費合計 千円 24,631

会計年度任用職員

活動配分 人 5.800

人

138,396 61,524 特記事項・備考

25,192

千円 136,595

1.700 1.700

4.100

うち経費 千円 43,500 140,738

4.100

正職員

人

5.800

他部門経費 千円 372 223

減価償却費 千円 43,128 140,515

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-006

02-01-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市民センターの施設や備品を円滑に市民・利用者に供する。

令和 2年度の実施内容

市民センターの利用状況 
□市民会館　５，２３５室使用，使用率４１．５パーセント 
□ホール　　　　９０９室使用，使用率１７．７パーセント 
□公民館　　２，５９３室使用，使用率２３．３パーセント 
全体で　　　８，７３７室使用，使用率３０．２パーセント 
※緊急事態宣言発令に伴う臨時休館（４月１日から５月３１日）等の影響で使用率は例年の６割程度である。
　臨時休館中は空調設備の改修工事を実施する等，開館再開に向けた感染拡大防止対策を徹底した。

令和 2年度の改善内容

ルナ・ホールにおいて，交流電源を直流電源に変換し蓄電する「直流電源盤蓄電池」を更新した。 
本館において，藻類等の発生抑制等に寄与する「冷却水水処理ユニット（薬注ポンプ）」を改修した。

現在認識している課題

老朽化している施設・備品を計画的に整理・改修する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

【総合評価】

施設の老朽化に伴い不具合個所が出てきているが，コロナウイルス感染予防対策にも適切
に対応していることを評価する。予算に限りがある中，施設管理を行う包括管理の委託業
者と連携しながら，今後も適切な施設管理を進めていってほしい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
市民センターの施設や備品を円滑に市民・利用者に供する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

市民センターは，市民会館と公民館の複合施設で施設の性質が異な
る。また，部屋の貸出しだけでなく，備品の貸出しも連動して行っ
ているため，業務が複雑となっている。 
老朽化している施設・備品を計画的に整理・改修する。

業務の簡素化と年次的な施設改修を実施する。

02-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (42）



02-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 ルナ・ホール事業 事務事業番号

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

010201020337

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成18年度 ～ 会計種別

根拠法令等
市民センター運営条例 
市民センター運営条例施行規則

事業概要

【対象】 
音楽コンサート，落語，映画等の芸術鑑賞者 

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

【大きな目的】 
市民文化の振興 

【全体概要】 
□ルナ・ホールを利用して，発表及び鑑賞の場を提供する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

14,380 住民1人当たり（円） 149.86

年　度 単位

合計 千円 17,769 14,113

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

332.8414,113 14,380 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

17,769

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 6,592 1,931 5,920

人口 94,177

うち人件費合計 千円 2,379

会計年度任用職員

活動配分 人 0.350

人

12,182 8,460 特記事項・備考

2,385

千円 11,177

0.300 0.300

0.050

うち経費 千円 0 0

0.050

正職員

人

0.350

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-007

02-01-007

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

円滑な事業の実施。芦屋の魅力を発掘・発信する事業を実施する。 
本市出身の世界的ピアニストである松永貴志氏によるジャズライブなど，市制施行８０周年事業及びルナ・ホール開館５０周年記念事業
を実施する。

令和 2年度の実施内容

□いきいきシネマサロン　（４回）　　　　　　　　　　入場者数　１，３８８人 
□市民寄席　ざこば・南光・雀三郎　三人会　落語　　　入場者数　　　２１１人 
□２台のピアノと電子音響のためのシュトックハウゼン『マントラ』 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場者数　　　２３４人 
□松永貴志ジャズ・ライブ　　　　　　　　　　　　　　入場者数　　　１８９人 

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，イベントの中止・延期，及び伴う払戻し等についても，適切に調整した。

現在認識している課題

事業を委託している事業者からの提案内容等に対する見極めが難しい。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染予防のため，延期・中止した事業もあるが，実施した松永貴志
ジャズライブやシュトックハウゼン『マントラ』などの事業は，観客を半数にするなど十
分な対策の上，適切に実施できた。また，イベント参加者からも困難な状況の中，良いイ
ベントをしていただいた，との声もあり評価できる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
円滑な事業の実施。芦屋の魅力を発掘・発信する事業を実施する。 
本市出身のヴァイオリニスト日下紗矢子氏を招く「芦屋ゆかりの演奏家によるクラシック音楽コンサート」』や，『本市在住の能楽師の
長山耕三氏を中心とした「芦屋能・狂言の会」』を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

事業を効率的に実施し，芦屋の魅力を発掘・発信していく。 民間事業者からの提案により，芦屋の魅力を発掘・発信する事業を
実施する。 
民間事業者からの提案を見極める目が必要である。

02-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (43）



02-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 講座・セミナー・音楽会等の開催 事務事業番号

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

010201021028

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和29年度 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
生涯学習の機会を求めている人 

【意図】 
さまざまな学習機会の提供 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

7,530 住民1人当たり（円） 91.81

年　度 単位

合計 千円 8,644 8,646

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

203.918,646 7,530 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

8,644

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,722 2,514 2,759

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

6,132 4,771 特記事項・備考

1,116

千円 5,922

0.150 0.150

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-008

02-01-008

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和２年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

令和 2年度の実施内容

□公民館講座　　　　　　３０講座　　　受講者数　　１，２９５人 
□にほんごがっきゅう　　２６回　　　　延べ参加者数　　１８７人 
□講演会・セミナー等　　１１回　　　　延べ参加者数　　６４８人 
□ＮＨＫ公開セミナーの共催事業 
　　　　　　　　　　　　　１回　　　　延べ参加者数　　１８９人 
□公民館・子ども教室　　１７回　　　　延べ参加者数　　２５５人 
□公民館音楽会　　　　　　５回　　　　延べ参加者数　　４８４人

令和 2年度の改善内容

週間3回実施の集中講座として「夏季集中講座」を新たに実施した。

現在認識している課題

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

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大予防のため，事業開始を７月以降に延期することになった。
感染予防対策をした上で事業を実施できたことを評価する。今後も民間事業者の選定には
格段の配慮を行う。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和３年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

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

民間事業者への委託を継続する。

02-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (44）



02-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院 事務事業番号

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

010201020312

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和60年度 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
60歳以上の市民 

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

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

【全体概要】 
□芦屋川カレッジ事業 
□芦屋川カレッジ大学院事業 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

7,000 住民1人当たり（円） 86.18

年　度 単位

合計 千円 8,116 8,116

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

191.418,116 7,000 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

8,116

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,473 2,291 2,030

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

5,825 4,970 特記事項・備考

1,116

千円 5,643

0.150 0.150

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-009

02-01-009

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，平成３１年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

令和 2年度の実施内容

□芦屋川カレッジ　　　 必修３５回　　受講者数　　６５人 
　　　　　和文化探訪　　   １５回　　受講者数　　３６人 
          世界探訪　　　　 １５回　　受講者数　　２９人 

□芦屋川カレッジ聴講生　　 
　　      和文化探訪　　　　 ９回　　受講者数　　５６人 
          世界探訪　　　　　 ９回　　受講者数　　４４人 

□芦屋川カレッジ大学院 
       「食を通じて学ぶ　おもてなしの文化」 
                           １２回　   受講者数　　９２人 令和 2年度の改善内容

検温やアルコール消毒の徹底，教室内の定期的な換気など，感染症対策を十分に講じたうえで実施し，期中を通じて受講生の中途離脱も
なく，受講生相互のコミュニティづくりを達成した。

現在認識している課題

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

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大予防のため，７月からのスタートとなった。結果的には，受
講者が例年に比べて少なくなったが，事業を延期し，適切に事業を実施できたことを評価
する。今後も民間事業者の選定には格段の配慮を行う。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和３年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

この事業は継続性と講師依頼での折衝など人間関係が重要である。
民間事業者の選定には格段の配慮が必要である。 
今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響も有り，芦屋川カレッ
ジの応募は定員に達しなかった。コロナ禍でも一定の応募を維持す
ることができるかが課題である。

民間事業者への委託を継続する。

02-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (45）



02-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 芦屋市立公民館運営審議会等 事務事業番号

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

010201020315

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和28年度 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
公民館利用者 

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

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

269 住民1人当たり（円） 13.79

年　度 単位

合計 千円 1,310 1,299

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

30.641,299 269 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

1,310

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

1,299 269 特記事項・備考

1,116

千円 1,310

0.150 0.150

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-010

02-01-010

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

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

令和 2年度の実施内容

公民館運営審議会　２回開催

令和 2年度の改善内容

第２回公民館運営審議会は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，書面開催とした。各委員から意見が出やすいよう，送付資料
について，事務局からの補足説明を記載する等の工夫を行った。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

公民館事業に関して適切なご意見をいただいたことを評価する。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
公民館事業の評価と今後の方向性を決めていただく。 

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

今後も公民館の事業について，活発にご意見いただけるようにする
こと。

よりよい公民館事業を行えるようにさまざまな意見をいただく。

02-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (46）



02-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 常設展示事業・公民館ギャラリー 事務事業番号

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

010201020313

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和42年度 ～ 会計種別

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

事業概要

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

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

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

400 住民1人当たり（円） 16.10

年　度 単位

合計 千円 1,516 1,516

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

35.751,516 400 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

1,516

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 156 88 200

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

1,428 200 特記事項・備考

1,116

千円 1,360

0.150 0.150

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-011

02-01-011

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和２度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

令和 2年度の実施内容

□常設展示場　　みんなで考えよう平和展，夏休み子ども教室写真展 
                芦屋川カレッジ，ホール５０周年の歩み展，公民館講座紹介 
                芦屋のペット，大集合写真展 
                1970年のエスプリ　大阪万博とルナ・ホール５０周年 
                すてきな芦屋の街　写真展 
                市制80周年「芦屋の水彩画」展 

□公民館ギャラリー　　　　８グループ 

令和 2年度の改善内容

「１９７０年のエスプリ　大阪万博とルナ・ホール５０周年」と題した展示では，ルナ・ホール事業のコンサート，講演会と共に，３事
業を共通のテーマで実施した。それぞれの事業についてPR告知を展開させることで，企画の連動性も高めた。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

ルナ・ホール事業と関連した展示（1970年のエスプリ　大阪万博とルナ・ホール50周年）
など，適切な展示を民間事業者によりできたことを評価する。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和３年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

特殊性の高い業務であり，民間事業者の選定には十分留意する必要
がある。今年度と同様に講座事業など他の事業と連動した展示を行
い，効果的な学習機会の提供に努める。

民間事業者への委託を継続する

02-01-011

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (47）



02-01-012

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 阪神南青い鳥・くすの木学級の開催 事務事業番号

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

010201020223

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 02
②公民館，美術博物館，谷崎潤一郎記念館，富田砕花旧居等の文化施設の活性化を図り，誰もが親しみを持って利用
できる施設を目指します。

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和49年度 ～ 会計種別

根拠法令等
社会教育法（第20条及び第22条），芦屋市立公民館設置条例

事業概要

【対象】 
阪神南地区３市の視覚障がい者（青い鳥学級） 
阪神地区７市１町聴覚言語障がい者（くすの木学級） 

【意図】 
阪神南地区３市の視覚障がい者（青い鳥学級）の交流 
阪神地区７市１町聴覚言語障がい者（くすの木学級）の交流 

【大きな目的】 
障がいのある人の地域，年齢を超えた交流を図る 

【全体概要】 
□阪神地区の視覚・聴覚言語障がい者を対象にした学級を各市で開催 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

500 住民1人当たり（円） 15.04

年　度 単位

合計 千円 1,416 1,416

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

33.391,416 500 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

1,416

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

1,416 500 特記事項・備考

1,116

千円 1,416

0.150 0.150

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.150

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-012

02-01-012

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和２年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

令和 2年度の実施内容

□阪神青い鳥学級南支部　　　芦屋市が担当 
　　　開催予定で進めていたが，付き添いヘルパー，ボランティアスタッフへの 
　　　感染に対する懸念から，開催にあたり充分な人員確保が困難となり翌年度 
　　　へ見送り 

□阪神くすの木学級　　　西宮市が担当 

令和 2年度の改善内容

令和２年度は青い鳥学級の当番市であったため，開催準備を進めていた。付き添いヘルパー，ボランティアスタッフへの，新型コロナウ
イルス感染の懸念等から，開催は次年度へ見送ることとしたが，延期についても適切に調整した。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染予防対策のため，事業実施を翌年以降に延期したことは，適切な
判断だったと評価する。 達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
民間事業者による事業が適切に行われているかどうか，令和３年度の事業計画が適切に作成されているかどうか注視し，評価する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

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

民間事業者への委託を継続する。 

02-01-012

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (48）



02-01-013

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 文化財保護及び活用事業 事務事業番号

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

010201020343

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 02 ②芦屋の文化を身近に感じ，守り，次の世代に継承できる取組を進めます。

重点取組 03 ③芦屋の伝統や文化を広め，継承するために，講演会などを開催します。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
文化財保護法　芦屋市文化財保護条例　芦屋市文化財保護条例施行規則　芦屋市文化財保存整備費等補助金交付要綱

事業概要

【対象】 
□市民 

【意図】 
□市内の歴史や文化財の価値を知り，未来へ継承できるよう，文
化財を指定・登録する。 
□市内の文化財を保存・活用し，正しい理解と魅力を周知し，後
世へ継承する。 
□芦屋の歴史を正しく知ることができるよう，開発によって破壊
される埋蔵文化財を事前に発掘調査し，その結果を公表する。 
□市内の文化財の学術的価値を評価する。 

【大きな目的】 
□市内の文化財を保存・活用し，芦屋の歴史を知ることによっ
て，市民が郷土に愛着と誇りをもつ。 
□市民が歴史や文化財に触れ，教養を深める機会をつくる。 

【全体概要】 
□埋蔵文化財発掘調査の実施 
□埋蔵文化財発掘調査報告書の作成・刊行 
□出土品等の管理・保管 
□文化財の調査・研究 
□近現代の芦屋の聞き取り・記録調査 
□文化財の整理 
□文化財の管理・保管 
□文化財保護審議会の開催 
□市指定文化財候補等の調査 
□文化財の指定・登録 
□指定文化財の保存・修理 
□遺跡等の環境整備 
□国指定史跡会下山遺跡の整備・活用 
□文化財関連冊子等の刊行 
□文化財ボランティアの養成 
□文化財の普及啓発（講座，まち歩き，展示等） 
□日本遺産活用推進事業の実施 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

13,555 住民1人当たり（円） 451.53

年　度 単位

合計 千円 40,377 42,524

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,002.8842,524 13,555 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

40,377

0 0

750 世帯数

0

42,402

1,700 1,500

県費 千円 1,161 850

1,500

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 20 50 2,015

人口 94,177

うち人件費合計 千円 29,165

会計年度任用職員

活動配分 人 6.600

人

39,924 9,290 特記事項・備考

33,781

千円 37,696

1.610 2.000

5.380

うち経費 千円 0 0

4.990

正職員

人

7.380

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-013

02-01-013

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□徳川大坂城東六甲採石場400年記念事業の実施（講演会，ワークショップ，見学会，パンフレットの刊行）　□歴史文化遺産デジタル
アーカイブ事業（古写真のデジタル化等）

令和 2年度の実施内容

□埋蔵文化財発掘調査の実施（本発掘調査　1件，確認調査　8件）　□埋蔵文化財発掘調査報告書の刊行　2冊　□出土品の整理作業
□文化財保護審議会の開催　2回（第2回はオンライン開催）　□国登録有形文化財（旧芦屋市営宮塚町住宅）の登録　□遺跡の環境整備
（草刈等）の実施（草刈り：会下山遺跡　2回，朝日ケ丘遺跡　2回，金津山古墳　2回）　□リーフレット『国指定史跡　会下山遺跡』
の刊行　□文化財ボランティアの養成（登録人数12人）　□三条文化財整理事務所の展示室の開館（来館者数63人，体験学習室は新型コ
ロナウィルス感染拡大防止のため休館）　□阪神間日本遺産活用推進事業の実施　□兵庫いけばな展の開催（出品者数71人，来場者数
1,094人） 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため，徳川大坂城東六甲採石場400年記念事業の実施を令和3年度に延期した。

令和 2年度の改善内容

□国登録有形文化財の登録（旧芦屋市営宮塚町住宅）□文化財保護審議会の市指定文化財指定（阿保天神社力石）に係る諮問・答申
A71□阪神間日本遺産（日本酒）の認定及び阪神間日本遺産活用推進事業の実施　□兵庫いけばな展の開催

現在認識している課題

□文化財保存活用地域計画の策定　□国指定史跡会下山遺跡の整備　□文化財ボランティアの養成

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

文化財の保存と活用は公益性が高く，市が実施すべきである。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はない

文化財の保存と活用によって，芦屋文化をまちの魅力として広く発信し，次世代に継承できる。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

芦屋文化をまちの魅力として広く発信している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

総合計画や総合戦略等に記された目標等を意識して，各事業を実施しており，市民のニーズを踏まえて改善を行なっている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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，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るか

総合評価 できない

様々な手段により効果的に事業を実施している。

【総合評価】

今年度は，新型コロナウィルス感染症の流行により，計画通り文化財の事業を実施できな
かったものが多い。その一方で，埋蔵文化財の発掘調査や国登録有形文化財の登録，文化
財保護審議会の市指定文化財指定に係る諮問・答申，阪神間日本遺産推進事業の取組，兵
庫いけばな展の開催などを行なうことができた。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

すでに最小の経費で最大の効果が得られるように事業を実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
各種開発（個人住宅を除く）に伴う埋蔵遺文化財の本発掘調査に係る費用等について事業者に協力を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
□徳川大坂城東六甲採石場400年記念事業の実施（講演会，講座，ワークショップ，見学会，パンフレットの刊行）　□芦屋の歴史遺産
未来継承事業の実施（出土金属器の保存処理，絵図・古写真等のデジタル化）

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

□文化財保存活用地域計画の策定　□国指定史跡会下山遺跡の整備
□文化財ボランティアの養成　□出土金属器の保存処理　□歴史資
料のデジタル化

□文化財保存活用地域計画の策定　□国指定史跡会下山遺跡の整備
□文化財ボランティアの養成　□出土金属器の保存処理　□歴史資
料のデジタル化

02-01-013

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (49）



02-01-014

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市民会館文化事業 事務事業番号

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

010201030336

担当所属 教育委員会社会教育部市民センター 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 03 ③市民が主体となって活躍する知の循環型社会の構築を目指します。

重点取組 02
②個々の学習成果が社会に還元，活用され，市民の生きがいや更なる学習意欲につながるよう，市民が主体となった
発表会や研修会等を実施します。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和38年度 ～ 会計種別

根拠法令等
市民センター運営条例 
市民センター運営条例施行規則

事業概要

【対象】 
各種文化団体や絵画創作活動に親しんでいる人 

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

【大きな目的】 
市民文化の振興 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

722 住民1人当たり（円） 41.83

年　度 単位

合計 千円 3,915 3,939

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

92.903,939 722 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

3,915

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 251 188 275

人口 94,177

うち人件費合計 千円 3,387

会計年度任用職員

活動配分 人 0.850

人

3,751 447 特記事項・備考

3,476

千円 3,664

0.200 0.200

0.650

うち経費 千円 0 0

0.650

正職員

人

0.850

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-014

02-01-014

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

市民ステージ，市民ギャラリー，市民絵画展を実施する。

令和 2年度の実施内容

□市民ステージ　　　４団体　　　　　来場者数　１，１８０人 
□市民ギャラリー　１０団体　　　　　来場者数　２，９５３人 
□市民絵画展　　　出品点数　４０点　来場者数　　　３３７人 

令和 2年度の改善内容

市民ギャラリーにおいて，作品搬入時期の整理が図れた。

現在認識している課題

参加者が限られており，毎年，同じ参加者が多い。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり，参加者・参加団体が減少したが，事業を適切
に実施できたことを評価する。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
円滑な事業の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

新しいグループの参加があった場合に，今後継続して参加ができる
かが課題である。

継続して事業を実施する。

02-01-014

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (50）



02-01-015

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 図書館運営事業（収集整理利用） 事務事業番号

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

010201040317

担当所属 教育委員会社会教育部図書館 担当課長名 鈴木　和美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 04 ④地域の情報拠点として，公立図書館を充実させます。

重点取組 01
①市民が知識や教養を高めることができるよう，図書館施設の整備や資料の充実を図るとともに，調べ物や読書相談
等のサポートを強化します。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
図書館法，図書館設置条例

事業概要

【対象】 
芦屋市在住・在勤・在学者，阪神7市1町在住者 

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

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

【全体概要】 
□施設の維持管理 
□資料の収集（選書・発注・受入・装備・整理・保存），利用，リク
エスト 
□相互利用，相互協力，障がい者サービス，児童サービス 
□レファレンスサービス 
□行事・イベントの開催 
□図書館だより「みんなの本棚」発行 
□図書館ホームページによる情報発信 
□図書館協議会の運営 
□日本図書館協会等に加盟 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

120,817 住民1人当たり（円） 2,560.75

年　度 単位

合計 千円 230,612 241,164

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

5,687.56241,164 120,817 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

230,612

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 4,188 3,529 8,424

人口 94,177

うち人件費合計 千円 86,401

会計年度任用職員

活動配分 人 16.160

人

237,635 112,393 特記事項・備考

91,352

千円 226,424

8.720 8.100

11.000

うち経費 千円 34,028 34,028

7.440

正職員

人

19.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 34,028 34,028

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-015

02-01-015

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

資料の収集・提供・保存，読書案内，レファレンス，読書関連行事の開催 
国立国会図書館デジタル化資料の閲覧・複写サービス

令和 2年度の実施内容

□図書館協議会　　　　　　　１回 
□貸出冊数　　　５８８，００４冊 
□資料収集　　　　１２，６３１冊 
□予約処理件数　１７０，４３９件 
□図書展示　　　　　　12回 
□図書館行事 
　こどもおはなしの会　　　7回（39人） 
　絵本の会　　　　　　　　6回（47人） 
　打出こどもおはなしの会　4回（ 8人） 
　こどもの本の研究会　　　1回（14人） 
　夏休み人形劇の会　　　　1回（31人）　　 令和 2年度の改善内容

・イベントの実施方法見直し（コロナ禍対応） 
・国立国会図書館デジタル化資料の閲覧・複写サービスの開始。　 

現在認識している課題

非来館型サービスの拡充

[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

図書館は社会教育施設であるため。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

市民が知識や教養を深めるために貢献している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館やイベント中止のため，充分な結果は出せなかった。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

各計画に沿った事業を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

代替可能な事業はない。

[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るか

総合評価 できる

手法によっては可能である。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染症拡大のため，当初計画に沿った事業展開は行えなかったが，感
染拡大予防のための対策を講じながらイベント等は行った。引き続き対策を講じながら安
全安心にご利用いただけるように努める。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

手法によっては可能である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公立図書館はあらゆる人々に開かれた施設であり，原則無料が望ましい。

令和　３年度の目標・改善内容
電子図書館サービスの実施，学校連携強化

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 拡大・充実

妥当性 あり

災害や感染症拡大等，非常時におけるサービスの継続 電子図書館システム導入による非来館型サービスの拡充とともに，
従前から行ってきた事業の見直しや新規事業によって図書館サービ
スの充実を図る。

02-01-015

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (51）



02-01-016

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 図書館施設整備事業 事務事業番号

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

010201040616

担当所属 教育委員会社会教育部図書館 担当課長名 鈴木　和美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 04 ④地域の情報拠点として，公立図書館を充実させます。

重点取組 01
①市民が知識や教養を高めることができるよう，図書館施設の整備や資料の充実を図るとともに，調べ物や読書相談
等のサポートを強化します。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成21年度 ～ 会計種別

根拠法令等
図書館法

事業概要

【対象】 
芦屋市在住・在勤・在学者，阪神７市１町在住者 

【意図】 
市民等利用者が快適に過ごせるよう，施設整備を行う。 

【大きな目的】 
施設及び設備の保全を行い，良好な施設環境を保持する。 

【全体概要】 
施設及び設備の維持・管理 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

6,133 住民1人当たり（円） 71.91

年　度 単位

合計 千円 0 6,772

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

159.716,772 6,133 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

0

0 0

0 世帯数

3,400

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 0

会計年度任用職員

活動配分 人 0.000

人

6,772 2,733 特記事項・備考

6,398

千円 0

0.000 0.900

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.900

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-016

02-01-016

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

自動扉工事（大原分室）

令和 2年度の実施内容

大原分室の自動扉の工事を実施した。

令和 2年度の改善内容

大原分室の自動扉の改修

現在認識している課題

コロナ禍における適切な施設整備

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

図書館は社会教育施設であるため。

[目的妥当性評価] 後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

地域の情報拠点として役割を果たしている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

市民が知識や教養を深める施設として機能している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

計画に沿って施設整備を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

代替可能な事業はない。

[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るか

総合評価 できる

手法によっては可能である。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大予防の対策を行いながら引き続き，安全・安心に図書館サー
ビスをご利用いただけるよう施設の維持管理に努めていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

必要な整備を適切に行っている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公立図書館はあらゆる人々に開かれた施設であり，原則無料が望ましい。

令和　３年度の目標・改善内容
打出分室の改修工事設計委託や本館施設工事，図書消毒機増設等の環境整備 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地はある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

コロナ禍における適切な施設整備 コロナ禍においても安全・安心に利用できる読書環境の整備を行っ
ていく。

02-01-016

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (52）



02-01-017

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 公民館図書室の運営 事務事業番号

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

010201040316

担当所属 教育委員会社会教育部公民館 担当課長名 木野　隆

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 04 ④地域の情報拠点として，公立図書館を充実させます。

重点取組 01
①市民が知識や教養を高めることができるよう，図書館施設の整備や資料の充実を図るとともに，調べ物や読書相談
等のサポートを強化します。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和42年度 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
公民館図書室の利用者 

【意図】 
生涯学習並びに教養の向上の支援。 

【大きな目的】 
生涯学習の推進を図る 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

1,654 住民1人当たり（円） 61.40

年　度 単位

合計 千円 5,645 5,782

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

136.365,782 1,654 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

5,645

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 577 0 577

人口 94,177

うち人件費合計 千円 3,878

会計年度任用職員

活動配分 人 1.250

人

5,782 1,077 特記事項・備考

4,043

千円 5,068

0.050 0.050

1.200

うち経費 千円 0 0

1.200

正職員

人

1.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-01-017

02-01-017

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

適切な図書の貸出しなど図書室運営を実施する。

令和 2年度の実施内容

□蔵書冊数　　    ２７，９４８冊 
□図書受入冊数　　   　 ９６９冊 
□図書除籍冊数　　  １，２５９冊 
□登録者数　　 　　   　　７５人 
□貸出利用者数　  １５，３６５人　　　 
□貸出利用冊数　　４４，５６６冊

令和 2年度の改善内容

図書見出しプレートストッパーを用いて，これまでよりも作家ごとに蔵書を探索しやすくした。

現在認識している課題

図書館本館との連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

【総合評価】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で，図書館本館などが一時臨時休館となったが，そ
の間も開室するなど，適切に市民サービスを継続できたことを評価する。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
適切な図書の貸出しなど図書室運営を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

適切な図書の貸出しなど図書室運営を継続して実施する。 継続して実施する。

02-01-017

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (53）



02-01-018

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 生涯スポーツ推進事業 事務事業番号

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

010201050309

担当所属 教育委員会社会教育部スポーツ推進課 担当課長名 近田　真

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

課題別計画 芦屋市スポーツ推進実施計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 05
⑤「するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ」を推進し，全ての市民が健康で豊かなスポーツ文化を楽しむ
ことができる環境を創ります。

重点取組 01 ①「芦屋市スポーツ推進実施計画」に基づき，スポーツ施策を推進します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

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

事業概要

【対象】 
すべての市民 

【意図】 
「するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ」を推進し，
すべての市民が健康で豊かなスポーツ文化を楽しむことができる
環境を創る。 

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

【全体概要】 
□ライフステージに応じたスポーツ推進 
　子ども，成人・高齢者，障がい者，ファミリー，アスリートの実施
者を増やす。 
□スポーツ文化の推進　 
　身近なスポーツ環境の整備，顕彰制度やみるスポーツ文化の充実を
図る。 
□学校・地域連携の推進 
　指導者やスポーツボランティアの養成と活用，学校・地域の連携・
協働の推進 
□芦屋らしいスポーツの推進 
　芦屋らしいスポーツ種目の推進，トップアスリートとの市民交流 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

13,603 住民1人当たり（円） 201.50

年　度 単位

合計 千円 19,991 18,977

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

447.5518,977 13,603 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

19,991

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 24 0 3,961

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,976

会計年度任用職員

活動配分 人 2.010

人

18,977 9,642 特記事項・備考

12,624

千円 19,967

1.350 1.450

0.600

うち経費 千円 682 15

0.660

正職員

人

2.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 682 15

職員数が減ったことと新型コロナウイルス感染症対策として事業等を中止したため

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

□　東京2020オリンピック・パラリン
ピック，ワールドマスターズゲームズ関
西と世界的なスポーツイベントが日本で
開催される予定であり,芦屋市も関連イベ
ントを実施する等関わりを持ち,スポーツ
推進の気運を高めることが大切である。

02-01-018

02-01-018

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□　スポーツ団体，学校，行政等が連携・協働する事業を実施する。 
□　スポーツ文化に係る推進事業を実施する。 
□　スポーツクラブ２１と連携しながら事業を実施する。 

令和 2年度の実施内容

□　スポーツ推進委員事業 
□　市民スポーツ啓発事業 
□　障がい者スポーツ事業 
□　阪神間スポーツ行政担当者連絡協議会 
□　スポーツクラブ２１事業 
□　スポーツ文化事業

令和 2年度の改善内容

□　スポーツクラブ２１と連携ができた。

現在認識している課題

□　スポーツ団体の育成 
□　スポーツ指導者の高齢化 
□　子どもの体力低下

[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

年齢等に関わらず，多くの市民がスポーツに親しむためのきっかけつくりは，市が役割の一翼を担うべきことである。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツを推進している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

多様なニーズがある中，スポーツ推進としての活動を地域や団体と連携している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

スポーツ推進実施計画に沿った事業を展開している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

業務を委託すれば可能ではあるが，費用対効果をあげることができない。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染症対策により，事業の中止や延期，人数制限等の対策を講じての
開催で例年と違うものとなった。 達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

体力測定やスポーツ啓発等が目的となるので，削減することは難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
受益者負担を進めたいが，多くの収益を見込むことができない。

令和　３年度の目標・改善内容
□　スポーツ団体，学校，行政等が連携・協働する事業を実施する。 
□　スポーツ文化に係る推進事業を実施する。 
□　スポーツクラブ２１と連携しながら事業を実施する。 
□　オリンピック・パラリンピック関連事業を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□　スポーツ指導者の養成 
□　超高齢化社会に対応した施策を考える。 
□　スポーツクラブ２１の方向性

□　スポーツ推進実施計画（後期）に沿った事業を推進していく。 
□　市民のニーズに沿った事業を開催する。

02-01-018

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (54）



 02-01-019　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02-01-019

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

教育委員会社会
教育部生涯学習
課

三条分室及び三条デ
イサービスセンター
利用者 

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

三条分室及び三条デイサービスセン
ターの利用者が安心快適に利用でき
る。 

11,606 12,319 □必要に応じた施設補修工事の実施 □施設管理（施設内清掃，施設内巡回による安全点検等を業務委託）  
□設備等の保守及び保安点検業務委託の実施 

教育委員会社会
教育部スポーツ
推進課

□スポーツ愛好者や
選手，役員□スポー
ツ指導者□スポーツ
功労者 

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

市民スポーツの普及・推進 37,402 40,552 □　スポーツ活動助成及びスポーツ
賞表彰事業の実施 

□　地域スポーツクラブで多年にわたり貢献された方の表彰 
□　市長杯・教育長杯の実施 
□　県大会以上の大会出場選手への支援 

企画部市民参
画・協働推進室

市民及び芦屋市の後
援名義を使用申請す
る学術・文化・ス
ポーツ及び福祉に関
する事業を行う団体 

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

市民主体の文化・スポーツ等の振興 4,019 3,894 後援名義使用申請から承認まで迅速
かつ適正な審査を行う。 

後援名義申請の審査・承認の実施 

企画部市民参
画・協働推進室

芸術文化活動を行う
市民 

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

市民の芸術文化活動の振興 3,766 4,069 芸術文化活動助成及び表彰について
周知する。 

□芸術文化活動助成金の周知 
□芸術文化活動表彰　表彰者個人９人 
□摂津圏文化行政連絡協議会（書面開催） 

企画部市長室 学術，芸術等に取り
組む市民・団体。善
行に取り組む市民・
団体。芦屋警察署の
警察官。 

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

市民文化の向上発展，明るく住みよ
いまちづくり，市内の治安の確保 

3,691 3,429 顕彰すべき潜在候補者の確実な把握 市民文化賞等の顕彰事業を行い，地域の活性化を図った。 

【表彰者】 

（芦屋市善行賞）内藤　英男 

（芦屋市警察官感謝状贈呈）大串　正則・右立　嵩利 

（芦屋市民文化賞）受賞者なし 

教育委員会社会
教育部スポーツ
推進課

体育館・青少年セン
ター及び川西運動
場，中央公園芝生広
場，中央公園野球
場，東浜庭球場，西
浜庭球場の利用者 

指定管理者による体育館・青少年セ
ンター及び川西運動場，中央公園芝
生広場，中央公園野球場，東浜庭球
場，西浜庭球場の維持管理運営を支
援する。 

スポーツ施設の利用者が安心安全に
施設を利用できるようにする。 

95,286 89,444 □　施設を市民が安心して，公平に
スポーツを楽しめる場とする。 

□　月次定例会議の開催 
□　東浜公園テニスコート改修工事 
□　芦屋中央公園野球場ナイター照明補修工事 

教育委員会社会
教育部スポーツ
推進課

芦屋公園庭球場の利
用者 

指定管理者による芦屋公園庭球場の
維持管理運営を支援する 

芦屋公園庭球場の利用者が安心安全
に利用できるようする 

32,350 21,383 □　利用者に安心・安全な施設の提
供をする。 
□　テニスコートの改修に向けて，
関係課と協議・調整をする。 

□　月次定例会議の開催 
□　芦屋公園テニスコート改修工事 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている

施策目標 ①市民が教養を高める機会が豊富にある

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

010201060306 三条分室及び三
条デイサービス
センターの維持
管理

010201060326 スポーツ振興基
金事業

010201060332 芦屋市後援名義
使用承認

010201060333 芦屋市芸術文化
活動助成及び顕
彰

010201060490 市民文化賞等顕
彰事業

010201064005 体育館・青少年
センター等の管
理運営事業

010201064006 芦屋公園庭球場
管理運営事業

 02-01-019　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02-01-019

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (55）



 02-01-020　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02-01-020

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている

施策目標 ①市民が教養を高める機会が豊富にある

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

教育委員会社会
教育部スポーツ
推進課

スポーツ施設利用者 指定管理者によるスポーツ施設の維
持管理運営を支援する。 

朝日ケ丘公園水泳プールの利用者が
安心安全に利用できるようにすすめ
る。 

9,874 8,020 □　利用者に安心・安全な施設を提
供する。 

□　月次定例会議の開催 

教育委員会社会
教育部スポーツ
推進課

海浜公園水泳プール
施設利用者 

指定管理者による海浜公園水泳プー
ル施設の維持管理運営を支援する。 

海浜公園水泳プールの利用者が安心
安全に利用できるようにすすめる。 

32,992 39,403 □　利用者に安心して施設の利用を
していただけるように管理者と連携
を行う。 
□　指定管理者との協議を通して，
利用者に満足いただけるように努め
る。 

□　月次定例会議の開催 
□　加圧給水ポンプ整備工事 
□　換気ファン取替工事 

010201064007 朝日ケ丘公園水
泳プール管理運
営事業

010201064008 海浜公園水泳
プール管理運営
事業

 02-01-020　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02-01-020

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (56）



02-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

集会施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 潮芦屋交流センター管理運営事業 事務事業番号

02 ②様々な交流が、多様な文化への理解と見識を深めている                           

010202014003

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 01 ①多様な文化を持つ人々との交流を促進し，お互いの理解を深めます。

重点取組 01
①潮芦屋交流センターを国際交流の拠点として，また，地域のコミュニティの活動拠点として広く活用されるよう周
知を図ります。

実施区分 指定管理 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
国際交流の核が機能し外国人が暮らしやすいまちを目指す。国際
交流センター・潮芦屋集会所・屋外交流広場を利用して地域社会
における相互の親睦及び文化活動の推進並びに健康の増進に寄与
する。 

【大きな目的】 
□国際化に対応したまちづくり 
□地域社会における親睦及び文化活動の推進，健康の増進 

【全体概要】 
□潮芦屋交流センター施設の管理運営・維持管理 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

20,361 住民1人当たり（円） 432.28

年　度 単位

合計 千円 42,663 40,711

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

960.1240,711 20,361 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

42,663

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 46

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 9,675

会計年度任用職員

活動配分 人 1.300

人

40,665 20,361 特記事項・備考

7,143

千円 42,663

1.300 0.960

0.000

うち経費 千円 13,081 13,081

0.000

正職員

人

0.960

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 13,081 13,081

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-02-001

02-02-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

国際交流の拠点であり，地域社会における相互の親睦及び文化活動の推進並びに健康の増進に寄与する施設である潮芦屋交流センター
を，より設置目的に沿った運営ができるよう指定管理者と協力し，事業内容の充実を行う。また，施設の周知に努め，利用率を高める。

令和 2年度の実施内容

□英語と日本語による外国人からの相談受付，英語教室，日本語教室，日本語ボランティア講師へのオンライン授業講習，外国人のため
の文化教室（華道・書道・茶道），コスモジャーナル（やさしい日本語・英語版情報紙）の発行， 

□自主事業　世界の料理教室，ハープとピアノコンサートなどのイベント開催，コスモネット（広報紙の英語訳）の発行 

□利用率　約53％（内訳：潮芦屋集会所約42％，国際交流センター約35％，屋外交流広場約93％）

令和 2年度の改善内容

コロナウイルス感染症の感染予防策を行いつつ，できる限り事業を進めた。従来集合型で行っていた講座についてもオンラインで進めら
れるよう講習を行い，新たな層の生徒の開拓の一歩となった。

現在認識している課題

□潮芦屋交流センターの周知と利用率の向上 

□国際交流事業の拠点として，外国人支援につながる事業の実施

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

今年度はコロナウイルスの影響で，貸室の閉鎖や利用制限のため利用率が下がった。感染
拡大防止策を講じながら，利用率の回復に努めるとともに，外国人の交流の拠点として，
利用者の拡大やサービス向上を目指す必要がある。

達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
国際交流の拠点であり，地域社会における相互の親睦及び文化活動の推進並びに健康の増進に寄与する施設である潮芦屋交流センター
を，より設置目的に沿った運営ができるよう指定管理者と協力し，事業内容の充実を行う。また，施設の周知に努め，利用率を高める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□潮芦屋交流センターの周知と利用率の向上 

□国際交流の拠点として，外国人の支援につながる事業の実施

指定管理者と十分な連携を図りながら，施設や開催事業の周知につ
いて，広報の方法を工夫し，利用者や開催事業への参加者の増加を
めざす。

02-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (57）



02-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 国際交流に関する事業 事務事業番号

02 ②様々な交流が、多様な文化への理解と見識を深めている                           

010202010488

担当所属 企画部広報国際交流課 担当課長名 田嶋　修

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 01 ①多様な文化を持つ人々との交流を促進し，お互いの理解を深めます。

重点取組 02
②芦屋市国際交流協会や社会教育関連団体との連携，協力によるセミナーや講演会等を実施し，国際理解を深める機
会の充実を図ります。

実施区分 直営，委託，指定管理 財源

事業期間 平成 5年度 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
在住外国人への多言語での情報発信の充実するとともに，様々な
交流の機会を活用し，多文化共生社会を進める。 

【大きな目的】 
国際化に対応したまちづくり 

【全体概要】 
□外国語版広報紙の発行 

□在住外国人への多言語での情報提供 

□国際理解を深めるセミナーの開催 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

3,019 住民1人当たり（円） 150.88

年　度 単位

合計 千円 12,866 14,209

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

335.1014,209 3,019 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

12,866

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 5 5 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,122

会計年度任用職員

活動配分 人 1.950

人

14,204 3,019 特記事項・備考

12,012

千円 12,861

1.200 0.940

1.640

うち経費 千円 0 0

0.750

正職員

人

2.580

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-02-002

02-02-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□多文化共生理解を深めるため講座を実施する。 

□災害時外国人支援講座を実施する。

令和 2年度の実施内容

□職員対象に，「やさしい日本語」の研修（「災害と多文化共生」）を行った。（10/19　参加者45人） 

□多言語情報配信クラウドサービスを導入。10言語で広報紙等の発信。（５月～） 

□SNSでの英語での発信を開始。（１０月～） 

□2020年芦屋市外国人住民アンケート実施（12/5～12/20） 

□メールでの情報発信（やさしい日本語・英語）の試行（1月～） 

□多文化共生理解講座（「はじめてのスペイン語講座」）（3/20）令和 2年度の改善内容

□アンケートによる外国人住民のニーズの把握 

□多言語及びやさしい日本語での効果的・効率的な情報提供（SNS・メール） 

現在認識している課題

□効果的・効率的な多言語での情報提供（継続） 

□多文化共生についての市民への周知 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

【総合評価】

市内在住外国人へアンケートを実施したので，アンケート結果から必要とする要望を研究
し，サービス向上を目指す必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
□多文化共生理解を深めるための講座を実施する。 

□災害時外国人支援講座を実施する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□効果的・効率的な多言語での情報提供（継続） 

□多文化共生についての市民への周知 

□外国人住民の活躍の場の創出

□ICTを活用した多言語での情報発信 

□多文化共生についての世代を超えて市民に知っていただけるよう
セミナーやイベントなどを行い，同時に外国人住民の活躍の場の創
出する。

02-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (58）



02-02-003

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 国際理解教育推進事業 事務事業番号

02 ②様々な交流が、多様な文化への理解と見識を深めている                           

010202010262

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 井岡　祥一

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 02 ②多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで、芦屋の文化があふれている               

施策目標

重点施策 01 ①多様な文化を持つ人々との交流を促進し，お互いの理解を深めます。

重点取組 04
④外国語によるスピーチコンテストの実施など，外国にルーツのある児童生徒と他の児童生徒が相互に学びあい，高
め合える機会を増やします。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成 元年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童，生徒 

【意図】 
・小学校における外国語指導の充実を目指し，専門性の高い外国
人講師を配置するとともに，中学校との滑らかな接続を目指した
研究・開発を実践する。 
・児童生徒の異文化に対する関心を高め，国際社会への関心を育
む。 
・日本語指導が必要な児童生徒の日本語習得を支援するととも
に，学ぶ意欲を持ち続ける子どもの育成を図る。 

【大きな目的】 
社会や経済のグローバル化が進展する中で，自国の伝統・文化を
尊重するとともに，他の国や地域について理解を深め，人権尊重
の精神を基盤として，異なる伝統・文化に敬意をはらう態度を育
成する。 

【全体概要】 
１　小学校外国語活動推進事業 
　　小学校英語力アップ事業（ALT配置） 
２　中学校ALT配置事業 
３　日本語指導ボランティア配置事業 
４　外国人児童生徒等に対する教育支援事業 
　　（初期日本語指導教室の設置） 
５　中学生の海外派遣事業（令和２年度は中止） 
６　日本語指導支援推進校事業（日本語指導補助員の配置） 
７　中学生英語スピーチコンテストの実施（代替：英語による芦屋市
紹介動画作成） 
８　幼稚園での外国語活動 
９　日本語指導研究推進校事業 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

21,334 住民1人当たり（円） 481.37

年　度 単位

合計 千円 31,200 45,334

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,069.1545,334 21,334 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

31,200

0 0

998 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 3,082 1,854

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 600 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 10,923

会計年度任用職員

活動配分 人 2.470

人

43,480 20,336 特記事項・備考

28,635

千円 27,518

0.820 0.950

7.050

うち経費 千円 0 0

1.650

正職員

人

8.000

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

02-02-003

02-02-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　小学校における採択した教科書に沿った授業と評価の研究 
２　中学校における新学習指導要領に沿った評価の研究 
３　日本語指導が必要な児童生徒に対する支援の在り方

令和 2年度の実施内容

１　小学校外国語活動実施時間数　３・４年生年間３５時間　５・６年生年間７０時間 
２　小学校ALT配置　５・６年生年間３５時間 
３　中学校ALT配置日数　１校あたり年間１８６日 
４　小学校外国語活動アンケート集約結果 
（１）積極的に英語を話そうとした児童の割合８４．６％（２）これからも英語を使ってみたいと思う児童の役割８８．９％ 
５　中学校英語スピーチコンテストの代替事業として，英語による芦屋市紹介動画を作成，DVDを学校園へ配布した。 
６　就学前，１・２年生において「英語であそぼう」を実施　１８１７人 
７　日本語指導ボランティアを５校に７人配置した。（ポルトガル語，スペイン語，フィリピノ語，中国語）また，芦屋市初期日本語指
導教室に４人配置した。 
８　中学生海外派遣事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

令和 2年度の改善内容

１　小学校における外国語の教科化に向けた授業力の向上 
２　評価についての研究 
３　初期日本語指導教室の運営

現在認識している課題

１　小学校における採択した教科書に沿った授業と評価の研究 
２　中学校における新学習指導要領に沿った評価の研究 
３　日本語指導が必要な児童生徒に対する支援の在り方

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

公立学校の授業の一環である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画に位置付けられている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

重要施策に大きく貢献する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

効果を見直し，次年度の計画に反映させている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

事業内容を分割すれば，他の事務事業と統合できる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

目的を達成させるための他の手段がない。

【総合評価】

小学校と中学校との滑らかな接続を目指したカリキュラムの研究・開発を行っていく必要
がある。また，中学校では令和３年度から実施される新学習指導要領に沿った授業や評価
について，研究を始める。日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する日本語指導につい
ては，研修の充実を図る必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストに対して効果が大きい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公立学校の授業の一環である。

令和　３年度の目標・改善内容
１　小学校におけるＡＬＴと連携した授業と指導方法の研究 
２　中学校における採択した教科書に沿った授業と評価の研究 
３　日本語指導が必要な児童生徒に対する支援の在り方 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

小学校と中学校との滑らかな接続を目指したカリキュラムの研究・
開発を行っていく。オンラインでの交流授業など，具体的な実践を
外国語教育部会を中心に実践する。また，中学校では令和３年度か
ら実施される新学習指導要領に沿った授業や評価について，研究を
始める。現在認識している課題を引き続き検討する。

小中学校外国語について，新学習指導要領に沿った研究を進める。
日本語指導について，継続して支援の在り方を探る。

02-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (59）



03-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 平和施策 事務事業番号

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

010301010092

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 田中　尚美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 01 ①非核・平和意識の高揚を図るため各種事業を充実します。

重点取組 01
①平和の大切さを再認識できるように，「平和首長会議」の提唱する非核・平和事業を実施するほか，平和講演会等
を実施するなど「みんなで考えよう　平和と人権」事業を拡充します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民が平和の大切さを再認識し，非核・平和の意識を高めるよう
に啓発する。 

【大きな目的】 
平和施策への取り組みと啓発により，市民の非核・平和への意識
を高める。 

【全体概要】 
・「みんなで考えよう平和と人権」事業や「平和首長会議」の提唱す
る事業を中心に非核・平和意識の高揚を図るための具体の取組を推進
する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

201 住民1人当たり（円） 60.37

年　度 単位

合計 千円 8,482 5,685

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

134.075,685 201 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

8,482

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 8,332

会計年度任用職員

活動配分 人 1.150

人

5,685 201 特記事項・備考

5,565

千円 8,482

1.100 0.780

0.000

うち経費 千円 0 0

0.050

正職員

人

0.780

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費活動配分変更による減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-001

03-01-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

・平和記録集・戦争体験記録集を活用し，教育委員会等と連携して戦争を知らない世代や若者に戦争の悲惨さや平和の大切さを継承して
いく。・教育委員会や関係団体と連携し，継続して「たゆまぬ平和への歩み」展や空爆パネル展を実施することで多くの市民の平和意識
の向上を図る。 ・第10回平和首長会議総会（広島市）に出席し，「2020ビジョン」に基づいた取組を行っていく。

令和 2年度の実施内容

□「たゆまぬ平和への歩み」展　令和2年5月・6月・7月・8月・10月　4千円 
□みんなで考えよう平和と人権　期間：令和2年7月13日～8月23日 市民センター，上宮川文化センター，男女共同参画センター等　内
容：平和ポスター展（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）　6千円　啓発映画会，平和の絵本の読み聞かせなど　□平和記録
集の増刷　41千円　　平和行進　1千円　 
□原爆死没者慰霊に係る半旗の掲揚，黙とうの実施　□「非核平和宣言都市・芦屋」看板掲出による啓発　66千円　　□核実験への抗議
アメリカ合衆国　1回 
□核兵器禁止条約の早期締結を求める署名　139筆　 
□平和首長会議メンバーシップ納付金　2千円 

令和 2年度の改善内容

戦争を知らない世代や若者に平和の大切さを継承していくため，広報あしや8月号（特集記事）で市立幼稚園の平和に関する取組等を紹
介した。また，啓発映画会は，子どもから大人まで参加しやすい内容にしたところ，アンケート結果において「平和意識が高まった」と
回答した割合は，94％であった。

現在認識している課題

戦争体験者が減少していく中で，戦争を知らない世代や若者に，戦争の悲惨さや平和の大切さをいかに伝え平和意識の醸成を図るかが課
題である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

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

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画の重点取組に位置づけられており，整合性はある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

「平和」であることは，まちづくりの大前提であり，意識啓発は欠かせない事業であるため，貢献度は大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

平和事業について関係課や関係団体と協議・調整・連携・協力して効果的に実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

関係課の事業内容と重複しないよう調整，連携し，多様な事業で意識啓発を行っている。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

常に効果的な事業を検討している。

【総合評価】

年3回(約5か月）の「たゆまぬ平和への歩み展」の実施，啓発映画会や平和の絵本の読み
聞かせなどを通して，幅広い年代に平和の大切さを伝え，平和意識の醸成を図った。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

啓発方法などを工夫することでコストを削減できる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
すべての市民に平和意識を浸透させるため，市民誰もが参加できるよう受益者負担を求めるべきではない。

令和　３年度の目標・改善内容
・教育委員会や関係団体と連携し，継続して「たゆまぬ平和への歩み」展を実施することで多くの市民の平和意識の向上を図る。 
・第10回平和首長会議総会（広島市）に出席し，「2020ビジョン」に基づいた取組を行っていく。 
・平和記録集・戦争体験記録集を活用し，教育委員会等と連携して戦争を知らない世代や若者に戦争の悲惨さや平和の大切さを継承して
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

戦争体験者が減少していく中で，戦争を知らない世代や若者に，あ
らゆる機会を通して戦争の悲惨さや平和の大切さについて継承して
いく必要がある。

平和教育・啓発において，教育委員会や関係団体と連携し，幅広い
世代に平和について考える機会を作っていく。

03-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (60）



03-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 人権啓発事業 事務事業番号

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

010301020083

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 田中　尚美

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

課題別計画 芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 02 ②「人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」に基づき人権啓発事業に取り組みます。

重点取組 01
①お互いの人権を尊重する社会を目指して，「日々の生活と人権を考える集い」などの人権啓発事業に工夫を加え実
施します。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
すべての市民の人権尊重の意識を高める。 

【大きな目的】 
全ての市民の人権が尊重されるまちを実現する。 

【全体概要】 
第4次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針に基づき，各種
啓発事業を実施する。 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,281 住民1人当たり（円） 133.49

年　度 単位

合計 千円 15,457 12,572

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

296.5012,572 2,281 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

15,457

0 0

1,497 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 1,071 1,087

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,529

会計年度任用職員

活動配分 人 1.610

人

11,485 784 特記事項・備考

8,776

千円 14,386

1.510 1.300

0.000

うち経費 千円 0 0

0.100

正職員

人

1.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費活動配分の変更による減。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-002

03-01-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

・第4次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針を策定する。 
・人権週間記念事業は，市制80周年事業と連携して実施する。 
・人権講演会等の啓発事業は，参加者を増やすために他のイベント等と連携し実施する。 

令和 2年度の実施内容

□第4次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針の策定　1,997千円　 
□日々の生活と人権を考える集い2020　令和2年12月5日 場所：保健福祉センター3階多目的ホール　　内容：伊藤真波氏講演会　参加
者：107人　330千円 
□人権講演会　令和2年10月24日　場所：上宮川文化センター3階ホール　 
内容：東小雪氏講演会　参加者：62人　385千円 
□ふれ愛シネサロン　364千円 
第66回　令和2年8月22日　2回上映　上宮川文化センター3階ホール　参加者：100人 
第67回　令和3年2月6日（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止） 
□ポスター掲出：4月・6月・8月・11月・12月　　□横断幕掲出：5月・8月・12月 
□職員人権研修（3回実施）  

令和 2年度の改善内容

職員人権研修は，一部講義形式でなくＤＶＤ等を活用した研修に変更したところ受講者の増加につながった。

現在認識している課題

啓発事業に参加する世代の拡大を図る必要がある。 

[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

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律5条に基づく事業である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

意識啓発は欠かせない事業である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

人権が尊重される社会がまちづくりの大前提であり，貢献度は大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

計画どおり第4次人権教育・人権啓発に関する総合推進指針を策定した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

人権啓発事業は，上宮川文化センター等においても実施しているため，共同で事業を実施することができる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

教育委員会等と連携することで，内容の改善を図り，効果的な人権教育・人権啓発を行うことができる。

【総合評価】

第4次人権教育・人権啓発に関する総合推進指針を懇話会や市民の意見を取り入れながら
策定した。新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら，障がい者や性的マイノリ
ティをテーマとして講演会などを実施し多様性を尊重する意識の醸成を図った。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

県の補助事業として実施したり他課の事業と連携することで，コスト削減の余地がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
人権教育・人権啓発は，誰もが参加できるように負担を求めるべきでない。

令和　３年度の目標・改善内容
・第4次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針の方向性に沿った進行管理を行い，効果的な啓発を実施する。 
・人権週間記念事業は，市制80周年事業と連携して実施する。 
・人権講演会等の啓発事業は，参加者を増やすために関係課や関係機関と連携し実施する。 

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

関係課等と連携を図り相互に情報交換や連絡調整をしながら，あら
ゆる人権課題について市民への啓発や職員の意識向上を進めていく
必要がある。 

第4次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針の方向性に
沿った人権教育・啓発事業を実施する。

03-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (61）



03-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 隣保館事業 事務事業番号

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

010301020087

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 渡邊　一義

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 02 ②「人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」に基づき人権啓発事業に取り組みます。

重点取組 01
①お互いの人権を尊重する社会を目指して，「日々の生活と人権を考える集い」などの人権啓発事業に工夫を加え実
施します。

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和38年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
社会福祉法，隣保館設置運営要綱，芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
市民の人権意識の向上 

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

【全体概要】 
□教育啓発事業 
□民生就労促進事業 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

6,062 住民1人当たり（円） 259.85

年　度 単位

合計 千円 24,802 24,472

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

577.1424,472 6,062 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

24,802

0 0

8,019 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 8,313 8,019

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 519 420 441

人口 94,177

うち人件費合計 千円 19,307

会計年度任用職員

活動配分 人 4.360

人

16,033 -2,398 特記事項・備考

19,390

千円 15,970

1.400 1.200

3.200

うち経費 千円 0 0

2.960

正職員

人

4.400

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-003

03-01-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□高齢者の生活支援のため，生活・福祉・健康などの指導と積極的な家庭訪問を推進する中で地域福祉を推進する。

令和 2年度の実施内容

□関係機関との連携し，総合相談・継続的相談事業を行い，要援護世帯等の支援を行い，問題解決に向けた。 
□高齢化に伴い，住民の身体と生活に変化が出てきており，積極的な家庭訪問の実施や地域住民（団体）や民生委員の情報など細やかな
ニーズの把握に努めた。 
□人権啓発・交流の拠点として，コロナ禍において，感染防止対策を実施しながら，映画会・展示会等を開催した。 
□住宅入居者に社会的ハンディを持った世帯が入居しており，この層の相談指導・支援ニーズに対応していくため，関係機関等の協力を
得て情報収集に努めた。

令和 2年度の改善内容

事業内容に同じ。

現在認識している課題

低所得者，高齢者を抱える家庭，１人暮らしの高齢者の自立支援が必要とされている。この現状に対する対策が求められている。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

地域の相談，支援活動に関係機関と連携しながら取り組んでいる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
□自立支援としての各種相談援助事業を行うと共に，高齢化等に対応した地域福祉の増進。 
□人権，平和などの幅広い視野から，教育・啓発事業を実施し，施設の設置目的の実行を図る。

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

低所得者，高齢者を抱える家庭，１人暮らしの高齢者の自立支援が
必要とされている。

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

03-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (62）



03-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 上宮川文化センター管理運営 事務事業番号

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

010301020086

担当所属 市民生活部上宮川文化センター 担当課長名 渡邊　一義

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 02 ②「人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」に基づき人権啓発事業に取り組みます。

重点取組 02
②上宮川文化センターでは，人権啓発，住民交流の拠点施設として，地域福祉や人権意識の向上を担い得る機関とな
るように，講演会などを充実し，市民が親しみやすい各種事業を実施します。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和61年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

事業概要

【対象】 
市民 

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

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

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

22,155 住民1人当たり（円） 499.55

年　度 単位

合計 千円 43,117 47,046

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,109.5247,046 22,155 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

43,117

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,391 1,794 1,631

人口 94,177

うち人件費合計 千円 16,390

会計年度任用職員

活動配分 人 3.490

人

45,252 20,524 特記事項・備考

18,124

千円 40,726

2.050 2.180

1.600

うち経費 千円 7,840 8,187

1.440

正職員

人

3.780

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 7,840 8,187

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-004

03-01-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□備品の経年劣化による更新 
□来館者数の向上

令和 2年度の実施内容

備品等が安全に利用できるか点検を行った。 
コロナ禍において，感染防止対策を行いながら，開かれたコミュニティセンターとして，住民交流の場の提供を行った。

令和 2年度の改善内容

実施内容に同じ

現在認識している課題

□備品の経年劣化による更新 
□コロナ禍における，来館者数の向上

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

電力契約，包括管理業務委託を実施しているため

【総合評価】

引き続き，開かれたコミュニティセンターとしての住民交流の場の提供を図る。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
□備品類の経年劣化による更新 
□コロナ禍における，来館者数の向上

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

□備品類の経年劣化による更新 
□コロナ禍における，来館者数の向上

コロナ禍において，感染防止対策を行いながら，開かれたコミュニ
ティセンターとして，住民交流の場の提供を行う。

03-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (63）



03-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 人権教育推進 事務事業番号

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

010301020089

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 02 ②「人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」に基づき人権啓発事業に取り組みます。

重点取組 03
③市民や職員が人権教育推進の担い手となるように，人材育成に取り組むとともに，芦屋市人権教育推進協議会の事
業を支援します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

事業概要

【対象】 
市民 
市内学校園・保育所などの公的機関の教職員，市職員など。 

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

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

【全体概要】 
□人権に関する学習機会の充実 
□社会教育関係機関・団体との連携 
□県・近隣市との連携 
□芦屋市人権教育推進協議会の活動を支援。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

1,344 住民1人当たり（円） 50.82

年　度 単位

合計 千円 5,111 4,786

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

112.874,786 1,344 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

5,111

0 0

50 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 36 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 3,757

会計年度任用職員

活動配分 人 0.930

人

4,786 1,294 特記事項・備考

3,695

千円 5,075

0.230 0.250

0.600

うち経費 千円 0 0

0.700

正職員

人

0.850

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-005

03-01-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

□芦屋市人権教育推進協議会の活動がより円滑に，かつ充実するよう支援する。

令和 2年度の実施内容

□芦屋市人権教育推進協議会への補助金交付　907,246円 
□学校，幼稚園，保育所等への啓発冊子の配布  
□成人式での啓発グッズの配布  
□人権教育啓発用ＤＶＤの購入  
□芦屋市人権教育推進協議会が実施する講演会・研修会の支援  
□芦屋市人権教育推進協議会が開催する講演会や研究大会(書面開催)を職員研修として位置づけ，人材育成に取り組んだ。

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

芦屋市人権教育推進協議会のＰＴＡ部会の復活

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

社会教育としても人権教育の推進は必要である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている」の基調を醸成する。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

人権意識の向上により，安全・安心で充実した教育環境に寄与する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

基本計画に沿った人権教育・啓発活動を行い，芦屋市人権教育推進協議会の活動を支援している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

他部署（主に人権・男女共生課）で行っている人権に関する事業との整理や統合が検討できる。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

活動内容と実施事業を広く周知することにより，芦屋市人権教育推進協議会の活動効果を高められる可能性がある。

【総合評価】

県・阪神地区・芦屋市人権教育推進協議会への支援や人権推進課との連携による人権教育
の推進は適切に行われている。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

人権教育・啓発活動に必要な経費であると認識しており，削減は難しいと考える。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
芦屋市人権教育推進協議会の活動がより円滑かつ充実するよう継続して支援する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□芦屋市人権教育推進協議会のＰＴＡ部会の復活に向けて働きかけ
る。

□芦屋市人権教育推進協議会との協力及び人権推進課との連携を図
りながら事業を進める。

03-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (64）



03-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，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

令和 3年度 令和 2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

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

010301030550

担当所属 市民生活部市民課 担当課長名 細山　由美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 03 ③全ての市民の人権が守られるよう取り組みます。

重点取組 01
①住民票などの不正請求，不正取得により市民の人権が侵害されないように，本人通知制度の周知と適正な運用を行
います。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 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

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） 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

190,260 住民1人当たり（円） 3,023.05

年　度 単位

合計 千円 234,529 284,702

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

6,714.35284,702 190,260 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

234,529

0 0

111 世帯数

0

42,402

82,009 78,636

県費 千円 102 104

31,443

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 30,587 30,642 31,004

人口 94,177

うち人件費合計 千円 115,183

会計年度任用職員

活動配分 人 22.060

人

171,947 80,509 特記事項・備考

117,727

千円 172,397

11.290 9.840

14.550

うち経費 千円 0 0

10.770

正職員

人

24.390

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費の高騰等に伴い市民課窓口業務委託費が増額となった。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-006

03-01-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

諸手続きにおいて，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。

令和 2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 
・マイナンバー（個人番号）カード，個人番号通知書に係る事務 
・本人通知制度事務 
　※本人通知制度については，令和元年度に人口の1％登録目標を達成した。 
　　令和２年度末の登録者数は１,１５６人

令和 2年度の改善内容

マイナンバーカード取得促進のため，臨時の出張申請窓口を実施。

現在認識している課題

・諸手続きにおいて，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。 
・行政手続きのデジタル化に向け，マイナンバーカードの交付率を向上させる必要がある。

[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] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

【総合評価】

行政手続きのデジタル化に関連して，申請等における押印の廃止や，マイナンバーカード
交付率向上のため交付臨時窓口開設準備に取り組んだ。今後も引き続き，諸手続きにおい
て個人情報の取扱いに十分留意しつつ迅速な対応と正確な処理を行う。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
・諸手続きにおいて，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。 
・引き続き行政手続きのデジタル化に関する取組を進める。 
①マイナンバーカードの交付率増加のためのコンビニ交付の周知・カード交付臨時窓口の開設及び運営 
②戸籍連携・国外転出者のマイナンバー利用のためのシステム改修 

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

・諸手続きにおいて，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。 
・デジタル手続法施行に伴うマイナンバー関連の制度改正に適切に
対応する。

・諸手続きにおいて，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。 
・デジタル手続法施行に伴うマイナンバー関連の制度改正に適切に
対応する。

03-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (65）



03-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 人権擁護事業 事務事業番号

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

010301030082

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 田中　尚美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 03 ③全ての市民の人権が守られるよう取り組みます。

重点取組 02
②市民一人一人の権利が尊重され安心して暮らすことができる環境づくりを進めるため，支援が必要な高齢者や障が
いのある人たちを支える市民後見人の養成や，その活動を支援します。

実施区分 直営，負担金 財源

事業期間 昭和24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
人権擁護委員法

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
人権擁護 

【大きな目的】 
全ての市民の人権が尊重されるまちを実現する。 

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

□パートナーシップ宣誓制度 
□特設人権相談所開設 
□人権教室等の人権啓発活動 
□ＬＧＢＴ電話相談 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

588 住民1人当たり（円） 73.96

年　度 単位

合計 千円 2,802 6,965

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

164.266,965 588 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

2,802

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 1 2 2

人口 94,177

うち人件費合計 千円 2,262

会計年度任用職員

活動配分 人 0.310

人

6,963 586 特記事項・備考

6,398

千円 2,801

0.300 0.900

0.000

うち経費 千円 0 0

0.010

正職員

人

0.900

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費活動配分の変更による増。 

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-01-007

03-01-007

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

・パートナーシップ宣誓制度の導入し，市民へ制度の周知を図る。 
・引き続き法務局や人権擁護委員と連携して，人権擁護活動，人権啓発活動の充実を図る。 
・ＬＧＢＴ電話相談の周知を図る。

令和 2年度の実施内容

□パートナーシップ宣誓制度の導入（令和2年5月17日）　宣誓件数：2件 
□特設人権相談所の開設　20回　相談件数：16件 
□人権の花運動　令和2年5月～10月　西山幼稚園 
□人権教室　令和2年12月18日　西山幼稚園　61人 
□ＬＧＢＴ（セクシュアルマイノリティ）電話相談　24回　相談件数：48件　385千円 
□講演会や啓発映画会での啓発活動 
□西宮人権擁護委員協議会分担金　169千円 

令和 2年度の改善内容

パートナーシップ宣誓制度導入を広報紙や広報番組などで広く市民に周知した。あわせてＬＧＢＴ電話相談の周知を図ったことで相談件
数の増加につながった。

現在認識している課題

多様化，複雑化する人権課題に対応するため，法務局や人権擁護委員と連携し，人権啓発活動を推進していく必要がある。インターネッ
トやＳＮＳの使用が低年齢化しているため，スマホ・ケータイ人権教室の実施回数を増やしていく必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

人権擁護委員法に基づき，法務局，人権擁護委員と協力して市が行うべき事業である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標を実現するために，人権擁護活動，啓発活動は欠かせない事業である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

人権尊重の社会は，まちづくりの大前提であり貢献度は大きい。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

ＬＧＢＴ電話相談の実施やパートナーシップ宣誓制度を開始した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

法務局と連携した人権擁護委員法に基づく活動であり，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

法務局と連携した事業などであることから，手段変更はできない。

【総合評価】

性的マイノリティの方々がより自分らしく生きられるよう，また，多様性への理解が広ま
ることを目指して，パートナーシップ宣誓制度を導入した。また，LGBT電話相談や法務局
や人権擁護委員と連携した人権相談により，悩みを抱える人の問題解決に向け支援した。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

経費の大半は，ＬＧＢＴ電話相談や西宮人権擁護委員協議会分担金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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
・県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体との連携を図る。 
・引き続き法務局や人権擁護委員と連携して，人権擁護活動，人権啓発活動の充実を図る。 
・ＬＧＢＴ電話相談の周知を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

パートナーシップ宣誓制度の導入を機に，性的マイノリティに対す
る理解を深めるための啓発を継続して行っていく必要がある。 
人権教室の実施校，実施回数を増やしていく必要がある。

法務局や人権擁護委員と連携して，市民に対して人権啓発を行う機
会を増やしていく。 
人権教室の実施校，実施回数を増やしていく。

03-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (66）



 03-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　03-01-008

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

市民生活部上宮
川文化センター

市民 センター利用者が安全，安心，快適
に施設・設備（空調など）を利用で
きること。施設・設備の耐久性が維
持されること。 

センター利用者が安全，安心，快適
に施設・設備（空調など）を利用で
きること。施設・設備の耐久性が維
持されること。 

21,040 0   実施なし   実施なし

福祉部地域福祉
課

戦争犠牲者等遺族並
びに市内の原爆被害
者 

戦没者追悼式開催に係る補助，慰霊
碑への供花奉献並びに原爆被害者に
対する栄養補給物資の支給を行う。 

戦没者の御霊に対する慰霊と感謝の
誠をささげ，永遠の平和と郷土の繁
栄を祈念してその実現に寄与する。 

3,149 4,366 □戦没者合同追悼式を市主催で実施 
□第１１回戦没者特別弔慰金事務の
円滑な実施 
□戦争犠牲者の慰霊碑への供花及び
原爆被害者に対する栄養補給物資の
支給 

□戦没者合同追悼式の実施　２１４千円 
□戦争犠牲者の慰霊碑への供花料　６７千円 
□原爆被害者に対する栄養補給物資の支給　６６千円（５０件分） 
□兵庫県遺徳顕彰会分担金　５６千円 
□その他事務用品　３千円 

担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕 令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている

施策目標 ①平和と人権を尊重する意識が行き渡っている

010301040088 上宮川文化セン
ター施設補修事
業

010301044025 戦争犠牲者等援
護事業

事務事業
番号

事務事業名

 03-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　03-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (67）



03-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

集会施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 男女共同参画センター事業 事務事業番号

02 ②男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている                            

010302010351

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 田中　尚美

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

課題別計画 第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 01 ①性別による固定的な役割分担意識の解消などにより，女性の社会参画を進めます。

重点取組 01
①各種講座の開催，「ウィザス」の定期発行，ウィザスあしやフェスタの開催等による啓発や女性のための悩み・法
律相談による支援等，性別による固定的な役割分担の意識の解消のための取組を進めます。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 6年度 ～ 会計種別

根拠法令等
男女共同参画社会基本法，芦屋市男女共同参画推進条例，芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会のあらゆる分野で，女性と男性が対等なパートナーとして参
画できる社会の実現を目指し，講座等の学習会や交流会などの活
動を通して女性がエンパワメントする事業を展開 

【大きな目的】 
男女共同参画社会の実現 

【全体概要】 
□男女共同参画センターの管理・運営 
□登録団体等の育成及びネットワーク活動の支援 
□男女共同参画センターフェスタの開催 
□啓発講座等の実施 
□啓発紙（センター通信ウィザス）の発行・配布 
□男女共同参画週間事業の実施 
□国際女性デー事業の実施 
□女性の悩み相談(心の悩み相談,家事調停相談)，女性のための法律相
談の実施，各種相談との連携 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

3,783 住民1人当たり（円） 259.91

年　度 単位

合計 千円 29,610 24,478

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

577.2824,478 3,783 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

29,610

0 0

49 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 54 37

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 164 83 114

人口 94,177

うち人件費合計 千円 25,248

会計年度任用職員

活動配分 人 4.000

人

24,358 3,620 特記事項・備考

20,694

千円 29,392

3.000 2.370

1.000

うち経費 千円 0 0

1.000

正職員

人

3.370

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナウイルス感染症拡大による一部講座・事業の中止に伴い，講師への謝礼や託児に伴う一時保育謝金が減額となったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-02-001

03-02-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

・男女共同参画センターの認知度向上のため，より効果的な方法を検討する。 
・第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく啓発事業の実施

令和 2年度の実施内容

・男女共同参画センターの管理・運営 
・登録団体等の活動及びネットワークづくりの支援 
・啓発講座等の実施 
・啓発紙（センター通信「ウィザス」）の発行・配布（年４回発行） 
・男女共同参画週間事業の実施（男女共同参画に関するパネル展示） 
・女性の悩み相談（心の悩み相談，家事相談），女性のための法律相談 
・情報コーナーにおける図書及びDVDの貸出し

令和 2年度の改善内容

事業内容を変更したり，会場設営を工夫するなど新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じながら，講座・事業を継続して実施した。
また昨年度より実施している図書イベント「BOOK WEEK」を通して，男女共同参画センターの周知を行った。

現在認識している課題

継続して男女共同参画センターの認知度の向上を図る必要がある。また男女共同参画センター登録団体が年々減少しているため，支援の
方法等について検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

男女共同参画社会基本法，芦屋市男女共同参画推進条例，芦屋市男女共同参画行動計画に基づき市が実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標３－２，重点施策３－２－１に位置づけられている事業である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

計画に基づく進行管理を行い，より効果的な事業実施に努めている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

講座の実施方法などについて，さらに効果的な方法を検討する余地はある。

【総合評価】

新型コロナ感染症拡大防止対策を十分講じながら，女性相談は中止することなく実施し
た。講座やセミナーについても時期の延期，実施方法の変更などで対応しながら開催する
ことで,男女共同参画意識の向上を図ることができた。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減余地あり

他機関や包括連携協定先との共催などによりコスト削減の余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
講座の実施において，受講者が負担すべき受講料や一時保育料などは既に適正な負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
・男女共同参画センターの認知度向上のためのより効果的な方法の検討 
・第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく啓発事業の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

男女共同参画センターの認知度の向上を図るとともに，男女共同参
画センターの登録団体への支援の方法等について検討を行う。

第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づき，男女共同
参画への関心と理解をより深めるための啓発事業を実施する。

03-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (68）



03-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 男女共同参画推進施策 事務事業番号

02 ②男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている                            

010302010349

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 田中　尚美

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

課題別計画 第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン，第２次配偶者等からの暴力対策基本計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 01 ①性別による固定的な役割分担意識の解消などにより，女性の社会参画を進めます。

重点取組 03
③長時間労働の抑制，育児休業や介護休暇の取得促進等により，子育てや介護を支える環境整備の推進に取り組み，
ワーク・ライフ・バランスを促進します。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 3年度 ～ 会計種別

根拠法令等
男女共同参画社会基本法，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律，売春防止法，ストーカー行為等の
規則等に関する法律，芦屋市男女共同参画推進条例

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
社会のあらゆる分野で，女性と男性が対等なパートナーとして参
画できる男女共同参画社会の実現に向けた施策の展開 

【大きな目的】 
男女共同参画社会の実現 

【全体概要】 
□男女共同参画推進条例（H21.3月制定）に基づく啓発 
□男女共同参画推進審議会の設置･運営（H21～） 
□第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（第２次女性活躍推
進計画を含む）（H30～H34），第２次配偶者等からの暴力対策基本計
画（H30～H34）の推進及び進行管理（実績報告及び実施計画の作成） 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

3,110 住民1人当たり（円） 53.47

年　度 単位

合計 千円 3,889 5,036

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

118.775,036 3,110 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

3,889

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 3,721

会計年度任用職員

活動配分 人 0.500

人

5,036 3,110 特記事項・備考

4,837

千円 3,889

0.500 0.650

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.650

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

男女共同参画推進審議会について，平成３１年度は１回の実施だったが，令和２年度は２回実施したため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-02-002

03-02-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく実施計画の推進

令和 2年度の実施内容

・男女共同参画推進審議会の開催（年２回） 
・第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（第２次女性活躍推進計画を含む。），第２次配偶者等からの暴力対策基本計画の進行
管理（実績報告及び実施計画の作成）

令和 2年度の改善内容

各計画の進行管理調書において，各事業を，今後「発展・充実」が必要なもの，「継続」すべきもの，既に「完了」したものの３つに分
類し，より重点的に取り組むべき事業が分かりやすくなるよう見直した。

現在認識している課題

第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づき進行管理すべき事業数は１３３事業と多く，事業内容・担当所管が多岐にわたっ
ており，所管課が行う実績に対する評価の捉え方に差異が生じているため，統一的な評価ができるよう検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

男女共同参画社会基本法，芦屋市男女共同参画推進条例，芦屋市男女共同参画行動計画に基づき市が実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標３－２，重点施策３－２－１に基づき実施している事業である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

第4次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン及び第2次配偶者からの暴力対策基本計画の
進行管理について，より分かりやすい評価となるよう分類方法を見直した。また，次期計
画の策定資料となるよう令和３年度実施の市民・職員意識調査の項目を審議会等の意見や
他機関の情報を参考に検討を重ね設定した。次年度は調査の実施と次期計画策定の有効な
資料となるよう分析を行う必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

さらなる費用削減は難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
・第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランに基づく実施計画の推進 
・第５次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン策定の基礎資料とするための男女共同参画に関する市民・職員意識調査の実施

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

優先順位をつけたうえで，第４次男女共同参画行動計画ウィザス・
プランに基づく男女共同参画の効果的な啓発を推進する。

第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プランの推進及び進行管理
（実績報告及び実施計画の作成），男女共同参画に関する市民・職
員意識調査の実施

03-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (69）



03-02-003

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

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 女性の活躍推進事業 事務事業番号

02 ②男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている                            

010302014009

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 小杉　頼子

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

課題別計画 第４次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（第２次女性活躍推進計画を含む）

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 01 ①性別による固定的な役割分担意識の解消などにより，女性の社会参画を進めます。

重点取組 04 ④女性の職業生活における活躍を推進するため，計画を策定し，相談などの支援を行います。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成27年度 ～ 令和 7年度 会計種別

根拠法令等
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律，男女共同参画社会基本法

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
女性が自らの意思によって職業生活はもちろん，それ以外の地域
活動，家事及び育児等すべてにおいて自己の個性と能力が十分発
揮され，自分らしい活躍ができるよう豊かで活力ある社会の実現
を図る。 

【大きな目的】 
男女共同参画社会の実現 

【全体概要】 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（H27.9.4～H38.3.31
までの10年の時限立法）に基づく国及び県の基本方針を勘案して，
「女性活躍推進計画」（H29.3）の次に新たに策定した「第２次女性活
躍推進計画」に基づき女性の活躍を促進する。 
□女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う附属機関である「女性
活躍推進会議」の開催 
□女性活躍コーディネーター（会計年度任用職員）による，女性活躍
相談（再就労・継続就労・就労・起業等）及び支援を行う。 
□効果的な事業の広報に努める。 
□多様な働き方や活躍の場の提案を行う。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

6,717 住民1人当たり（円） 186.71

年　度 単位

合計 千円 45,764 17,584

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

414.7017,584 6,717 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

45,764

0 0

1,946 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 1,563 3,897

14,940

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 1,743 1,326 1,368

人口 94,177

うち人件費合計 千円 15,268

会計年度任用職員

活動配分 人 2.500

人

12,361 3,403 特記事項・備考

11,275

千円 27,518

1.500 0.940

1.000

うち経費 千円 0 0

1.000

正職員

人

1.940

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

旧宮塚町住宅の整備事業の終了により減となっている。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-02-003

03-02-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

女性活躍推進に関する啓発講座等の実施

令和 2年度の実施内容

女性活躍コーディネーターによる女性活躍相談の実施 

女性活躍に関する啓発事業・講座の実施 

女性活躍推進会議の運営 

ＡＳＨＩＹＡ ＲＥＳＵＭＥ事業 

旧宮塚町住宅活用事業

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，オンラインで受講できる講座や相談を行った。

現在認識している課題

女性活躍相談の認知や利用率の向上 

ＡＳＨＩＹＡ　ＲＥＳＵＭＥ事業の認知 

[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

女性活躍推進法や芦屋市男女共同参画推進条例，女性活躍推進計画などに基づき実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画施策目標3-2，重点施策3-2-1に基づく事業を実施している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

女性の活躍推進とともに芦屋の魅力発信としてのエリアブランディングの一端を担っている。

[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るか

総合評価 概ね実行している

事業ごとのアンケートや年度ごとの振り返り，計画に基づく進行管理を行い次年度に活かすように努めている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

一部類似の事業があり統合の方向で検討を行う

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

講座の実施方法や切り口などの工夫により可能性はある。

【総合評価】

直営と委託を組み合わせて実施していることで，事業全体としては良い結果となっている
と考えるが，誰もが参加しやすい芦屋リジューム事業の事業展開や，事業全体の認知度の
向上などに努めながら実施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，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

多様な団体や優秀な人材とつながり協力することで可能性はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 近隣の同類事業と比較して負担額が小さい
近隣の同類事業と比較して負担額が小さい

令和　３年度の目標・改善内容
第２次女性活躍推進計画に基づき事業を実施する。 

４年間の実施状況を踏まえてＡＳＨＩＹＡ ＲＥＳＵＭＥ事業を実施する。 

旧宮塚町住宅を活用し，地域の活性化を進める。

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

ＡＳＨＩＹＡ　ＲＥＳＵＭＥ事業の周知や誰もが参加しやすい事業
展開 

女性活躍相談の認知や利用率の向上 

第２次女性活躍推進計画に基づく進行管理と広報を意識した事業の
実施を進める。

03-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (70）



03-02-004

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，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 婦人保護事業 事務事業番号

02 ②男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている                            

010302024010

担当所属 市民生活部人権・男女共生課 担当課長名 小杉　頼子

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

課題別計画 第２次配偶者等からの暴力対策基本計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 03 ③お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている                          

施策目標

重点施策 02 ②性別による人権侵害の防止，啓発に努めます。

重点取組 01
①ＤＶ被害者の相談窓口を充実し，被害者の早期発見，安全確保を図り，幅広い関係機関との連携のもと，切れ目の
ない自立支援を行います。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成23年度 ～ 会計種別

根拠法令等
男女共同参画社会基本法，配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律，売春防止法，ストーカー行為等
の規制等に関する法律

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
配偶者等からの暴力に係る通報，相談，一時保護の同行支援，自
立支援等の体制を整備し，配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の保護を図る。 

【大きな目的】 
一人ひとりの人権が尊重され，安心して暮らすことができる社会
の実現 

【全体概要】 
□配偶者暴力相談支援センターの運営 
□婦人相談員の配置 
□ＤＶ被害者等からの相談，一時保護の同行支援，自立支援，関係機
関との連携 
□第２次配偶者等からの暴力対策基本計画の推進及び進行管理（H30～
H34） 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

235 住民1人当たり（円） 166.24

年　度 単位

合計 千円 15,762 15,656

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

369.2315,656 235 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

15,762

0 0

0 世帯数

0

42,402

2,309 2,309

県費 千円 0 0

2,273

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 15,652

会計年度任用職員

活動配分 人 3.000

人

13,347 -2,074 特記事項・備考

15,555

千円 13,489

1.000 0.940

2.000

うち経費 千円 0 0

2.000

正職員

人

2.940

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

03-02-004

03-02-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

婦人保護事業の実施

令和 2年度の実施内容

配偶者暴力相談支援センターを運営し，ＤＶ被害者の支援等を関係機関と連携して行った。

令和 2年度の改善内容

facebookでの記事掲載やホームページの内容を充実させるなど，ＤＶ相談室をはじめとする相談先の周知

現在認識している課題

関係課や関係機関のＤＶ被害者支援に係る知識の向上 
相談員の資質向上 

[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

ＤＶ防止法及び第２次芦屋市配偶者等からの暴力対策基本計画に基づき市が実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

施策目標３－２，重点施策３－２－２に基づき実施している施策である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

コロナ禍において相談したい方が相談できないということがないよう，ＤＶ相談室をはじ
めとする相談先の周知に努めるとともに，相談者には安心して暮らすための情報提供や自
立に向けた支援など，状況に応じて関係課・関係機関と連携し，適切に対応することがで
きた。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
ＤＶ被害者等の安全確保を図り，関係機関との連携のもと，適切な支援を行う。

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

関係課や関係機関のＤＶ被害者支援に係る知識の向上 関係課・関係機関との連携を強化し，ＤＶ被害者の支援と安全確保
に取り組む。 

第２次配偶者等からの暴力対策基本計画の推進及び進行管理を行
う。

03-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (71）



04-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2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

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401010570

担当所属 教育委員会管理部管理課 担当課長名 竹内　典子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 01 ①就学前の子どもの健やかな発達を保障する教育・保育を提供します。

重点取組 01
①「就学前カリキュラム」に基づき，幼稚園，保育所（園），認定こども園の連携を深め，質の高い教育・保育が受
けられるように取り組みます。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等

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等 
教育振興基本計画の策定及び進行管理 
教育振興基金の運用 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

6,656 住民1人当たり（円） 298.28

年　度 単位

合計 千円 23,187 28,091

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

662.4928,091 6,656 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

23,187

0 0

698 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 29 3,939

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 1,391 2,030 2

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,822

会計年度任用職員

活動配分 人 1.880

人

22,122 5,956 特記事項・備考

15,540

千円 21,767

1.400 1.500

1.080

うち経費 千円 0 0

0.480

正職員

人

2.580

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

・第３期芦屋市教育振興基本計画の策定 
・教育委員会７０周年記念誌の作成

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-001

04-01-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2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。 
第2期教育振興基本計画の進行管理を適切に行う。

令和 2年度の実施内容

□市立幼稚園・保育所のあり方：地域・保護者向け説明会の随時開催，専門部会において認定こども園設置に係る運営・施設・保育内容
等の検討を行った。 
□教育振興基金積立金　2,261千円 
□第３期芦屋市教育振興基本計画　4,522千円 
□教育委員会７０周年記念誌印刷　1,312千円 
□一般管理事務経費 
・需用費（就学通知書印刷費，参考図書費，新聞代，事務用品等）1,369千円 
・使用料・賃借料（複写機使用料，通行料等）　851千円 
・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）　1,485千円 
・その他　751千円

令和 2年度の改善内容

「市立幼稚園・保育所のあり方」について，幼稚園の廃園，市立こども園の諸手続き及び専門部会において運営・保育内容等検討を行っ
た。

現在認識している課題

「市立幼稚園・保育所のあり方」について，実行段階に入っており，引き続き，地域住民・保護者等へ丁寧に説明を行う必要がある。

[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

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] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

【総合評価】

教育行政の円滑な運営に資するものとして有効である。引き続き，経費削減に取り組んで
いく。「市立幼稚園・保育所のあり方」については，引き続き丁寧な説明を行い，着実に
進めて
いく。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
教育委員会事務局での一般管理事務及び第2期教育振興基本計画の進行管理を適切に行なうととともに，「市立幼稚園・保育所のあり
方」に基づいた今後の施設整備について，市長部局と連携し地域住民・保護者へ引き続き丁寧な説明を行う。

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

あり方を着実に進めるため，地域住民・保護者へ随時丁寧な説明を
行っていく必要がある。

将来にわたるすべての就学前の子どもたちにとって最善の利益に繋
がるよう「市立幼稚園・保育所のあり方」を着実に進めていく。

04-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (72）



04-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市立保育所・認定こども園の運営業務 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401010189

担当所属 こども・健康部子育て推進課（子育て施設） 担当課長名 茶嶋　奈美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 01 ①就学前の子どもの健やかな発達を保障する教育・保育を提供します。

重点取組 01
①「就学前カリキュラム」に基づき，幼稚園，保育所（園），認定こども園の連携を深め，質の高い教育・保育が受
けられるように取り組みます。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例，同施行規則，芦屋市特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例，芦屋市延長保育事業実施要綱，芦屋市一時預かり事業実施要綱，
芦屋市インクルーシブ教育・保育事業実施要綱

事業概要

【対象】 
　保護者の就労や病気などの理由で昼間に保育を必要とする乳・
幼児（0歳から就学前までの児童）に対し教育・保育を行なう。
認定こども園において満3歳以上の就学前児童に対する教育・保
育を行なう。 

【意図】 
　市立保育所及び認定こども園の適正な運営。 

【大きな目的】 
良質かつ適切な特定教育・保育を行ない，子どもの健やかな成長
を目指す。 

【全体概要】 
□保育の実施 
　通常保育，延長保育，インクルーシブ教育・保育，食育，児童の健
康管理（嘱託医との調整）等 
□保育所運営に必要な一般事務 
　保育所入所業務，保育料徴収業務，保育システム保守，その他支払
業務（報酬・臨職賃金，保育等の消耗品，賄材料費，他市委託業務
他）等 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

120,077 住民1人当たり（円） 9,118.85

年　度 単位

合計 千円 785,356 858,786

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

20,253.43858,786 120,077 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

785,356

0 0

20,629 世帯数

0

42,402

30,217 25,616

県費 千円 34,524 56,985

16,177

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 32,999 36,314 62,164

人口 94,177

うち人件費合計 千円 689,395

会計年度任用職員

活動配分 人 123.710

人

735,270 11,668 特記事項・備考

719,058

千円 701,656

75.880 76.000

54.300

うち経費 千円 0 0

47.830

正職員

人

130.300

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-002

04-01-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める

令和 2年度の実施内容

公立保育所・認定こども園（年間延人数）　　　　　 　 

名称　　　　定員　保育年齢　入所児童数　延長保育　　 
精道こども園 106人　0～5歳　　1,308人　　3,182人　　  
打出保育所　　90人　1～5歳　　1,168人　　2,901人　　　 
大東保育所　　60人　1～5歳　　　783人　　1,903人  　  
岩園保育所　　60人　2～5歳　　　778人　　1,831人　  
緑保育所　　　80人　0～5歳　　　957人　　1,312人　　  
新浜保育所　 100人　0～5歳　　1,224人　　1,438人　　　 
　　合計　　 496人　0～5歳　　6,218人 　12,567人

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

保育の質の向上への取り組み。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

保育所・認定こども園ともに，新型コロナウイルス感染症対策を行ないながら，保育の質
の向上に努め，多様な教育・保育活動を行なったことは評価できる。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める。

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

安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める。 安定した保育行政を実施し，保育内容の充実に努める。

04-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (73）



04-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 私立特定教育・保育施設等運営事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401011041

担当所属 こども・健康部子育て推進課（子育て施設） 担当課長名 茶嶋　奈美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 01 ①就学前の子どもの健やかな発達を保障する教育・保育を提供します。

重点取組 01
①「就学前カリキュラム」に基づき，幼稚園，保育所（園），認定こども園の連携を深め，質の高い教育・保育が受
けられるように取り組みます。

実施区分 委託 財源

事業期間 平成27年度 ～ 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，子ども・子育て支援法施行規則，芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の保育料等に関する条例，芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所運営費助成金交付規則，芦屋市延長保
育事業実施要綱，芦屋市一時預かり事業実施要綱，芦屋市インクルーシブ教育・保育事業実施要綱，実費徴収に係る補足
給付事業実施要綱

事業概要

【対象】 
保護者の就労や病気などの理由で昼間に保育を必要とする乳・幼
児（0歳から就学前までの児童）に対し教育・保育を行なう。認
定こども園において満３歳以上の就学前児童に対する教育・保育
を行なう。 

【意図】 
入所児童の健全な保護育成と私立特定教育・保育施設及び私立特
定地域型保育事業の円滑な運営 

【大きな目的】 
良質かつ適切な特定教育・保育を行ない，子どもの健やかな成長
を目指す。 

【全体概要】 
私立特定教育・保育施設及び私立特定地域型保育事業に対して通常保
育，一時預かり保育，延長保育，インクルーシブ教育・保育の実施及
び運営費を支給。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,224,195 住民1人当たり（円） 22,037.26

年　度 単位

合計 千円 1,843,359 2,075,403

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

48,945.882,075,403 2,224,195 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

1,843,359

0 0

437,168 世帯数

0

42,402

798,157 926,767

県費 千円 307,039 372,121

642,527

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 222,329 155,472 183,982

人口 94,177

うち人件費合計 千円 36,601

会計年度任用職員

活動配分 人 6.670

人

749,653 676,278 特記事項・備考

41,294

千円 671,464

4.330 5.090

1.900

うち経費 千円 0 0

2.340

正職員

人

6.990

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

令和２年度はなえみ保育園開園，芦屋大学付属幼稚園と甲陽幼稚園が新制度に移行，翠ケ丘保育園が小規模保育事業所から保育所に移行
のため，事業費が増加した。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-003

04-01-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

運営費の助成により安定した運営を目指すとともに，研修等により保育の質の向上に取り組む。

令和 2年度の実施内容

１．私立特定教育・保育施設等に係る年間延べ児童数 
　　定員…1,258人　入所児童数…12,100人　延長保育利用児童数…16,510人　一時預かり利用児童数…416人 

２．施設型給付費等の助成 
　　・特定教育・保育施設等運営費　　　…　　　1,892,579千円　　・延長保育事業委託料　　　　　　　　　…　12,208千円 
　　・一時預かり事業委託料　　　　　　…　　　 　22,200千円　　・インクルーシブ教育・保育事業委託料　…　38,475千円 

３．実費徴収に係る補足給付事業　　　　　４．幼保無償化に係る認可外保育施設等への補助 
　　補助額…1,079千円　　　　　　　　　　　補助額…67,568千円

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

継続して保育内容の充実に取り組む必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

運営費の支給・助成は私立特定教育・保育施設等の安定した運営に有効であり，各種研修
は保育の質の向上に寄与することができた。また，新型コロナウイルス感染症対策費の物
品支給や補助金の支給を行なったことは効果があった。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
運営費の助成により安定した運営を目指すとともに，研修等により保育の質の向上に取り組む。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

継続して保育内容の充実に取り組む必要がある。 運営費の助成により安定した運営を目指すとともに，研修会等によ
り保育の質の向上に取り組む。

04-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (74）



04-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 保育士・保育教諭活躍サポート事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401014041

担当所属 こども・健康部子育て推進課（子育て施設） 担当課長名 茶嶋　奈美

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 01 ①就学前の子どもの健やかな発達を保障する教育・保育を提供します。

重点取組 01
①「就学前カリキュラム」に基づき，幼稚園，保育所（園），認定こども園の連携を深め，質の高い教育・保育が受
けられるように取り組みます。

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 ～ 令和 4年度 会計種別

根拠法令等
子ども・子育て支援法，芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金交付要綱，芦屋市保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交
付要綱，保育教諭確保のための資格等の取得・更新助成実施要綱

事業概要

【対象】 
市内特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に勤務する又
は勤務を予定する保育士・保育教諭 

【意図】 
市内特定教育・保育施設等の安定運営 

【大きな目的】 
保育士等の確保による安定的な保育の実施 

【全体概要】 
□市内特定教育・保育施設等に勤務する保育士等に対する家賃助成 
□市内特定教育・保育施設等に勤務する保育士等に対する一時金支給 
□市内特定教育・保育施設等に勤務する保育士等に対する資格取得補
助 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

40,490 住民1人当たり（円） 337.72

年　度 単位

合計 千円 16,410 31,805

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

750.0831,805 40,490 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

16,410

0 0

275 世帯数

0

42,402

12,102 19,680

県費 千円 3,378 15

2,123

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 5,423

会計年度任用職員

活動配分 人 0.770

人

19,688 20,535 特記事項・備考

6,175

千円 10,909

0.770 0.870

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.870

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-004

04-01-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

引き続き，周知を行ない適切に補助を行う。

令和 2年度の実施内容

１．保育士等確保定着支援事業　　　　　　　　　　 
　　対象者数・・・56人　　補助額・・・13,100千円 

２．保育士等宿舎借上げ支援事業 
　　対象者数・・・22人　　補助額・・・12,469千円 

３．保育教諭確保のための資格等の取得・更新助成 
　　対象者数・・・1人　　補助額・・・61千円

令和 2年度の改善内容

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できない

【総合評価】

市内特定教育・保育施設等において，保育士の採用・定着に有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
周知の強化を行い，適切に補助を行う。

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

周知の強化を行ない，適切に補助を行なう。 周知の強化を行い，適切に補助を行う。

04-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (75）



04-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 就学前教育推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401010275

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 村上　洋子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 01 ①就学前の子どもの健やかな発達を保障する教育・保育を提供します。

重点取組 02
②幼児期と児童期の教育が円滑に接続し，連続性や一貫性を確保できるよう，就学前施設と小学校との交流を促進
し，連携の充実を図ります。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
幼児，教職員及び保護者 

【意図】 
・信頼される開かれた園づくり 
・地域の自然や環境を活かした特色ある園づくりをめざす。 
・教師の指導力を高め，幼児に基本的な生活習慣や豊かな心情，
生きる力を育む。 
・子どもの発達や学びの連続性を保障するために，幼児期と児童
期の互いの教育活動に対する理解を深め，円滑な接続を推進す
る。 

【大きな目的】 
・３歳児保育を試験的に実施する。 
・創意工夫のある，地域の特色を活かした幼稚園づくりを推進す
る。 
・就学前教育・保育施設間の連携を推進し，ともに質の向上をめ
ざす。 
・地域の小学校との交流や円滑な接続をめざす。 
・子育て支援のさらなる充実を図る。 

【全体概要】 
□園経営・学級経営を推進し，保育内容の充実を図る。 
□加配教員等配置検討委員会の設置・運営 
□幼稚園特別支援教育支援員の配置　 
□特別な支援を要する幼児の公開保育研究会，研修会の企画・運営 
□市内・阪神地区等の研究会，研修会の企画・参加調整 
□研修会の参加費や園内研究会の講師謝金に係る執行調整 
□教育ボランティア謝金に係る執行調整 
□児童期の学びを理解し，見通しを持った幼児教育の推進 
□子育て支援の充実を図る。 
□接続期カリキュラムに基づいた就学前教育・保育施設交流の推進 
□３歳児保育の試験的な実施 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

4,395 住民1人当たり（円） 262.34

年　度 単位

合計 千円 38,014 24,706

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

582.6624,706 4,395 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

38,014

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 32,763

会計年度任用職員

活動配分 人 10.130

人

24,706 4,395 特記事項・備考

19,851

千円 38,014

0.700 0.900

4.300

うち経費 千円 0 0

9.430

正職員

人

5.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

１園減による事業費・人件費減 
３歳児保育初度備品購入に係る事業費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-005

04-01-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

・幼児期から児童期への円滑な接続について研究する。 
・子育て支援の充実を図る。 
・３歳児保育の試験的実施について研究する。

令和 2年度の実施内容

〇研修会の実施 
・各幼稚園の研究テーマに基づいた園内研究会　・３歳児保育研修会３回　・公立幼稚園での３歳児保育視察 
〇特別支援教育の推進 
・特別支援教育実践報告会１回　特別支援研究会を全園で実施 
〇子育て支援活動（３歳児おやこひろば・未就園児ひろば・園庭開放　等） 
〇事業費　研究会講師謝金　584千円　３歳児親子ひろば指導事業費　713千円　　ピアノ調律代　192千円　　研修会参加費等負担金
135千円 
〇接続期カリキュラムに基づいた保育内容の実施 
・公私立幼稚園，保育所，こども園に「小学校ごっこ」資料配布

令和 2年度の改善内容

・３歳児保育の試験的実施に向け，環境整備と３歳児研修会を実施 
・新型コロナウイルス感染症対策のため，幼小や就学前施設間の交流を中止した。 

現在認識している課題

・就学前教育・保育施設が連携を深めることによる保育の質の向上 
・保幼小の接続の充実

[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

学校教育法に規定された学校教育を行い，幼稚園は学校教育の始まりであり，基礎を培う教育施設である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「豊かな心」と「健やかな体の育成」を研究主題に定め，保育の研究に取り組んでいる。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

幼稚園教育を求める保護者に対して，質の高い保育を提供することができている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

保護者のニーズを受け３歳児保育の試験的実施に向け準備を進め，新しい事業に取り組んでいる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

幼児教育のセンター的役割を果たすため公立幼稚園として築いてきた保育実践を今後も引き続き，積み重ねる必要がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

公立幼稚園で築いた教職員の研修体制や園内研究のノウハウを活かし，質の高い保育を提供することができている。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，規模は縮小しながら，質の高い教育・保育に向
けて，研究会や3歳児保育，特別支援教育についての研修会を行ってきた。今後も就学前
施設間の交流や保幼小の連携など，幼児教育のセンター的役割及び実践が求められる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

幼児教育の質を保障し，教育的に必要不可欠な人的配置や環境整備において，削減できるところはすでに実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 適正な負担を求めている
幼児教育の無償化が実施されたが，行事費や材料費等，必要な経費は保護者に負担いただくことを継続している。

令和　３年度の目標・改善内容
〇岩園幼稚園での３歳児保育の試験的実施に向けた，保育実践と幼児の成長の検証を行う。 
〇幼児教育のセンター的役割をさらに充実し，幼稚園・保育所・こども園での質の高い教育・保育に向けて，先導的な役割を果たす。 
〇幼児教育と小学校教育の接続について，相互理解を推進し，円滑な接続をめざす。 
〇地域の子育て支援のさらなる充実を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

〇３歳児保育を受けた幼児の心身の成長について検証する。 
〇各幼稚園の特色を発揮できる保育内容の実践に努める。地域の子
育て支援においても各幼稚園ごとの工夫が必要である。 
〇就学前教育・保育施設の教職員が研修する機会の充実に努める。 

〇３歳児保育の試験的実施を通して，３歳児の心身の成長を検証す
る。公立幼稚園に対する保護者のニーズについても検証を進める。 
〇各幼稚園の特色を存分に活かした保育に取り組むとともに地域で
の子育て支援の内容や方法について工夫し，開かれた園づくりに努
める。 

04-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (76）



04-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学力向上支援事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401020260

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 02 ②子どもたちの学習意欲の向上と学力の定着を図る指導を充実します。

重点取組 01
①全国学力・学習状況調査の結果を分析し，基礎的，基本的な知識，技能を活用する力を育む指導の研究を推進する
とともに， 算数・数学のチューター，理科推進員を効果的に活用し，学力が定着しにくい児童生徒の学習意欲と学
力の向上を目指します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童生徒 

【意図】 
児童生徒が，学習指導要領の内容を理解し，基礎基本となる学力
を身につける。 

【大きな目的】 
基礎基本の学力の定着と向上を図る。 

【全体概要】 
□ 小中学校において「学力向上パワーアッププラン」を実践する。 
□「学力向上支援プラン」研究校を指定し，研究の成果を公開，普及
する。 
□ チューター（学習指導員）を，全小中学校に１名配置する。 
□ 観察・実験の支援等，理科授業の充実を図るために小学校に理科推
進員を配置する。 
□ 全国学力・学習状況調査を小学校第６学年，中学校第３学年に実施
する。 
□ ２年間の小中連携推進校の取組を踏まえ，中学校区毎に小中連携研
究を推進する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,530 住民1人当たり（円） 664.55

年　度 単位

合計 千円 48,883 62,585

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,475.9962,585 2,530 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

48,883

0 0

0 世帯数

0

42,402

423 425

県費 千円 0 17,387

464

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 46,806

会計年度任用職員

活動配分 人 10.630

人

44,775 2,105 特記事項・備考

47,429

千円 48,419

0.950 1.300

8.830

うち経費 千円 0 0

9.680

正職員

人

10.130

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナウイルス感染症対策のための学習指導員配置事業（追加配置）実施による事業費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-006

04-01-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

①小中学校で「学力向上パワーアッププラン」，指定研究校で「学力向上支援プラン」を実施し，授業改善に向けた研究の成果を公開す
る。　②中学校区ごとに研究指定校の授業研究発表会に教員が参加し，「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業のあり方や児童生徒
への指導について小中で連携を深め，学力向上を図る。③小学校における外国語（英語）の教科化に向けて授業研究を実施する。

令和 2年度の実施内容

１　中学校合同授業研究会の実施（学力向上支援プラン指定校　１０月１日山手中学校，１０月８日精道中学校・潮見中学校） 
２　学力向上支援プラン指定校１年次研究の実施（宮川小学校，岩園小学校，浜風小学校） 
３　チューターを全小中学校に配置し，算数・数学への学習意欲の向上を図った。 
４　理科推進員を小学校へ配置し，理科の実験・観察の充実を図った。 
５　小学校の外国語（英語）のスムーズな本格実施に向けて，授業改善をしながら研究を図った。 
６　新型コロナウイルス感染症対策のための学習指導員配置事業を活用し，きめ細かな指導を図るためのTT指導，学級担任の補助，放課
後等を活用した補習学習を実施することで，学習の保障を充実させた。 
【事業費】 
①学力向上研究講謝金　308千円　②学力向上研究支援資料代　57千円　③チューター報酬・旅費　22,271千円　④小学校理科教育推進
事業費（理科推進員報償費）1,408千円　⑤新型コロナウイルス感染症対策のための学習指導員配置事業講師謝礼・旅費　13,383千円

令和 2年度の改善内容

中学校合同授業研究会については，新型コロナウイルス感染防止に伴い，中学校教員のみの参加として，「主体的・対話的で深い学び」
に向けた授業のあり方について協議した。

現在認識している課題

中学校区ごとの学力向上にむけたさらなる小中連携 
新型コロナウイルス感染症の影響における授業研究会のもち方

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

他に適切な実施者はいない。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画と整合性がある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力の向上という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

毎年意見交換を行い，改善がみられる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他の事業では同じ効果が得られない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

ICTを利活用した視点も含めて主体的・対話的で深い学びの実現に向けて授業改善に取り
組んでいく。また，チューターや理科推進員を配置して個に応じた指導の徹底を図ってい
く。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると配置頻度が下がり，効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
義務教育段階の授業と一体で行っているため，求められない。

令和　３年度の目標・改善内容
１　全国学力・学習状況調査の結果検証と指導改善の取組。 
２　９年間の学びを意識した小中連携の推進 
３　「学力向上パワーアッププラン」及び「学力向上支援プラン」の実施により学力向上につなげる。 
４　ICTの利活用も含めて研究指定校の実践研究成果を公開，普及する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　小中で連携した学力向上にむけた取組 
２　ICTを利活用した「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善の促進 

１　学力向上支援プランの実施により，中学校区内の小中連携をよ
り進める。２「学力向上パワーアッププラン」等，公開授業を実施
し，研究成果を共有する。３　チューターを小中学校に，理科推進
員を小学校に配置し，学習の定着を図る。４　ALTの配置により，小
学校外国語のコミュニケーション活動の充実を図る。

04-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (77）



04-01-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 読書活動推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401020670

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 02 ②子どもたちの学習意欲の向上と学力の定着を図る指導を充実します。

重点取組 03
③子どもが読書の喜びや楽しさを体感し，読書意欲を高めることができるよう，家読（うちどく）などの活動を推進
し，子どもの読書機会を増やします。また，本を活用した学習を推進するために，授業での学校図書館利用を促進す
るとともに，公立図書館との連携を強化します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法　学習指導要領

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒および市民 
学校園，芦屋市立図書館，分室，公民館 

【意図】 
幼児児童生徒が，継続的に読書に取り組み，本が好きになるよう
に支援する。 

【大きな目的】 
「子どもの読書の街づくり推進事業」の成果と課題を踏まえ，読
書活動の充実に向けて継続的に取り組み，自ら本を手に取り,本
が好きな子どもを育てる。 
市立図書館との連携を進め，家読（うちどく）等子どもたちの読
書意欲を高める取組を研究，推進をする。 

【全体概要】 
□読書活動の充実に継続的に取り組み，自ら本を手に取り，楽しんだ 
　り，活用したりする本が好きな子どもを育てる。 
□学校図書館の環境整備を進め，学校図書館の活性化を図る。 
□学校司書補助員及び学校図書館担当者の連携を深め，新学習指導要 
　領における学習の中で学校図書館活用及び読書活動を充実させる。 
□市立図書館と連携した教育活動を推進する。 
□就学前施設の子どもたちが小学校の図書館を利用することで，小学 
　校の環境にも慣れ，さらに読書習慣を身に付けることができるよう 
　利用推進に取り組む。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

15,291 住民1人当たり（円） 398.06

年　度 単位

合計 千円 36,564 37,488

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

884.1137,488 15,291 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

36,564

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 799 2,671 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 18,899

会計年度任用職員

活動配分 人 5.880

人

34,817 15,291 特記事項・備考

19,669

千円 35,765

0.380 0.370

5.530

うち経費 千円 0 0

5.500

正職員

人

5.900

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-007

04-01-007

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　読書スタンプラリー等の実施を通して，読書活動の研究・啓発を推進する。　２　学校図書館を活用した授業の研究を推進する。
３　市立図書館との連携をさらに図る。　４　小学校図書館環境整備事業実施により，就学前施設の幼児の学校図書館利用を進める。
５　学校において子どもたちが読書活動した成果を発表する機会を設定する。

令和 2年度の実施内容

１　「読書スタンプラリー」等の配布及び秋の読書週間に芦屋市内全就学前施設及び全小中学校へのチラシ配布と市内掲示板への啓発ポ
スター掲示　２　読書推進モデル校指定（３校）　３　担当者及び図書館司書補助員合同協議会２回実施（６月１７日，１０月１４日
〈市立図書館との合同研修会〉）　４　小学校図書館環境整備事業による環境整備（６校）　５　芦屋市立小中学校による読書活動紹介
展示（１月１２日～２９日市役所１階展示スペース，２月３日～２１日市立図書館エントランス） 

【事業費】（１）報償費4千円（２）消耗品費123千円（３）印刷製本費133千円（４）図書費14,890千円 

【小学校図書館環境整備事業費】（１）消耗品費616千円（２）備品購入費1,424千円　（３）図書費629千円 

【小中学校における年間貸出し冊数】児童生徒一人当たり小学校84.2冊　中学校10.9冊

令和 2年度の改善内容

１　人とのつながりを深める読書活動の充実 
２　計画的，継続的な学校図書館の活用 
３　学校図書館における環境整備

現在認識している課題

新学習指導要領実施に伴う学習における学校図書館の活用及び読書活動の推進 
就学前施設の子どもたちの小学校図書館利用の定着化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

読書活動推進は芦屋の教育の柱の一つである。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学力向上や心の教育等において整合している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもの心の教育や学力向上に大きく関わっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

読書活動推進事業の周知のために，研修会で周知した。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

義務教育運営等との統合を検討する必要がある。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

他に取り得る手段はない。

【総合評価】

教育課程の中において計画的・継続的な学校図書館の活用及び読書活動の取組を推進して
いく。また，公立図書館との連携を継続して行い，就学前の子どもたちへの学校図書館の
定期的な利用が図れるよう取組を進めていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

児童生徒への教育を充実させるために，現在の予算は必要最低限である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
教育の機会均等を図る上で，市が責任を持って行うものである。

令和　３年度の目標・改善内容
・学校図書館を活用した授業の推進及び読書活動の充実に向けた取組・市立図書館との連携・地域ボランティアと連携した読書活動の推
進・就学前施設の子どもたちの小学校図書館の利用推進・子どもたちが読書に親しんだ成果を発表する機会の設定

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

読書活動推進事業の周知と取組の徹底 
就学前施設の子どもたちも含めた学校図書館利用の促進

１　学校図書館を活用した読書活動の推進　２　就学前施設の子ど
もたちへの学校図書館利用促進　３　学校図書館の活用促進のため
の担当者及び司書補助員への研修　４　学校における読書活動の成
果・発表方法の研究

04-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (78）



04-01-008

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 特別支援教育推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401020259

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 井岡　祥一

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 02 ②子どもたちの学習意欲の向上と学力の定着を図る指導を充実します。

重点取組 04
④インクルーシブ教育システムの構築をめざし，共に学びながら，一人一人の教育的ニーズに応じた教育を十分に受
けられる環境整備を進めます。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成19年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法，障害者基本法，発達障害者支援法 
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

事業概要

【対象】 
障がいのあるすべての幼児・児童・生徒，教職員 

【意図】 
・障がいのある子どもたち等特別な支援を要する幼児児童生徒
が、その特性に応じた教育を受けられる体制を整備する。 
・障がいのある幼児児童生徒に対する教職員の理解が深まり，指
導力が向上する。 

【大きな目的】 
特別支援教育を推進する。 
特別支援学級の運営振興に資する。 

【全体概要】 
□専門家による巡回相談を実施する 
□特別支援教育専門指導員等を配置する 
□障がいのある幼児児童生徒の就学及び教育的支援についての調査 
　及び審議を行う教育支援委員会の開催 
□特別支援教育支援員・介助員・指導補助員を配置する 
□医療的ケアに係る看護師の配置体制を整備する 
□ケースワーカーの派遣を専門機関に委託する 
□関係機関連携協議会を開催する 
□教員の資質向上を図るため特別支援教育に関する研修会を開催する 
□特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担当者を対象とした 
　研修会の実施 
□特別支援学級の消耗備品等の整備・充実 
□各学校の特別支援教育に係る研修活動の支援，予算執行，管理事務 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

7,957 住民1人当たり（円） 490.02

年　度 単位

合計 千円 43,163 46,149

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,088.3746,149 7,957 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

43,163

0 0

0 世帯数

0

42,402

1,389 2,980

県費 千円 0 0

543

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 35,615

会計年度任用職員

活動配分 人 10.100

人

44,760 4,977 特記事項・備考

39,136

千円 42,620

1.350 1.650

8.780

うち経費 千円 0 0

8.750

正職員

人

10.430

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

人件費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-008

04-01-008

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　特別支援教育では，個別の指導計画に基づいた教育を進める。また，関係機関との連携の強化に努める。 
２　インクルーシブ教育システム構築に向けて，全校園での取組体制を行う。 
３　特別支援教育支援員を小中全校に配置し，個別の支援の充実を図る。 

令和 2年度の実施内容

１　特別支援教育センター専門指導員による巡回指導，教育相談をし，支援の必要な幼児児童生徒やその保護者，教職員への個別の支援
の充実に努める。（特別支援教育センター相談件数　４５７件）２　特別支援教育コーディネーター会を開催し，合理的配慮や教育相談
体制等の確認や情報共有を行い，支援内容の充実を図る。（コロナウイルス感染症対策のため今年度は1回の開催）３　特別支援教育支
援員等を学校園に配置し，特別な支援を要する幼児児童生徒を支援する。（特別支援教育支援員12名，介助員17名，幼稚園支援員10名，
加配教諭5名，医療的ケア看護員2名（介助員を兼ねる）指導補助員（ボランティア）8名）４　ケースワーカーの派遣を専門機関に委託
し，児童生徒又は教員の個別支援に関する助言等を行い，専門的知識及び資質の向上を図る。＜事業費内訳＞専門指導員・関連機関委員
等報酬 2,673千円　専門指導員・関連機関委員等旅費 144千円 消耗品費等 1,165千円　電信電話料 31千円　事業委託料 2,829千円　校
具器具費 108千円　負担金 63千円

令和 2年度の改善内容

１　個別の指導計画，個別の教育支援計画，個別の年間指導計画等に基づいた指導・支援の充実 
２　芦屋市医療的ケアガイドラインに基づいた，医療的ケアが必要な児童の小学校での受け入れ体制の構築 
３　他機関との連携体制の構築（マニュアルの作成）

現在認識している課題

１　福祉・医療・就労等他機関とのさらなる連携 
２　支援の必要な児童生徒に対しての支援内容や合理的配慮の充実

[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

実施している内容は本市の教育活動の基盤となるものである。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

特別支援教育の推進・充実に大いに貢献している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

特別支援教育の推進・充実に大いに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

特別支援教育センターを中心として，個別の指導計画に基づいて個々の支援に取り組むことができた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

類似する事務事業がないため，統合や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るか

総合評価 できない

手段・変更が不可能なため，費用対効果を上げることはできない。

【総合評価】

特別な支援が必要な幼児児童生徒が増加しており，個々の状況やニーズも多様化している
中，どのような内容の研修を行うのかを定め，計画的，効率的な研修を行う必要がある。
また，インクルーシブ教育システム構築の視点に立った支援の充実を図る必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

成果を低下させないために推進事業への支出は不可欠であり，現在の予算以下にはできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
経費に係る内容について，受益者負担を行うことはできない。

令和　３年度の目標・改善内容
①　特別支援教育では，障がいのある子どもの発達段階や特性，教育的ニーズを十分に把握し，個別の指導計画に基づいた教育を進め
る。また，県立芦屋特別支援学校をはじめとする関係機関との連携の強化に努め，学校におけるインクルーシブ教育についての研究も積
極的に進めていく。　②　インクルーシブ教育システム構築に向けて全校園での取組体制を行う。③　特別支援教育支援員や介助員，医
療的ケア看護員等を効果的に配置し，支援が必要な子どもが安心して学校園生活を送ることができるよう体制を整備する。　④　福祉・
医療・就労等の関係機関との連携を強化する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

①　個別の教育支援計画，個別の指導計画，個別の年間指導計画に
基づいた指導・支援の一層の充実 
②　福祉・医療・就労等の関係機関との連携の強化

個々の状況やニーズに応じた教育を行えるような体制・環境整備の
充実が必要である。また，特別支援教育に関わる教員の専門性のみ
ならず，すべての教職員の意識を高めていくような研修を行ってい
く必要がある。学校のみならず，幼児児童生徒が課外の時間に通っ
ている事業所とも連携を取り，指導の方向性を共通確認していく。

04-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (79）



04-01-009

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 人権教育推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030264

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 村上　洋子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 01
①「いじめは人権侵害であり，決して許されない行為である。」との認識のもと，「芦屋市いじめ防止基本方針」に
基づき，教育相談の充実や実態把握のためのアンケート調査を実施するとともに，子どもたち自身がいじめについて
考える機会を設けるなど，いじめ防止策を推進します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法，教育基本法，児童の権利条約

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒及び教職員 

【意図】 
・学校園・家庭・地域社会が一体となって心の教育の充実を図
る。 

【大きな目的】 
・推進体制の整備・充実を図る。 
・確かな人権感覚を育てる。 
・人権尊重の学校園文化を育てる。 
・子ども多文化共生教育を推進する。 

【全体概要】 
□人権教育の推進 
□人権教育担当者会の企画・開催 
□年間指導計画・報告書の作成 
□加配教員配置校への調査・指導・助言 
□研修会の参加調整 
□人権教育資料「ふれあい」の作成 
□男女共同参画の推進 
□調査研究委託事業の実施 
□関係諸機関との連携 
□芦屋市人権教育推進協議会への参加 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

153 住民1人当たり（円） 36.82

年　度 単位

合計 千円 2,328 3,468

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

81.793,468 153 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

2,328

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 2,233

会計年度任用職員

活動配分 人 0.300

人

3,468 153 特記事項・備考

3,409

千円 2,328

0.300 0.450

0.020

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.470

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-009

04-01-009

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

各学校において，全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 若手教職員を中心とした人権意識の向上を目
指した研修会を実施する。 

令和 2年度の実施内容

・人権教育担当者会の企画・開催（４月） 
※コロナ感染拡大防止の為，紙面による開催 
・全幼小中学校園人権教育の全体計画と年間指導計画，報告書の作成 
・人権教育資料「ふれあい」の作成・配布 
・加配教員配置校への調査・指導・助言 
・男女共同参画，ＬＧＢＴの推進 
・関係諸機関との連携 
・芦屋市人権教育推進協議会への参加 
※コロナ感染拡大防止の為，中止 

令和 2年度の改善内容

教職員の人権意識や指導力の向上を目指して，各学校園で実態に応じた課題を設定し，研鑽に励んだ。

現在認識している課題

今日的な人権課題に対する理解を深める研修にも取り組む必要がある

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

学校教育の一環である

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画と整合性が十分ある

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

「人権意識」の育成という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

毎学期，実施状況調査を行い改善が見られる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

学校教育の一環である。

[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るか

総合評価 できない

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ）や新型コロナウイルス感染症に関する差別の問題等，今
日的な人権課題に対する理解を深める研修に取り組んでいく必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減すると，各校にあわせた研修会等が実施できなくなり効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
学校教育の一環である。

令和　３年度の目標・改善内容
各学校において，全体計画及び年間指導計画を整備し，その計画に沿った実践を深める。 
若手教職員を中心とした人権意識の向上を目指した研修会を実施する。 

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

ＬＧＢＴ等今日的課題の教育の充実 
子どもの身近にある人権課題

ＬＧＢＴ等今日的課題の教育の推進 
子どもの身近にある人権にかかわる教育の推進

04-01-009

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (80）



04-01-010

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 道徳教育推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030267

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 01
①「いじめは人権侵害であり，決して許されない行為である。」との認識のもと，「芦屋市いじめ防止基本方針」に
基づき，教育相談の充実や実態把握のためのアンケート調査を実施するとともに，子どもたち自身がいじめについて
考える機会を設けるなど，いじめ防止策を推進します。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童生徒及び教職員 

【意図】 
学校園・家庭・地域社会が一体となって心の教育の充実を図る。 

【大きな目的】 
・内面に根ざした道徳性の育成を図る。 
・心に響く道徳の時間の充実を図る。 
・家庭や地域との連携を図り道徳的実践力を養う。 

【全体概要】 
□道徳教育の推進 
□小中連携から校区の課題に合わせた道徳教育の実践 
□兵庫県副読本や教材の有効活用 
□道徳教育担当者会の企画・開催 
□年間指導計画の作成 
□研修会の参加調整・企画・開催 
□男女共同参画の推進 
□道徳教育教材の整備 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

0 住民1人当たり（円） 24.35

年　度 単位

合計 千円 3,787 2,293

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

54.082,293 0 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

3,787

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 369 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 3,349

会計年度任用職員

活動配分 人 0.450

人

2,293 0 特記事項・備考

2,293

千円 3,418

0.450 0.300

0.020

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.320

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事務分担見直しによる人件費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-010

04-01-010

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　道徳の時間の全体計画及び指導計画をもとに授業の充実を図る。 
２　教職員の研修会や授業研究会を充実させる。 
３　家庭，地域と連携を図る。

令和 2年度の実施内容

１　道徳教育拠点校育成支援研修会　　　　　令和２年９月２３日　　芦屋市立打出浜小学校　３０人 
２　道徳教育拠点校実践事例集作成検討会　　令和２年１０月２２日　芦屋市立打出浜小学校　５人　 
３　道徳教育スキルアップ支援研究会　　　　令和２年１１月６日　　芦屋市立精道小学校　４０人 
４　道徳教育拠点校育成支援研修会　　　　　令和２年１２月１６日　芦屋市立打出浜小学校　２３人 

上記の研修会を通して，道徳教育の推進及び副読本等教材研究の充実に向けた取組を行った。また，男女共同参画等，今日的な課題も含
めて年間指導計画に基づいて授業改善を図った。

令和 2年度の改善内容

１　「特別の教科　道徳」の全体計画及び年間指導計画，実施報告書の作成 
２　兵庫県版道徳教育副読本の活用の推進 
３　新学習指導要領に対応した評価の研究　　４　各校での研究授業の推進

現在認識している課題

１　教科書及び副読本を活用した「考え議論する道徳」の授業研究 
２　指導と評価の研究 
３　構造的板書についての研究

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

他に適切な実施者がいない

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

豊かな心の育成というところで整合性が十分にある

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力向上と並行して豊かな心の育成という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

毎年，意見交換をしながら改善を重ねている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他の事業では同じような効果は得られない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

「考え議論する道徳」への授業の進め方等について実践研究を進めていく必要がある。自
己の生き方についてさらに考えを深めるための授業や評価の在り方の研修についても実施
していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると配置頻度が下がり，効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
職員の研修等，負担を求めるものではない。

令和　３年度の目標・改善内容
１　新学習指導要領に対応した道徳実践 
２　教職員の研修充実と学校・家庭・地域との連携

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　教科書及び副読本を活用した「考え議論する道徳」の授業研究 
２　指導と評価の研究 
３　構造的板書についての研究

１　兵庫版道徳教育副読本の活用の推進 
２　新学習指導要領に対応した指導と評価の研究 
３　各校での研究授業の推進

04-01-010

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (81）



04-01-011

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 いじめ防止対策事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401031034

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 小川　智瑞子

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 01
①「いじめは人権侵害であり，決して許されない行為である。」との認識のもと，「芦屋市いじめ防止基本方針」に
基づき，教育相談の充実や実態把握のためのアンケート調査を実施するとともに，子どもたち自身がいじめについて
考える機会を設けるなど，いじめ防止策を推進します。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成26年度 ～ 会計種別

根拠法令等
いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）

事業概要

【対象】 
市民（主に市立小中学生，その関係者） 

【意図】 
いじめを学校現場だけの問題とはせず，いじめの未然防止，早期
発見，早期対応，家庭・地域等との連携を基本的な視点とし，市
全体でいじめ問題に取り組む体制を整え，市民に対して広く周知
啓発を図る。 

【大きな目的】 
芦屋市で育つ小中学生がお互いの個性を認め合い，いじめのない
快適で健やかな学校生活を送れるようにする。 

【全体概要】 
□芦屋市いじめ防止基本方針に基づき，教育委員会（学校）からいじ
め問題の現状や取組内容について定期的に報告を受け，芦屋市いじめ
問題対策連絡協議会で関係機関同士の連携体制を確認する。 

□いじめについて特に問題が生じていない場合でも，学校現場での取
組内容や現状等を把握し，いじめ問題についての理解を深めることが
できるよう，定期的に芦屋市いじめ防止等対策推進本部会を開催す
る。 

□いじめ問題を市全体の問題として市民が意識できるよう，いじめ防
止の啓発を行う。 

□重大ないじめの事案が起こった際には，学校の調査及び教育委員会
の調査報告を受け，再調査の必要があれば第三者による調査が行える
体制を整えて対応する。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

183 住民1人当たり（円） 86.73

年　度 単位

合計 千円 7,609 8,168

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

192.638,168 183 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

7,609

0 0

42 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 29

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 7,349

会計年度任用職員

活動配分 人 1.200

人

8,139 141 特記事項・備考

8,007

千円 7,609

0.850 0.850

0.550

うち経費 千円 0 0

0.350

正職員

人

1.400

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-011

04-01-011

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

■教育委員会及びその他関係組織と連携し，いじめ問題の連絡調整機関として情報共有を行う。 
■いじめ防止基本方針に基づく取組として，小中学生及び市民に対するいじめ防止の更なる啓発に努める。

令和 2年度の実施内容

【主な実施内容】 
■いじめ問題対策連絡協議会 
■いじめ防止等対策推進本部　幹事会・本部会（各1回） 
■いじめ防止啓発事業「親子で考えよう！いじめ防止のロゴマーク」 
　・市内在住・在学の小中学生を対象に作品を募集（8,9月） 
　・受賞作品展示会（2月:広報カメラ・アイ，3月:市役所北館1階 市民ホール展示スペース，男女共同参画センター（分庁舎）1階展示
スペース） 
■市内市立の全小中学生にいじめ防止啓発チラシを配布 
【主な事業費】 
・いじめ問題対策連絡協議会　37千円　・いじめ防止啓発関連　125千円

令和 2年度の改善内容

■いじめ問題対策連絡協議会の設置趣旨である関係団体相互の連絡調整の役割を踏まえ，会議内でコロナ禍における各組織の対応状況に
ついて情報共有を行った。

現在認識している課題

■いじめ問題対策連絡協議会をより実効性のあるものにするため，団体相互の連携や連絡調整の推進を図る。 
■教育委員会及び学校との連携によるいじめ防止の啓発方法を検討する。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

いじめ防止対策推進法に基づき策定した芦屋市いじめ防止基本方針について，市が責任を持って実施していく必要がある。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

まちづくりの基本方針の目標の一つである，「子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている」という目標と整合している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

「いじめ防止基本方針に基づいたいじめ防止の取組の徹底」という今後検討を進めていく主な事業に該当している。

[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るか

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

芦屋市いじめ問題対策連絡協議会の運営，いじめ防止啓発につき継続して取り組んでいる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

いじめ問題への対応は市を挙げて実施する位置づけにあり，他事業との統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

教育委員会，学校，関係機関との連携によるいじめ防止啓発の実施方法を工夫することにより，啓発効果を高めることができる。

【総合評価】

啓発事業については，昨年度に引き続き「いじめ防止のロゴマーク」の募集を行い，学校
の協力も得て多くの小中学生の応募があった。今後は，ロゴマークを活用した効果的な啓
発の検討が必要と考える。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

現段階で必要最低限の費用で実施しており，経費削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業自体が特定の市民に利益をもたらす内容ではなく，負担を求められない。

令和　３年度の目標・改善内容
■平成30年3月に改定したいじめ防止基本方針を基に，教育委員会，学校，関係機関と連携を図り，いじめ防止啓発に取り組む。 
■いじめ問題対策連絡協議会において，団体間の連携の推進及び連絡調整を重点的に行う。 
■いじめ防止啓発事業の実施方法及び内容について，より実効性のある取組に向けて協議検討を行う。

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

■教育委員会，芦屋市内の小中学校との更なる連携の強化 
■いじめ防止の啓発方法の検討

■教育委員会，学校，関係機関のいじめ防止に係る取組を共有し，
広く市民に啓発を行っていく。

04-01-011

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (82）



04-01-012

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 カウンセリングセンター管理運営事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030257

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 井岡　祥一

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 02
②学校だけで解決が困難な生徒指導事案の対応を支援するために，関係機関との連携を更に強化し，学校の生徒指導
を支援する体制整備を進めます。

実施区分 委託 財源

事業期間 昭和57年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童・生徒，教師，保護者 

【意図】 
年間相談件数４００件程度への対応 

【大きな目的】 
教育相談によって児童・生徒の健全育成に資すること 

【全体概要】 
１　形態 
　　民間専門機関に業務委託する 
２　相談応対者 
　　専門カウンセラー・電話相談員 
３　内容 
（１）電話相談の実施：週３日 
（２）面接相談の実施：週３日 
　　　（カウンセリング・心理診断及び治療） 
（３）芦屋市の相談機関との連絡調整 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,616 住民1人当たり（円） 43.32

年　度 単位

合計 千円 4,332 4,080

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

96.224,080 2,616 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

4,332

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,116

会計年度任用職員

活動配分 人 0.150

人

4,080 2,616 特記事項・備考

1,488

千円 4,332

0.150 0.200

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

業務内容見直しによる事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-012

04-01-012

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　他の相談機関との整理，統合も視野に入れて連携の充実を目指す。 
２　教育相談事業の更なる啓発に努め，相談業務の質と量の充実を図る。

令和 2年度の実施内容

１　相談実績 
【電話相談】　Ｈ29　103件　　Ｈ30　127件　　Ｒ1　111件　　Ｒ2　69件 
　(1)電話相談内容　①親子関係②友人関係③不登校　(2)相談対象者　①中学生②高校生③小学生　(3)相談者　①保護者②教員 
【面接相談】　Ｈ29　193件　　Ｈ30　193件　　Ｒ1　163件　　Ｒ2　87件 
　(1)面接相談内容　①不登校②友人関係③親子関係　(2)相談対象者　①幼児②高校生③中学生　(3)相談者　①保護者②中学生③幼児 
２　事業内訳　 
カウンセリングセンター運営委託　　2,511千円　 
カウンセリングに関する電信電話料，消耗品費　81千円

令和 2年度の改善内容

１　学校教育課と定期的に情報交換を行い，連携を深めた。 
２　突発的な事案に対し，学校教育課，適応教室，県立西宮子ども家庭センター，学校等と連携を取りながら進めることができた。 
３　他の機関との整理，統合を進めた。

現在認識している課題

１　カウンセリングセンターと学校が必要に応じて連携しながら，子どもの支援にあたるための具体的な方法の研究。 
２　カウンセリングセンターでの教育相談の促進（周知）に向けた継続した取組の必要性。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

個人情報を扱うため，学校園や適応教室などと連携する上では，民間では対応しにくい。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教育相談の充実に向けた取組である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

児童生徒や保護者の心がやすらぐ充実した教育環境の一つとして寄与している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

利用の啓発を行っているが，年末や年度初めなどの時期に，相談件数が少ない場合がある。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

打出教育文化センターの教育相談との統合を今年度末で行った。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

研修会などで案内するなど，様々な手段により，より広範囲に啓発や周知を行う。

【総合評価】

長期に渡る相談が増えてきていることから，過去からの経緯経過を踏まえた継続的なカウ
ンセリングを実施する必要がある。また，カウンセリングセンターと学校との連携を深め
る必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

打出教育文化センターの教育相談と統合し，相談件数が増加することが予想され，相談時間等を短縮することは難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
経済状況にかかわらず，だれでもが相談できる期間として，負担を求めないで運営すべきである。

令和　３年度の目標・改善内容
幼児児童生徒の健全育成及び保護者，教師のカウンセリングを行い，心身の安定を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　教育委員会が核となりカウンセリングセンターと学校が連携し
ながら，子どもの支援にあたるための具体的な方法の研究。 
２　カウンセリングセンターでの教育相談の促進（周知）に向けた
継続した取組の必要性。 

１　他機関との連携の強化。 
２　学校と必要に応じて連携しながら子どもの支援にあたる体制の
確立。 
３　カウンセリングセンターの教育相談の利用の促進に向けた継続
した取組。 

04-01-012

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (83）



04-01-013

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 適応教室実施事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030266

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 井岡　祥一

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 02
②学校だけで解決が困難な生徒指導事案の対応を支援するために，関係機関との連携を更に強化し，学校の生徒指導
を支援する体制整備を進めます。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成10年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒 

【意図】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒が，指導及び援助により，学校
生活への意欲を育てる。 

【大きな目的】 
不登校及び不登校傾向の児童生徒の学校完全復帰 

【全体概要】 
□通級児童生徒への指導（基本的生活習慣の育成，学習活動，体験活
動等） 
□引きこもり傾向の児童生徒の家庭訪問指導 
□市内在住の不登校および不登校傾向児童生徒の保護者の教育相談 
□芦屋市立小中学校との連携及び不登校研修会の開催 
□関係諸機関との連携 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

586 住民1人当たり（円） 130.37

年　度 単位

合計 千円 19,501 12,278

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

289.5612,278 586 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

19,501

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 19,065

会計年度任用職員

活動配分 人 5.350

人

12,278 586 特記事項・備考

11,932

千円 19,501

0.550 0.350

2.750

うち経費 千円 0 0

4.800

正職員

人

3.100

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

行事の中止による人件費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-013

04-01-013

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　通級児童生徒の学習・体験活動での個に応じた指導及び援助を行うことにより，学校復帰，社会的自立へつないでいく。 
２　学校・関係機関との連携を強化し，情報の共有を図ることにより，学校復帰への環境整備等を行う。

令和 2年度の実施内容

１　主な事業 
(1)不登校担当者会の開催（1回：10月実施）(2)不登校児童生徒の理解のための支援研修会の開催（1回:10月実施）(3)教育相談（個人懇
談）会（3回:4月・7月・12月実施）(4)学校等への訪問（市内小中学校11校，県立西宮香風高等学校等）(5)体験活動の実施（校外学習2
回等）(6)他機関との連携等 
２　事業内訳 
(1)教育指導・家庭訪問指導員，講師等への報償費（170千円　(2)消耗品・印刷製本費等の需用費（153千円） 
(3)手数料，保険料等の役務費：ピアノ調律（5千円）教育指導・家庭訪問指導員の保険料（1千円） 
(4)高速道路通行料，複写機使用料等の使用料及び賃借料（12千円）(5)全国適応教室連絡協議会年会費（5千円）　　合計346千円

令和 2年度の改善内容

１　適応教室在籍児童生徒の通級意欲向上の取組 
２　適応教室に繋がっていない不登校児童生徒へのアプローチ 
３　学校復帰への取組　　　４　進路指導

現在認識している課題

１　適応教室に繋がっていない不登校児童生徒への支援 
２　ひきこもりから通級，適応教室での指導，チャレンジ登校，学校復帰へとつながる段階的な支援内容の工夫 
３　学校や関係機関との密な連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

芦屋市立学校へ通学している児童生徒が対象であるため，連携がしやすい。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

活動プログラムを児童生徒の実態に合わせて，個別活動・集団活動に分けて作成している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

不登校児童生徒の学力の向上に努めている。また，子どもたちの命や人権を大切にする心の教育や様々な体験活動も行った。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

学校訪問を行うなど各学校と連携をし，それぞれの児童生徒に対し，学校復帰に向けたプログラムを行った。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

適応教室は芦屋市内で１カ所であり，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

指導員の人数について，いつ不登校児童生徒が通級してきても対応できる現在の運営方法が適切である。

【総合評価】

新たな不登校児童生徒を生み出さないよう，「不登校の未然防止」の取組を充実させる必
要がある。また，学校や適応教室だけでは対応が難しい事案については，関係機関との連
携を一層深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，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

現在の運営方法が適切である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
経済状況にかかわらず，すべての不登校児童生徒が通級できる施設であるため負担を求めず運営すべきである。

令和　３年度の目標・改善内容
・関係機関や他市の効果的な不登校支援方法を研究し，適応教室の指導内容の充実を図る。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　適応教室の指導内容の充実を図る。 
２　他機関との連携をさらに強化する。 
３　市内の不登校状況について，迅速に正確な情報を集め，対応す
る。 
４　指導方法や児童生徒についての情報の共有と統一化を行う。

１　市内の不登校状況について，学校訪問を行ったり，ケース会議
に参加をしたりするなど，できるだけ早く情報を集め対応する。 
２　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー，カウン
セリングセンターなど，関係機関と連携をおこない，各校や適応教
室での不登校児童生徒に対する指導内容の充実を図る。

04-01-013

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (84）



04-01-014

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 生徒指導対策事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030281

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 井岡　祥一

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 03
③スマートフォンなど，インターネット利用に係る弊害やトラブルを防止するため，子どもの発達段階に応じて，情
報を正しく選択し活用する教育を推進するとともに，保護者などへの啓発に取り組みます。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和40年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童，生徒 

【意図】 
児童，生徒が問題行動を起こすことなく，健全に成長する。 

【大きな目的】 
青少年健全育成 

【全体概要】 
□芦屋市生徒指導連絡協議会の開催をする 
□生徒指導担当を中心に問題行動の事前指導と事後指導をする 
□生徒指導担当を中心に問題行動時に家庭訪問する 
□生徒指導担当を中心に登下校指導や巡回指導する 
□近隣校や保護者，地域，関係機関との連携をする 
□不登校児童生徒の登校の促進に関わる対応 
□生徒指導上の問題行動解決，課題解決のための対応 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

621 住民1人当たり（円） 105.54

年　度 単位

合計 千円 11,978 9,939

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

234.409,939 621 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

11,978

0 0

952 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 948 915

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,405

会計年度任用職員

活動配分 人 2.250

人

9,024 -331 特記事項・備考

9,448

千円 11,030

0.650 0.600

1.170

うち経費 千円 0 0

1.600

正職員

人

1.770

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-014

04-01-014

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

いじめ防止基本方針に基づきいじめ等の問題行動の未然防止に努める。スクールカウンセラー等を活用し教育相談を充実させる。スクー
ルソーシャルワーカーを配置し複雑化多様化してきた課題に対応する。中学校区内の小中学校の連携及び近隣学校，保護者，地域，関係
機関との連携化を図る。児童生徒及び保護者との心のふれあいを通してきずなを深める。中学校において校則の見直し。

令和 2年度の実施内容

１　芦屋市生徒指導連絡協議会の実施　１０回開催　※コロナ感染拡大防止の為，４月・５月は中止 
２　神戸市・芦屋市生徒指導連絡協議会の実施　コロナ感染拡大防止の為，中止 
３　問題行動件数　　①　小学校：４５件　　②　中学校：３１２件 
４　いじめに対する対応件数　　①　小学校：８７４件　　②　中学校：２３９件 
５　スクールソーシャルワーカー，スクールカウンセラーを継続的に配置。 
６　芦屋市立小中学校における携帯電話の取扱い等に関するガイドライン作成に向けての協議 
【事業内訳】 
生徒指導対策経費　　４９１千円

令和 2年度の改善内容

・生徒指導事案に対して，共通理解をし，関係機関と密に連携した。 
・生徒指導に係るケース会議等を実施した。 
・生徒指導に関して，小中連携を推進した。

現在認識している課題

・いじめの未然防止，早期発見，早期の適切な対応。 
・小中連携を通して，一貫性のある生徒指導体制づくり。 
・教職員，児童生徒，保護者間の信頼関係づくり。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

いじめや問題行動等について，小中学校の教員が対応するため，地方自治体での実施が必要である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

いじめ問題等については，重要施策に位置付けられており，取組を行っている。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

いじめや問題行動等の未然防止，早期発見，早期対応につながっている取組を行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

各学校での様々な問題に対して，関係機関と連携しながら，問題解決を行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

いじめや問題行動等への対応は，生徒指導対策の位置づけで行っている。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

問題事案によって，対応手段方法を変えることは必要であるが，慎重かつ丁寧な対応が求められるものである。

【総合評価】

学校だけでは解決できない事案が増加してきている現状を踏まえ，スクールソーシャル
ワーカー，スクールカウンセラーへの相談を早期の段階から行い，事態が重大化する前の
指導を実施していく必要がある。また，いじめに対する適切な指導を実施していく必要が
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，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

問題事案の対応は様々で，問題によっては大きな事案に発展する場合もあり，関係機関等と連携した対応やケース会議等が重要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
小中学校の教員が対応すべきもので，受益者負担を求めるものではない。

令和　３年度の目標・改善内容
１　スクールソーシャルワーカーを小・中ともに積極的な活用を進める。 
２　心の通い合う生徒指導体制の充実及び規範意識の醸成等に努めるなど，主体的に自己を成長させていく過程を支援する。 
３　研修の機会を確保し，担当者の生徒指導に関する専門的資質の向上を図る。 
４　小中連携を通して，一貫性のある生徒指導体制づくりに努める。

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 拡大・充実

妥当性 あり

・保護者対応において，学校だけで対応が困難な状況の増加。 
・児童生徒と向き合う時間の確保。 
・関係機関とのネットワークの構築と連携。 
・小中連携を通して，一貫性のある生徒指導体制づくり。

・複雑な背景を持つ児童生徒に対する指導では，ＳＳＷが見立てを
行い，コーディネーターとして関係機関との連携を進め，計画的に
指導を進めていく。 
・各校研修会を実施し，チーム学校として適切な組織的対応及び問
題解決や児童生徒等の支援体制を確立していく。

04-01-014

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (85）



04-01-015

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学校体育振興事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030271

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 04
④子どもの運動意欲を高め体力・運動能力が向上するように，学校園における体力向上の指導の研究と実践に取り組
むとともに，家庭で実践できる子どもの健康・体力づくりについて，保護者への啓発に取り組みます。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
幼児・児童・生徒 

【意図】 
幼児・児童・生徒が，心身の調和のとれた発達を図るため，生涯
を通じてスポーツに親しみ，継続的に運動ができる資質や能力を
育成し，体力・運動能力を向上させる。 

【大きな目的】 
児童・生徒の体力及び運動能力の向上 

【全体概要】 
□体育的行事の活性化 
□各種スポーツ大会への積極的参加と交流 
□体力運動能力テストの実施 
□就学前から主体的に体力向上をめざす意欲や態度の育成 
□教師の指導力向上 
□全国，県との比較と実態把握，分析 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

10,651 住民1人当たり（円） 82.71

年　度 単位

合計 千円 9,726 7,789

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

183.697,789 10,651 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

9,726

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 1,262

会計年度任用職員

活動配分 人 0.200

人

7,789 10,651 特記事項・備考

1,641

千円 9,726

0.150 0.200

0.050

うち経費 千円 0 0

0.050

正職員

人

0.250

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナウイルス感染症に伴う影響のため事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-015

04-01-015

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　運動の日常化へ向けた環境整備 
２　体力・運動能力調査をいかした授業づくり 
３　幼小中の保育・授業公開を通した教師間の連携，研究協議

令和 2年度の実施内容

１　体力・運動能力調査の中止（新型コロナウイルス感染症に伴う影響により3校のみ実施） 
２　芦屋市運動体育研究会が中心となり公開授業を開催。保育公開授業に小学校教諭が参加し，協議。 
３　学校間のスポーツ交流会の開催中止（新型コロナウイルス感染症に伴う影響のため） 

４　事業費内訳 
　　消耗品　1,619千円　物品・施設補修費　874千円　業務委託料　1,726千円　 
　　補修工事費　1,190千円　負担金　665千円　報償費　74千円

令和 2年度の改善内容

１　運動の日常化に向けたカリキュラムや運動内容の方向性を示すことができた。 

現在認識している課題

１　就学前施設・小学校と中学校との連携の促進 
２　指導力向上を目指した授業研究の充実

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

研修や安全確保等は市の実施が妥当である

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

体力・運動能力調査を実施し，結果の分析から体育の指導に活かす。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

研修会やスポーツ交流会を通し，授業改善に貢献している。

[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るか

総合評価 概ね実行している

体育的行事の活性化につながっている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

子どもの体力向上と教職員の指導力向上を備えた事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現状以外の手段でしか実施できない

【総合評価】

体力調査の分析と合わせて，幼小中が連携し，系統的な指導実践を積み重ねていく必要が
ある。また，小学校スポーツ交流会を実施することで，教職員の指導力向上を図ってい
く。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

研修の報償費等，安全にかかわるコストの削減はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
研修について費用を求めることはできない。

令和　３年度の目標・改善内容
子どもの体力向上にむけた取組の推進 
運動の系統・連続を意識した発達段階に応じたカリキュラムの作成や体づくりのための授業改善

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

保幼小中との連携の推進 
運動に必要なコーディネーション能力の育成

中学校区ごとの保幼小中の連携に向けた研修と教職員の交流 
子どもたちが体を動かすことの楽しさを感じることができる機会を
引き続き増やしていく

04-01-015

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (86）



04-01-016

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学校保健関係事務 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030273

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 04
④子どもの運動意欲を高め体力・運動能力が向上するように，学校園における体力向上の指導の研究と実践に取り組
むとともに，家庭で実践できる子どもの健康・体力づくりについて，保護者への啓発に取り組みます。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校保健法

事業概要

【対象】 
幼児・児童・生徒 

【意図】 
市立学校園の幼児，児童，生徒の健康の保持・増進 

【大きな目的】 
学校園，家庭，校園医などの連携のもとに幼児，児童，生徒の健
康管理と健康保持を推進し，自らの健康に関心を持ち心身の健康
を育成する。 

【全体概要】 
（１）校医健康診断 
　①　対象　　　全幼児児童生徒 
　②　実施時期　４月～６月 
　③　内容　　　内科，外科，耳鼻科，眼科の校医による健康診断 
（２）業者による検診 
　①　対象　　　該当学年の幼児児童生徒 
　②　実施時期　４月～６月（一部の検査の２次検診は１１月まで） 
　③　内容　　　ア　尿検査（全学校園） 
　　　　　　　　イ　心電図検査（小学校１年，４年，中学校１年） 
　　　　　　　　ウ　モアレ健診（小学校５年，中学校２年） 
（３）医師会，歯科医師会，薬剤師会との研修 
　①　対象　　　養護教諭（一部幼稚園の養護員を含む） 
　②　実施時期　１１月～２月 
　③　内容　　　学校保健，歯科保健，環境衛生に関わる情報共有 
（４）学校環境衛生検査 
　①　対象　　　全学校園 
　②　実施時期　通年 
　③　内容　　　飲料水およびプールの水質，給食室，空気，照明， 
　　　　　　　　騒音の検査 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

75,792 住民1人当たり（円） 716.85

年　度 単位

合計 千円 70,594 67,511

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,592.1767,511 75,792 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

70,594

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 8,000

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,654 2,567 2,865

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,150

会計年度任用職員

活動配分 人 1.650

人

64,944 64,927 特記事項・備考

10,810

千円 67,940

1.400 1.350

0.250

うち経費 千円 0 0

0.250

正職員

人

1.600

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

幼稚園が１園減ったことによる幼稚園経費減 
新型コロナウイルス感染症に伴う影響のため事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-016

04-01-016

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　健康診断の円滑な実施 
２　新型コロナウイルス感染症の健康管理対応。

令和 2年度の実施内容

１　検診実施項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　①校医検診　内科，耳鼻科，外科，眼科，歯科　　　　　　　　 
　②業者検診　心電図（小１･4，中1），検尿，脊柱検診（小5，中2） 
　③その他　　心臓2次検診，聴力・視力検査，結核検診 
２　三師会との研修会 
　①医師会　12月（紙面報告）　参加　校医44人・養護教諭11人・養護員6人　 
　②歯科医師会　11月（紙面報告）　参加　歯科医17人・養護教諭11人・養護員7人 
　③薬剤師会　7月 　参加　学校薬剤師9人・養護教諭11人・養護員6人 
３　学校保健大会　　　期日　令和3年1月（動画配信開始）　　 
４　事業費内訳　一般管理費12,564千円，小学校経費26,595千円，中学校経費9,570千円，幼稚園経費7,972千円 

令和 2年度の改善内容

１　健康上の課題等，関係機関と協議しながら対応した。 
２　各種健康診断の課題を明らかにし，委託先にも改善を依頼した。 
３　新型コロナウイルス感染症対応を関係機関と協議し，各校園での感染症対策を徹底した。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染症を含めた様々な健康課題への対応 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

健康診断業務は法令によって実施が定められている。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

健康，体力向上は芦屋の教育の柱である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

法令通り実施している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

法令通り実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

健康診断業務はほかに事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

三師会との連携が必須である。

【総合評価】

幼児児童生徒の安心安全な学校園生活を送るために，検診業務を円滑に行うことを基本に
しながら，適宜，より良い運営ができるような見直しも含めて改善できるところは行って
いくことができるように取組を進めていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減を求める事業ではない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
法令で定められているから求めるものではない。

令和　３年度の目標・改善内容
健康診断の円滑な実施と新型コロナウイルス感染症を含めた感染症対策を進める。

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

様々な健康課題への対応。 
新型コロナウイルス感染症を含めた感染症対策の実施。

健康診断の円滑な実施。 
新型コロナウイルス感染症を含めた感染症対策。 
幼児児童生徒の健康上の課題，アレルギー等への対応。

04-01-016

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (87）



04-01-017

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 中学校部活動推進事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401034029

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 04
④子どもの運動意欲を高め体力・運動能力が向上するように，学校園における体力向上の指導の研究と実践に取り組
むとともに，家庭で実践できる子どもの健康・体力づくりについて，保護者への啓発に取り組みます。

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

事業概要

【対象】 
中学生及び教職員 

【意図】 
青少年の健全育成の一環として行われている部活動が，円滑に実
施されるよう支援する。 
生徒の健康増進及び心身の健全育成を図る。 

【大きな目的】 
青少年健全育成の一環として行い，中学校部活動運営に関する事
業を円滑に実施し，成果と発表を目的とした対外的な行事への参
加等，部活動の振興を図る。 

【全体概要】 
□部活動推進事業実施委員会を設置し， 
　部活動の運営と振興にあたる。 
□部活動支援員や部活動技術指導者の配置，有効活用 
□年間指導計画・報告書の作成 
□研修会の実施 
□中学校体育連盟との連携 
□校舎建て替えに伴う練習場所の確保。 
□地域部活動に向けた調整等 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

7,659 住民1人当たり（円） 154.16

年　度 単位

合計 千円 16,414 14,518

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

342.3914,518 7,659 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

16,414

0 0

2,332 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 1,846 1,208

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 7,059

会計年度任用職員

活動配分 人 1.890

人

13,310 5,327 特記事項・備考

7,241

千円 14,568

0.340 0.340

1.540

うち経費 千円 0 0

1.550

正職員

人

1.880

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

新型コロナウイルス感染症の影響による部活動実施回数減のため事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-017

04-01-017

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

①校舎建て替えに伴う，山手中学校，精道中学校部活動校外練習場と生徒の移動手段の確保　②部活動技術指導者及び部活動支援員の配
置により，指導の充実を図り，地域部活動に向けた準備を進める。　③教職員研修資料「いきいき部活動」（４訂版）を活用した教職員
の研修，芦屋市部活動ガイドラインに沿った安全で望ましい部活動の取組を進める。

令和 2年度の実施内容

①山手中学校校舎建て替えに伴う運動部活動の練習場所確保と移動手段の整備 
②精道中学校校舎建て替えに伴う運動部活動の練習場所の確保 
③部活動支援員，部活動技術指導者の配置 
④部活動推進事業運営業務委託 
⑤芦屋市部活動ガイドラインに沿った部活動の運営の促進 
⑥地域部活動への移行に向け，芦屋市体育協会，スポーツ推進課と協議

令和 2年度の改善内容

部活動ガイドラインの遵守した運営の徹底

現在認識している課題

①部活動支援員や部活動技術指導者の人材の確保 
②精道中学校校舎建て替えに伴う部活動の練習場所の確保の調整 
③ガイドラインに沿った部活動の円滑な運営と地域部活動実施に向けた準備

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

学校教育の一環である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画と整合性が十分ある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

「生きる力」の育成という面で貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

毎学期，実施状況調査を行い改善が見られる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業があり，統合／代替が検討できる

学校教育の一環である。

[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るか

総合評価 できる

現行の方法が極めて効果が高い。

【総合評価】

部活動ガイドラインに沿って実施することができた。今後は，学校部活動と地域部活動の
在り方について，関係課と協議を重ね，さらなる円滑な部活動の実施に向けて取組を進め
ていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストを下げると配置頻度が減り，効果が低下する。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
義務教育段階の教育活動である。

令和　３年度の目標・改善内容
①部活動委託料の執行について，円滑な予算執行を行い部活動の活性化を図る。 
②部活動支援員の適切な配置。 
③部活動ガイドラインに沿った部活動の運営。 
④令和５年度地域部活動実施に向け，関係課と連携した準備。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

①部活動支援員や部活動技術指導者の人材の確保 
②精道中学校校舎建て替えに伴う部活動の練習場所の確保と調整 
③ガイドラインに沿った部活動の円滑な運営の実施 
④地域と連携した部活動の在り方を検討

①ガイドラインに沿った部活動の円滑な運営の実施 
②部活動支援員・部活動技術指導者の人材バンクの立ち上げと運用

04-01-017

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (88）



04-01-018

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学校給食関係事務 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401030274

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 03
③子どもたちが命や人権を大切にする「豊かな心」と，「健やかな体」をバランスよく身に付けられるよう取り組み
ます。

重点取組 05 ⑤山手中学校，精道中学校について，校舎の建替えと併せた給食実施のための準備を進めます。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法，学校給食法

事業概要

【対象】 
小学校・中学校 
児童・生徒 

【意図】 
安全・安心で質の高い学校給食の提供。O-157をはじめとする食
中毒等の徹底した衛生管理。食物アレルギー対応マニュアルに
沿ったアレルギー対応等の安全管理。 

【大きな目的】 
学校給食の安全な実施。O-157及び食中毒の予防。 
給食費の公会計化に伴う円滑な事務の実施。 
地産地消を生かした食育の推進。 
芦屋市の学校給食の魅力の発信。 

【全体概要】 
□給食施設等の衛生管理指導 
□給食用食器破損補充等，給食室の消耗品整備事務 
□学校給食展の実施 
□献立研究会及び学校給食連絡協議会の実施 
□学校給食関係団体との連絡調整 
□学校給食に関する助成事務 
□排水層,排気ダクト等清掃業務委託事務 
□給食室害虫駆除委託に係る事務 
□予備調理員の配置 
□予算執行事務 
□給食費公会計化に伴う事務作業 
□食育の推進 
□食物アレルギー対応マニュアルの有効活用 
□学校給食衛生管理マニュアル・異物混入マニュアルの有効活用 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

474,806 住民1人当たり（円） 4,470.62

年　度 単位

合計 千円 373,470 421,030

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

9,929.48421,030 474,806 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

373,470

0 0

0 世帯数

0

42,402

25,029 579

県費 千円 0 0

229

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 242,414 244,201 303,904

人口 94,177

うち人件費合計 千円 23,320

会計年度任用職員

活動配分 人 6.110

人

151,800 170,323 特記事項・備考

30,733

千円 130,827

1.000 1.820

5.300

うち経費 千円 0 0

5.110

正職員

人

7.120

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

精道中学校給食開始のため事業費増，新型コロナウイルス対策臨時特例見舞金支給による事業費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-018

04-01-018

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　食物アレルギー対応マニュアルに沿った実態把握とその後の検証 
２　給食費公会計における事務の円滑な遂行 
３　食育の推進及び児童生徒の成長に関わる学校給食実施

令和 2年度の実施内容

１　小中学校の給食費公会計の遂行 
２　学校給食連絡協議会（10月） 
３　学校給食展実施　日時：令和2年9月30日～10月20日 
４　献立研（月１回） 
５　新型コロナウイルス対策臨時特例見舞金の支給（要保護・準要保護認定者・特別支援教育就学奨励費（Ⅰ・Ⅱ段階）認定者） 
６　事業費　 
　①給食展等委託料，印刷製本，負担金等　6,728千円 
　②消耗品，備品補修，購入費　28,628千円　③予備調理員報酬　10,353千円 
　④新型コロナウイルス対策臨時特例見舞金　38,975千円　⑤中学校給食業務委託　70,826千円　 
　⑥小学校給食材料費　196,369千円　⑦中学校給食材料費　48,771千円

令和 2年度の改善内容

１　芦屋市学校給食衛生マニュアル，異物混入マニュアルの改訂に伴う安全安心な学校給食の検証 
２　新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた学校給食の実施

現在認識している課題

１　異物混入マニュアルに基づき，具体的な防止策を検証しながら，防止の徹底を図る。 
２　新型コロナウイルス感染症対策を含め，学校給食衛生管理のさらなる向上を図る。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

公立小中学校給食を実施するにあたり，市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 後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

芦屋市として大事にしていきたい事業である。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

安全安心手作りを基本とした学校給食の実施は，芦屋市の魅力の一つであると考える。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

学校に協力を求めながら，実施に向け取り組んでいる。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他に類似事業はない。また，統廃合できる事業もない。

[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るか

総合評価 できない

現在のところ，変更できる手段がない。

【総合評価】

安心安全な学校給食の実施を図る。また教育活動全体を通して，とくに中学校における食
育推進の実施を図っていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

限られた予算の中で可能な限り給食の質を保証しているので，容易に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か

総合評価 適正な負担を求めている
食材費のみ保護者負担としている。

令和　３年度の目標・改善内容
１　芦屋市学校給食衛生管理マニュアル（平成31年3月改訂），芦屋市異物混入マニュアル（平成31年3月改訂）に沿った安全安心な給食
の実施 
２　芦屋市立全小中学校における食育推進

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 拡大・充実

妥当性 あり

１　新型コロナウイルス感染症対策を含め，学校給食の衛生管理に
努め，安全安心な学校給食を提供する。 
２　全小中学校給食実施に伴い，さらなる食育の推進を図る。

１　学校給食衛生管理マニュアル，異物混入マニュアルの改訂に
沿った安全安心な学校給食の提供について検証する機会を設け，さ
らなる衛生面の向上を図る。（衛生研究会の実施等） 
２　備品，消耗品等の充実を図り，衛生面を中心とした調理環境の
向上を目指す。

04-01-018

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (89）



04-01-019

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター教育研究推進と研修事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401040287

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 田淵　雅樹

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 04 ④教職員の専門性及び指導力の向上に取り組みます。

重点取組 01
①様々な教育課題に適切に対応できる教職員を育成するため，キャリアステージ（経験年数，校務分掌等）や課題に
応じた研修機会の充実を図ります。

実施区分 直営 財源

事業期間 平成 2年度 ～ 会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法令（第30条），学校教育法，打出教育文化センター条例

事業概要

【対象】 
芦屋市立保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校教職員及び
幼児児童生徒 

【意図】 
芦屋市立保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校教職員の実
践的指導力や意欲，資質の向上を図る。日常の教育活動や研修に
関する印刷物の出版を通して，教職員の意欲の喚起，資質・能力
の向上を図る。 

【大きな目的】 
教職員一人一人が，専門性や指導力を身につけ，学習指導や生徒
指導の資質・能力を高め，幼児児童生徒や保護者の信頼を得る。 

【全体概要】 
□社会や時代のニーズにあった一般研修・新規採用教員研修・経験者
研修・ＩＣＴ活用研修 
□中学校道徳の教科化に向けた研修 
□教育研究部会 
□教科等研究会 
□各種研究会参加 
□打出教育文化センター研修講座の概要や事業報告のための「所報」
の作成 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

2,321 住民1人当たり（円） 100.76

年　度 単位

合計 千円 12,366 9,489

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

223.799,489 2,321 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

12,366

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 9,967

会計年度任用職員

活動配分 人 1.400

人

9,489 2,321 特記事項・備考

8,491

千円 12,366

1.300 1.100

0.100

うち経費 千円 0 0

0.100

正職員

人

1.200

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

コロナ禍により研修会の中止等で講師に支払う報償費が減ったため

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-019

04-01-019

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

有効で効果的な教育実践を行うため，現状に即した実践的な研修を企画して「教師力」向上を図る。 

令和 2年度の実施内容

小中学校新規任用教員研修　全４回　延べ３３人が参加 
一般研修講座　全４回　２５８人参加 
管理職研修　全１回　１８人参加 
教師力向上支援事業　全１２回　延べ１６人参加 
教育研究部会　４４名参加 

研修会報償費　６３１千円 
需用費　２６７千円 
図書費　　９６千円 
役務費　　　５千円 

令和 2年度の改善内容

学校の状況やニーズにあった内容を精選することで，受講者の満足度をあげ，より実践的な力を養う 

現在認識している課題

働き方改革による夏季研修講座の回数，内容の精選 
リモートによる研修会の実施

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教育公務員特例２１条２により教育公務員の研修について計画を樹立し，その実施に努めなければならないと示されている。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教職員の資質向上は，子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長することに直結するため整合性がある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教職員の指導力と人間性の向上は，子どもたちの学力を伸ばし，心の成長に大きく貢献する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

情報活用能力の育成などの教育課題を計画的に取り入れ，研修を充実させた。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

市の実態に即した教職員の研修であるため，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るか

総合評価 できる

講座については，各学校への周知の仕方や講座の次期・内容・会場等を精選することによって受講者数の増加が見込まれる。

【総合評価】

新型コロナウィルス感染症の影響で，集合研修の数は削減せざるをえなかったが，個別に
授業技術の向上や子どもとの関わり方を学ぶため，教師力支援向上事業に注力した。今後
は，研修満足度をあげるためにも内容の精選や各校を会場にしたり，リモートで実施した
りするなど参加しやすい研修の在り方を工夫していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

学習指導要領の移行期にあたり，研修内容の増加が見込まるが，講師の精選や交渉等で削減の余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公教育に関する事業のため

令和　３年度の目標・改善内容
教職員が，子どもたちにとってより効果的で有効な教育実践を行うために，現状の課題に即した実践的な研修を企画立案し，「教師力」
の向上を図るように支援する。 

指導力向上だけでなく，社会性，創造性，人間性を高める研修にも努める。 

子ども達の情報活用能力の育成を目標にした研修会を実施する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

講座の開催時期，場所，内容の精選等を吟味して，満足度を高め，
多くの受講者が参加可能な研修方法を検討していく。 
内容等によりリモートでの研修が可能なものについては実施方法を
検討していく。

各校の校内研修をより充実させていくための支援を行う。

04-01-019

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (90）



04-01-020

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 打出教育文化センター一般事務 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401040283

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 田淵　雅樹

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 04 ④教職員の専門性及び指導力の向上に取り組みます。

重点取組 01
①様々な教育課題に適切に対応できる教職員を育成するため，キャリアステージ（経験年数，校務分掌等）や課題に
応じた研修機会の充実を図ります。

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成 2年度 ～ 会計種別

根拠法令等
地方教育行政法，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第30条），打出教育文化センター条例，同施行規則

事業概要

【対象】 
市民及び教職員 

【意図】 
打出教育文化センター事業事務の，円滑で適切かつ安全な遂行を
図る。 

【大きな目的】 
打出教育文化センター事業の迅速かつ適正な事務遂行により，市
民及び教職員の信頼を得る。 

【全体概要】 
□教育研究推進と研修事業に係る書類・資料の作成を行う。 
□迅速，かつ丁寧な窓口の対応，事務補助等のための会計年度任用職
員をおく。 
□学校支援相談員（会計年度任用職員）の配置。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

234 住民1人当たり（円） 163.43

年　度 単位

合計 千円 16,631 15,391

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

362.9815,391 234 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

16,631

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 16,427

会計年度任用職員

活動配分 人 3.900

人

15,391 234 特記事項・備考

15,246

千円 16,631

0.600 0.200

3.300

うち経費 千円 0 0

3.300

正職員

人

3.500

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-020

04-01-020

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

学校支援員相談員が，小中学校の若手教員へ指導・支援を行い，教員の資質・能力向上を図る。 

学校の諸問題を学校支援相談員と管理職が相談し，よりよい方向に導く。

令和 2年度の実施内容

〇学校支援相談員　　３名　　　１０５２１千円 

小中学校の臨時的任用教員等への授業視察による事後指導。 
小中学校で発生した保護者対応等の問題解決に向けた管理職との相談と助言。 

〇会計年度任用職員　１名　　　　３０４７千円 
貸し室業務，来客および電話対応，研究支援事務，一般事務，施設管理等 

令和 2年度の改善内容

臨時採用教員研修会の充実

現在認識している課題

学校支援員と助言指導を受ける教職員のコミュニケーションができる時間の確保

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

芦屋市立小中学校の若手教員の実践的指導力向上のために必要である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教職員の専門性と指導力向上の取り組みの一つである。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

若手教員の学級経営や教科指導の向上に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

計画的な個別指導により着実に成果を上げている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

臨時的任用教員への指導が中心となるため他の類似事業はない。

[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るか

総合評価 できない

小中学校の教員への直接指導となるため手段の変更は困難である。

【総合評価】

臨時的任用教員が増えている中，臨時的任用教員は，正規の職員に比べて，研修の機会や
学級経営・授業の指導力について他者から指導助言を受ける機会が少ない。学校支援相談
員が各校を回りながら直接指導するこの事業は貴重であり，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，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

既定の経費であるため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公教育にかかる事業のため受益者負担はそぐわない。

令和　３年度の目標・改善内容
学校支援員相談員が，小中学校の若手教員へ指導・支援を行い，教員の資質・能力の向上を図る。 
学校の諸問題を学校支援相談員が管理職と細かに相談し，対処方法等を適切に助言し，よりよい方向に導く。

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

臨時的任用教員研修会の内容の精選 
管理職や指導を受けた教員との話し合いの時間の確保

臨時的任用教員や若手教員だけではなく，指導力向上が必要な教員
についても学校と協議の上支援する。

04-01-020

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (91）



04-01-021

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 教職員の資質向上事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401040285

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 04 ④教職員の専門性及び指導力の向上に取り組みます。

重点取組 01
①様々な教育課題に適切に対応できる教職員を育成するため，キャリアステージ（経験年数，校務分掌等）や課題に
応じた研修機会の充実を図ります。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
教育公務員特例法

事業概要

【対象】 
芦屋市立学校園教職員 

【意図】 
社会の要請に応える教育の水準を高めるため，教師自らの意識改
革と資質の向上を図る。 

【大きな目的】 
教職員の専門性と実践的指導力の向上 

【全体概要】 
□管理職，教務主任等の研修の実施 
□新学習指導要領の改訂に向けた研修の実施 
□指導と評価の一体を図る研修の実施 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

60 住民1人当たり（円） 4.53

年　度 単位

合計 千円 283 427

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

10.07427 60 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

283

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 223

会計年度任用職員

活動配分 人 0.030

人

427 60 特記事項・備考

372

千円 283

0.030 0.050

0.000

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-021

04-01-021

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１　校園長等研修に関して今日的な教育課題を中心に内容を十分に検討し，実施する。 
２　学習評価に係る研修については教科の信頼性，公平性をより高めるためにも教務主任，新任教員を対象に継続して行う。

令和 2年度の実施内容

１（１）校園長研修会　講師を招聘し実施 
　6月（長期休業と子どものこころ）7月（一人一台のタブレット端末を活用した情報活用型授業の作り方）9月（子ども理解を軸とした
学校園経営）10月（生徒指導等における適切な初期対応について～事例研究～）11月（学校運営協議会）12月（インクルーシブ教育）1
月はタブレット端末の操作研修を，資料配布し各自で実施 
（２）教頭研修　　　　　 
　11月（地域とともにある学校つくり）12月（ハラスメント防止）3月（不登校について） 
２　新学習指導要領に対応した学習評価に係る研修会 
　①教務担当者，評価担当者，授業推進担当者等を対象に学習評価に係る研修会を実施（小学校6月，中学校10月，12月） 
　②巡回指導（中学校　10月～2月）各中学校においてさらに重ねて研修 
３　学習評価に係る研修　6月に資料配布で各自研修（新任教員等）

令和 2年度の改善内容

１相手のことを考えた教育のベースとなる不易の部分について，管理職を中心に担当者会においても一貫して研修を重ねた。 
２学習評価に係る研修会では保護者の理解を得られるように，評価のポイントを理解できるよう，回数を重ねて研修を実施した。

現在認識している課題

教職員の資質の向上にむけた継続的な取組について必要である。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

教員の専門性と実践指導力向上に貢献している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

教員の専門性と実践指導力向上に貢献している。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教員の専門性と実践指導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るか

総合評価 概ね実行している

研修内容を常に検討して実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

他の目的を持つ事業がない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

各学校園において実態が異なるため，手段変更をした対応はできない。

【総合評価】

計画的に研修会を実施するとともに，日々の自己研修も含めて教師の資質と能力の向上を
図る取組は継続して行う必要がある。とくに相手意識を持った他者理解をベースに今日的
な教育課題解決に向けて行動するよう，多くの機会をとらえて発信していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

講師等を選択する上で検討することは可能である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
法令で決まっており，求めるものではない。

令和　３年度の目標・改善内容
教職員の実践的な研修の充実

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１　内容を精査しながら研修を実施する 
２　学習評価については評価の観点が変わり，適切な執行ができる
ように，引き続き研修を実施していく。

１　各学校園において今日的な教育課題について研修を深めてい
く。 
２　教頭会，教務主任も含めたミドルリーダーの育成に力を入れ
る。

04-01-021

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (92）



04-01-022

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 小学校施設整備事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401050291

担当所属 都市建設部建築課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 05 ⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を計画的に進めます。

重点取組 01
①子どもが，快適で充実した環境の中で学校園生活が送れるように，山手中学校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各学校園施設の整備を実施するとともに，教育備品の整備を計画的に行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

事業概要

【対象】 
利用者（児童，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

122,977 住民1人当たり（円） 93.55

年　度 単位

合計 千円 74,638 8,810

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

207.778,810 122,977 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

74,638

26,900 0

0 世帯数

44,500

42,402

0 28,146

県費 千円 3,682 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,807

会計年度任用職員

活動配分 人 0.850

人

8,810 50,331 特記事項・備考

3,289

千円 44,056

0.650 0.400

0.200

うち経費 千円 1,637 223

0.200

正職員

人

0.600

他部門経費 千円 1,637 223

減価償却費 千円 0 0

対象となる工事が少なかったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-022

04-01-022

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

小学校施設・設備の改良改修を行なうとともに教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する。

令和 2年度の実施内容

各学校別実施工事（主な工事） 
宮川小学校：中庭建具漏水補修工事他　2件　計3,442,560円　他 
工事件数：10件　工事金額：5,298,040円 

【全体内訳】 
工事請負費：10件　5,298,040円 
総合計　　：10件　5,298,040円

令和 2年度の改善内容

特になし。

現在認識している課題

年々，施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による対応で処理している現状がある。年次計画に基づき，中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと考
える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

工事内容や工法を精査し，比較検討することにより費用対効果をあげることは可能

【総合評価】

各小学校の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行なうとともに，改良・改修すること
は，児童の良好な学習環境を保つ観点から有効であり，年次計画に基づき，中長期的な視
点から適切な時期に施設・設備の改修を行ない，良好な状態を保ちながら延命化を図るこ
とは財政的な見地からも適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減余地あり

各施設ごとの特性を熟知し，改修内容を検討することにより，求められる機能を維持し，コストを削減することは可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
学校現場等からの要望事項を含め各小学校の点検を定期的に実施し，危険個所の把握を行なうとともに，より適切な改善を行ない，教育
環境の保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学校施設の状況等の共有化と活用。 実施計画に基づきながら，施設の状況等の把握に努め，適切な改善
を行なうことで，教育環境の保全・改善を図る。

04-01-022

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (93）



04-01-023

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 中学校施設整備事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401050292

担当所属 都市建設部建築課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 05 ⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を計画的に進めます。

重点取組 01
①子どもが，快適で充実した環境の中で学校園生活が送れるように，山手中学校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各学校園施設の整備を実施するとともに，教育備品の整備を計画的に行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

事業概要

【対象】 
利用者（生徒，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。また，精道中学校の建替えを行う。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

1,156,899 住民1人当たり（円） 51,234.64

年　度 単位

合計 千円 1,585,274 4,825,125

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

113,794.754,825,125 1,156,899 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

1,585,274

981,100 3,984,700

0 世帯数

787,500

42,402

597,216 142,017

県費 千円 0 0

275,987

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 5,894

会計年度任用職員

活動配分 人 0.990

人

243,209 227,382 特記事項・備考

6,979

千円 328,187

0.800 0.900

0.190

うち経費 千円 46,959 42,935

0.190

正職員

人

1.090

他部門経費 千円 46,959 42,935

減価償却費 千円 0 0

山手中学校及び精道中学校に係る工事の進捗によるもの。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-023

04-01-023

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

中学校施設・設備の改良改修を行うとともに教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する。

令和 2年度の実施内容

各学校別実施工事（主な工事） 
精道中学校：精道中学校建替工事他　7件　計2,927,178,374円　他 
工事件数　49件　工事金額：4,508,852,489円 

【全体内訳】 
需用費　　：32件　　  1,359,018円　　　備品購入費：164件　   99,172,375円 
委託料　　：24件　  121,353,500円　　  負担金　　：1件　　　  1,738,000円 
工事請負費：49件　4,508,852,489円　　　補償金　　：1件　　　  1,485,275円 
賃借料　　：1件　　  41,250,000円 　　 総合計　　：272件　4,775,210,657円

令和 2年度の改善内容

山手中学校建替えの完了。

現在認識している課題

年々施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中長
期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと考
える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

工事内容や工法を精査し，比較検討することにより費用対効果をあげることは可能

【総合評価】

各中学校の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行なうとともに，改良・改修すること
は，生徒の良好な学習環境を保つ観点から有効であり，年次計画に基づき，中長期的な視
点から適切な時期に施設・設備の改修を行ない，良好な状態を保ちながら延命化を図るこ
とは財政的な見地からも適切である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減余地あり

各施設ごとの特性を熟知し，改修内容を検討することにより，求められる機能を維持し，コストを削減することは可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
学校現場等からの要望事項を含め各中学校の点検を定期的に実施し，危険個所の把握を行なうとともに，より適切な改善を行ない，教育
環境の保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学校施設の状況等の共有化と活用。 実施計画に基づきながら，施設の状況等の把握に努め，適切な改善
を行なうことで，教育環境の保全・改善を図る。

04-01-023

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (94）



04-01-024

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 幼稚園施設整備事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401050293

担当所属 都市建設部建築課 担当課長名 鹿嶋　一彦

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 05 ⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を計画的に進めます。

重点取組 01
①子どもが，快適で充実した環境の中で学校園生活が送れるように，山手中学校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各学校園施設の整備を実施するとともに，教育備品の整備を計画的に行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和33年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
地方財政法（第8条），教委事務分掌規則（第5条）

事業概要

【対象】 
利用者（園児，教職員，保護者，コミスク，市民等） 

【意図】 
各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教
育環境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善する。 

【大きな目的】 
学習環境等の保全・改善を図る。 

【全体概要】 
各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の改良改修を行い，教育環
境の改善を図り，利用者に使いやすい施設に改善するため，各施設の
施設整備を行う。 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

1,900 住民1人当たり（円） 2.92

年　度 単位

合計 千円 38,858 275

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

6.49275 1,900 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

38,858

0 0

0 世帯数

0

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 2,853

会計年度任用職員

活動配分 人 0.540

人

275 1,900 特記事項・備考

275

千円 38,858

0.350 0.000

0.090

うち経費 千円 670 0

0.190

正職員

人

0.090

他部門経費 千円 670 0

減価償却費 千円 0 0

対象となる工事がなかったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-024

04-01-024

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

幼稚園施設・設備の改良改修を行うとともに教育環境の改善を図り，安全かつ使いやすい施設に改善する。

令和 2年度の実施内容

実施内容なし。

令和 2年度の改善内容

特になし。

現在認識している課題

年々，施設設備の老朽化が進行しているが，財政上から部分的な補修等による整備対応で処理している現状がある。年次計画に基づき中
長期的な観点で大規模整備事業として適正な時期に実施することで耐用年数も伸び，結果的に経費の節減が図れるなどメリットが多いと
考える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後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] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

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るか，その事業と統合／代替できないか

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るか

総合評価 できる

工事内容や工法を精査し，比較検討することにより費用対効果をあげることは可能

【総合評価】

各幼稚園の損耗や機能低下した施設・設備の点検を行なうとともに，改良・改修すること
は，園児の良好な学習環境を保つ観点から有効であり，年次計画に基づき，中長期的な視
点から適切な時期に施設・設備の改修を行ない，良好な状態を保ちながら延命化を図るこ
とは財政的な見地からも適切である。

達成度

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減余地あり

各施設ごとの特性を熟知し，改修内容を検討することにより，求められる機能を維持し，コストを削減することは可能

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
幼稚園現場等からの要望事項を含め各幼稚園の点検を定期的に実施し，危険個所の把握を行なうとともに，より適切な改善を行ない，教
育環境の保全・改善に努める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

幼稚園施設の状況等の共有化と活用。 実施計画に基づきながら，施設の状況等の把握に努め，適切な改善
を行なうことで，教育環境の保全・改善を図る。

04-01-024

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (95）



04-01-025

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学校園ＩＣＴ環境整備事業 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401050655

担当所属 教育委員会学校教育部打出教育文化センター 担当課長名 田淵　雅樹

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 05 ⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を計画的に進めます。

重点取組 01
①子どもが，快適で充実した環境の中で学校園生活が送れるように，山手中学校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各学校園施設の整備を実施するとともに，教育備品の整備を計画的に行いま
す。

実施区分 財源

事業期間 平成22年度 ～ 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
児童生徒，学校園教職員 

【意図】 
小中学校の授業において，タブレット端末等のＩＣＴを活用して
学習できる環境を整備し，児童生徒や幼稚園小中学校教職員のＩ
ＣＴ活用能力を育成する。 
校務の効率化,情報化を推進するため設備等の整備充実を図り，
快適な情報システムの運用保守をおこなう。 

【大きな目的】 
情報機器活用能力の育成 
教育情報ネットワークシステムの整備充実と運用保守 

【全体概要】 
□学校園教育情報ネットワークシステム及び校内LANの整備 
□校務用コンピュータ及び教育用コンピュータの運用保守 
□ＩＣＴを活用した授業の推進 
□タブレット端末及びコンピュータ周辺機器の整備充実 
□情報セキュリティの管理運用 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

71,111 住民1人当たり（円） 5,491.38

年　度 単位

合計 千円 94,428 517,162

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

12,196.64517,162 71,111 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

94,428

0 41,000

0 世帯数

0

42,402

376,212 0

県費 千円 1,790 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 1,000 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 11,351

会計年度任用職員

活動配分 人 1.620

人

99,950 71,111 特記事項・備考

17,642

千円 91,638

1.600 1.950

4.100

うち経費 千円 0 0

0.020

正職員

人

6.050

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

GIGAスクール構想の前倒しにより，校内LAN整備，児童生徒１人１台タブレットの導入などがおこなわれたため費用が大幅に増加した。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-025

04-01-025

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

タブレット端末等のICTを活用し，より分かりやすく，主体的・対話的で深い学びにつながるような授業づくりに取り組む。 
校務支援システム等を活用し，教員の校務の効率化を図り，子どもと向き合う時間を確保する

令和 2年度の実施内容

GIGAスクール構想において校内LAN整備および児童生徒１人１台学習用端末の貸与をおこなった。学習支援ソフトをはじめ，タブレット
端末整備費やオンライン学習のための遠隔授業機器等，ICT環境整備をおこなった。 
校務支援システムを活用した保健関連帳簿の更なる改善，図書館システムの再構築等により教職員の子供と向き合う時間を確保できるよ
うに努めた。 
大型提示装置/ディスプレイ　　６２台　　　７，６４７千円 
給食事務室用プリンタ　３台　　７６千円　プログラミング教材　　　２４２千円 
児童生徒用学習用タブレット端末　　６２３３台　　２７６，８５８千円 
教師用タブレット端末　　３０１台　１３，３７０千円 
校内LAN整備費　７５，９７３千円　　学習支援ソフト導入費　　１，６４９千円

令和 2年度の改善内容

各学校および家庭で安全安心快適に学習用タブレット端末が活用できるようにICT環境整備に取り組む

現在認識している課題

学習用タブレット端末の管理 
セキュリティポリシーおよび実施手順の教職員への周知，厳守の徹底

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

芦屋市立小中学校の実態に合った整備運用が必要であるため

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

児童生徒の学力向上に資するため

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

小中学校の分かりやすい授業づくりに貢献している

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

コロナ禍の影響でGIGAスクール構想が前倒しになり，校内LAN整備，児童生徒１人１台タブレット導入等の計画が早まった。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

学校教育に関するICT環境整備は，芦屋市および芦屋市学校園独自のものである。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

必要に応じて他部署と連携して進めることができる。

【総合評価】

GIGAスクール構想を進めていく上で，必要な機器の調達や校内LAN整備などのハード面は
ある程度整った。今後は更ににICTを安心安全快適に学校や家庭で活用し，子どもたちに
とって個別最適化された新たな学びを進めるかが重要である。また，そのための学校等へ
のサポートをおこなうことも重要である。

達成度 一部達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減余地あり

ライセンスの包括契約や機器の導入の仕方によってコスト削減が可能である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公教育に関する整備と管理運用保守のため。

令和　３年度の目標・改善内容
情報活用能力体系表をもとに各校で情報モラルの育成や授業の中でタブレット端末等のICTを効果的に活用する場面や実践を積み上げ，
市全体で共有し広めていく。 
学校園の校務系ネットワークを再構築し，よりセキュリティの高い環境を構築する。 

教育情報セキュリティポリシーをもとに作成された実施手順をもとに教職員の情報セキュリティの重要性を認識し，遵守しようという意
識を高める。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

学習用タブレット端末の管理・運営および活用の推進 

教職員の新たなネットワークでの校務用PC操作研修および実施手順
の周知・徹底 

学習系，校務系，校務外部系ネットワークの三層分離をおこない，
安心安全快適な学校園ネットワーク環境を構築し，運用をおこな
う。 学校園ネットワークを利用する教職員，児童生徒は，情報セ
キュリティを遵守し，ICTの活用をおこなう。 情報活用能力の育成を
目的にタブレット端末等のICTの活用を推進する。

04-01-025

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (96）



04-01-026

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 義務教育運営等事務 事務事業番号

01 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している                        

010401050280

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標

重点施策 05 ⑤心やすらぐ充実した教育環境の整備を計画的に進めます。

重点取組 01
①子どもが，快適で充実した環境の中で学校園生活が送れるように，山手中学校，精道中学校の建替えに着手するほ
か，「公共施設の保全計画」に基づき，各学校園施設の整備を実施するとともに，教育備品の整備を計画的に行いま
す。

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

事業概要

【対象】 
小・中学校児童・生徒・教職員 

【意図】 
各学校の教材，消耗備品が充実する中で，教員が様々な教育課題
に対して研究，実践を重ねることで，義務教育の目的を達成させ
ることができる。また，教材整備により，児童・生徒の教育環境
が整い，学習効果が上がる。 

【大きな目的】 
小・中学校運営における円滑化と教育効果を高める教材，教具の
計画的な整備 

【全体概要】 
□小・中学校の教科等研究推進に伴う予算執行・管理事務 
□小・中学校の研究発表等に対する指導助言 
□小・中学校の消耗備品購入等，学校の教育環境充実に向けての予算 
　執行・管理事務 
□学習指導要領の内容に準拠した教材及び教具を小・中学校に適正配 
　備する（例）英語ピクチャーカード・ノート黒板・ビデオカメラ・ 
　跳箱・電子ピアノなど 
□教材備品の廃棄や補修をする 
　（例）楽器の廃棄や修理など 

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

32,848 住民1人当たり（円） 431.11

年　度 単位

合計 千円 39,096 40,601

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

957.5340,601 32,848 １世帯当たり（円）千円

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

39,096

0 0

0 世帯数

0

42,402

6,746 0

県費 千円 0 0

0

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

うち人件費合計 千円 4,308

会計年度任用職員

活動配分 人 0.670

人

33,855 32,848 特記事項・備考

3,680

千円 39,096

0.520 0.400

0.230

うち経費 千円 0 0

0.150

正職員

人

0.630

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

学校における新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じるための教材教具等学習保障支援に関する事業費増

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

04-01-026

04-01-026

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

令和 2年度目標

１各学校での教育活動で必要な教材教具・消耗品等への適切な予算執行による教育環境の充実 
２教科等の研究推進に係る研究会，研修会の充実と指導助言，支援の充実

令和 2年度の実施内容

①新型コロナウイルス感染症対策を講じるための教材教具も含め，小中学校への教育活動に必要な教材環境整備，充実を図った。 
②各校における教育課題の解決に向けて，新型コロナウイルス感染症対策を講じながら校内研究会や研修会を実施できるよう，支援し
た。 
③各学校が教科研究を円滑に行えるように，支援の充実を図った。 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため公開授業研究会が実施されなかったので，授業に対する指導助言をする機会がほとんどな
かった。しかしながら，各担当者会を通じて，今日的な課題に対する研修会を実施することができた。 

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症に伴う影響で感染対策を講じるための消耗品等の整備を行った。

現在認識している課題

より効果的な研修会等の持ち方について

[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

本市の教育基盤となる。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

授業研究会の開催や教科等研究推進による学力向上への取組で関連するものがある。

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

教育環境を整え子どもたちが豊かな人間力を育むために教職員が研究・実践を重ね，芦屋の教育への貢献が図られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

各学校配当の教材教具・消耗品等の予算は計画的に執行されており校内研修等の支援・助言について工夫や充実に努めている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

教育環境の整備という事業は他にはない。

[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るか

総合評価 できない

児童生徒の学習環境の整備，教職員の研修手段の方法の変更は必要であるが，費用対効果につながるとは言えない。

【総合評価】

校内研修及び研究会の充実を図る。 
教育効果の上がる備品・消耗費の購入を行う。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

児童生徒への教育の充実を図るには現在の予算は必要最低限であるといえる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
教育の機会均等を図るうえで市が責任をもって実施するものである。

令和　３年度の目標・改善内容
１学校の研究推進に伴う予算執行・管理事務 
２学校に必要な教材及び教具の整備 
３授業研究会や研修会を実施し，学習効果を上げるための取組を推進する。

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

１各校における研究会・研修会の内容の充実 
２教育効果を高める教材備品等の情報共有 
３効果的な授業研究及び練習会の実施

１学習効果の上がる教材備品や消耗品について整備する。 
２各学校が教材研究を円滑に行えるように，支援の充実を図る。 
３効果的な授業研究会や研修会の実施

04-01-026

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (97）



 04-01-027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-027

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

こども・健康部
子育て推進課
（子育施設担当

保護者の就労や病気
などの理由で昼間に
保育を受けることが
出来ない乳・幼児（0
歳から就学前までの
児童）に対し教育・
保育を行う。認定こ
ども園において満３
歳以上の就学前児童
に対する教育・保育
を行なう。 

市立保育所及び認定こども園の適正
な維持管理。 

良質かつ適切な特定教育・保育を行
ない，子どもの健やかな成長を目指
す。 

357,516 378,515 緑保育所大規模改修の設計 市立保育所５園・市立認定こども園１園の維持管理経費 

１．委託料　　　　・・・11,355千円（うち緑保育所大規模改修設計費用
7,238千円） 
２．需用費　　　　・・・23,271千円 

教育委員会管理
部管理課

経済的理由により，
修学困難な高校生 

経済的理由により修学困難な者に奨
学金を支給して教育の機会均等の措
置を講じ，修学を奨励する。 

教育の機会均等の保障及び修学の奨
励 

11,756 10,528 経済的に修学困難な高校生に奨学金
を支給する。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，家計が急変した世帯について支
援した。 

給付人数及び支給額 
公立高校　69人　2,524千円 
私立高校　69人　3,911千円 

　計　　 138人　6,435千円 

上記のうち，家計急変世帯 
私立高校　 2人　　168千円 

教育委員会管理
部管理課

経済的理由により，
児童・生徒を就学さ
せることが困難な保
護者 

経済的理由により，就学が困難な児
童・生徒の保護者に援助費を給付す
ることにより義務教育の円滑な実施
に資する。 

教育の機会均等の保障及び就学奨励 31,969 30,017 要保護及び準要保護児童生徒の就学
に必要な経費を給付する。 

国の制度改正を受け，学用品費等の単価を引き上げ支給した。新型コロナ
ウイルス感染症の影響に伴い，家計が急変した世帯について支援した。 
□支出費目及び支出額 
　新入学学用品費【入学後】（小学校1,277千円／中学校1,320千円）【入
学前】（小学校2,604千円／中学校3,720千円） 
　学用品，通学用品費(小学校5,255千円/中学校4,962千円)，校外活動費
（小学校80千円／中学校82千円），校外活動費（宿泊付）（小学校140千円
／中学校115千円），修学旅行費（小学校1,153千円／中学校878千円），卒
業経費（小学校815千円／中学校598千円），通学費（小学校110千円／中学
校112千円），体育実技費（中学校45千円），特別支援教育就学奨励費(小
学校359千円/中学校285千円) 

上記のうち，家計急変世帯 
小学校　11人 221千円／中学校　6人 150千円 

教育委員会管理
部管理課

市内の私立幼稚園の
設置者（新制度に移
行する幼稚園は特別
支援教育振興助成金
のみ対象） 

市内の私立幼稚園の教育の振興と充
実を図る。 

私立幼稚園の健全な運営を助成する
ことにより，幼稚園教育の振興と充
実を図る。 

2,544 1,344 市内の私立幼稚園の教育振興と充実
を図る。 

均等割　600千円　1園に交付　600千円 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

010401060190 市立保育所・認
定こども園の維
持管理業務

010401060245 芦屋市奨学金

010401060246 就学援助費

010401060248 私立学校園助成
費

 04-01-027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-027

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (98）



 04-01-028　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-028

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

教育委員会管理
部管理課

外国人学校の初級部
及び中級部に在籍す
る外国人児童・生徒
の保護者 

外国人学校に在籍する外国人児童生
徒の保護者負担の軽減を図り，就学
を援助する。 

教育の機会均等の保障と就学奨励 1,478 1,487 外国人学校に在籍する外国人児童生
徒の保護者に補助金を給付する。 

□対象者内訳 
　尼崎朝鮮初中級学校　　 3人 
　神戸朝鮮初中級学校　　 2人 
　マリスト国際学校　　　 2人 
　カナディアンアカデミー 5人 
　聖ミカエル国際学校　　 2人　計14人 
□補助費目及び支給額 
　新入学児童生徒学用品費　 51千円（初級部 1人） 
　学用品費・通学用品費　　237千円（初級部 10人，中級部 4人） 
　修学旅行費　　　　　　　 83千円（初級部 1人，中級部 1人） 

教育委員会管理
部管理課

市民 教育行政の執行の安定性・継続性を
確保する。 

学校教育及び社会教育の推進，充実
を図る。 

15,301 17,444 教育に関する事務を執行・管理し，
教育委員会を適切に運営する。 

□会議の開催数　定例委員会１２回，臨時委員会８回，協議会２０回 
□議決結果　計８１件 
・可決　条例規則の制定８件，その他２５件 
・承認　専決処分報告１６件，報告事項３２件 

教育委員会管理
部管理課

市立小学校に就学し
ている児童 

児童が良好な状態で教育を受けられ
る環境を保つ。 

良好な教育環境を保つ。 226,979 232,657 児童が良好な環境で教育を受けられ
るよう保つ。 

学校施設の維持管理 
　・光熱水費 
　　　電気使用料　　　41,661千円 
　　　ガス使用料　　　24,917千円 
　　　上下水道使用料　29,793千円 
　・その他　　　　　　35,147千円 

教育委員会管理
部管理課

市立中学校に在学し
ている生徒 

生徒が良好な状態で教育を受けられ
る環境を保つ。 

良好な教育環境を保つ。 88,893 108,298 生徒が良好な環境で教育を受けられ
る環境を保つ。 

学校施設の維持管理 
　・光熱水費 
　　　電気使用料　　　12,792千円 
　　　ガス使用料　　　 7,349千円 
　　　上下水道使用料　11,211千円 
　・その他　　　　　　42,614千円 

教育委員会管理
部管理課

市立幼稚園に在園し
ている園児 

園児が良好な状態で教育を受けられ
る環境を保つ。 

良好な教育環境を保つ。 57,637 53,881 園児が良好な保育が受けられる環境
を保つ。 

幼稚園施設の維持管理 
　・光熱水費 
　　　電気使用料　　　6,540千円 
　　　ガス使用料　　　　157千円 
　　　上下水道使用料　2,024千円 
　・その他　　　　　 12,666千円 

010401060251 在日外国人学校
就学補助金

010401060252 教育委員会の運
営

010401060253 小学校維持管理

010401060254 中学校維持管理

010401060255 幼稚園維持管理

 04-01-028　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-028

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (99）



 04-01-029　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-029

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

教育委員会学校
教育部学校教育
課

学校園 学校園が，幼児・児童・生徒に対す
る教育の向上にむけて教育実践を
図っていくための教育環境整備を行
う。 

学校園の教育振興 7,465 21,730 １　第2期芦屋市教育振興基本計画の
進捗状況の把握と芦屋の教育指針に
沿った具体的な取組の充実 
２　特別支援学級で使用する一般図
書の採択及び学習指導要領改訂に伴
う中学校の教科書採択に関して，体
制の充実と円滑な運営ができるよう
にする 

１　第2期芦屋市教育振興基本計画を基に芦屋の教育指針を作成・配布し，
学校園の適切な教育活動を支援し指導する。 
２　全小中学校に対して，事務監査を実施 
３　小学校の教師用教科書・指導書整備 
４　中学校の学習指導要領改訂による教科書採択 
５　新たな教育課題に対応した各種研修会の開催 
６　学校園の教育活動に必要な消耗品の購入・配置 
７　学校運営協議会の実施に向けた準備 

教育委員会学校
教育部打出教育
文化センター

保護者・幼児児童生
徒，学校園及び教職
員 

芦屋市在住の保護者の幼児児童生徒
に関する情緒不安，対人関係，学習
障害，不登校などの悩みに対して専
門的な立場から相談を受け幼児児童
生徒の健全な育成を図る。各種研修
所との連携をにより研修の充実を図
る。 

市民保護者の学校園への信頼度の増
加阪神間や県の各自治体の取り組み
や情報を収集して，教職員研修の充
実を図ると共に，最新の教育情報を
各学校園に提供する。 

6,720 5,859 教育相談事業の学校園への事業内容
の周知機会を増やし，学校園をはじ
めとする関係機関とのさらなる連携
強化に努める。 
他の研究所との連携により研修の充
実を図る。 

〇教育相談業務 
センター所員による相談　　　２２回 
教育相談員による親子面談　延べ　　　４９４回 
教育相談業務委託料　　　２５５９千円 

〇教育研究所との連携 
県，阪神の各研究所連盟が主催する研修会に参加し，相互交流を図り，今
後の研修や研究に生かす。 
負担金　　　　１５千円 

教育委員会学校
教育部打出教育
文化センター

市民，学校教職員 市民とその関係者に対し安全で美し
い施設管理を行う。また，研修に使
用しない時期に会議室等を貸室とし
て市民に貸すことにより，様々な文
化活動を行い，コミュニティーの場
として運営を図る。 

・市民の憩いの場とする。・教職員
の研修センターとして，活用される
場とする。 

20,430 16,717 貸室利用者や研修受講者が利用目的
をより達成できるような施設整備に
努める。 

施設の適切な運営管理を行い，快適な施設利用ができるようにする。 

施設管理委託業務　　　　　　　４００２千円 
電気・ガス・水道料金　　　　　２８７９千円 
物品補修・施設補修費　　　　　　２９０千円 
燃料・車検費　　　　　　　　　　　９３千円 
電信電話料　　　　　　　　　　　３３３千円 

年間貸室回数　　　　　　　　　２４３回 

都市建設部建築
課

使用者（児童，教職
員，保護者，コミス
ク，市民等） 

小学校施設の施設警備，保守点検・
保全等及び施設・設備の補修工事等
を行い，安全に利用できるようにす
る。 

犯罪，火災等の予防や発生時の初期
対応を図る。施設・設備の機能を維
持改善し支障のない状態で機能させ
る。 

357,258 355,443 施設の適正な維持管理を図る。 【業務委託】 
保安警備業務委託　　　　包括管理業務委託での契約　1件　8,680,320円 
空調機保守点検業務委託　長期契約（H29～R3）　　　 1件　3,226,300円
他 
業務委託件数：46件　業務委託金額：39,718,470円 

【補修工事（老朽化に伴う補修工事）等】 
工事件数　： 35件　工事金額        ：10,392,177円　 
補修等件数： 62件　施設補修費等金額： 3,417,102円 
その他件数：138件　その他金額      ：13,243,351円 
総合計：27,052,630円 

010401060261 企画運営事業

010401060282 打出教育文化セ
ンター一般事業

010401060288 打出教育文化セ
ンター管理運営

010401060294 小学校施設維持
管理業務

 04-01-029　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-029

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (100）



 04-01-030　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-030

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

都市建設部建築
課

利用者（生徒，教職
員，保護者，コミス
ク，市民等） 

中学校施設の施設警備，保守点検・
保全等及び施設・設備の補修工事等
を行い，安全に利用できるようにす
る。 

犯罪，火災等の予防や発生時の初期
対応を図る。施設・設備の機能を維
持改善し支障のない状態で機能させ
る。 

92,224 211,178 施設の適正な維持管理を図る。 【業務委託】 
保安警備業務委託　　　　包括管理業務委託での契約　1件　3,255,120円 
空調機保守点検業務委託　長期契約（H29～R3）　　　 1件　  858,110円
他 
業務委託件数：26件　業務委託金額：15,754,795円 

【補修工事（老朽化に伴う補修工事）等】 
工事件数　：14件　工事金額　　　　： 4,736,637円　 
補修等件数：22件　施設補修費等金額： 1,598,108円 
その他件数：49件　その他金額　　　：29,902,684円 
総合計：38,938,864円 

都市建設部建築
課

利用者（園児，教職
員，保護者，コミス
ク，市民等） 

幼稚園施設の施設警備，保守点検・
保全等及び施設・設備の補修工事等
を行い，安全に利用できるようにす
る。 

犯罪，火災等の予防や発生時の初期
対応をはかる。施設・設備の機能を
維持改善し支障のない状態で機能さ
せる。 

55,363 58,397 施設の適正な維持管理を図る。 【業務委託】 
樹木剪定業務委託　　　　包括管理業務委託での契約　1件　2,482,920円 
空調機保守点検業務委託　長期契約（H29～R3）　　　 1件　  455,400円
他 
業務委託件数：20件　業務委託金額：4,163,170円 

【補修工事（老朽化に伴う補修工事）等】 
工事件数　：10件　工事金額　　　　：2,640,000円　 
補修等件数：17件　施設補修費等金額：1,978,759円 
その他件数：22件　その他金額　　　：1,394,890円 
総合計：6,013,419円 

こども・健康部
子育て推進課
（子育施設担当

保育所等に通園して
いる０歳児から２歳
児がいる世帯 

保育所等に通園している０歳児から
２歳児がいる世帯に対して，保育料
の一部を助成することにより，子育
てに係る経済的負担を軽減する。 

子育て環境の向上。 6,972 6,228 引き続き，補助申請漏れがないよう
周知に努める。 

保育料軽減実績・・・1,912,100円（内，県費:1,194,900円） 

補助対象人数　・・・37人 

教育委員会管理
部管理課

（預かり保育事業）
市内公立幼稚園に就
園している園児とそ
の保護者（実費徴収
に係る補足給付）市
立公立幼稚園に就園
している園児の保護
者 

（預かり保育事業）市立幼稚園に在
園する園児の心身の健全な発達を図
るとともに，保護者の子育てを支援
する。（実費徴収に係る補足給付）
市立公立幼稚園に就園している園児
の保護者の経済的な負担軽減をす
る。 

（預かり保育事業）保護者の子育て
支援，市内幼稚園の活性化（実費徴
収に係る補足給付）幼児教育の機会
均等の保障及び就園奨励 

42,797 46,428 子育て支援の一環として市立幼稚園
において預かり保育を行うととも
に，生活保護世帯，市町村民税非課
税世帯及び市町村民税所得割額
77,100円以下の世帯に対して，実費
徴収分の補助を行う。 

□預かり保育事業 
　実施園　市立幼稚園　6園  
　経費　　　職員報酬・職員手当等　25,318千円　 
　利用人数　のべ12,056人，１日平均66.9人（１日１園あたり平均11.1
人） 
□実費徴収に係る補足給付 
　対象者数　39人 
　経　費　　611千円 
□新型コロナウイルス感染拡大防止対策 
　経　費　　3,010千円 

教育委員会管理
部管理課

市立小中学校までの
通学距離が，概ね小
学生で４キロメート
ル，中学生で６キロ
メートル以上ある児
童生徒の保護者（該
当地域：奥池町，奥
池南町全域） 

遠距離通学を行う児童生徒の保護者
に対して通学費の一部を助成するこ
とにより，通学の安全の確保及び保
護者の負担軽減を図る。 

児童生徒の通学の安全確保及び保護
者の負担軽減を図る。 

4,102 3,915 市立小中学校へ遠距離通学する児童
生徒の保護者に対して通学費の一部
を助成する。 

対象者及び助成金額 
小学生　33人　704千円 
中学生　 7人　301千円 

010401060295 中学校施設維持
管理業務

010401060296 幼稚園施設維持
管理業務

010401060621 ひょうご保育料
軽減事業補助金
（保育所等）

010401060659 市立幼稚園子育
て支援事業

010401060682 遠距離通学費助
成

 04-01-030　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-030

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (101）



 04-01-031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-031

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ①子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

教育委員会管理
部管理課

経済的理由により，
大学等への入学が困
難なかた 

経済的理由により，大学等への入学
が困難なかたに対して入学支度金を
給付し，教育の機会均等を図る。 

教育の機会均等の保障 4,846 3,371 経済的な理由により大学等へ入学が
困難な者に入学支度金を支給する。 

大学等入学支援基金積立金　1,321千円 
大学等入学支度金 
　・申請者数　5件　（内訳）認定・給付　5件 
　・給付実績　190千円　・大学等の内訳　大学　5件 

教育委員会管理
部管理課

私立幼稚園（新制度
に移行しない園）に
在園している園児の
保護者 

幼児教育の無償化の取組を一気に加
速化させ，幼児教育の負担軽減を図
る少子化対策及び生涯にわたる人格
形成の基礎を培う高い質の幼児教育
の機会を保障する。 

私立幼稚園を利用する保護者負担を
軽減することによる少子高齢化対策
及び子どもたちに質の高い幼児教育
に機会を保障する。 

68,099 112,220 幼児教育無償化について円滑に実施
する。 

・私立幼稚園（新制度に移行しない園）の入園料・保育料無償化分 
　対象者　365名，給付額　104,044千円 

・保育の必要性の認定を受けた場合の預かり保育料無償化分 
　対象者　87名，給付額　2,984千円 

・副食費の無償化分 
　対象者　18名，給付額　294千円 

010401064023 大学等入学支援
基金事業

010401064043 私立幼稚園子育
て支援事業

 04-01-031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-01-031

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (102）



04-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

新型コロナウイルス感染拡大防止により中止とした事業があるため事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.050

正職員

人

0.300

0.350 0.300

0.000

2,992 1,147 特記事項・備考

2,232

千円 4,179

うち人件費合計 千円 2,751

会計年度任用職員

活動配分 人 0.400

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

4,179

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 4,179 2,992

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

70.562,992 1,147 １世帯当たり（円）千円

1,147 住民1人当たり（円） 31.77

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒 

【意図】 
幼児児童生徒の文化体育活動への意欲が高まる。 

【大きな目的】 
幼児児童生徒の文化体育への意欲の高揚及び学校園教育の市民へ
の啓発 

【全体概要】 
□自由研究・教育活動展開催 
□中学校総合文化祭開催 
□造形教育展開催 
□芦屋市吹奏楽連盟定期演奏会開催 

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和54年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

重点施策 01 ①子ども・若者が将来の夢や希望を持てるよう支援します。

重点取組 01
①小中学校において，子どもたちに将来の夢や希望を育む指導，望ましい勤労観や職業観等，社会的・職業的自立の
ために必要な資質や能力を育てる教育を充実します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402010263

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 文化活動振興事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-001

04-02-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

１　自由研究・教育活動展の展示方法を検討する。 
２　市民への広報活動について考えていく。

１　幼児児童生徒の文化活動への意識が高揚するように，引き続
き，取組方法を考えていく。 
２　事業の効果的な周知方法について考える。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
個人負担を求めて，展示するものではない。

令和　３年度の目標・改善内容
芦屋市立幼・小・中の文化的活動の実施 
１　自由研究・教育活動展，総合文化祭，造形教育展等を通して学校園の活動を内容を発信し，交流することでさらなる高まりが期待で
きる。 
２　展示方法については工夫改善に努めていく。 
３　ホームページやチラシ等において，事業を広く市民への啓発していく。

【総合評価】

自由研究・教育活動展や中学校総合文化祭，造形教育展，吹奏楽連盟定期演奏会などを通
して文化交流を行うとともに，今後も学校園における教育活動の様子を広く発信してい
く。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

精査してきたので，これ以上は考えられない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

精査してきたので，これ以上は考えられない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現状以外の手段変更はない。

総合評価 概ね実行している

作品の搬入搬出，表彰状の作成等に係る業務を軽減するために取組方法を工夫している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

幼児児童生徒の文化活動への意欲の高揚に大きな役割を果たしている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

運営や展示については幼児児童生徒とかわっている教職員と指導主事が行うべきである。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

文化活動の推進を教育の視点からも進めるべきことである。

現在認識している課題

ホームページを活用して，さらに市民へ広く周知する手立てを考える。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

１　自由研究，教育活動展，造形教育展，総合文化祭等がより良い取組になるように努める。 
２　市民への啓発を行い，入場者数を増やす。

令和 2年度の実施内容

１　新型コロナウイルス感染症拡大防止により，自由研究・教育活動展及び造形教育展の中止 
２　中学校総合文化祭の開催　　　参加人数　４０３人 
３　芦屋市吹奏楽連盟定期演奏会　参加人数　４５４人　 

事業内訳 
１　消耗品等需用費　２８千円　　２　役務費　１５５千円　　３　会場設営費　２７８千円　　４　施設等借上料　２９９千円

令和 2年度の改善内容

自由研究・教育活動展の形式を見直すことで学校の業務改善に貢献した。

04-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (103）



04-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.250

0.250 0.250

0.000

1,860 0 特記事項・備考

1,860

千円 1,861

うち人件費合計 千円 1,861

会計年度任用職員

活動配分 人 0.250

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

1,861

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 1,861 1,860

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

43.871,860 0 １世帯当たり（円）千円

0 住民1人当たり（円） 19.75

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
幼児・児童・生徒 

【意図】 
生徒一人一人の希望する学校への進学率が向上する。 
中学校における進路指導が充実し，生徒が行きたい進路を選択で
きるようにする。 
幼児児童生徒が自分の将来に対して夢や希望を抱いて生活する。 

【大きな目的】 
県教育委員会が推進する高校教育改革への対応を行い，中学校の
進路指導の充実を図る。 
幼稚園，小学校，中学校の指導の段差を小さくし，接続を意識し
た進路指導（キャリア教育）を推進する。 
子どもたちに自分の将来や生き方を考え，進路を切り拓く力を身
につけさせる。 

【全体概要】 
１　中学校における進路指導の充実 
　(1）進路担当者会の開催・中高連絡会への参加 
　(2) 進路指導に係る各種調査の実施・調査結果の集約 
　(3) 県の高校教育改革への対応 
　(4) 進路指導の手引き「進路の学習」の作成，配付 
２　小学校における進路指導の充実 
　(1) 中学校進学に係る意識調査の実施 
　(2) 公立中学校との連携強化を図る事業の推進 
３　幼児期から発達段階に応じたキャリア教育の充実 

実施区分 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

重点施策 01 ①子ども・若者が将来の夢や希望を持てるよう支援します。

重点取組 01
①小中学校において，子どもたちに将来の夢や希望を育む指導，望ましい勤労観や職業観等，社会的・職業的自立の
ために必要な資質や能力を育てる教育を充実します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402010619

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 進路指導関係事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-002

04-02-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・オープンハイスクールのあり方や，教員が進路指導する時期に，
希望調査や申込み事務の負担等があるため，高校と連携して，事務
の効率化を進めていく必要がある。また，複雑化する入試制度，過
密日程について，見通しを持って指導，取り組めるようにする。　 
・進路選択に必要な資料の提示方法を検討していく必要がある。 

・校務支援システムを活用した進路事務の効率化を図り，生徒・保
護者にこまめな懇談，丁寧な説明，適切な教材による進路指導を実
施する。 
・１年時より組織的。系統的なキャリア教育の充実に取り組む。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
教育活動の一部である。

令和　３年度の目標・改善内容
・令和２年度選抜結果を分析，整理し，次年度の進路指導に活用する。 
・将来の夢や希望につながるよう，キャリア教育の一環として進路指導の充実を図る。

【総合評価】

キャリア教育のさらなる充実を図る取組を推進していく。また，中高連絡協議会等を通し
て実態に応じた進路事務が行えるよう，取組を継続していく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

コストはほとんどかからず実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

他に事業は考えられない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

費用は，ほとんどかからず実施できる。 

総合評価 概ね実行している

毎年進路結果を詳細に分析している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

子どもたちの自己実現を図ることに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

公立学校の教育の一部である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

子どもたちの自己実現を図る手段である。

現在認識している課題

・複雑化する入試制度，過密日程を整理し，見通しを持った指導，取組ができるようにしていくこと。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

令和元年度実施された選抜結果を分析，整理し，次年度の進路指導に活用する。 
キャリアプランニング能力の育成を意識した取組を進める。 
新型コロナウイルス感染拡大防止対策での制限がある中でも，滞りなく進路指導を進める。 

令和 2年度の実施内容

１　中学校育友会主催　進路協議会　年１回（１１月）各会３０人参加 
※新型コロナ感染拡大防止の為，７月は中止 
２　中学校進路指導担当者会　　　　年７回（５・６・８・１０・３月を除く毎月）各回４人参加 
３　進路希望調査　　　　　　　　　年３回（６・９・１１月）中学３年生全員対象 
４　進路結果集約　　　　　　　　　年３回（５・２・３月末）中学３年生全員対象 
５　第１学区中高連絡協議会　　　　年２回（１２・１月） 
６　冊子「進路の学習」作成　　　　本編は中学１年生全員に配布し３年間使用，資料編は中学全学年に配布し１年間使用

令和 2年度の改善内容

・冊子「進路の学習」本編を自分の特性を考える章の内容を充実させ，個性を生かせる進路選択につなげられるように精査，編集した。

04-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (104）



04-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

コロナ渦における開催日数及びプログラム数の減少のため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

1.250

正職員

人

2.700

1.450 1.450

1.250

28,778 25,193 特記事項・備考

15,529

千円 38,146

うち人件費合計 千円 15,331

会計年度任用職員

活動配分 人 2.700

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 1,574 1,226 1,904

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 5,693 5,368

0

45,413

0 0

5,412 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 45,413 35,372

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

834.2135,372 32,509 １世帯当たり（円）千円

32,509 住民1人当たり（円） 375.59

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
実施小学校区の小学校1年生～6年生(市内全小学生対象） 

【意図】 
児童が放課後等に小学校の施設等を利用して，安全で安心して過
ごせる環境を作り，地域の方々の参画を得て，子どもたちに様々
な体験・交流活動の機会を提供することにより，遊び等を通じて
異年齢児の交流を促進し，豊かな人間性が育まれる放課後等の居
場所を提供する。 

【大きな目的】 
放課後児童の居場所を提供する。 

【全体概要】 
□あしやキッズスクエア 
設置場所：市内小学校 
　　　　　平成27年度～（精道，山手，潮見） 
　　　　　平成28年度～（宮川，朝日ヶ丘，浜風） 
　　　　　平成29年度～（岩園，打出浜） 
開 設 日：月曜日から金曜日（祝日,8/10～8/16,12/26～1/5,運動会 
　　　　　等大きな行事や下校路確認のための一斉下校の日を除く） 
開設時間：各学期中の月曜日から金曜日は放課後～午後5時 
　　　　　学校休業日は午前8時30分～午後5時 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成26年度 ～ 会計種別

根拠法令等

重点施策 01 ①子ども・若者が将来の夢や希望を持てるよう支援します。

重点取組 02
②地域で次代の社会を担う大人になるための資質を養えるよう，自然学校，トライやる・ウィーク，キャンプ，あし
やキッズスクエア事業等，子どもたちの体験活動への参加機会を提供します。

課題別計画 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402011031

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 富田　泰起

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 あしやキッズスクエア事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-02-003

04-02-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

・コーディネーター及びスタッフによる体験プログラムの実施 
・コロナ禍に対応した感染症対策及び実施方法 
・新しい地域スタッフ加入による持続可能な組織作り

・子どもの主体性を重んじた活動 
・地域スタッフやコーディネーター主導による体験プログラム実施

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
キッズスクエアの充実 
・コーディネーター配置による新規体験プログラムの実施 
・コロナ禍に対応した感染症対策及び実施方法 
・オンラインプログラムなどコロナ禍での持続可能な活動

【総合評価】

全８小学校において，地域，企業，高校，大学等多様な協働により事業を運営できてい
る。今後も地域等との連携を更に深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，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

コロナ感染状況に適した開催・実施方法・感染症対策

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

■企業・学校及び地域の協働による体験プログラムの実施

令和 2年度の実施内容

実施状況一覧 

　　　　　　　　登録者　　登録率　　開催数　　参加者／日　　プログラム 
精道小学校　　　　234人　　36％　　　172日　　　18.5人　　　　 28回 
宮川小学校　　　　257人　　43％　　　174日　　　16.9人　　　　 26回 
山手小学校　　　　266人　　39％　　　169日　　　15.8人　　　　 14回 
岩園小学校　　　　238人　　30％　　　172日　　　15.5人　　　　 22回 
朝日ケ丘小学校　　155人　　42％　　　177日　　　13.9人　　　　 19回 
潮見小学校　　　　248人　　40％　　　172日　　　22.9人　　　　 27回 
打出浜小学校　　　220人　　42％　　　171日　　　22.9人　　　　 17回 
浜風小学校　　　　120人　　42％　　　171日　　　18.2人　　　　 23回 令和 2年度の改善内容

コーディネーターによる地域スタッフなどとの協働強化

04-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (105）



04-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業実施方法変更のため事業費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.350

0.450 0.350

0.000

2,607 8,084 特記事項・備考

2,604

千円 9,537

うち人件費合計 千円 3,349

会計年度任用職員

活動配分 人 0.450

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 6,406 2,985

0

15,943

0 0

6,371 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 15,943 5,592

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

131.885,592 14,455 １世帯当たり（円）千円

14,455 住民1人当たり（円） 59.38

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
１　環境体験事業　　　　市立小学校３年生全児童 
２　自然学校推進事業　　市立小学校５年生全児童 

【意図】 
１　小学校が体験型環境学習を実施する 
２　児童へ生命に対する畏敬の念・感動する心・共に生きる心 
　　を育む 

【大きな目的】 
学習の場を教室から豊かな自然の中へ移し，さまざまな活動に取
り組むことを通して，心身ともに調和のとれた児童の育成を図
る。 

【全体概要】 
１　県補助事業 
２　環境体験事業 
　(1)対象：公立小学校３年生学年全児童 
　(2)内容：地域の自然に出かけて行き，地域の人々の協力を得な 
　　　　　 がら自然観察や栽培・飼育などの五感を使って自然に 
　　　　　 ふれ合う体験型学習を継続的に実施する。 
　(3)実施回数：３回以上 
　(4)対象地域：①里山，②田や畑，③水辺（川や海岸等）， 
　　　　　　　 ④地域の自然 
３　自然学校推進事業 
　(1)対象：公立小学校５年生全児童 
　(2)利用施設：丹波少年自然の家 
　(3)期間：５日間（宿泊含む）と事前・事後学習 
　(4)活動内容 
　　 自然観察・登山・星の観察・基地作り・野外炊事・テント泊・ 
　　 キャンプファイヤー等 
　(5)その他 
　　 指導補助員・救急員配置 

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成 3年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

重点施策 01 ①子ども・若者が将来の夢や希望を持てるよう支援します。

重点取組 02
②地域で次代の社会を担う大人になるための資質を養えるよう，自然学校，トライやる・ウィーク，キャンプ，あし
やキッズスクエア事業等，子どもたちの体験活動への参加機会を提供します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402010268

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 環境教育推進・自然学校推進事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-004

04-02-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

１　環境学習における指導者や自然学校の指導補助員・救急員の人
材発掘　　２　バス借上げ代の高騰により，活動費等が削られ，学
習内容の質の低下につながらないようにすること　３　活動プログ
ラムの精選によるより質の高い環境体験学習や自然学校の実施

１　指導補助員や救急員の人材発掘方法の研究　２　バス借上げ代
を抑えるためのプログラム等の検討　３　各校の活動プログラム等
を紹介し，環境体験学習や自然学校の更なる充実を図る。４　新型
コロナウイルス感染症の状況に応じた実施日数や活動プログラムの
変更

総合評価 適正な負担を求めている
受益者負担の部分と分けて実施している。

令和　３年度の目標・改善内容
小学校における自然学校・環境体験活動の推進

【総合評価】

各校の実践プログラムの交流や見直し，精選を図ることでさらなる取組の推進につなげて
いく。また指導員の確保についても早めに周知を行い，適切な配置ができるように努めて
いく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コスト削減は，内容の低下につながると考えられる。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

自然学校と類似する事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現在行っている事務の方法の変更は想定していない。

総合評価 概ね実行している

児童の実態を捉えた改革案を遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

心の教育や体力向上が図られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

県の補助事業であるが，現段階では市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

心の教育の充実や体力向上の内容になっている。

現在認識している課題

１　自然学校指導補助員等の確保と質の向上 
２　自然学校推進事業の活動内容の精選と充実

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

１　地域の自然の中で，自然観察等体験的な学習活動を通して，豊かな心や自己を見つめる力の向上を図る。 
２　環境体験学習や自然学校の更なる充実のため，活動プログラムを精選する。

令和 2年度の実施内容

１　達成状況 
（１）環境体験事業の達成状況 
参加人数：第３学年　児童　７０３名（全小学校）　　実施場所：芦屋川，仲ノ池公園，香櫨園浜，各学校等　 
活動内容：水辺，地域の自然等の環境における体験学習 
（２）自然学校推進事業の達成状況 
参加人数：第５学年　児童　７６８名（全小学校）　　実施場所：各学校，県立海洋体育館，六甲山，朝日ケ丘公園水泳プール，御前
浜，芦屋川等 
活動内容：陶芸体験・スタンツ活動・焼杉細工体験・藍染体験，六甲山登山・キャンドルファイヤー・ランタン作り，カヌー体験・段
ボール船レース・星空観察・火おこし体験等 
２　事業費　　総事業費　2,987,656円　　県補助金　2,985,000円

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う実施日数等の調整やプログラム内容の変更

04-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (106）



04-02-005

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】

新型コロナウイルス感染症の影響により活動内容変更のため事業費・人件費減

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.100

正職員

人

0.330

0.350 0.250

0.080

3,051 989 特記事項・備考

2,105

千円 4,636

うち人件費合計 千円 2,897

会計年度任用職員

活動配分 人 0.450

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 2,100 1,274

0

6,736

0 0

2,400 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 6,736 4,325

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

102.004,325 3,389 １世帯当たり（円）千円

3,389 住民1人当たり（円） 45.92

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
市立中学校２年生 

【意図】 
学校・家庭・地域が連携して，中学生の心の教育の充実を図る。 

【大きな目的】 
思春期にある中学生に，時間的，空間的なゆとりを確保し，地域
や自然の中で，生徒の主体性を尊重した様々な体験活動を通し
て，「生きる力」の育成を図る。 

【全体概要】 
１　県の補助事業 
２　内容 
（１）トライやる・ウィーク 
　　①対象：市立中学校２年生全員 
　　②時期・期間：５月～６月　５日間 
　　③体験先：職場体験，福祉活動，芸術文化活動， 
　　　　　　　幼児教育等を実施する市内各事業所 
　　④推進体制：推進委員会の設置・運営 
　　⑤指導：目的意識を明らかにする事前指導， 
　　　　　　その後の生活に活かす事後指導の実施 
（２）トライやるアクション 
　　市立中学校生徒のうち希望者が年間を通して休日等を活用し， 
　　地域交流イベント等に参加するもの 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成10年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

重点施策 01 ①子ども・若者が将来の夢や希望を持てるよう支援します。

重点取組 02
②地域で次代の社会を担う大人になるための資質を養えるよう，自然学校，トライやる・ウィーク，キャンプ，あし
やキッズスクエア事業等，子どもたちの体験活動への参加機会を提供します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402010269

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 トライやる・ウィーク推進事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-005

04-02-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

①社会状況の変化に伴い，受入れ先の確保が課題である。 
②恒例行事化することのないよう，心の教育という原点とキャリア
教育の視点を啓発していく必要がある。 
③特別支援学級生徒等の受け入れ先への事前の丁寧な説明と打合せ
が必要である。また，ボランティアの確保が課題である。

①トライやる・ウイーク後も中学生が地域で役割を果たす等，地域
の活動に関心を持たせる。 
②トライやる・ウイークの経験から進路を考える機会の１つとし
て，教育活動に位置付けていく。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
授業なので負担は求められない。

令和　３年度の目標・改善内容
①不登校生徒を含め，市内公立中学校２年生全員の参加。 
②トライやる・ウィーク実施前後の学習の充実を図る。 
③キャリア教育の視点から体系的な取組として位置付ける。

【総合評価】

心の教育とキャリア教育，職業体験という多岐にわたった視点を整理しながら，事業の意
図を啓発するとともに，さらなる内容の充実を図っていく。また，受け入れ先の事業所拡
大に向けた取組も引き続き行っていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

学校は予算内で事業を行うよう努力している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似や代替えの事業はない。

[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るか

総合評価 できない

手段変更はできない。

総合評価 概ね実行している

アンケートや連絡協議会で見直しを行い，次年度の計画に反映させている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

各学校でこの事業を通して心の教育を推進している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

公立学校の授業の一環である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学校，家庭，地域が連携して，心の教育の充実を図る取組を行っている。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染症拡大等，社会状況の変化に伴い，受入先が減少している。

[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

令和 2年度目標

①不登校生徒を含め，市内公立中学校２年生全員の参加。 
②キャリア教育の視点から体系的な取組として位置付ける。 
③新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動を制限しながら創意工夫した取組を実施する。

令和 2年度の実施内容

１　トライやる・ウィーク参加状況  
　　精道中　２１７人　　山手中　１５９人　　潮見中　９５人  
　　・活動内容  
　　　新型コロナウイルス感染症対策のための事業所での活動を中止し，兵庫県立ものづくり大学校にて社会体験活動を１日実施。 

２　トライやるアクション参加状況 
　　潮見中　１００名 
　　・活動内容 
　　　地域の歩道や公園等の清掃活動，雑巾を作成し事業所へ寄贈 

令和 2年度の改善内容

キャリア教育に位置付け，計画的・系統的な教育活動を進めた。

04-02-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる
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04-02-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.910

正職員

人

2.340

0.400 1.110

1.230

17,576 5,470 特記事項・備考

12,669

千円 13,266

うち人件費合計 千円 6,086

会計年度任用職員

活動配分 人 1.310

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

13,266

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 13,266 17,576

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

414.5117,576 5,470 １世帯当たり（円）千円

5,470 住民1人当たり（円） 186.63

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
子ども，若者 
（１５歳～３９歳の市民） 

【意図】 
一人一人の子ども・若者が，健やかに成長し，社会とのかかわり
を自覚しつつ，自立した個人としての自己を確立し，他者ととも
に次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと 

【大きな目的】 
子ども・若者の健やかな育成，子ども・若者が社会生活を円滑に
営むことができるようにするための支援その他の取組について，
総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進すること 

【全体概要】 
子ども・若者ビジョンが掲げる３つの基本的方向である 
　①すべての子ども・若者の健やかな成長を支援する。 
　②困難を有する子ども・若者やその家族を支援する。 
　③子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境を整
備する。 
　④若者相談センター「アサガオ」の運営を企画する。 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成25年度 ～ 会計種別

根拠法令等
子ども・若者育成支援推進法

重点施策 02 ②困難を有する子ども・若者を支援します。

重点取組 01
①若者相談センター「アサガオ」においてカウンセリング，アウトリーチ（訪問支援），ピアサポート（仲間同士の
支えあいの支援）を展開していきます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402020688

担当所属 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 担当課長名 津賀　学

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 子ども若者育成支援対策 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-02-006

04-02-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・「キ・テ・ミ・ル・会」や「親の会」などのピアサポートを継続
して行う。 
・進路追跡調査で得られた結果について，フォローする（個人情報
が含まれるので，どのように連携していくか，壁をどうするか） 

・若者相談センター「アサガオ」の相談件数は，年々増加の傾向に
ある。コロナ禍で，訪問支援及びピアサポートの充実を図らなけれ
ばならないが，衛生面，安全面に十二分に配慮する。・不登校・引
きこもりの実態把握の一環として，中学校卒業生の進路追跡調査を
継続して行い，そこから支援する方法を確立していくと同時に適応
教室と連携していく。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
□若者相談センター「アサガオ」の活動の充実 
・相談者を必要に応じて他の支援機関につなげる。 
・相談者を教育と医療と福祉の面からサポートする。 

【総合評価】

令和２年度より５年間の計画のため，今後計画管理を進めていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

若者相談センター「アサガオ」でのアウトリーチによる相談業務を拡張しようとすれば，どうしてもマンパワーが必要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

子ども・若者育成支援法

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

芦屋市子ども・若者計画の適切な進行管理を行うために各課の自己評価の妥当性及び成果の検証

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

青少年育成対策事業

令和 2年度の実施内容

□若者相談センター「アサガオ」の運営 
　令和2年度相談者354人　延べ相談件数920回 
　「アサガオ」セミナーの開催　年6回　土曜日延べ163人 
　「キ・テ・ミ・ル会」毎月第3土曜日　25人 
　「親の会」の開催　毎月第1日曜日　59人 
□芦屋市子ども・若者計画の策定 
□進路追跡調査 
　令和2年3月に市内中学校を卒業し，進学した555人（68校）の年度末時点の現況について郵送による調査 

令和 2年度の改善内容

芦屋市子ども・若者計画の策定に向けた評価の仕方を検討し，施策の方向性に記載されている内容を実感できたかどうかという視点で評
価する。
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04-02-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

・第2回芦屋市青少年愛護委員会運営連絡
会は，コロナの緊急事態宣言で書面開催
になった。 ・青少年愛護委員委嘱式が書
面開催になり，愛護大会が中止になり，
毎月の班集会も中止の月が何か月もあ
り，コロナ禍で育成愛護委員が一同に集
まったり，話し合ったりできなかった
り，人数を減らしたりしてようやく集ま
れる日もあった。 他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

1.460

正職員

人

1.240

0.080 0.210

1.030

9,725 4,480 特記事項・備考

5,116

千円 10,091

うち人件費合計 千円 5,068

会計年度任用職員

活動配分 人 1.540

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

10,091

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 10,091 9,725

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

229.359,725 4,480 １世帯当たり（円）千円

4,480 住民1人当たり（円） 103.26

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
青少年 

【意図】 
青少年の非行防止，健全育成を図りながら育成愛護活動を推し進
める。 
街頭巡視活動によるパトロールや声かけなど，青少年の非行防止
や地域の環境浄化活動を行うことにより青少年の健全育成を目指
す。 

【大きな目的】 
青少年の健全育成が図られる。 
安全・安心のまちづくりに貢献する。 

【全体概要】 
□青少年愛護センター運営連絡会の開催□青色回転灯付パトロール車
によるパトロール（毎週月・金）及び随時実施 
□育成愛護委員街頭巡視活動 
□育成愛護委員の見識を高めるための研修会の実施 
□有害環境の浄化（白ポストの回収，書店・コンビニ・携帯電話販売
店等訪問指導） 
□広報･啓発活動（愛護班通信・愛のまなざし発行，青少年の健全育成
に関する啓発冊子，ホームページの更新等） 
□相談窓口の開設（電話相談・面談相談・来所相談） 
□中学校区青少年健全育成推進会議の運営及び調整 
□関係機関，団体との協力・連携 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和36年度 ～ 会計種別

根拠法令等
兵庫県青少年愛護条例，芦屋市立青少年愛護センターの設置及び管理に関する条例，芦屋市立青少年愛護センター運営連
絡会設置規則

重点施策 03 ③子ども・若者の健やかな育成に努めます。

重点取組 02
②インターネットやスマートフォンの急速な進展に対応して，保護者，青少年関係者の情報リテラシー（活用能力）
や情報モラルが向上するように，啓発活動，講演会，講習会等を効果的に実施します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 02 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている                             

010402030195

担当所属 教育委員会社会教育部青少年愛護センター 担当課長名 津賀　学

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 青少年愛護センター運営 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

04-02-007

04-02-007

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

・青少年育成愛護委員は，かつては年々増加し，街頭巡回回数も増
えていたが，コロナ禍で，活動が思うようにできない状態である。 
・コロナ禍の休校でのスマホの長時間利用，依存などが出てきてい
る。保護者に対する，啓発活動と青少年を守る取り組みが必要であ
る。

・コロナ禍での青少年育成愛護委員の安全な活動を支える。 
・インターネットやSNSの急激な普及により，芦屋の青少年が受ける
影響，実態を把握していく。 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
・青少年を有害環境から守るための活動や啓発を継続して行う。
 ・青少年育成愛護委員会の意識を高めるための研修等を行う。 
 ・スマホの普及によるインターネット利用環境に潜む危険性について啓発を行う。  
・青少年施策等に関する情報を機会をとらえて周知する。 

【総合評価】

効果が見えにくい事業である。愛護委員の地道で継続した見守りの効果は，芦屋市の子ど
もたちが落ち着いたじょうきょうにあることから推測される。今後も，地道な活動を継続
し，愛護委員の活動を支援していくことが求められる。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

コロナ禍で人々のストレスが高まり，不審者情報が入るので，市民の安全のために関係機関と連携をとり，実施していく

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

青少年育成愛護委員会の安定かつ円滑な運営と活動について助言を行う

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

愛護センターの運営

令和 2年度の実施内容

□青少年育成愛護委員による街頭巡視活動　延べ実施回数270回　参加人数2,406人 
□青色回転灯防犯パトロール（毎週月・金曜日）及び随時実施 
□環境浄化活動　白ポスト（有害図書等）回収2,850点　コンビニ等環境調査30店舗 
□相談活動　青少年問題全般　9件 
□啓発活動「愛護班通信」「芦屋の愛護活動」「愛のまなざし」「今が子育ての大切な時」等発行 
□三市合同補導（パトロール）市内パトロールに置換して実施214名 
□オンライン研修会の実施　42名 
□中学校区青少年健全育成推進会議（三中合同のみ実施）各校イベントはコロナ禍で中止　 
□県及び阪神地区の補導委員連絡協議会の参加 

令和 2年度の改善内容

コロナ禍での衛生面と安全に留意した活動

04-02-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (109）



 04-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-02-008

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

教育委員会社会
教育部青少年愛
護センター

青少年 青少年の健全な育成を図るための総
合的施策の樹立と関係行政機関の連
絡調整 

・青少年の指導，育成，保護，矯正
に関する総合的施策を樹立する。・
総合的施策の適切な実施を期するた
めに関係行政機関相互の連絡調整を
図る。 

3,686 7,338 青少年問題協議会の運営 □青少年問題協議会 
　3回開催。 
　第1回（7月29日）　第2回（11月25日）　第3回（2月3日，書面開催） 
□芦屋市第2期子ども・若者計画の推進 
□若者相談「アサガオ」の推進 
□情報教育，いじめ，不登校への取り組み 

教育委員会社会
教育部青少年育
成課

青少年，青少年団体
や子ども会 

青少年に対するイベント等を実施
し，その活動の中で社会性，自主性
を養い，健全に育成及び自立できる
よう支援する。青少年団体や子ども
会活動の支援を行い，青少年の自覚
と責任の醸成を促す。 

次世代を担う青少年の健全育成を図
る。 

13,161 9,393 ■青少年育成事業の活性化 
■子ども会活動の促進 

■子ども会の事業への協力 

担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕 令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている

施策目標 ②青少年が社会で自立するための力を身につけている

010402040307 青少年問題協議
会経費

010402040308 青少年健全育成
及び青少年団体
育成事業

事務事業
番号

事務事業名

 04-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04-02-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (110）



04-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.900

0.920 0.850

0.050

11,266 5,383 特記事項・備考

6,478

千円 11,425

うち人件費合計 千円 6,847

会計年度任用職員

活動配分 人 0.920

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 252 2,790 385

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 483 0

0

12,160

0 0

106 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 12,160 14,056

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

331.4914,056 5,874 １世帯当たり（円）千円

5,874 住民1人当たり（円） 149.25

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
市民 

【意図】 
・コミュニティ・スクールの運営を，地域の住民が自主的に運営
できるよう側面から支援する。 
・子どもたちが放課後などを安全・安心に過ごせる居場所とし
て，校庭開放，放課後プラン事業等を地域の協力を得て実施す
る。 
・市内の各小学校区において，学校・家庭・地域が連携すること
により，子どもたちが地域社会の中で，心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進する。 
・家庭での教育力向上を推進する。 

【大きな目的】 
・地域住民の組織的な活動をより活発にする。 
・小学校の校庭を開放することにより，児童に安全・安心な居場
所を提供する。 
・多世代交流事業を促進し，地域での次世代育成を進める。 

【全体概要】 
・市内各コミュニティ・スクールの自主的な運営のための経費の一部
を補助。 
・コミュニティ・スクールの活動に対する支援。 
・活動の拠点として小学校の施設を学校教育の時間外に開放。 
・校庭開放事業 
　各小学校に校庭開放管理人を配置 
　　（土曜日午前）山手小学校を除く７校で実施。 
・地域子育て事業の実施。 

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
次世代育成支援対策推進法　芦屋市コミュニュティ・スクール推進要綱，芦屋市放課後プラン（子ども教室型放課後対
策）事業実施要綱

重点施策 01 ①学校園・家庭・地域が連携し相互協力のもと，子どもたちの学びを支えます。

重点取組 01
①保護者や地域住民による学校支援ボランティアの活動が充実するように，支援者間の連絡調整や，学校現場との有
効な連携づくりを進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 03 ③学校園・家庭・地域が連携して、子どもたちの育成を支えている                       

010403014011

担当所属 教育委員会社会教育部生涯学習課 担当課長名 岩本　和加子

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 学校園・家庭・地域の教育推進支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

04-03-001

04-03-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

学校・家庭・地域の連携協力のさらなる推進 コミュニティ・スクール活動，ＰＴＡ活動，学校支援ボランティア
活動等の学校と地域の連携協力を推進するため，継続した活動支援
を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
□コミュニティ・スクール活動への継続した支援  
□放課後プラン事業の円滑な事業運営  
□地域子育て事業の実施

【総合評価】

学校園・家庭・地域の連携がとれるよう適切に支援ができている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コミュニティ・スクール及び芦屋市ＰＴＡ協議会への補助金も過去に削減しており，適正に運営されている。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 概ね実行している

学校・家庭・地域が連携協力し，地域主体のまちづくりの仕組みができあがりつつある。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域コミュニティが醸成され，子どもたちの居場所が確保されたまちづくりに貢献する。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

地域活動としてのコミュニティ・スクール活動支援や，子どもたちの安全・安心な居場所づくり事業であるため。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

「人と人とがつながって新しい世代につなげる」まちづくりに貢献する。

現在認識している課題

学校・家庭・地域の連携協力のさらなる推進

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

□コミュニティ・スクール活動への継続した支援  
□放課後プラン事業の円滑な事業運営  
□地域子育て事業の実施

令和 2年度の実施内容

□コミュニティ・スクールの夏祭り・秋祭りや文化活動発表会等，地域コミュニティを醸成する事業を支援。  
・コミュニティ・スクール連絡協議会への補助金　118千円 ・９コミュニティ・スクールへの補助金　合計2,120,267円 
□ＰＴＡ活動の支援　芦屋市ＰＴＡ協議会への補助金　729,930円  
□校庭開放事業・実施回数　123回・延べ参加人数　637人  
□学校支援ボランティア活動の支援・学校支援ボランティア連絡会の開催　１回

令和 2年度の改善内容

04-03-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (111）



04-03-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.100

正職員

人

0.330

0.180 0.250

0.080

3,402 1,387 特記事項・備考

2,105

千円 3,369

うち人件費合計 千円 1,632

会計年度任用職員

活動配分 人 0.280

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

3,369

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 3,369 3,402

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

80.233,402 1,387 １世帯当たり（円）千円

1,387 住民1人当たり（円） 36.12

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
１　学校園 
２　幼児・児童・生徒 

【意図】 
１　地域（人材）の参画と協働により教育活動が活性化される 
　　こと 
２　開かれた学校園づくりが推進されること 

【大きな目的】 
各学校園が，幼児児童生徒や地域の特性に応じた教育目標・教育
計画を明確にし，特色ある教育活動を展開することを支援する。 

【全体概要】 
１　教育課程の承認事務 
２　学校評議員制度の推進 
３　学校評価・学習評価の実施 
４　教育ボランティア・ゲストティチャーの派遣（以下事例） 
  (1)中学校：福祉体験学習の講師招聘，部活動の指導， 
　　　　　　 進路指導キャリア教育の講師招聘等 
  (2)小学校：食育学習（うどん打ち名人）， 
　　　　　　 修学旅行先での平和学習で語り部を迎える等 
  (3)幼稚園：「英語で遊ぼう」の実施，伝統的な文化に触れる 
　　　　　　 体験遊び，べル演奏等 
５　各学校における学習指導の充実を図るための研修会や研究会の 
　　参加費・講師謝金に係る執行調整 
６　新学習システムの推進による教科指導の充実 
７　学校園花いっぱい運動の推進 

実施区分 直営 財源

事業期間 平成11年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法

重点施策 01 ①学校園・家庭・地域が連携し相互協力のもと，子どもたちの学びを支えます。

重点取組 02
②専門的な知識や技能を有する教育ボランティアを学校園へ招聘するなど，地域の教育力を教育活動に生かし，特色
ある学校園づくりを進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 03 ③学校園・家庭・地域が連携して、子どもたちの育成を支えている                       

010403010241

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 木下　新吾

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 特色ある学校園づくり支援事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

04-03-002

04-03-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

地域ボランティアやゲストティチャーの力を効果的に活用する方法
を研究する。

地域ボランティアやゲストティチャーの力を生かして特色ある学校
園づくりを行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
各学校園が特色ある教育活動を展開することを支援する目的で実施している事業であるため

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染症においても，各学校園が特色ある教育活動が展開できるように支援する。

【総合評価】

学校園と地域が連携しながら社会に開かれた教育課程の実現に向けて取組を進めていくこ
とができるよう，保護者や地域の方等の人材や教育資源の活用をさらに推進していく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

ある程度の質の高い人材を導入するため謝金単価は下げられない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

学校園の教育活動と一体であるため

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

実施内容に伴い，活動の人数を再考する。

総合評価 概ね実行している

コロナウイルス禍で中止になったものもあるが，社会状況や感染状況を踏まえて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るか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

学力向上と密接に関連している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

他に実施できる事業者がいないため

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

学力向上に密接に関連している。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，地域ボランテティアとゲストティチャーを柔軟に教育活動に有効活用していく。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

学校園の特色ある教育活動の支援 
学校園花いっぱい運動の推進

令和 2年度の実施内容

１　全ての学校園で教育ボランティアを有効活用し，特色ある教育活動を行った。 
①　活動人数　延べ　167　人 
②　教育ボランティア報償費　737千円　外部指導者損害保険料　　137千円 
２　学校評価は，学校園関係者評価も含めて，コロナ禍においても予防対策をとりながら対面・書面で全ての学校園で実施し，その結果
を教育委員会のHPの中で公開した。 
３　4月～6月の緊急事態宣言発令時休校中の活動は中止または内容を変更して行った。 
４　学校園花いっぱい運動は，園芸に関する質問等，書面での取組として実施。写真展示は新型コロナウイルスの感染状況を鑑み，6月
に延期して開催。 
①　学校園花いっぱい運動講師謝金　5千円　園芸材料費等需用費　418千円

令和 2年度の改善内容

地域ボランティアとゲストティチャーの違いについて学校園に伝え，適切に実施できるようにした。

04-03-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (112）



04-03-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.500

正職員

人

1.650

1.280 1.100

0.550

10,202 359 特記事項・備考

9,867

千円 11,714

うち人件費合計 千円 10,987

会計年度任用職員

活動配分 人 1.780

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

11,714

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 11,714 10,202

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

240.6010,202 359 １世帯当たり（円）千円

359 住民1人当たり（円） 108.33

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
幼児児童生徒，教職員，保護者 

【意図】 
・幼児児童生徒に係る事故・事件を未然に防ぐ。 
・自らの命を守り，安全な生活を送るための知識の習得と意識の
向上 
・学校園の防災体制の整備・充実を図る。命を守るための防災に
関する実践的な態度や能力の育成を図る。 

【大きな目的】 
幼児児童生徒の安全確保及び安全・安心な学校づくり 
各学校園の環境や実情に応じた防災教育の推進 

【全体概要】 
□安全防災担当者会の開催⇒学校安全防災教育に関する取組について
の周知・関係機関との顔合わせ 
□警報発令時等の対応⇒防災安全課との連携 
□安全教育・防災教育に係る年間指導計画の作成 
□交通安全教室の実施（芦屋警察・建設総務課・安全協会との連携事
業）⇒幼稚園・小学校１年生（歩行訓練），小学校４年生・中学生
（自転車教室） 
□防犯教室の実施⇒小学生2年生 
□普通救命講習会の実施⇒対象：教職員，消防本部との連携事業 
□防犯訓練の実施　 
□通学路合同点検⇒「芦屋市通学路安全プログラム」に基づき実施 
□新１年生防犯ブザーの配布 
□防災教育に係る年間計画書（消防計画）の作成 
□防災訓練（避難訓練）の実施 
□防災教育実態調査の実施　 
□防災教育関連会議への参加⇒関係機関（阪神南県民局・阪神南教育
事務所・他市防災担当者）との連携　 
□地域の防災拠点（避難所）としての役割を周知させる⇒初動体制
等，防災マニュアルの見直し 
□１．１７関係行事の実施 
□「芦屋市子どもを守る110番の家・店」プレートの周知，新規開拓 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
学校教育法，消防法，大規模地震対策特別措置法，学校保健法，学校法施行規則

重点施策 03 ③地域と連携して子どもたちの安全確保を図ります。

重点取組 01
①子どもが安全に登下校できるように，芦屋市通学路交通安全プログラムに基づき，通学路合同点検を地域と共に実
施し，関係機関と連携して危険箇所の点検，改善を進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 04 ④子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている                          

施策目標 03 ③学校園・家庭・地域が連携して、子どもたちの育成を支えている                       

010403034024

担当所属 教育委員会学校教育部学校教育課 担当課長名 村上　洋子

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 防災・安全教育推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

学校園

04-03-003

04-03-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

・幼児児童生徒及び保護者への安全に対する意識向上。 
・通学路合同点検の実施方法の改善。 
・各学校園における防災マニュアルの内容の見直しと，避難訓練の
内容の工夫を進める。

・令和３年度は，山手中学校区の３小学校の通学路点検を実施。 
・幼児児童生徒及び保護者への安全に対する意識向上。 
・各学校園の防災マニュアルの見直しを進め，担当者会において避
難所設営についての知識を深めるための研修会を開催する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
幼児児童生徒の安全な環境をつくり，防災・安全教育を進めるもので，学校や関係部署が取り組むものである。

令和　３年度の目標・改善内容
・子どもの防災，安全に関する意識向上と学校園及び校区内の安全な環境づくり

【総合評価】

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら，各学校園が避難訓練等，命を守る為
の活動を継続して取り組めた。今後ゾーニングを含めた避難所開設について，各学校園に
広げていく必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

児童の安全を守るためコストの削減はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

地域ごとや学校ごとの特性に応じた取組を進めていくため，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るか

総合評価 できる

新1年生に毎年防犯ブザーを貸与している。

総合評価 概ね実行している

マニュアルの見直しや研修会を実施した。交通安全教室や防犯教室は新型コロナにより延期した学校もあるが，次年度以降に実施予定。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

防災訓練や避難所開設等地域との連携をさらに深める必要がある。通学路点検では地域の協力により児童生徒の安全が図られている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

防災・安全教育は学校のみならず行政の他部署や警察・消防，市民との連携が欠かせないため，市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

安全に生活でき，地域で子どもたちの安全を見守る意識を高める必要がある。

現在認識している課題

・幼児児童生徒及び保護者への安全に対する意識向上　・通学路合同点検の実施方法の改善　・避難所における地域との連携

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

いのちの尊さや助け合いの大切さ，震災から得た教訓を語り継ぎ，防災教育の充実を図る。安全教育の指導方法や教育手段の開発，普及
について専門家の助言を受け，学校園における安全教育の充実を図る。

令和 2年度の実施内容

①　精道中学校区（精道小学校，宮川小学校，打出浜小学校）の通学路合同点検を実施し，通学路の安全を確保すると共に登下校時の交
通ルールについて，校外児童会等で児童に指導した。　②　ALSOKと連携し，小学校2年生（留守番，登下校）を対象に防犯教室を行っ
た。　④　児童が自らの命を守る意識が高まるように「芦屋市子どもを守る110番の家・店」の新プレートの掲示と周知を行った。　⑤
交通指導員による幼稚園・小学１年生の歩行訓練，小学４年生・中学生の自転車教室を実施（幼稚園６園延べ９回，小学校６校延べ６
回，中学校２校延べ２回）。　⑥　学校園での避難訓練の実施（幼稚園６園延べ６０回，小学校８校延べ１９回，中学校３校延べ８回）
⑦　全学校園で「１．１７のつどい」を実施。　⑧　「いのち」を守る防災マニュアルの全校園配布 

（事業費）・防犯ブザー　320千円　・防災教育研究会講師謝金　15千円

令和 2年度の改善内容

・安全教育，防犯教育，防災教育を充実した　・新型コロナウイルス感染拡大防止のため通学路合同点検を少人数点検及び書面報告で実
施した　・避難所運営，マニュアルを生かし，地域との連携等を考えながら訓練を工夫した

04-03-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (113）



05-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

地域子育て支援拠点（西蔵こども園）の開設に向けて，施設の整備やふるさと寄附金を活用した大型遊具の設置を行ったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 223

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 223

6.900

正職員

人

8.310

0.650 1.200

7.110

35,642 -6,286 特記事項・備考

34,190

千円 25,729

うち人件費合計 千円 28,336

会計年度任用職員

活動配分 人 7.550

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 9 11,136 5

人口 94,177

42,402

8,215 9,719

県費 千円 7,768 8,215

8,268

41,774

0 0

9,719 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 41,774 63,208

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,490.6863,208 13,157 １世帯当たり（円）千円

13,157 住民1人当たり（円） 671.16

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
就学前の子どもとその保護者 

【意図】 
就学前の子どもを持つ親の子育てに関する不安が解消される。子
育てに関する知識を得たり，方法が解かるようになる。同じよう
に子育て中の親との交流を深める。乳幼児期の子どもの社会性を
育てる。 

【大きな目的】 
乳幼児期における家庭での子育ての支援，地域での子育て支援の
充実 

【全体概要】 
□子育て相談 
□地域子育て支援拠点事業の実施 
□なかよしひろば，カンガルークラブなどの開催 
□子育てグループの育成 
□季節の行事や講演会 
　子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り，安心して子育て・
子育ちができる環境を整備し，地域の子育て支援機能の充実を図る。 

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成15年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市子育てセンター設置要綱，次世代育成支援対策推進法，子ども・子育て支援法

重点施策 01 ①地域で子育てについて交流，相談しやすい環境を整えます。

重点取組 01 ①子育て家庭が身近なところで交流しやすいように，子育て支援拠点など親子が集うひろばの充実を目指します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501010197

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 廣瀬　香

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 子育てセンター運営事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-001

05-01-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・オンライン事業等の事業について，参加しやすい内容の検討をお
こなう。 
・新型コロナウイルス感染症防止対策を講じつつ，イベント等の実
施について検討をおこなう。

子育て支援の場の提供により，相談・助言を行ない子育ての不安を
解消し，親子への支援を図る

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
地域での子育て支援という事業の性質上，受益者に費用負担を求めるべきではない。

令和　３年度の目標・改善内容
・新型コロナウイルス感染症防止対策を講じつつ，より多くの親子が交流できる機会を確保する。 
・子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援室との連携を強化し，妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を実施し，相談支援の
充実と安全・安心の子育て環境の整備を図る。 

【総合評価】

地域の子育て支援拠点として十分役割をはたしており，有効な事業である。地域の相談窓
口としての役割を十分に果たせるよう今後も事業展開を行なっていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

人件費の部分について，わずかではあるがコスト削減の余地がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似事業はなく，統合や代替えを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るか

総合評価 できない

地域での子育て支援という事業の性質上，費用対効果を求めるものではない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

地域子育て支援事業を適切に実施している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

総合戦略「基本目標２若い世代の子育ての希望をかなえる（１）妊娠・出産・子育ての支援」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るか

地域での子育て支援のため市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画「5-1-1」「5-1-2」と整合性がとれている

現在認識している課題

さらに身近な場所で子育て中の親子が気軽に来て遊べ，相談や助言もできる場の提供・周知が必要。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

①父母で参加しやすい子育て支援企画を進める。②親と子がより身近な場所で交流できる場を拡充する。③子育て世代包括支援センター
と連携し，妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を実施し，相談支援の充実と安全・安心の出産・子育て環境の整備を図る。

令和 2年度の実施内容

事業内容　　　　　　　　　実施回数・延人数 
子育て相談　　　　　　            　 1,496人 
なかよしひろば（２か所）  　  53回  　 714人 
つどいのひろば「むくむく」   135回   5,458人 
　　　　　「キオラクラブ」   138回   　634人 
          「ひとしお」       174回   1,990人 
「むくむく」の部屋貸出し      17回     158人 
自主活動グループ(7グループ)   61回     804人 
カンガルークラブ              46回     412人 
オンライン事業        　　　  57回     303人

令和 2年度の改善内容

オンライン事業を新たに開始した他，感染防止対策を講じた事業を実施した。子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援室と連
携し，妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を実施することができた。

05-01-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (114）



05-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

1.940

正職員

人

2.700

0.700 0.950

1.750

18,048 5,292 特記事項・備考

12,374

千円 17,594

うち人件費合計 千円 11,151

会計年度任用職員

活動配分 人 2.640

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 125 0 0

人口 94,177

42,402

3,483 3,001

県費 千円 2,833 2,929

2,836

23,388

0 0

3,001 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 23,388 24,460

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

576.8624,460 11,294 １世帯当たり（円）千円

11,294 住民1人当たり（円） 259.72

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
芦屋市民，市内在住の0～18歳までの子どもとその保護者 

【意図】 
子育て対策を総合的かつ効果的に推進するため。 

【大きな目的】 
市民と一体化して総合的な子育て支援を推進する。 

【全体概要】 
□「あい・あいるーむ」の実施 
□ファミリー･サポート･センターの設置 
・０歳から小学校６年生までの子どもについて，子育ての援助をした
い人（協力会員）と子育ての援助をしてほしい人（依頼会員）とがお
互いに助け合いながら育児の相互援助活動を行う。 
・センターのアドバイザーがコーディネートを行う。 
・利用の際の料金は,会員同士で授受を行う。 
・利用助成　ひとり親家庭で非課税世帯などについて，１回の報酬の
２分の１を助成する。（１か月30,000円限度） 
□学齢期児童支援開放事業 
□子育てサポートブックの作成，配布 
□赤ちゃんの駅事業 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成15年度 ～ 会計種別

根拠法令等
次世代育成支援対策推進法，児童虐待防止に関する法律，子ども・子育て支援法，芦屋市ファミリー・サポート・セン
ター事業実施要綱

重点施策 01 ①地域で子育てについて交流，相談しやすい環境を整えます。

重点取組 01 ①子育て家庭が身近なところで交流しやすいように，子育て支援拠点など親子が集うひろばの充実を目指します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501010198

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 廣瀬　香

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 子育て支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-002

05-01-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

新型コロナウイルス感染防止対策に応じて，事業の実施体制の見直
しを行なう必要がある。

各事業の実施体制の変更，利用状況に応じた工夫を図る。

総合評価 負担を求めていない
子育て支援という事業の性質上，受益者に費用負担を求めるべきではない。

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で，各事業の実施を検討する。

【総合評価】

全ての事業において新型コロナウイルス感染症防止対策を講じて規模は縮小しつつも実施
した。今後も実施内容を検討し更に事業の推進を図っていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

経費を節減し必要最小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か

類似事業はなく，統合や代替えをすることは出来ない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

子育て支援という事業の性質上，費用対効果を求めるものではない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

地域での子育てを支援して，適切に事業を実施している。 

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

総合戦略「基本目標２若い世代の子育ての希望をかなえる（１）妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援」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るか

市の施策方針として子育て支援に力を入れる必要があるため，市による実施が妥当である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画「5-1-1」，「5-1-2」と整合性がとれている。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染防止から，「あい・あいるーむ」を実施することができなかった。

[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

令和 2年度目標

関係機関との連携により，子育て支援内容を工夫する。

令和 2年度の実施内容

①ファミリー・サポート・センター事業　依頼会員859人，提供会員321人，両方会員58人（令和3年3月末） 
ファミリー・サポート・センター事業　　　 9,004千円 
ファミリー・サポート・センター事業利用助成  90千円 
②学齢期支援の開放事業　ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ　延べ1,436人利用

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらファミリー・サポート・センター事業や学齢期支援の開放事業（スタディルーム）を実施
した。

05-01-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (115）



05-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

2.780

正職員

人

8.020

3.800 3.900

4.120

110,772 71,443 特記事項・備考

43,088

千円 106,203

うち人件費合計 千円 37,823

会計年度任用職員

活動配分 人 6.580

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 565 1,424 853

人口 94,177

42,402

6,009 6,536

県費 千円 4,434 1,966

7,189

118,391

0 0

3,679 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 118,391 120,171

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

2,834.09120,171 82,511 １世帯当たり（円）千円

82,511 住民1人当たり（円） 1,276.01

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
母子保健法に基づく対象市民 

【意図】 
母子保健法に基づく対象市民に対して，妊娠，出産，育児に関す
る知識の普及，乳幼児の身体・精神発達等の異常の早期発見と保
健指導及び母親の育児不安の軽減。 

【大きな目的】 
母親の育児不安の軽減と乳幼児の心安らかな成長・発達の促進を
図る 

【全体概要】 
□母子健康手帳の交付，母子手帳アプリへの情報提供 
□プレおや教室　□妊婦健康診査費助成事業　□不育症治療支援事業
□妊婦歯科健康診査 
□４か月児健康診査　□１０か月児健康診査（個別健診）□１歳６か
月児健康診査□３歳児健康診査 
□ブックスタート事業 
□個別相談（身体計測及び育児相談、栄養相談、母乳相談） 
□育児教育（もぐもぐ離乳食教室、幼児の食事とおやつの教室） 
□乳幼児育成指導（こどもの相談（精神科医師等による継続的な個別
相談），5歳児発達相談） 
□コアラクラブ（経過観察の必要なこどもと保護者が遊びを通じて親
子の関わり、成長の確認、障がいの早期発見、心理相談等の個別相
談） 
□乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業　□妊産婦・新生児・乳
幼児訪問 
□低体重児の届出受理　□未熟児訪問指導，養育医療の給付 
□子育て世代包括支援センター　□産後ケア事業　□不育症治療支援
事業 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和54年度 ～ 会計種別

根拠法令等
母子保健法，芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱，芦屋市乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業実施要綱，芦屋
市ブックスタート事業実施要綱，芦屋市産後ケア事業実施要綱，芦屋市不育症治療支援事業実施要綱

重点施策 02 ②妊娠・出産期から子育て中の家庭における切れ目のない支援を実施します。

重点取組 01
①安心して出産，子育てに臨めるように，妊娠中の健康診査及び健康教育・相談等の母子保健相談支援を充実しま
す。

課題別計画 芦屋市健康増進・食育推進計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501020184

担当所属 こども・健康部健康課 担当課長名 和泉　みどり

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 母子保健事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

05-01-003

05-01-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 義務的事業

民間企業等の多様な主体との連携を図り，事業の周知に取り組める
よう努める。

引き続き，妊娠期から子育て期の切れ目のない支援を関係機関・団
体等との連携により取り組む。

総合評価 適正な負担を求めている
産後ケア事業については，適正な負担を求めている。その他乳幼児健康診査等は，負担を求めるべきでない。

令和　３年度の目標・改善内容
産後ケア事業の実施場所の拡充

【総合評価】

コロナ禍における乳幼児健康診査や相談，教育のあり方を継続して見直すとともに，「産
後ケア事業」は実施場所の拡充により子育て世帯のニーズ把握に努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

事業の種別によるが実施方法の工夫によりコスト削減の余地がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

母子保健法に基づき実施している事業のため，代替事業はない。

[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るか

総合評価 できる

民間企業等の多様な主体との連携により，費用対効果に寄与する可能性がある。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

課題別計画である「第3次健康増進・食育推進計画」に基づき実施できている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の実施は，基本目標2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るか

母子保健法に基づき，乳幼児健康診査等を実施しているため，妥当性がある。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の実施は，施策目標5-1と整合している。

現在認識している課題

産後ケア事業の効果的な周知方法

[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

令和 2年度目標

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援を目的に産後ケア事業を実施するとともに 
不育症治療支援事業を実施し，対象となる世帯の早期受診・治療の促進及び経済的負担の軽減を図る。

令和 2年度の実施内容

□母子健康手帳の交付，母子手帳アプリへの情報提供 
□プレおや教室　□妊婦健康診査費助成事業　□不育症治療支援事業　□妊婦歯科健康診査 
□４か月児健康診査　□１０か月児健康診査（個別健診）□１歳６か月児健康診査□３歳児健康診査 
□ブックスタート事業 
□個別相談（身体計測及び育児相談、栄養相談、母乳相談） 
□育児教育（もぐもぐ離乳食教室、幼児の食事とおやつの教室） 
□乳幼児育成指導（こどもの相談（精神科医師等による継続的な個別相談），5歳児発達相談） 
□コアラクラブ（経過観察の必要なこどもと保護者が遊びを通じて親子の関わり、成長の確認、障がいの早期発見、心理相談等の個別相
談） 
□乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業　□妊産婦・新生児・乳幼児訪問 
□低体重児の届出受理　□未熟児訪問指導，養育医療の給付 令和 2年度の改善内容

産後ケア事業を実施し，安心・安全に出産，育児に臨むことができるよう取り組んだ。 

05-01-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (116）



05-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.300

正職員

人

0.500

0.150 0.200

0.300

2,751 56 特記事項・備考

2,772

千円 2,380

うち人件費合計 千円 2,348

会計年度任用職員

活動配分 人 0.450

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 33 30

0

2,413

0 0

33 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 2,413 2,781

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

65.592,781 89 １世帯当たり（円）千円

89 住民1人当たり（円） 29.53

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
ひとり親家庭の母子及び父子，寡婦 

【意図】 
ひとり親家庭の継続的自立の助成と生活支援 

【大きな目的】 
ひとり親家庭の日常生活の安定を目指した支援 

【全体概要】 
□ひとり親家庭の生活相談 
□施設への入所措置 
□自立支援プログラム策定業務 
□母子父子寡婦福祉資金の貸付の相談・受付 
□年末のつどい 
□日常生活に支障のある者の家庭の生活支援としてホームヘルプサー
ビスの提供 
□共励会（母子・父子・寡婦団体）育成 

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 昭和45年度 ～ 会計種別

根拠法令等
母子及び父子並びに寡婦福祉法，芦屋市ホームヘルプサービス事業の費用徴収に関する規則・運営要綱，芦屋市母子・父
子自立支援プログラム策定事業実施要綱

重点施策 03 ③ひとり親家庭や要保護家庭の自立や支援に努めます。

重点取組 01 ①ひとり親家庭の経済的な自立を図るため，各種手当を支給するとともに就労支援を充実します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501030187

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 小川　智瑞子

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名
母子父子家庭児童育成事業と母子・父子自立支援員
の設置

事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-004

05-01-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

休日や他市で離婚届を提出した場合や，代理人による提出の場合，
本人に様々な助成制度を案内できないため，本人にとって有益な情
報提供等を行うことができない場合がある。

直接窓口にてひとり親家庭の制度案内ができない場合があるため，
ホームページや広報等を通じて，制度の周知に努める。また，ひと
り親家庭の継続的自立へつながるよう，相談を通じて必要な支援を
見極め，それぞれに有益な就労支援や生活支援等を行っていく。

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
コロナ禍によりひとり親家庭をとりまく環境はさらに厳しい状況にあるため，引き続き，ひとり親家庭の経済的自立へつながるよう，制
度の周知に努めるとともに，就労支援や生活支援等を相談を通じて行っていく。

【総合評価】

コロナ禍で生活が困窮しているひとり親家庭からの相談は増加傾向にあり，関係課と連携
してひとり親家庭に寄り添った支援を今後も引き続き実施していく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

ひとり親家庭の自立支援を行っている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

相談業務のため，様々な支援を行っている庁内の関係機関と連携をはかることができる。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

ひとり親家庭の自立支援を行っている。

現在認識している課題

離婚届が他市に提出された場合や，代理人により提出された場合，本人に様々な助成制度を案内できない場合がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

ひとり親家庭の継続的自立へつながるよう，制度の周知に努めるとともに，就労支援や生活支援等を相談を通じて行っていく。

令和 2年度の実施内容

□ひとり親家庭事業 
・年末のつどい（年１回　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

□母子父子自立支援員による相談述べ件数：　629件 
・消耗品　9千円

令和 2年度の改善内容

ひとり親家庭の支援制度の説明時に，可能な限り母子父子自立支援員が同席し，ケースに応じて必要な支援を行った。また広報やホーム
ページ等により，制度の周知等を行った。

05-01-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (117）



05-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

令和２年度から子ども家庭総合支援室を開設したため事業費が増加

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

2.850

正職員

人

5.160

0.750 1.650

3.510

22,514 -3,183 特記事項・備考

25,426

千円 20,506

うち人件費合計 千円 16,358

会計年度任用職員

活動配分 人 3.600

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

4,857 5,260

県費 千円 1,246 86

1,246

22,998

0 0

489 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 22,998 27,457

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

647.5427,457 2,566 １世帯当たり（円）千円

2,566 住民1人当たり（円） 291.55

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
芦屋市在住の特定妊婦と要保護・要支援児童とその保護者 

【意図】 
支援員，関係機関がネットワークによる連携により，児童と保護
者への支援を行う。 

【大きな目的】 
児童と家庭の福祉の向上 

【全体概要】 
□子ども家庭総合支援室の設置 
　・家庭における児童（18歳未満）の相談 
　・児童虐待の相談,通報 
　・関係機関との連携による児童虐待の早期発見・早期対応 
　・西宮こども家庭センターへの一時保護依頼 
□臨床心理士の設置 
　・専門的な視点でのフォローを行う 
□要保護児童対策地域協議会の運営（教育委員会及び関係機関との連
携） 

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成 2年度 ～ 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，児童虐待の防止等に関する法律，子ども・子育て支援法

重点施策 03 ③ひとり親家庭や要保護家庭の自立や支援に努めます。

重点取組 02
②家庭児童相談における要保護家庭や要保護児童について，児童虐待防止と早期発見及び適切な対応ができるよう
に，要保護児童対策地域協議会において関係機関との連携を行い，支援の充実を図ります。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501030200

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 久保田　あずさ

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 児童福祉対策事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-005

05-01-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

関係者及び職員の資質向上と理解を深めるため，研修等への参加を
求め，虐待の未然防止に努めていく。

市民や関係機関への啓発及び関係機関との連携の強化を行ないネッ
トワークでの支援を目指す。

総合評価 負担を求めていない
児童福祉対策という事業の性質上，受益者に費用負担を求めるべきではない。

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で，啓発事業や研修事業を行ない，関係者及び職員の資質の向上と理解を深める。

【総合評価】

児童虐待に関する対応件数の増加，子どもを取り巻く家庭環境の複雑化により専門的な見
地からの援助が求められる。研修の実施やネットワークによる支援は適切である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

経費を節減し，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か

類似事業はなく，統合や代替えを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るか

総合評価 できない

児童福祉対策という事実の性質上，費用対効果を求めるべきではない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

要保護児童対策地域協議会において，適切に事業を実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

総合戦略「基本目標２若い世代の子育ての希望をかなえる（１）妊娠・出産・子育て」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るか

児童福祉法により，要保護児童対策地域協議会の設置を定められているため，市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画「5-1-3」と整合性がとれている。

現在認識している課題

・例年，関係機関担当職員の異動により，要保護児童対策地域協議会のメンバーが替わるため，役割と課題の重要性について浸透が難し
い。 
・家庭児童相談の困難事例が増加している。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

啓発事業や研修事業を行い，要保護児童対策地域協議会の関係者及び職員の資質の向上と理解を深めるために，関係機関等へ参加を求
め，虐待の未然防止に努めていく。

令和 2年度の実施内容

令和２年度　要保護児童対策地域協議会　活動状況 
（１）代表者会議 
　6月26日　１：協議会の概要及び構成等について　２：前年度活動報告　３：今年度活動方針 
（２）実務者会議（３回開催），主要機関実務者会議（３回開催） 
　7月30日,8月25日（午前・午後），8月26日，10月21日,3月24日 
　活動報告一覧による報告，困難ケース事例検討，ケース管理台帳による事例状況確認　他 
（３）個別ケース検討会議　検討件数166件／開催回数228回

令和 2年度の改善内容

市民及び関係機関への啓発のため，市内全ての小・中学校及び自治会に児童虐待防止を啓発するチラシを配布した。

05-01-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (118）



05-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

平成３１年度は一斉改選にかかる事務で人件費が増加していたため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.250

正職員

人

0.900

1.150 0.700

0.200

7,743 1,761 特記事項・備考

5,821

千円 11,134

うち人件費合計 千円 9,289

会計年度任用職員

活動配分 人 1.400

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 6,623 6,476

0

17,757

0 0

7,165 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 17,757 14,219

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

335.3414,219 8,926 １世帯当たり（円）千円

8,926 住民1人当たり（円） 150.98

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
民生委員・児童委員 

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

【大きな目的】 
地域福祉の充実 

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

実施区分 補助 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
民生委員法，芦屋市補助金等の交付要綱

重点施策 03 ③ひとり親家庭や要保護家庭の自立や支援に努めます。

重点取組 03
③困難な状況の子育て家庭が適切な支援機関とつながるように，地域の関係機関と連携を図り，民生委員・児童委員
活動を高めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 01 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                       

010501030144

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 山川　尚佳

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 民生委員・児童委員活動の推進 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-01-006

05-01-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

□民生委員・児童委員の担い手不足と高齢化 
□コロナ禍による活動自粛に伴う新任民生委員・児童委員の活動経
験の不足 
□民生委員・児童委員と他の団体や専門機関等との協働

□民生委員・児童委員の役割や活動の啓発の強化 
□民生委員・児童委員候補者の確保 
□他の団体や専門機関等との協働の更なる推進

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
社会福祉の増進のために社会奉仕の精神をもって行う事業であるため，受益者負担を求めることは適当ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
□今年度に引き続き，地域活動従事者等にも協力をいただきながら，民生委員・児童委員候補者の確保に努める。 
□民生委員・児童委員の役割や活動について啓発し，広く市民の理解に繋げるとともに，民生委員・児童委員そのものの認知度を上げる
ことで，訪問活動等の円滑な実施を支援する。 
□民生委員・児童委員が安全安心に活動を続けられるよう，新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，会議や研修についての検討を
重ねる。

【総合評価】

慢性的に欠員が生じている状況であるため，継続して民生委員活動の広報や啓発活動を
行っていくとともに，地域関係団体等の協力を得ながら，新たな人材確保に努めていく。
また，コロナ禍での活動の活性化を図っていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

県の基準に応じた活動費であるため，コスト削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

地域において見守りを行う団体はあるが，本活動の根拠は他団体の活動根拠と異なるため統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

事業の性質上，費用対効果を求めるものではない。

総合評価 一部実行している

民生委員・児童委員の欠員が生じている町がある。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

地域における身近な相談役としての役割を担い，関係機関や専門機関につなぐなど，地域における福祉の充実に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

民生委員法等により実施している。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

後期基本計画における「目標とする１０年後の芦屋の姿」の５及び７に関連するため，整合性はある。

現在認識している課題

□コロナ禍における民生委員活動そのものの制限や，民生委員・児童委員自身がオンラインへ対応することへの難しさがある。 
□訪問活動がままならず，新たな民生委員・児童委員の確保がより一層困難な状況にあること。 
□民生委員・児童委員への期待や役割が年々大きくなることで，過度の負担がかかること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

□欠員町への民生委員・児童委員の確保 
□民生委員・児童委員への活動支援 
□民生委員推薦会の円滑な実施

令和 2年度の実施内容

□民生委員・児童委員への活動助成　７，９２２千円 
　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，８月以降に総務会，定例会，ブロック会を開催 
□民生委員推薦会を年３回実施（５月，１０月，２月，内２回は書面での開催） 
□民生委員・児童委員の確保　３名増員 
　令和２年４月１日：１０２名　→　令和３年３月３１日：１０５名 

令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症のリスク軽減のため，オンラインでの会議や出席者を半数ずつに分けて定例会を実施するなど，会議のあり方
を総務会の場で協議，検討して実施につなげた。

05-01-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (119）



 05-01-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-01-007

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

市民生活部上宮
川文化センター

就学前乳幼児（０～
３歳児）と保護者，
小，中学生対象 

幼児の感性と体力を育て，親子の結
びつきと保護者間の交流を深める。
児童の健全育成と仲間づくり及び基
礎体力の向上を目指す。 

健全な遊びをとおして，児童の健康
を増進し，豊かな情操を育むことを
目的とする。 

27,437 26,806 ホームページの充実を図り，児童セ
ンター事業の認知度を高める。 

ホームページをより見やすくわかりやすい内容となるように表示をしまし
た。 

こども・健康部
子育て推進課

中学校修了前の児童
を養育している者
（所得制限有） 

当該家庭における生活の安定と次代
の社会を担う児童の健全な育成及び
資質の向上を目的とする。 

次代の社会を担う児童の健全な育成
及び資質の向上 

1,280,163 1,247,217 ・引き続き広報及びホームページ等
により制度の周知を行うことで，出
生や転入による新規申請漏れの防止
に努める。また，マイナンバー制度
による提出書類の増加について理解
しやすいよう丁寧な窓口対応を行
う。 
・年１回の継続手続である現況届も
提出率が100％に近づくよう，未提出
者に対し文書及び電話で督促を行
う。 

□受給者数　　　　　　      9,037人 
□対象児童数　　　　　　　 11,581人 
□決算額　　　　　　　1,234,912千円 
・支給額　　　　　　　1,231,830千円 
・消耗品，郵便料等　　　　2,324千円 
・システム保守，業務委託料　758千円 

こども・健康部
子育て推進課

交通遺児（小学校か
ら高校までの就学児
童） 

交通遺児を激励するとともに,その健
やかな育成と福祉の増進に寄与 

交通遺児に対する健全育成 0 0 引き続き，児童扶養手当やひとり親
家庭の相談時に，ひとり親になった
原因の確認を行い，支給もれがない
よう努める。また広報やホームペー
ジ等で制度の周知に努める。 

□支給決定者　0名 

こども・健康部
子育て推進課

支援が必要な状況に
ある養育困難家庭 

当該家庭において，過重な負担がか
かる前の段階に家庭訪問による支援
を実施することにより，安定した児
童の養育が可能となることを目的と
する。 

家庭での子育ての支援，社会での子
育て支援の充実 

2,130 2,463 子ども家庭支援員が健康課など関係
機関との連携を行い，支援の必要な
家庭の早期発見に努めるとともに，
家庭に対する丁寧な支援を重ねてい
く。 

助産師派遣回数　17回 
家事援助ヘルパー派遣回数　31回 

こども・健康部
子育て推進課

18歳に達する日以降
の最初の3月31日まで
の間にある児童又は
20歳未満の中程度以
上の障がいがある児
童を監護している父
又は母，若しくはそ
の児童を養育してい
る者。 

当該家庭における生活の安定と自立
を支援することを目的とする。 

ひとり親家庭等の自立支援と生活支
援 

318,695 243,399 手当の円滑な支給に努めるととも
に，制度への理解が深まるよう受給
者に周知を行う。また，引き続き，
受給者の生活と自立の促進に向け
て，低収入や求職中の受給者に対
し，積極的に母子・父子自立支援員
へ繋ぎ，就労支援を行う。 

□決算額内訳 
●支給人数　　489人 

●決算額　　  235,305千円 

●支給額　　 　234,202千円 

●消耗品，郵便料等　319千円 

●システム保守，業務委託料　786千円 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ⑤地域で安心して子育てができている

施策目標 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

010501040183 児童センター事
業

010501040185 児童手当事業

010501040186 交通遺児就学激
励金

010501040199 育児支援家庭訪
問事業

010501040234 児童扶養手当制
度

 05-01-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-01-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (120）



 05-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-01-008

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ⑤地域で安心して子育てができている

施策目標 ①世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている

事務事業
番号

事務事業名 担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕

こども・健康部
子育て推進課

施設入所を必要とす
る児童及び母 

様々な理由により，施設入所を必要
とする児童及び母を措置して保護を
講じる。 

児童及び母の支援 3,942 3,462 継続して，広報やホームページ等に
より制度の周知に努める。また子ど
も家庭総合支援室及び母子父子相談
等で連携をとり，情報を共有するこ
とで，様々な方向から支援を行う。 

□施設入所措置費 
・助産施設　　　　　　  0件 
・母子生活支援施設　　  0件 
・ショートステイ　　　  3件 　66千円（自己負担金：12千円） 

□施設入所等費用助成金 
・児童福祉施設入所　　  1件　 21千円 
・障害児施設入所　　　  0件 

こども・健康部
子育て推進課

母子家庭の母又は父
子家庭の父 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就
業をより効果的に促進する。 

母子家庭又は父子家庭の自立を支援
する。 

9,940 10,605 就労支援を通じて，制度の周知に努
めるとともに，ハローワークと連携
し，個々の状況にあった就労支援を
総合的に行う。特に高等職業訓練促
進給付金等事業においては，対象資
格が拡大されているため，児童扶養
手当の現況届などに更なる周知を
図っていく。 

□自立支援教育訓練給付金事業　　1件　22千円 

□高等職業訓練促進給付金等事業　7件　7,868千円 

こども・健康部
子育て推進課

新型コロナウイルス
感染症の影響を受け
ている子育て世帯 

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている子育て世帯に対し，臨時
特別の給付金（一時金）を支給す
る。 

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている子育て世帯の生活を支援
する取組の一つとして，児童手当
（本則給付）を受給する世帯（０歳
～中学生のいる世帯）に対し，臨時
特別の給付金（一時金）を支給す
る。 

0 95,274 支給対象世帯に滞りなく支給する □受給者数　　　　　　        5,303人 
□対象児童数　　　　　　　   84,380人 
□支給額　　　　　　　  　 84,380千円 

こども・健康部
子育て推進課

低所得のひとり親世
帯 

新型コロナウイルス感染症の影響に
より，収入の減少など家計に影響が
出ている低所得のひとり親世帯に臨
時特別給付金を支給する。 

新型コロナウイルス感染症の影響に
より，子育てと仕事を一人で担う低
所得のひとり親世帯に特に大きな困
難が心身に生じていることを踏ま
え，こうした世帯の子育て負担の増
加や収入の減少に対する支援を行う
ため，臨時特別給付金を早期に支給
する。 

0 92,386 支給対象世帯に滞りなく支給する ・児童扶養手当受給世帯等への給付（基本給付） 
　　554件　34,960千円 

・児童扶養手当受給世帯等への給付（基本給付再支給分） 
　　554件　34,960千円 

・収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付（追加給付） 
　　404件　20,200千円 

010501040235 児童福祉施設措
置事業

010501040236 母子父子家庭自
立支援給付金事
業

010501044044 子育て世帯臨時
特別給付金支給
事業

010501044045 ひとり親世帯臨
時特別給付金支
給事業

 05-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-01-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (121）



05-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

平成31年度は２か所（翠ケ丘保育園及びはなえみ保育園（ハートフル敷地））の整備を行ったが，令和２年度の整備は１か所（朝日ケ丘
幼稚園敷地）であったため，歳出額・人件費共に減少した。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 446

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 446

0.370

正職員

人

2.900

2.400 2.100

0.800

25,189 285,131 特記事項・備考

18,073

千円 63,368

うち人件費合計 千円 18,942

会計年度任用職員

活動配分 人 2.770

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

19,585 327,186

県費 千円 0 6,035

157,944

221,312

0 0

129,013 世帯数

249,700

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 221,312 50,809

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,198.2750,809 991,030 １世帯当たり（円）千円

991,030 住民1人当たり（円） 539.51

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
就学前児童 

【意図】 
待機児童を解消する。 
保護者の就労に関わらず等しく質の高い教育・保育を提供する。 

【大きな目的】 
・質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供する。 
・待機児童の解消のため保育の量的拡大を目指す。 
・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す。 
・子どもを産み，育てやすい社会の実現を目指す。 

【全体概要】 
教育・保育施設及び地域型保育事業に関する整備 

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成27年度 ～ 会計種別

根拠法令等
子ども・子育て支援法／児童福祉法／認定こども園法

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 01
①待機児童が生じないように，「子ども・子育て支援事業計画」に基づき，小規模保育事業所や認定こども園等の整
備を計画的に進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502011040

担当所属 こども・健康部子育て推進課（施設整備） 担当課長名 伊藤　浩一

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 特定教育・保育施設等施設整備事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-001

05-02-001

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

・認定こども園の整備推進 
・低年齢児を主とした待機児童対策 
・市立保育所の民間移管

・認定こども園を主とした教育・保育施設の整備推進

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業の内容から受益者に負担を求める事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
・私立認定こども園の整備（２か所：朝日ケ丘幼稚園敷地及び伊勢幼稚園敷地） 
・市立保育所の民間移管（２か所：打出保育所及び大東保育所）

【総合評価】

令和４年４月１日開園予定の市立朝日ケ丘幼稚園敷地における私立幼保連携型認定こども
園の整備の取り組んだ。また，市立伊勢幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園設置
運営事業者の選定並びに市立打出保育所及び市立大東保育所の移管先事業者の選定に取り
組んだ。今後も「市立幼稚園・保育所のあり方」の取組を着実に進めていく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

利用可能な補助金制度を活用しているため，コスト削減の余地はない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

利用可能な補助金制度を活用しており，手段変更はできない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

「市立幼稚園・保育所のあり方」を実行することで，進捗が遅れている「子ども・子育て支援事業計画」の加速化を図る

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

待機児童解消のため，保育定員拡大に努めていることから貢献度は大きい

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

子ども・子育て関連３法に基づき，市が実施しなければならない

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている，という計画の目標と整合している

現在認識している課題

・認定こども園の整備推進 
・低年齢児を主とした待機児童対策 
・市立保育所の民間移管

[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

令和 2年度目標

・私立認定こども園の整備（１か所：朝日ケ丘幼稚園敷地） 
・市立保育所の民間移管（２か所：打出保育所及び大東保育所）

令和 2年度の実施内容

・令和４年４月１日開園予定の市立朝日ケ丘幼稚園敷地における私立幼保連携型認定こども園の整備に取り組んだ。 
・令和４年４月１日開園予定の市立伊勢幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園設置運営事業者の選定に取り組んだ。 
・市立打出保育所及び市立大東保育所の移管先事業者の選定に取り組んだ。

令和 2年度の改善内容

05-02-001

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (122）



05-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

子ども・子育て支援基金積立金が増加したため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.300

正職員

人

2.300

2.400 2.150

0.150

18,976 2,051 特記事項・備考

16,457

千円 25,617

うち人件費合計 千円 18,738

会計年度任用職員

活動配分 人 2.700

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 7,491 19,570 3

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

33,108

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 33,108 38,546

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

909.0638,546 2,054 １世帯当たり（円）千円

2,054 住民1人当たり（円） 409.29

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
市民（主に妊産婦，子育て中の親子，子育て支援に関わる地域住
民及び事業所） 

【意図】 
妊産婦，子育て中の親子，子育て支援に関わる地域住民及び事業
所が，地域で子どもたちが育ちあう仕組みに関わり全ての子ども
たちの健全育成を目指す。 

【大きな目的】 
・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す。 
・子どもを産み，育てやすい社会の実現を目指す。 
・親子がともに成長し合えるように，社会全体で子ども・子育て
を支援する取組を進める。 

【全体概要】 
□子ども・子育て会議の開催（25年8月～） 
□教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び
利用希望の把握（25年度） 
□5年を1期とした子ども・子育て支援事業計画（第1期計画）の策定
（26年度） 
□子ども・子育て支援事業計画の推進・評価等の進行管理（27年度
～） 
□教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び
利用希望の把握（30年度） 
□5年を1期とした第2期子ども・子育て支援事業計画（第2期計画）の
策定（令和元年度） 
□子ども・子育て支援事業計画の推進・評価等の進行管理（令和2年度
～） 

実施区分 直営 財源

事業期間 平成24年度 ～ 会計種別

根拠法令等
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）/（略称）認定こども園法一部改正法(平成24年法律第66号）/（略称）整備
法（平成24年法律第67号）

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 01
①待機児童が生じないように，「子ども・子育て支援事業計画」に基づき，小規模保育事業所や認定こども園等の整
備を計画的に進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502010684

担当所属 こども・健康部子育て推進課 担当課長名 小川　智瑞子

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 子ども・子育て支援事業計画推進事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-002

05-02-002

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

■第2期計画に基づく子育て支援事業の推進 
■子ども・子育て会議の円滑な運営 

■第2期計画の進行管理 
■子育て支援情報の更なる発信と周知

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業内容自体が特定の市民に利益をもたらすものではないため。

令和　３年度の目標・改善内容
■第2期計画に基づく子育て支援事業の推進 
■令和2年度分の実績報告，評価の実施 
■第2期計画の進行管理（目標値と実績値との乖離の確認）

【総合評価】

計画の進行管理について，これまでの課題や委員の意見等を踏まえ，評価方法の見直しを
行い，今後の子ども子育て支援事業の推進に活かしていく。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

現段階で必要最低限の費用で実施しており，経費節減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似の事業はなく，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

第2期計画から進行管理様式を見直し，集約に要する事務負担の軽減を図る。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

令和元年度評価まで実施し，計画通りに業務を遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

創生総合戦略の中の「若い世代の子育ての希望をかなえる」という部分において推進に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

子ども・子育て支援法に基づき，市が主体となって実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

計画中の施策目標5において，整合性はある。

現在認識している課題

■第2期計画の進行管理（目標値と実績値に乖離が生じた場合の対応等） 
■子ども・子育て会議の円滑な運営

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

■平成27年度に策定した第1期計画の進行管理方法に沿った実績報告，評価の実施（令和元年度分） 
■第2期計画の進行管理方法の決定

令和 2年度の実施内容

【主な事業内容】 
■第2期計画の進行管理方法の協議・確定 
　・子ども・子育て会議の開催（2回） 
■子ども・子育て支援基金の運用 

【主な事業費】 
・会議関連費用　149千円 
・子ども・子育て支援基金積立金　21,171千円

令和 2年度の改善内容

■第2期計画の進行管理について考える上で，第1期計画における評価方法及び評価様式の課題を踏まえ，見直しを行った。 
■第2期計画における重点事業について，新規事業や第１期計画で目標達成に至っていない事業，総合計画と関連性の高い事業等を洗い
出し，関係課と協議の上，決定した。

05-02-002

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (123）



05-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

平成３１年度に工事の施工を開始したが，工事費は一部を除いて令和２年度に支出したため，昨年度に比べて事業費が増加した。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 19,126 35,345

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 19,126 35,345

0.370

正職員

人

2.100

1.600 1.900

0.200

198,610 1,616 特記事項・備考

14,750

千円 43,105

うち人件費合計 千円 12,988

会計年度任用職員

活動配分 人 1.970

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 6,512 0

人口 94,177

42,402

98,560 0

県費 千円 4,091 33,798

286

180,435

132,953 1,454,800

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 180,435 1,792,280

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

42,268.761,792,280 1,616 １世帯当たり（円）千円

1,616 住民1人当たり（円） 19,030.97

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
　保護者の就労や病気などのため昼間に保育を必要とする０歳か
ら小学校就学前までの児童及び，保育を必要としない３歳以上の
小学校就学前の児童 

【意図】 
　２つの市立認定こども園の整備について，予定期間内に整備を
行う。 

【大きな目的】 
　保護者の就労状況に関わらず質の高い教育・保育を提供すると
ともに，就学前施設の核として運営するもの。 

【全体概要】 
　市立認定こども園の整備 

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成29年度 ～ 令和 2年度 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 01
①待機児童が生じないように，「子ども・子育て支援事業計画」に基づき，小規模保育事業所や認定こども園等の整
備を計画的に進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502014027

担当所属 こども・健康部子育て推進課（施設整備） 担当課長名 伊藤　浩一

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市立認定こども園整備業務 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

その他

05-02-003

05-02-003

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

本市の就学前教育・保育施設における中核施設として運営に取り組
む。 
あわせて，園歌の作成等を進める。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない

令和　３年度の目標・改善内容
市立認定こども園の整備は令和２年度をもって完了した。 
令和３年度以降は，本市の就学前教育・保育施設における中核施設として運営を行っていく。

【総合評価】

市立認定こども園の整備は令和２年度をもって完了した。令和３年度以降は，本市の就学
前教育・保育施設における中核施設として運営を行っていく。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

できるだけ費用を削減できるよう取り組む。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

認定こども園を市立で設置する必要があるため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

認定こども園を市立で設置する必要があるため。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

「市立幼稚園・保育所のあり方」を公表し，その内容に従い取組を進めている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が大きい

総合戦略の２つの基本目標の内「若い世代の子育ての希望をかなえる」に合致している。

[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るか

本市における就学前教育・保育施設の中心的な役割を果たす等のため，市立による認定こども園の設置が必要である。

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

待機児童解消に向けた取り組みの一つである。

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

市立認定こども園の整備（２か所：精道・西蔵） 
・工事完了　・備品等の整備 
・新園舎への引っ越し

令和 2年度の実施内容

・市立認定こども園（精道・西蔵）の工事及び備品等の整備を行った。 
・新園舎への引っ越しを行い，運営を開始するための準備を行った。

令和 2年度の改善内容

05-02-003

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (124）



05-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.100

正職員

人

0.390

0.500 0.390

0.000

3,370 2,400 特記事項・備考

2,902

千円 5,824

うち人件費合計 千円 4,013

会計年度任用職員

活動配分 人 0.600

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

5,824

0 0

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 5,824 3,370

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

79.483,370 2,400 １世帯当たり（円）千円

2,400 住民1人当たり（円） 35.78

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
認可保育所等の利用を希望しながら，認可外保育施設を利用して
いる児童及び保護者。 

【意図】 
子育て世帯の負担の平準化 

【大きな目的】 
認可外保育施設を利用している保護者の経済的負担の軽減によ
り，認可保育所等利用世帯との負担の平準化を図るもの。 

【全体概要】 
認可外保育施設を利用している０歳から２歳までの保護者の利用料を
補助するもの【H30～H33年度】。 

実施区分 直営 財源

事業期間 平成30年度 ～ 令和 3年度 会計種別

根拠法令等
芦屋市認可外保育施設利用者補助金交付要綱

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 01
①待機児童が生じないように，「子ども・子育て支援事業計画」に基づき，小規模保育事業所や認定こども園等の整
備を計画的に進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502014028

担当所属 こども・健康部子育て推進課（子育て施設） 担当課長名 茶嶋　奈美

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 認可外保育施設利用者補助事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-004

05-02-004

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

認可外保育施設利用者への周知を図る。 認可外保育施設利用者への周知を図る。

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
認可外保育施設利用者へ周知を図る。

【総合評価】

認可外保育施設を利用している保護者の経済的負担軽減のために有効である。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

引き続き，補助申請漏れがないように周知に努める。

令和 2年度の実施内容

補助金実績・・・468,000円 

補助対象人数・・・延べ18件(実人数16人) 

補助対象世帯・・・16世帯

令和 2年度の改善内容

05-02-004

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (125）



05-02-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

病児保育事業（体調不良児対応型）の実施事業者が増加したため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

6.500

正職員

人

7.500

1.300 1.400

6.100

41,633 36,841 特記事項・備考

35,182

千円 30,740

うち人件費合計 千円 34,583

会計年度任用職員

活動配分 人 7.800

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 2,209 2,011 1,554

人口 94,177

42,402

25,356 19,393

県費 千円 19,451 23,754

23,865

76,265

0 0

19,393 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 76,265 92,754

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

2,187.4992,754 77,181 １世帯当たり（円）千円

77,181 住民1人当たり（円） 984.89

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
市内在住の生後６か月から小学校６年生までの児童（病児・病後
児対応型）及び就学前施設に入所している児童（体調不良児対応
型）。 

【意図】 
病気等で保育所などでの集団生活が困難な児童を一時的に保育す
ること及び保育中に体調不良となった児童への緊急対応により，
保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに，児童の健全な
育成を図る。 

【大きな目的】 
病気等の児童の一時預かり事業（病児・病後児対応型） 
保育中に体調不良となった児童のための安心かつ安全な体制の確
保（体調不良児対応型） 

【全体概要】 
病児・病後児対応型 
　　・実施場所・・・市立芦屋病院施設内 
　  ・利用定員・・・１日あたり４人 
　　・利用時間・・・７：３０～１８：００ 
　　・利用料金・・・１人１日当たり２，０００円 
　　・利用方法・・・事前に利用登録が必要 

体調不良児対応型 
・実施場所・・・保育所，認定こども園，小規模保育事業所 

実施区分 委託 財源

事業期間 平成22年度 ～ 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，子ども・子育て支援法，芦屋市病児・病後児保育事業実施要綱，芦屋市病児保育事業（体調不良児対応型）
実施要綱

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 02
②病児・病後児保育を利用しやすくするために，実施施設の増設や広域的な利用などにより提供体制の確保を図りま
す。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502010666

担当所属 こども・健康部子育て推進課（子育て施設） 担当課長名 茶嶋　奈美

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 病児保育事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-005

05-02-005

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

病児・病後児保育事業を安定的に実施する。 病児・病後児保育事業を安定的に実施する。

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
病児・病後児保育事業を安定的に実施する。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染症により，病児・病後児対応型保育事業の利用件数は激減した
が，制度の維持は必要である。また，体調不良児対応型の実施により，子どもを安心して
預られる保育ニーズに応えている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

総合評価 貢献度が中程度

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

病児・病後児保育事業を安定的に実施する。

令和 2年度の実施内容

病児保育事業（病児・病後児対応型）※市立芦屋病院内　　　　　病児保育事業（精道こども園内病児保育整備費用） 
１．利用延べ人数　111人（前年度353人）　　　　　　　　　　　１. 費用      1,791千円 
２．費用　　　　　16,425千円 

病児保育事業（体調不良児対応型） 
１．利用園数　15園（うち公立6園） 
２．費用　　　39,356千円 
　　※費用については私立園に対する委託料を記載

令和 2年度の改善内容

05-02-005

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (126）



05-02-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

学級を３学級増設したため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

46.570

正職員

人

49.620

3.050 3.050

46.570

147,299 -20,938 特記事項・備考

190,855

千円 169,412

うち人件費合計 千円 183,677

会計年度任用職員

活動配分 人 49.620

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 52,597 46,765 69,098

人口 94,177

42,402

79,379 50,427

県費 千円 37,633 72,063

46,216

305,858

0 0

50,427 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 305,858 345,506

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

8,148.34345,506 149,014 １世帯当たり（円）千円

149,014 住民1人当たり（円） 3,668.69

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
保護者が就労等で昼間家庭にいないため，適切な保護育成が必要
な市内在住の小学生 

【意図】 
保護者が就労等で昼間家庭にいないため，適切な保護育成が必要
な市内在住の小学生を対象に，集団による遊びをとおして生活指
導その他児童の健全育成を行う。 

【大きな目的】 
放課後児童の健全育成を図る。 

【全体概要】 
□芦屋市放課後児童クラブ 
　設置場所：市内小学校（計17学級） 
　開 設 日：月曜日から土曜日 
　　　　　　（日曜日，祝日，8/12～16，12/29～1/3を除く） 
　　　　　　開設時間：平日（月～金）は放課後から午後5時。 
　　　　　　延長保育は午後5時から午後7時。 
　　　　　　学校休業日は午前8時から午後5時。 
　　　　　　土曜日は午前8時から午後5時。 
　　　　　　（ただし11月から12月は午後4時30分まで。） 

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和42年度 ～ 会計種別

根拠法令等
児童福祉法，社会福祉法，芦屋市放課後児童クラブ条例及び同施行規則，芦屋市放課後児童クラブ要綱

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 03 ③放課後児童健全育成事業の高学年の受入れについて，提供体制を整備します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502010194

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 富田　泰起

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 青少年保護対策事業（放課後児童クラブ） 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

社会教育施設

05-02-006

05-02-006

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

登録児童数と施設数とのバランスを維持していくこと。 登録児童数と施設数とのバランスを維持していく。

総合評価 適正な負担を求めている

令和　３年度の目標・改善内容
登録児童数と施設数とのバランスを維持していくこと。

【総合評価】

直営学級，委託学級ともに，保護者から一定の満足度を得ている。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

登録児童数と施設数とのバランスを維持すること。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

■キッズスクエアとの連携

令和 2年度の実施内容

市内８小学校で，１７学級を開級 

■令和２年４月１日現在７１２名在籍 
　（内訳） 
　１年生２３４名　２年生２００名　３年生１５５名 
　４年生　８５名　５年生　３０名　６年生　　８名 

　精道小学校，朝日ケ丘小学校，潮見小学校，打出浜小学校を直営で， 
　宮川小学校，山手小学校，岩園小学校，浜風小学校を民間事業者に 
　業務委託し運営

令和 2年度の改善内容

キッズスクエアとの連携について，全小学校で実施した。

05-02-006

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (127）



05-02-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

令和2年度に放課後児童健全育成事業所が2か所増加し，計3か所となったため。

事業費の増減理由（平成31年度から令和 2年度の変化について）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 0 0

うち経費 千円 0 0

0.000

正職員

人

0.100

0.100 0.100

0.000

4,441 7,055 特記事項・備考

744

千円 2,377

うち人件費合計 千円 744

会計年度任用職員

活動配分 人 0.100

人

事業費

国勢調査を基にした推計人口
（令和 2年4月1日現在）その他 千円 0 0 0

人口 94,177

42,402

4,440 7,048

県費 千円 1,585 4,440

2,114

6,076

0 0

7,048 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 6,076 13,321

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

314.1613,321 21,151 １世帯当たり（円）千円

21,151 住民1人当たり（円） 141.45

年　度 単位

合計

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

事業概要

【対象】 
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規
定する放課後児童健全育成事業を行う者。 

【意図】 
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規
定する放課後児童健全育成事業を行う者に対する当該事業の実施
に必要な経費を助成する。 

【大きな目的】 
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規
定する放課後児童健全育成事業を行う者に対する当該事業の実施
に必要な経費を助成する。 

【全体概要】 
芦屋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱に基づく届出制
度の運用 
芦屋市放課後児童健全育成事業所運営費補助金交付要綱に基づく交付
事務の執行 

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 平成30年度 ～ 会計種別

根拠法令等

重点施策 01 ①必要とするときに適切で良質な保育サービスを提供します。

重点取組 03 ③放課後児童健全育成事業の高学年の受入れについて，提供体制を整備します。

課題別計画

総
合
計
画

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

10年後の姿 05 ⑤地域で安心して子育てができている                                    

施策目標 02 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている                             

010502014020

担当所属 教育委員会社会教育部青少年育成課 担当課長名 富田　泰起

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 放課後児童健全育成事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

05-02-007

05-02-007

【令和 2年度の実施内容】

【事 業 の 評 価】

【今後の対応・方向性】

今後の課題 今後の取組・方向性

改善余地 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

待機児童が発生する可能性がある小学校区に偏りがあるため，より
戦略的な事業実施が求められる。

待機児童が発生する可能性がある小学校区に偏りがあるため，より
戦略的な事業実施が求められる。

総合評価 負担を求めていない

令和　３年度の目標・改善内容
さらに効果的な補助金の交付。

【総合評価】

待機児童対策のため，一定の成果をあげている。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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か

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，その事業と統合／代替できないか

総合評価 類似事業はない／統廃合はできない

[目的妥当性評価] 総合戦略の推進に貢献しているか

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るか

[目的妥当性評価] 後期基本計画との整合性はあるか

総合評価 整合性はある

現在認識している課題

待機児童が発生する可能性のある地域における更なる事業展開

[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

令和 2年度目標

補助金制度の更なる周知強化

令和 2年度の実施内容

対象事業所を2か所増やし，計3か所とした。

令和 2年度の改善内容

対象事業所を増やし，待機児童が発生する可能性のある地域における事業展開を進めた。

05-02-007

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (128）



 05-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-02-008

対象 意図 目的
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和２年度目標 実施内容

こども・健康部
子育て推進課
（子育施設担当

就学前の子ども及び
その保護者 

保育に関する施設や事業を円滑に利
用できるよう，相談・助言等必要な
支援を行うもの。 

保育に関する施設や事業を円滑に利
用できるよう，相談・助言等必要な
支援を行うもの。 

4,368 4,450 保護者に対して，教育・保育施設や
地域子育て支援事業等の情報提供及
び必要に応じて相談・助言等の情報
提供を行う。 

保育コンシェルジュ配置・・・1名 

こども・健康部
子育て推進課
（監査指導）

市内の特定教育・保
育施設，特定地域型
保育事業，特定子ど
も・子育て支援施設
等 

就学前保育施設等の質の確保及び給
付費等の支給の適正化をはかる 

子どもを安心して就学前保育施設等
に預けることができる環境を構築す
る 

975 7,462 特定教育・保育施設等に対する定期
的な実地指導・監査を実施し，保育
事業の質の確保・向上をはかる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により，施設への立入りは見合わせ，市
役所において書面確認及び施設長等へのヒアリングによる実地指導・監査
を実施した。 

認定こども園 3園 
認可保育所 9園 
小規模保育事業所 6園 

担当所属
事業概要 事務事業の経費〔千円〕 令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ①人と人がつながって新しい世代につなげる

10年後の姿 ⑤地域で安心して子育てができている

施策目標 ②子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている

010502031039 地域子育て支援
事業

010502034022 特定教育・保育
施設等に対する
監査指導事業

事務事業
番号

事務事業名

 05-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05-02-008

１　人と人がつながって新しい世代につなげる

１　人と人がつながって新しい世代につなげる (129）
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