
まちづくりの基本方針

２ 人々のつながりを安全と安心につなげる

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

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

(131）



(132）



06-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

令和元年度にレントゲン機器を更新したことによるもの

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）

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

3.400

正職員

人

7.000

3.600 3.700

3.300

223,427 207,172 特記事項・備考

39,580

千円 262,430

うち人件費合計 千円 37,791

会計年度任用職員

活動配分 人 7.000

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 42,234 41,245 42,524

人口 94,177

42,402

3,763 540

県費 千円 3,574 3,112

805

309,043

0 0

3,432 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 309,043 271,547

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

6,404.11271,547 253,668 １世帯当たり（円）千円

253,668 住民1人当たり（円） 2,883.37

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】 
市民の健康保持と適切な医療への指導 

【大きな目的】 
病気の早期発見と早期治療。健康寿命延伸へ向けた健康の維持，
増進。 

【全体概要】 
□健康チェック　　　　　　　　　　□事業所健康診査 
□健康増進・食育推進計画　　　　　□健康教育・相談 
□歯周病予防健診・教育　　　　　　□健康大学 
□骨粗しょう症検診　　　　　　　　□ヘルスアップ事業 
□健康管理システムの運用　　　　　□検診用機器等の整備 
□各種がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮・肝） 
□肝炎ウイルス検診　　　　　　　　□こころの健康対策 
□ピロリ菌検査　　　　　　　　　　□後期高齢者医療健康診査 
□高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 
□特定健康診査・特定保健指導（保険課で予算措置） 
□障がい者歯科診療 
□保健センター，歯科センターの管理運営 
□web予約システムの導入 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

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

重点施策 01 ①定期的な健診の受診や予防接種を促進します。

重点取組 02 ②がん検診の個別勧奨による未受診者勧奨に努め，受診率向上を目指します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020601010122

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 健康増進法に関する事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

その他

06-01-001

06-01-001

【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

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の事業評価の仕組
みの構築

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の事業評価の仕組
みの構築のため，他部署，他機関を含め，民間企業等の多様な主体
との効果的な連携を図る。

総合評価 適正な負担を求めている
る。

令和　３年度の目標・改善内容
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の実施，Web予約システムの運用

【総合評価】

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業については，庁内関係課，三師会との連携
の下，実施計画を立案できたため，今後は民間企業等の多様な主体との連効果的な連携を
図り，健康寿命の延伸に寄与につながるよう取り組む。

達成度 概ね達成した

[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

後期高齢者医療健康診査については，対象者の増加によりコスト削減は困難であるが，多様な主体との連携を進め事業周知に工夫を凝ら
すことで受診率の向上，疾病予防への寄与が期待できる。[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

法令等に基づき実施しており，類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

民間企業等の多様な主体との連携を図り，事業の周知方法について工夫することで費用対効果を上げることにつながる可能性がある。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

第3次芦屋市健康増進・食育推進計画に基づき取り組めている。

[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

基本目標1「安全・安心で良好な住宅地としての魅力を高め，継承する」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

健康増進法，高確法（略称）に基づき，実施しているため，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

施策目標6-1「市民が健康づくりに取り組んでいる」に整合している。

現在認識している課題

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の円滑な運営，web予約システムの導入による市民の受診行動の促進

[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

令和 2年度目標

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の準備を進め，高齢者のフレイル予防を推進し，健康寿命の延伸に寄与する。また，
web予約システムを導入し，24時間365日いつでも健診の予約が可能な体制を整備し市民の受診行動の促進に寄与する。

令和 2年度の実施内容

□健康チェック　　　　　　　　　　□事業所健康診査 
□健康増進・食育推進計画　　　　　□健康教育・相談 
□歯周病予防健診・教育　　　　　　□健康大学 
□骨粗しょう症検診　　　　　　　　□ヘルスアップ事業 
□健康管理システムの運用　　　　　□検診用機器等の整備 
□各種がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮・肝） 
□肝炎ウイルス検診　　　　　　　　□こころの健康対策 
□ピロリ菌検査　　　　　　　　　　□後期高齢者医療健康診査 
□高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 
□特定健康診査・特定保健指導（保険課で予算措置） 
□障がい者歯科診療 令和 2年度の改善内容

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業の準備に取り組むとともにweb予約システムを導入し，健康寿命の延伸と市民の受診行
動の促進に寄与する。

06-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (133）



06-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

高齢者インフルエンザワクチン接種者の増加，新型コロナウイルスワクチン接種事業の準備による

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）

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

1.480

正職員

人

5.570

2.800 4.870

0.700

285,147 306,889 特記事項・備考

38,379

千円 252,500

うち人件費合計 千円 25,872

会計年度任用職員

活動配分 人 4.280

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 5,844 5,476 5,400

人口 94,177

42,402

16,354 292,802

県費 千円 245 347

3,639

262,228

0 0

437 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 262,228 307,324

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

7,247.87307,324 605,528 １世帯当たり（円）千円

605,528 住民1人当たり（円） 3,263.26

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】 
市民のうち接種対象者 

【意図】 
市民に対する感染症の予防を図るため各種予防接種を実施する。 

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

【全体概要】 
□個別接種（市内の予防接種受託医療機関に委託） 
日本脳炎，風しん，麻しん，４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷
風・不活化ポリオ），２種混合，ポリオ，ＭＲ混合，ＢＣＧ，ヒブ，
小児肺炎球菌，子宮頸がん予防・水痘，Ｂ型肝炎，ロタウィルス 
□高齢者インフルエンザ予防接種（個別接種） 
□高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（個別接種） 
□風しん第5期(追加的対策) 
□成人の風しん予防接種費用一部助成 
□健康被害を受けたものの医療費及び医療手当の支給 
□健康被害調査委員会の設置 
□骨髄移植等による定期予防接種ワクチン再接種事業費用の一部を助
成する事業 
□新型コロナウイルスワクチン予防接種 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

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

重点施策 01 ①定期的な健診の受診や予防接種を促進します。

重点取組 03 ③定期予防接種の個別接種勧奨に努め，接種率向上を目指します。

課題別計画 健康増進・食育推進計画

総
合
計
画

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

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

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

020601010117

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 予防接種事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

その他

06-01-002

06-01-002

【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 義務的事業

新型コロナウイルスワクチンの供給量により接種事業の円滑な実施
への影響が生じること。

新型コロナウイルスワクチンに関する市民への正しい情報提供を行
い，本事業を円滑に実施していく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
感染症のまん延を防ぐことを目的とした事業であることから，受益者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ワクチン接種を円滑に実施する。

【総合評価】

新たに定期接種化されたワクチンの円滑な運用と新型コロナウイルワクチン接種の体制整
備と接種事業の運用についてさらなる推進が必要 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

接種率の向上を目標に本事業を実施しているが，受益者負担を求める事業ではないため，接種率の向上は，コスト削減につながらない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

法令等に基づき実施しており類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

本事業の実施により感染症のまん延を防止し，結果的にり患しても重症化を予防，また医療費の抑制につながることで長期的には費用対
効果をあげることにつながると考える。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

第3次芦屋市健康増進・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

基本目標2「若い世代の子育ての希望をかなえる」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

予防接種法に基づき実施するため，市が接種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

施策目標6-1「市民が健康づくりに取り組んでいる」に整合している。

現在認識している課題

新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制の整備，接種率の向上

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

新たに定期接種化されたロタウイルスワクチン接種の円滑な実施を目指すとともに，新型コロナウイルスワクチン接種の体制整備に取り
組む。

令和 2年度の実施内容

□個別接種（市内の予防接種受託医療機関に委託） 
日本脳炎，風しん，麻しん，４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ），２種混合，ポリオ，ＭＲ混合，ＢＣＧ，ヒブ，
小児肺炎球菌，子宮頸がん予防・水痘，Ｂ型肝炎，ロタウィルス 
□高齢者インフルエンザ予防接種（個別接種） 
□高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（個別接種） 
□風しん第5期(追加的対策) 
□成人の風しん予防接種費用一部助成 
□健康被害を受けたものの医療費及び医療手当の支給 
□健康被害調査委員会の設置 
□骨髄移植等による定期予防接種ワクチン再接種事業費用の一部を助成する事業 
□新型コロナウイルスワクチン予防接種令和 2年度の改善内容

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が接種率に影響を及ぼさないよう医師会と連携して様々な機会を通じて対象者に接種勧奨を行なっ
た。

06-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (134）



 06-01-003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-01-003

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
健康課

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

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

療養生活の支援を図る。 4,785 4,446 継続的な事業の運用 療養に伴う経費の一部（月額5,000円）を補助する。 
対象疾病は，通院3疾病・入院8疾病 

こども・健康部
健康課

小児慢性特定疾患事
業の対象疾患（日常
生活用具給付のみ） 

小児慢性特定疾患児の居宅における
療養生活の支援を図る。 

小児慢性特定疾患児の居宅における
安定した療養生活の支援を図る。 

1,861 1,488 対象者への円滑な給付 日常生活用具給付事業（小児慢性特定疾患児に対する特殊寝台等の生活用
具の給付） 

こども・健康部
健康課

アレルギーが心配で
ある市民又はアレル
ギー疾患を持つ市民 

アレルギー疾患を持つ市民の健康保
持・増進・及びアレルギー発症予防
を図る。 

大気汚染の影響による健康被害の予
防 

16,110 7,862 庁内関係課と共催で実施できる事業
の検討と実施 

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

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

10年後の姿 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている

施策目標 ①市民が健康づくりに取り組んでいる

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〕

020601040118 特定疾病療養費
補助事業

020601040119 小児慢性特定疾
患児日常生活用
具給付事業

020601040120 健康被害予防事
業

 06-01-003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (135）



06-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減：予定していた病院実習等がコロナ禍により中止となったため減少したもの。 
人件費の増減：活動配分の変更のため減額。

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

3.200

3.400 3.200

0.000

27,102 4,495 特記事項・備考

23,811

千円 29,030

うち人件費合計 千円 25,303

会計年度任用職員

活動配分 人 3.400

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

29,030

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 29,030 27,102

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

639.1727,102 4,495 １世帯当たり（円）千円

4,495 住民1人当たり（円） 287.78

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】 
市民 

【意図】 
救急救命士の養成及び応急手当の普及啓発に努め，適切で迅速な
救急活動を行う。 

【大きな目的】 
傷病者の救命率向上を目指す 

【全体概要】 
□救急救命士の養成 
□認定救命士の養成 
□応急手当の普及啓発 
□地域医療機関等との連携 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
消防法・救急救命士法，応急手当の普及啓発活動実施要綱

重点施策 02 ②救急救命活動の充実を図り，市民が適切な診療を受けられる体制を構築します。

重点取組 01 ①病院前救護の質を高めるために，救急救命士養成所への派遣促進など救急救命士の育成を進めます。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020602020126

担当所属 消防本部救急課 担当課長名 濱田　康男

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 救急救命士の養成及び応急手当の普及啓発業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-001

06-02-001

【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

コロナ禍により病院実習や救急講習の実施が困難となったため，今
後の対応を検討する必要がある。

創成総合戦略及び後期基本計画で目指していた，救急活動従事者数
を２９人とする目標を達成したため，今後はこの人数を確保してい
く。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
現状ではできない

令和　３年度の目標・改善内容
救急救命士を1名以上養成し，現場活動従事者の人員を確保する。 
気管挿管等を実施できる認定救命士を養成し，救急業務の高度化に対応する。 
応急手当の普及啓発に努め，受講者２，０００人を目指す。

【総合評価】

・救急救命士を養成して人員を確保することは重要であり，救急業務の高度化に対応する
ための認定救命士の育成も必須である。 
・コロナ禍で救急講習の開催が困難となったため，応急手当の普及啓発方法を検討する必
要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

現状ではできない

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似事業はなく，統廃合はできない

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現状ではできない

総合評価 概ね実行している

救急業務活動従事者における，救急救命士の養成

[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

救急業務活動従事者における，救急救命士の養成

[有効性評価] 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

市民の安心と安全に繋がる

[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

救急業務活動従事者における，救急救命士の養成

現在認識している課題

コロナ禍により病院実習や救急講習が未実施となったため，今後の対応を検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

救急救命士を1名以上養成し，現場活動従事者の人員を確保する。 
気管挿管等を実施できる認定救命士を養成し，救急業務の高度化に対応する。 
応急手当の普及啓発に努め，受講者２，０００人を目指す。

令和 2年度の実施内容

特別旅費　　681,720円　　（ 入校・病院実習)・救急救命士養成課程入校　1 人 
消耗品費　　346,545円　　　 　　　　　　　 ・救急救命士就業前研修　　3 人  
役務費 　　  61,427円　　　　　　 　　　　 ・拡大二行為講習　　　　　1 人　 
委託料　　  197,836円　　　      　　　　　・救急救命士生涯研修　　 19 人 
負担金，補助金及び交付金   　　　　（講習会）　　 
　　　　　 1,994,032円　　　　　　　　　　　・普通救命講習　　　　 139 人 
公課費　　　　9,000円　　　　　　　　　　　 ・応急手当講習　　　　 351 人 
合　計　　3,290,560円　　　　　　　　　　　 ・応急手当指導員講習 　　4 人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・応急手当普及員講習 　 14 人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　                   合計 508 人 

令和 2年度の改善内容

救急救命士1名を養成した。

06-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (136）



06-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減：感染防止強化に伴う救急活動用備品及び消耗品の増加によるもの 
人件費の増減：活動配分変更のため減額

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

3.200

3.400 3.200

0.000

33,494 7,015 特記事項・備考

23,811

千円 31,117

うち人件費合計 千円 25,303

会計年度任用職員

活動配分 人 3.400

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 50 864 397

人口 94,177

42,402

8,796 0

県費 千円 0 0

0

31,167

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 31,167 43,154

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,017.7443,154 7,412 １世帯当たり（円）千円

7,412 住民1人当たり（円） 458.22

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】 
救急車の適正利用を促進し，真に必要とする傷病者に対応する。 
救急活動上の感染防止に努め，感染の拡大を防止する。 
各種研修を受講し，救急医療の進歩に対応する。 

【大きな目的】 
安全で確実な救急活動を行い，市民の安全と安心を確保する。 

【全体概要】 
□救急車の適正利用促進 
□救急活動上の感染防止対策 
□救急隊員研修の充実 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
消防法，救急業務実施基準

重点施策 02 ②救急救命活動の充実を図り，市民が適切な診療を受けられる体制を構築します。

重点取組 03
③真に救急車を必要とする傷病者に迅速な対応ができるよう，市民への周知，啓発に取り組み，救急車の適正利用を
促進します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020602020125

担当所属 消防本部救急課 担当課長名 濱田　康男

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 救急活動に関する業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-002

06-02-002

【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

・救急活動における感染防止を徹底し，庁舎内でのクラスターを阻
止する。

・救急活動における，感染防止の徹底。 
・救急業務の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量の向上に努め
る。 
・救急車の適正利用を啓発する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
現状ではできない。

令和　３年度の目標・改善内容
・救急活動における，感染防止の徹底。 
・救急業務の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量の向上に努める。 
・救急車の適正利用を啓発する。

【総合評価】

・感染防止を徹底し，安全で確実な救急活動を継続させることが市民の安心と安全に直結
する重要課題である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

現状ではできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似事業はなく，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

現状ではできない。

総合評価 概ね実行している

徐々に実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

市民が適切な診療を受けられる体制の構築。

[有効性評価] 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

市民の安心と安全に繋がる。

[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

救急車の適正利用を促進。

現在認識している課題

・救急出動件数の増加。 
・コロナ禍における，各種研修会の在り方や参加方法。 
・各種感染症への対応。

[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

令和 2年度目標

救急車の適正利用を促進する。 
救急業務の高度化に伴い，救急隊員の知識及び技量の向上に努める。 
救急活動における感染防止に努める。

令和 2年度の実施内容

備品購入費     4,874,100円　　・近畿救急医学研究会救急隊員部会　１回　３人 
消耗品費　    12,786,772円　　・インフルエンザ予防接種　２４人 
印刷製本費　　    65,945円　　・Ｂ型肝炎に係る検査及びワクチン接種　１０人 
物品補修費　     432,191円 
役務費　　　     172,976円 
委託料　　 　    270,270円 
使用料及び賃貸料 735,724円 
負担金，補助金及び交付金　 
            　　　 6,000円 
合　計　　　　19,343,978円（新型コロナウイルス対策費含む）

令和 2年度の改善内容

・各種広報を活用し，救急車の適正利用を啓発した。 
・救急業務の高度化に伴い，各種研修会へ救急隊員を参加させた。 
・インフルエンザ等の感染防止対策に努めた。

06-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (137）



06-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

被保険者数の減少に伴う保険給付費の減少

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

9.020

正職員

人

25.650

15.450 15.330

10.320

990,959 856,384 特記事項・備考

145,640

千円 1,091,369

うち人件費合計 千円 141,335

会計年度任用職員

活動配分 人 24.470

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 2,218,246 2,354,685 2,428,720

人口 94,177

42,402

29,970 0

県費 千円 6,554,631 6,388,896

322

9,864,568

0 0

7,017,824 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 9,864,568 9,764,510

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

230,284.189,764,510 10,302,928 １世帯当たり（円）千円

10,302,928 住民1人当たり（円） 103,682.53

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】 
自営業等で他の健康保険に加入していない者 

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

【大きな目的】 
国民（市民）の健康維持（保健の向上） 

【全体概要】 
□保険給付費　○療養費等（医療費等）の支払業務　 
　　　　　　　○医療費のチェック 

□保険事業費納付金 

□保健事業（特定健診含む）　 
　　　　　　　○特定健診・特定保健指導　 
　　　　　　　○人間ドック助成 
　　　　　　　○医療費通知 
　　　　　　　○医療費適正化対策 

□その他　　　○事務費（人件費等） 
　　　　　　　○過年度還付金等 

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和34年度 ～ 会計種別

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

重点施策 03 ③安定的持続可能な国民健康保険制度の運営に努めます。

重点取組 01
①医療費の適正化の推進を図るため，レセプトデータを活用した個別受診勧奨を実施するとともに市民への啓発に取
り組みながら，特定健診の受診率やジェネリック医薬品の使用率の向上を図ります。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020602030112

担当所属 市民生活部保険課 担当課長名 北條　安希

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 国民健康保険事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

06-02-003

06-02-003

【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

標準保険料率や保険者の負担を勘定し，適正な保険料率を定めるこ
と。芦屋市データヘルス計画に基づいた被保険者の健康管理の推
進，保健事業の効果的かつ効率的な実施，適正受診，服薬行動の推
進による医療費適正化を図ること。

保険者努力支援制度の指標や運営方針を踏まえ，保険料の適正賦
課，徴収，保健事業の推進に努める。

総合評価 適正な負担を求めている
法令等に定められた保険料，医療費の自己負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
保険料の適正賦課及び収納率の向上に努め，事業を円滑に運営する。第２期データヘルス計画（令和３年３月一部改訂）に基づき，特定
健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率向上を図る。集団健診のＷＥＢ予約をスタートし，利便性の向上を図ることにより，特に受
診率の低い４０～５０歳代へのアプローチを行う。 
医療機関との連携のもと，治療が必要な方への受診勧奨の強化に取り組み，生活習慣病の重症化予防の取組を促進する。 

【総合評価】

特定健康診査のデータを分析し受診勧奨を行うなど，受診率向上に向けた効果的な取組を
実施することができた。また，特定保健指導実施率向上の取組や，医療機関等と連携した
生活習慣病の重症化予防の取組も図れている。新型コロナウイルス感染症への対応とし
て，保険料の減免制度及び傷病手当金制度の整備・実施や特定健康診査の定員見直しを
行った。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

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

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

法令等により実施が義務付けられているため。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

保健指導の対象者の選定基準や実施方法を工夫することで，医療費の抑制が図られる。

総合評価 概ね実行している

特定健康診査に関して，実施計画に掲げる目標受診率を達成できなかった。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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 該当なし

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

法令等により実施が義務付けられている。

[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

安定的かつ持続可能な保険制度の運営のため，特定健康診査の普及啓発や医療費適正化に取り組んでいる。

現在認識している課題

特定健康診査の受診率向上。特に４０～５０歳代の受診率向上に向けた取組を検討すること。特定保健指導の実施率向上。生活習慣病の
重症化予防事業等により，被保険者の健康状態を把握し，健康管理支援を継続的に取り組むこと。

[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

保険料の適正賦課及び収納率の向上に努め，事業を円滑に運営する。第２期データヘルス計画に基づき，特定健康診査の受診率及び特定
保健指導の実施率向上を図るとともに，医療機関との連携のもと，治療が必要な方への受診勧奨の強化に取り組み，生活習慣病の重症化
予防の取組を強化する。

令和 2年度の実施内容

新型コロナウイルス感染症への対応として，保険料の減免制度及び傷病手当金制度を整備，実施するとともに，保険料の徴収にあたって
は，早めの納付相談を促すことに重点を置いて取組んだ。 
特定健康診査の受診率向上のため，健康課実施の「健康ポイント事業」とタイアップするとともに，実施医療機関でのポスター掲示，レ
ディースデーの継続，啓発用品の配布を行った。また，ナッジ理論やＡＩ分析等を活用し，未受診者ごとに効果的なメッセージを付した
受診勧奨通知を発送した。 
医療費の適正化として，レセプトのコンピュータ点検を引き続き実施し，ジェネリック医薬品の使用促進通知の送付，啓発用品の配布，
適正服薬を促す通知を送付した。（ジェネリック医薬品の利用促進通知：６月１，７２９通，１１月１，６２８通） 
特定保健指導実施率向上の取組として，結果相談会や血管年齢測定会，集団健診当日の保健指導等を実施した。 
未治療者支援として，対象者のリスクの状況に合わせた通知を発送することにより，医療機関への受診勧奨を行った。  

令和 2年度の改善内容

特定健康診査については，第一生命との包括連携協定に基づき，第一生命の顧客等で国民健康保険加入者への啓発活動を行った。 
特定保健指導については，特定健康診査当日に実施する保健指導の対象者を拡充するとともに，実施率を高める方策として，従来の血管
年齢測定会に加え，運動教室や食事講座を追加するなど，新たな取組を行った。

06-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (138）



 06-02-004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-02-004

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

福祉部地域福祉
課

①６５歳以上７０歳
未満の高齢期移行者
で所得制限未満のも
の（要介護２以上で
あることが要件とな
る場合もあり）　②
１歳未満の乳児　③
１歳以上小学校３年
生までの乳幼児等で
所得制限未満のもの
④小学校４年生から
中学校３年生までの
こどもで所得制限未
満のもの　⑤一定の
障がいがあり所得制
限未満のもの　⑥母
子家庭等で所得制限
未満のもの 

高齢期移行者，乳幼児等，こども，
心身障がい者，精神障がい者及び母
子家庭等に対し医療費の一部を助成
することにより，乳幼児等及びこど
もの健やかな育成，並びに高齢期移
行者，心身障がい者，精神障がい者
及び母子家庭等の保健の向上に寄与
し，もって生活の向上と福祉の増進
を図る。 

高齢期移行者，乳幼児等，こども，
一定の障がい者及び母子家庭等に対
して，医療を受ける際の医療費を助
成することで，受給者が必要な時に
医療機関等に受診することができる
ようになり心身ともに良好な生活を
過ごせるまちづくり。 

570,638 500,801 無料化しているこどもの医療費を中
心に，医療機関への適正な受診を促
すため，受給者に対する周知・啓発
を継続して実施する。 

各医療費助成制度別決算額等（制度名／令和３年３月末受給者数／助成
額） 
・乳幼児等医療費助成　　　　　4,582人／128,489,728円 
・高齢期移行助成　　　　　　　　110人／　3,586,416円 
・障害者医療費助成　　　　　　　969人／118,102,959円 
・高齢障害者医療費助成　　　　1,075人／116,360,375円 
・母子家庭等医療費助成        　796人／ 26,515,897円 
・こども医療費助成            2,700人／ 66,506,758円 

市民生活部保険
課

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

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

国民の高齢期における適切な医療の
確保を図る。 

3,178,209 3,312,991 後期高齢者医療制度の被保険者が安
心して適切な医療を受けていただけ
るよう，制度改正の周知や資格管理
等に関する業務を円滑に実施すると
ともに，きめ細やかな納付相談を行
う。また，健康診査等の受診率の向
上を図り，被保険者の健康増進と医
療費の適正化に努める。 

被保険者あて勧奨ちらしや広報への掲載により，健康診査及び人間ドック
検査費一部助成の周知に努めた。 
・健康診査受診率　　　平成31年度　34.45%　　 令和2年度　32.00% 
・人間ドック検査費一部助成利用者数　平成31年度　275人　　令和2年度
207人 

保険料の収納率向上を図り，医療費の適正化に努めた。 
・現年分収納率　　　　平成31年度　99.47%　　令和2年度　99.64%　 
・滞納繰越収納率　　　平成31年度　61.41%　　令和2年度　68.18% 

被保険者あて勧奨ちらしや広報への掲載により，制度改正の周知に努め
た。 

こども・健康部
健康課

市民 市民の生命と健康を守る。 地域救急医療の充実 84,746 82,582 救急安心センター（＃7119）事業に
ついて周知と円滑な運用を行う。 

囗市立休日応急診療所の管理運営（日曜・祝日・年末年始の9:00～17:00） 
囗一次救急医療対策（夜間在宅当番制） 
囗二次救急医療対策（尼崎・西宮・芦屋の3市の病院群輪番制） 
囗小児救急医療対策（尼崎・西宮・芦屋の3市の二次病院群輪番制・小児電
話相談事業） 
囗こども初期急病センターとの連携 
囗歯科休日診療対策 
囗眼科・耳鼻咽喉科広域一次救急医療対策（阪神6市1町で運営） 
囗兵庫県下の救急医療情報システム・むこねっと二次救急システム他 
囗救急安心センター（＃7119）事業 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

10年後の姿 ⑥市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている

施策目標 ②市民が適切な診療を受けられる

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〕

020602040113 福祉医療費助成
事業

020602040115 後期高齢者医療
事業

020602040124 救急医療事業
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２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (139）



07-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

2.370

正職員

人

4.220

3.230 2.940

1.280

95,931 103,765 特記事項・備考

27,075

千円 133,451

うち人件費合計 千円 33,270

会計年度任用職員

活動配分 人 5.600

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 253,634 245,787 264,359

人口 94,177

42,402

165,827 196,881

県費 千円 87,516 83,073

155,461

630,062

0 0

91,367 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 630,062 590,618

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

13,929.01590,618 656,372 １世帯当たり（円）千円

656,372 住民1人当たり（円） 6,271.36

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】 
被保険者 

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

【大きな目的】 
継続的マネジメントを実施し，介護予防を推進することにより介
護の重度化を防ぐ。 
地域包括ケアシステムの推進を図る。 

【全体概要】 
□介護予防・日常生活支援総合事業 
　■介護予防・生活支援サービス事業 
　　訪問型サービス，通所型サービス，介護予防ケアマネジメント 
　■一般介護予防事業 
　　市内在住のすべての高齢者に対して介護予防事業を実施 
□包括的支援事業 
　　包括的・継続的支援を行うための地域包括支援センターの運営 
□任意事業 
　　介護給付費等費用適正化事業，家族介護支援事業等 
□地域包括支援センター運営協議会運営経費 

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
介護保険法等

重点施策 02 ②保健・医療・福祉に関する情報を分かりやすく提供します。

重点取組 03 ③高齢者生活支援センターの機能を強化し，保健・医療・福祉が連携した取組により情報の共有を推進します。

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

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

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

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

020701020162

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 浅野　理恵子

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 地域支援事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-001

07-01-001

【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 義務的事業

・一般介護予防事業の効果的な事業展開 
・認知症施策の取組の推進

・地域包括ケアの更なる推進に向けて取り組む。 
・介護予防事業等の地域支援事業の充実に取り組む。

総合評価 適正な負担を求めている
総合事業において，一定の負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
・介護予防・日常生活支援総合事業の充実 
・認知症施策の取組の推進 
・地域ケア会議の効果的・効率的な運営

【総合評価】

今後の超高齢社会を見据え，効果的な介護予防事業の実施など地域支援事業の充実に取り
組み，地域包括ケアを推進することは重要である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

より効果的な事業実施方法について，引き続き検討の余地がある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

法に位置づけられた事業で，行政が主体的に実施する事業である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

総合事業において，住民主体の担い手を増やすなどしてサービスを拡充することができる。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

介護保険事業計画に則り，評価を受け進行管理している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

高齢者が地域で生き生きと暮らしていく「地域包括ケア」を推進している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

介護保険法に定められた事業である。

[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

高齢者が地域で生き生きと暮らしていく「地域包括ケア」を推進している。

現在認識している課題

■一般介護予防事業の効果的な事業展開 
■介護予防・日常生活支援総合事業の新たな事業展開

[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

・介護予防・日常生活支援総合事業を安定的に実施する。 
・認知症施策の推進 
・地域ケア会議のあり方の検討

令和 2年度の実施内容

（１）介護予防・生活支援サービス事業 
予防専門型訪問サービス：　８，７６１件，４９，５３８日 
生活支援型訪問サービス：　１，５８４件，　６，４５３日 
予防専門型通所サービス：　６，３７５件，３０，５３５日 
介護予防ケアマネジメント：８，５４２件 
（２）介護予防事業：すべての高齢者を対象者として，介護予防教室を開催した。（介護予防教室：４６６日，延べ参加者数：３，９１
８人） 
（３）包括的支援事業：適切に地域包括支援センターの運営を行った。（地域包括支援センター数：４） 
（４）任意事業：家族介護おへの支援などの事業を実施 
家族介護用品支給事業（　２１３件，　１，４９２千円），行方不明高齢者家族支援サービス事業（登録者１８人，検索回数１０８回）

令和 2年度の改善内容

・認知症施策の推進（認知症ほっとナビの改訂） 
・介護予防・日常生活支援総合事業やその他介護保険について市民への周知に力を入れた（出前講座実施回数：１回）

07-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (140）



07-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による，住居確保給付金の給付業務等が増加したため。

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

0.000

正職員

人

2.350

1.500 1.550

0.800

31,059 12,725 特記事項・備考

13,981

千円 19,395

うち人件費合計 千円 11,163

会計年度任用職員

活動配分 人 1.500

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

44,007 30,842

県費 千円 0 0

17,597

36,992

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 36,992 75,066

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,770.3475,066 43,567 １世帯当たり（円）千円

43,567 住民1人当たり（円） 797.07

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】 
■法第３条に定める「就労の状況，心身の状況，地域社会との関
係性その他の事情により，現に経済的に困窮し，最低限度の生活
を維持することができなくなるおそれのある者」。 

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

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

【全体概要】 
必須事業「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」の実施 
任意事業「就労準備支援事業」の実施 
任意事業「子どもの学習・生活支援事業（地域まなびの場支援事
業）」の実施 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成27年度 ～ 会計種別

根拠法令等
生活困窮者自立支援法

重点施策 03 ③様々な制度やサービスを連携させて，生活困窮者の自立を支援するとともに，地域からの孤立を予防します。

重点取組 02
②経済的に困窮し支援を必要としている人などが，地域で安心して暮らし続けることができるように，様々な方法に
より相談機関の周知を行います。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020701031030

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 吉川　里香

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 生活困窮者自立支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

07-01-002

07-01-002

【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 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

生活困窮者自立相談支援事業の周知啓発による潜在的ニーズの把握 
包括的支援体制の構築 
社会的孤立への支援の充実 
多世代交流の促進や社会参加の場となる居場所の確保 

生活困窮者自立支援制度を中心とした，総合相談体制及び包括的支
援体制整備の推進に向けた支援システムの構築

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業対象者の考え方から，負担を求める事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による生活困窮者への継続的支援 
社会的孤立（予防）のための取組検討 
家計改善支援事業の実施に向けた検討，調整

【総合評価】

重層的支援体制整備事業の中心を担う事業として，各種相談窓口との連携による総合相談
体制，包括的支援体制の構築を推進するとともに，社会的孤立への施策を検討していくこ
とが必要。

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

事業推進の観点から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

生活困窮者支援の類似事業はないため統合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

法律に定められている必須事業の手段変更はできないとともに，事業実施内容からも手段の変更はできない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

予定どおり実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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１(2)内の地域包括ケアの基盤整備と介護予防の推進の取組として総合相談窓口が位置づけられており貢献してい
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

生活困窮者自立支援法により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

生活困窮者の自立支援は，後期計画の施策目標７-１と整合している。

現在認識している課題

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による生活困窮者への継続的な支援 
潜在的ニーズの掘り起こし　社会的孤立（予防）のための取組 
家計に関する相談体制の強化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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

生活困窮者自立相談支援事業・就労準備支援事業・地域まなびの場支援事業の実施，住居確保給付金の支給，家計改善支援事業の実施検
討

令和 2年度の実施内容

□総合相談窓口利用者数　2,316人 
□生活困窮者自立相談支援事業新規相談受付件数　277件 
□プラン作成件数　117件（うち新規作成件数94件） 
□住居確保給付金利用件数　120件 
□就労準備支援事業利用件数　5件 
□地域まなびの場支援事業（学習支援）利用者数　8人 
□自立相談支援事業による就労支援　24件 
□自立に向けて改善が見られた件数　25件 
□就労者数　0人 
□増収者数　6人

令和 2年度の改善内容

住居確保給付金の手引きの作成 
ハローワークとの連携強化 
社会とのつながりの創出に向けた取組検討

07-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (141）



07-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

4.010

正職員

人

11.970

7.810 9.250

2.720

339,986 265,403 特記事項・備考

77,254

千円 315,173

うち人件費合計 千円 71,969

会計年度任用職員

活動配分 人 11.820

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 26,265 17,093 0

人口 94,177

42,402

850,044 890,380

県費 千円 23,115 23,593

832,645

1,197,198

0 0

25,404 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 1,197,198 1,230,716

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

29,024.951,230,716 1,181,187 １世帯当たり（円）千円

1,181,187 住民1人当たり（円） 13,068.12

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】 
現に生活に困窮し，最低生活を維持することが困難な被保護者 

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

【大きな目的】 
被保護者の自立の助長・生活の向上。 
健康で文化的な生活水準を維持する。 

【全体概要】 
■被保護者の生活の維持向上・自立を目指し，金銭給付・現物給付を
行う。 
　生活扶助　　衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 
　教育扶助　　義務教育に伴って必要なもの 
　住宅扶助　　住居，補修等 
　医療扶助　　診察，薬剤，治療材料等 
　介護扶助　　要介護者に対して給付される介護サービス 
　出産扶助　　分娩に関するもの 
　生業扶助　　生業に必要なもの 
　葬祭扶助　　葬祭に必要なもの 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和25年度 ～ 会計種別

根拠法令等
生活保護法，同施行令

重点施策 03 ③様々な制度やサービスを連携させて，生活困窮者の自立を支援するとともに，地域からの孤立を予防します。

重点取組 03
③経済的に困窮し支援を必要としている人などに必要なサービスが円滑に提供されるように，機関間の連携による個
別支援を行います。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020701030230

担当所属 福祉部生活援護課 担当課長名 越智　恭宏

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 生活保護法施行事務 事務事業番号

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

法定受託事務

07-01-003

07-01-003

【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 現状維持

妥当性 義務的事業

他法他施策の活用 
関係機関との連携

セーフティネットとしての機能を活かし，適正な生活保護事務を行
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
被保護者健康管理支援事業の適正な運営を目指す。 
生活困窮者や就労支援の活用による，被保護者の自立を目指す。 
関係機関との連携により，被保護者の生活の安定に努める。 
職員が働きやすい環境を整える。

【総合評価】

生活に困窮している被保護者に対するセーフティーネットの機能を持つ社会的にも重要な
事業であり，適正に業務の遂行が出来ている。コロナ禍の中，関係機関との連携を密に
し，生活実態の把握，稼働能力の活用，適切な医療受診等の指導・助言を行い，自立に向
けた働きかけを行うとともに，適正な債権管理等による健全な事務運用を行う。

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

日常の生活保護事務の精度を高める。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

生活困窮者支援制度との連携を強化することでセーフティネットを広げる。

[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

制度の趣旨が対象者に最低限度の生活を保障するものである。

総合評価 概ね実行している

適正な保護行政を行っている。

[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

[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

法定受託事務である。

[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

人々のつながりを安全と安心につなげる業務である。

現在認識している課題

被保護者健康管理支援事業やレセプト点検業務等を通じて医療扶助の適正な運用と被保護者の生活の向上に努める。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

債権の適切な管理 
健康管理支援事業による健康診査受診の増加

令和 2年度の実施内容

■令和3年3月31日現在　539世帯　675人（7.1‰） 
　生活扶助　　348,001,013円　　　住宅扶助　185,671,222円 
　教育扶助　　　4,010,320円　　　生業扶助　　1,882,305円 
　介護扶助　 　22,309,631円　　　医療扶助　570,608,631円 
　葬祭扶助　　　3,487,287円　　　施設事務費 11,472,319円 
　就労自立給付金　354,406円　進学準備給付金　　300,000円 

■健康診査受診状況 
　平成31年度　18人　　令和2年度　47人

令和 2年度の改善内容

生活保護法に基づく債権の適正な管理を行い，督促等についても努めた。

07-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (142）



 07-01-004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-004

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

福祉部地域福祉
課

市民及び社会福祉関
係団体等 

社会福祉の増進 福祉施策の展開 5,515 6,420 友愛，長寿社会福祉，ボランティア
及び西田房子福祉基金の管理及び関
連事業の実施 

□各基金への積立て 
　・友愛基金積立金　２，９９２千円 
　・長寿社会福祉基金積立金　１，６０３千円　 
　・ボランティア基金積立金　１１４千円 
□基金の活用 
　・友愛基金：４，４８１千円（社会福祉施設建設借入金利子補助） 
　・ボランティア基金：１，３７９千円（ボランティア基金活動助成金） 

福祉部地域福祉
課

市民，福祉関係団体 社会福祉事業の実施 社会福祉事業の推進 10,249 9,617,426 □特別定額給付金の円滑な給付 
□福祉活動者への後方支援 
□社会を明るくする運動等社会福祉
事業の促進 

□特別定額給付金関連経費 
　特別定額給付金　９，５６８，６００千円（９５，６８６件） 
　事務費等　　　　　　　３８，３５４千円 
□新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 
　福祉活動者へのマスクと消毒液の配布　２，９９８千円 
□社会を明るくする運動関連事業の実施　２６６千円 
　推進委員会（５月書面開催） 
　啓発グッズの配布，作文コンテスト等 

福祉部地域福祉
課

社会福祉団体及び社
会福祉法人 

福祉関係団体及び社会福祉法人の活
動を支援 

社会福祉団体の活動の充実及び社会
福祉事業の推進 

18,555 17,619 社会福祉団体への補助等を適切に実
施する。 

□社会福祉施設設置借入金利子補助金　４，４８１千円 
□福祉団体補助金　２２６千円 
　・芦屋市戦没者遺族会　５０千円 
　・芦屋市原爆被害者の会　３０千円 
　・芦屋市保護司会　１４６千円 
□阪神福祉事業団分担金　１１，２０１千円 

福祉部福祉セン
ター

高齢者，障がいのあ
る人等市民 

福祉サービス提供基盤の充実 福祉サービスの充実 207,366 220,617 実施事業の検証及び充実 
保健福祉センター設備の計画的な保
全 

芦屋市保健福祉センターの維持管理・事業の実施 

保健福祉センター　延利用者数（R2.4.1～R3.3.31）７５，９４０人 

［維持管理費　１８９，５２５千円］ 
保健福祉センター借上料９５，５０４千円，電気使用料１３，６１５千
円，ガス使用料３，７０１千円，水道使用料１，９２７千円，清掃等維持
管理費３３，９２９千円，総合受付業務委託８，８５７千円，警備業務委
託７，０８６千円，駐車場整理業務委託４，７９２千円，水浴訓練室運営
管理業務委託１４，８４７千円，施設修繕補修工事等２，１７０千円，そ
の他経費３，０９７千円 

［一般事務費　３，８７５千円］ 

福祉部高齢介護
課

市内在住の65歳以上
の人（第1号被保険
者） 

介護保険給付費の財源確保 介護保険制度の適正な運営 75,146 79,201 介護保険事業の適正な運営 
介護保険システムの更新 

・介護保険事業の適正な運営 
・介護保険システムの更新（令和3年4月介護保険法改正への対応） 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している

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〕

020701040138 友愛基金等関係
事業

020701040139 社会福祉一般事
務

020701040142 社会福祉法人等
助成費

020701040151 福祉センター管
理運営事業

020701040163 介護保険に係る
一般管理

 07-01-004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (143）



 07-01-005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-005

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 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している

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〕

福祉部高齢介護
課

介護保険サービスを
必要とする人 

適正な要介護認定 介護保険制度の適正な運営 101,888 91,978 要介護認定の適正化の推進 ○認定調査の平準化…各調査員の調査項目の判定傾向を分析し，調査員間
での乖離が生じないように指導を行った。 
○認定調査体制の充実…第８次すこやか長寿プラン２１で目標としている
市直営の調査実施率６割以上を維持した。令和元年中途から委託を開始し
た調査委託業者にも引き続き委託することで安定した調査体制を整えた。
また，感染症対策を徹底し，調査員及び調査対象者への注意喚起等に努め
た。 
○介護認定審査会体制の充実…合議体ごとの有効期間の判定に差異が出な
いように判定率の調査などを行い平準化に努めた。 
○介護認定審査会事務局体制の充実…委託調査の訪問調査票及び市直営で
実施した訪問調査票について全件事後点検を実施。 

福祉部高齢介護
課

介護保険被保険者及
び介護保険認定者 

介護保険サービスの給付等及び介護
保険財政運営 

介護保険制度の適正な運営 7,750,145 7,976,841 事業所への指導等を強化し，適正な
事業運営や給付適正を図る。 

事業者への指導等を強化し，適正な事業運営や給付適正を図る。 
ケアプランチェック，医療費突合，縦覧点検等を計画的に実施した結果，
不適正な請求事例等については見当たらなかった。 

市民生活部市民
課

無年金外国籍高齢者
等 

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

無年金外国籍高齢者の生活支援と福
祉の増進 

1,469 1,354 無年金外国籍高齢者等福祉給付金の
支給を継続実施する。 

無年金外国籍福祉給付金の支給 

福祉部地域福祉
課

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

災害にあった市民等の慰労 744 903 被災した方へ災害見舞金の支給を行
う。ただし，災害救助法（昭和２２
年法律第１１８号）が適用されない
場合に限る。 

□芦屋市災害見舞金　 
　床上浸水　１件／１０千円（令和２年７月豪雨） 

福祉部生活援護
課

被保護者・要保護者
等の生活困窮者 

生活困窮者に対する法定外の金銭給
付，現物給付を行い，生活の安定と
自立を促す。 

生活困窮者の生活の安定と社会福祉
の増進 

4,057 4,528 生活困窮者に対する法定外の金銭・
現物給付を行い，生活の安定と自立
を促す。 

行路人応急扶助　2件　760円 
高齢者日常生活用具給付自己負担金扶助　10件　7,717円 

福祉部生活援護
課

家屋補修や生活費に
一時的に困窮してい
る生活困窮者 

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

生活困窮者の早期自立更生 3,700 4,295 精度の周知と適正な利用 相談は数件あったが，他の貸付け（社協等）で対応できたため，実績は無
し。 

020701040165 介護認定・調査
事務

020701040167 介護保険給付等

020701040226 無年金外国籍高
齢者等福祉給付
金支給事業

020701040227 芦屋市災害見舞
金

020701040228 生活困窮者に対
する法外扶助金
給付事業

020701040229 援護資金貸付金

 07-01-005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (144）



 07-01-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-006

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

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している

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〕

福祉部生活援護
課

災害弔慰金の支給等
に関する法律第10条
第1項に掲げる被害を
受けた市民の世帯主
等 

阪神・淡路大震災により，家屋等に
被害を蒙った者の生活の立て直しに
資するため，当初は10年償還を目途
に援護資金を貸し付け，平成18年度
で償還事業を終了する予定であった
が，法改正のため5年間，平成23年度
に3年間，平成26年度に3年間延長が
決定し，平成29年度に再度履行延長
申請を行い，令和2年度からさらに令
和4年度末まで償還延長となり，償還
継続中。 

災害弔慰金の支給等に関する法律第
10条第1項に掲げる被害を受けた市民
である世帯主に対し、その生活の立
て直しに資することにより生活再建
を図る。 

14,747 13,533 災害援護資金貸付金の速やかな回収 ■災害援護資金の速やかな回収　貸付金返済額　1,651,879円（元利） 
　　　　　　　　　　　　　　　県への償還額　1,566,254円（元本） 
　改正災害弔慰金法による免除　42件　61,478,389円（元利） 

福祉部生活援護
課

阪神・淡路大震災及
びその他の大災害や
自然災害の被災者 

■災害弔慰金　政令で定める災害に
より死亡した市民の遺族に弔慰金を
支給する。■被災者支援対策　被災
者生活再建支援法等の対象になった
世帯への支援。■り災証明書　自然
災害で被害を受けた者に対して，各
種の手続きに添付する証明として発
行している。 

■災害弔慰金　災害の犠牲者を弔
い，その遺族を慰めるため支給す
る。■被災者支援対策　自然災害で
住居に被害を受けた世帯への生活再
建資金の給付。■り災証明書　被災
者が各種の支援を申請する際に，被
災の程度を証明する。 

1,696 1,927 大災害や自然災害時に弔慰金やり災
証明の対象者が出た場合迅速に対応
する。 

■災害弔慰金　　政令で定める災害による被害を受けた市民がいない為実
績なし 
■県・市扶助・補助制度（前年の台風21号被害関係） 
　被災者生活復興資金貸付金利子補給制度　今期利子補給　2,033円　 
■り災証明書の発行 
　阪神・淡路大震災にかかるもの　　1件 
　台風等自然災害にかかるもの　　 12件 

福祉部生活援護
課

中国残留邦人等のう
ち，世帯の収入が一
定の基準に満たない
世帯 

中国残留邦人等の，最低生活の補償
のため，世帯の収入が一定の基準に
満たない世帯に対して，生活保護に
準じた支援給付金の支給を行う。 

中国残留邦人等の日本での生活安定
を実現すること。 

3,558 3,181 中国残留邦人等のうち，世帯の収入
が一定の基準に満たない世帯に対し
て，生活保護に準じた支援給付金を
適正に支給する。 

■対象世帯　1世帯2人 

　生活扶助　1,259,728円 

　住宅扶助　　355,200円 

福祉部監査指導
課

芦屋市が所轄庁であ
る社会福祉法人並び
に市が指定権限をも
つ居宅介護支援事業
者，地域密着型サー
ビス事業者，介護予
防・日常生活支援総
合事業（以下「総合
事業」という。）
サービス事業者等及
び福祉サービス利用
者 

市が所轄庁である社会福祉法人に対
する認可，定款変更審査及び指導監
査並びに市が指定権限をもつ居宅介
護支援事業者，地域密着型サービス
事業者及び総合事業サービス事業者
等への指定・指導監査を実施し，適
切な法人・施設運営を推進する。 

市が所轄庁である社会福祉法人並び
に市が指定権限をもつ居宅介護支援
事業者，地域密着型サービス事業者
及び総合事業サービス事業者等の適
切な運営を確保することにより，市
民福祉の向上を目指す。 

23,568 16,920 社会福祉法人認可等，介護保険サー
ビス事業者指定等及び指導監査を実
施し，適切な法人・施設運営を推進
する。 

□社会福祉法人認可等事務及び指導監査 
　・定款変更認可･届出等 10件 
　・指導監査　書面監査 8件，実地監査 2件 
□介護保険サービス事業者指定等事務 
　・指定 10件，更新 25件，変更 190件，廃止/休止 19件 
□介護保険サービス事業所指導監査 
　・実地指導 0事業所（新型コロナウイルス感染症の影響により延期） 
　・オンライン等による集団指導を実施　81事業所 

020701040231 災害援護資金償
還事務

020701040233 災害弔慰金支給
及びり災証明書
発行事務

020701040592 中国残留邦人等
支援事業

020701044019 社会福祉法人・
施設指導監査等
事業

 07-01-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-01-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (145）



07-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

コロナ禍で事業を縮小したり，高齢者バス運賃助成事業でのバス利用回数が減少したため。

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 2,763 2,763

うち経費 千円 2,763 2,763

0.370

正職員

人

1.660

1.540 1.430

0.230

136,430 155,362 特記事項・備考

11,345

千円 162,677

うち人件費合計 千円 12,542

会計年度任用職員

活動配分 人 1.910

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 1,817 1,640 7,239

人口 94,177

42,402

617 810

県費 千円 8,523 6,166

630

173,647

0 0

10,316 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 173,647 144,853

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

3,416.18144,853 173,727 １世帯当たり（円）千円

173,727 住民1人当たり（円） 1,538.09

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】 
市内在住のおおむね60歳以上の高齢者 

【意図】 
在宅の高齢者が生きがいを持って積極的に社会参加できる自己実
現の機会を創出する。 
在宅の支援を必要とする高齢者が，介護保険以外のサービスを利
用することによって生活の質を高める。 

【大きな目的】 
活力ある超高齢社会の実現 

【全体概要】 
□高齢者社会参加促進事業 
□老人クラブ事業 
□要配慮者への対応強化 
□生きがい活動支援通所事業 
□ゆうゆう倶楽部利用事業 
□生きがい行事・敬老祝金事業 
□高齢者福祉月間に関する事業 
□高齢者バス運賃助成事業 
□高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 
□要援護高齢者外出支援サービス事業 
□生活支援事業 
　・理美容・寝具乾燥サービス事業 
　・住宅改造事業 
　・日常生活用具給付事業 
□シルバー人材センター事業 

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

重点施策 01 ①高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。

重点取組 01
①まちぐるみで高齢者を支える地域づくりのために，地域見まもりネット事業を推進し，各圏域における高齢者生活
支援センターを強化するとともに，医療機関などとの連携を図ります。

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

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

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

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

020702011042

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 浅野　理恵子

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 生きがい・社会参加等在宅支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

07-02-001

07-02-001

【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

各事業，各団体の参加者を増やすための更なる取組が必要。 進展する高齢化に対して，令和３年度から施行される第９次芦屋す
こやか長寿プラン２１に基づき，必要な施策を実施していく。

総合評価 適正な負担を求めている
受益者にも相応の負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
住民が主体となる居場所づくり，社会参加ができる仕組みづくりを強化する。

【総合評価】

今後も高齢者が生きがいを持って積極的に社会参加できるよう施策を推進していく。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

民間サービスや住民の主体的な運営に委ねることで削減が可能。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

現段階において類似事業はないが，今後も引き続き事業の統合等について検討していく。

[効率性評価] 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

地域住民や団体等の力で事業を実施することも可能。

総合評価 概ね実行している

費用対効果や事業結果を検証しながら遂行している。

[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

生きがい・社会参加事業の実施により，高齢者の生きがいと社会参加の促進につながっている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

老人クラブ活動支援や在宅支援事業等は，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 整合性はある

高齢者がいきいきと安心して暮らせる施策を推進するためには生きがいがや社会参加の充実が大切であり後期基本計画と合致する

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

住民が主体となる居場所づくり，社会参加ができる仕組みづくりを強化する。

令和 2年度の実施内容

老人クラブ活動の支援　４６団体・会員数２，９２６人 
ＹＯ倶楽部活動，ゆうゆう倶楽部利用の支援 
高齢者のつどい　感染対策のため中止 
敬老会（記念品のみ配布）約１，８２７個配布 
高齢者スポーツ大会　感染対策のため中止 
高齢者バス運賃助成の実施　１，２７１人新規・再交付 
生活支援事業 
・理美容サービス事業　４４回 
・寝具乾燥サービス　　１３回 
・日常生活用具給付事業　９５件 
・住宅改造事業　特別型　１６人　３１か所　一般型　１２人　３３か所令和 2年度の改善内容

07-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (146）



07-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

第４次地域福祉計画策定に係る人件費が増加したため。

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

0.000

正職員

人

2.400

1.700 2.200

0.200

29,231 17,723 特記事項・備考

16,982

千円 22,942

うち人件費合計 千円 12,651

会計年度任用職員

活動配分 人 1.700

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 1,812 1,379 1,943

人口 94,177

42,402

5,418 5,094

県費 千円 0 0

5,374

30,128

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 30,128 36,028

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

849.6836,028 24,760 １世帯当たり（円）千円

24,760 住民1人当たり（円） 382.56

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

【意図】 
地域福祉活動の推進 

【大きな目的】 
□ボランティア活動センターの活性化及び地域住民同士の繋がり
を構築する。 
□地域福祉計画の推進を図る。 

【全体概要】 
□住民主体の地域力をコーディネートし，制度の狭間の課題につい
て，地域ごとに市民と専門職等により，ネットワークで支える新しい
協働による支援を推進するとともに，コミュニティソーシャルワーク
推進事業を実施し，地域発信型ネットワークを中心とした地域づくり
の支援を行う。 
□官民協働による第３次地域福祉計画と社会福祉協議会の地域福祉推
進計画を具体的に連動させ，市民との協働によるコーディネート機能
を持たせた地域福祉推進業務を実施する。 
□社会福祉審議会の開催 
□地域福祉計画の策定・評価・推進 
□ボランティア団体等の運営・事業に対する補助金の交付 

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
芦屋市補助金等の交付要綱

重点施策 01 ①高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。

重点取組 03
③地域活動などへの参加や関心を持つ市民を増やし，また，地域活動に関わる市民を育てるために，活動団体のＰＲ
や地域活動の実践報告の場を提供します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020702010146

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 地域福祉活動推進事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-002

07-02-002

【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 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

□地域発信型ネットワークに係る関係機関や芦屋市社会福祉協議会
との更なる連携強化を図る。 
□重層的支援体制整備に向け，他課や専門機関等との連携を図る。 
□「こえる場！」の発展的運営の検討を行う。 
□コロナ禍における市民主体の活動や交流の持ち方を検討する。

□地域福祉計画策定を機に，今まで地域活動に参画していなかった
市民や学生等も巻き込み，具体的な地域活動を試行的に実践してい
く。 
□「こえる場！」の発展的運営の検討を行う。 
□重層的支援体制整備の構築に向けた取組を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業の性質上，受益者負担を求めることは困難である。

令和　３年度の目標・改善内容
□多様な主体の参加を得ながら，第４次芦屋市地域福祉計画を策定する。 
□第３次芦屋市地域福祉計画のもと，次期計画策定を機会として捉え，芦屋市社会福祉協議会や関係機関が担う他事業とも連動させなが
ら，引き続き地域福祉を推進していく。 
□「こえる場！」のあり方や位置づけ，活動内容を検討する。 
□重層的支援体制整備事業実施に向け，他課や専門機関等と更なる連携を図る。

【総合評価】

引き続き，地域福祉活動への支援を行うとともに，既存の相談支援の取組やネットワーク
等を活用しながら，関係機関を含む多様な主体の参加と協働を図り，地域福祉計画の策定
及び重層的な支援体制の整備を進めていく。

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 コスト削減の余地はない

現段階で必要最小限の予算で事業を実施しているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

社会福祉法に基づき策定した地域福祉計画により推進する事業のため，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できる

「こえる場！」での行政，民間団体，市民団体の協働により，地域福祉のさらなる活性化が図れる可能性はある。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画通りに遂行している。

[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

（２）地域における医療・福祉の充実の実現につながる事業であり貢献度が高い。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

社会福祉法に基づき策定した地域福祉計画のもと，本事業を推進することは互助の地域づくりに寄与する。

[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

後期基本計画の施策目標１－２及び７と整合している。

現在認識している課題

□重層的支援体制整備事業に向けての更なる検討，試行的な取組の実施 
□庁内関係各課及び関係機関との更なる連携 
□コロナ禍における市民主体の地域活動の停滞と交流の持ち方

[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

令和 2年度目標

□第４次芦屋市地域福祉計画策定準備（第３次芦屋市地域福祉計画中間年評価，市民会議，市民意識調査等の実施） 
□地域ケア推進事業等の社会福祉協議会が担う他事業とも連動させながら，効果的に地域福祉を推進する。 
□補助金の支給を継続して実施し，ボランティア活動の活性化と登録者数の増加を目指す。

令和 2年度の実施内容

□地域福祉推進協議会の開催（１０月，３月） 
□社会福祉審議会の開催（８月，１１月，２月）※２月のみ書面開催 
□社会福祉審議会地域福祉部会の開催（９月，３月） 
□第４次芦屋市地域福祉計画の策定に向けた取組 
　・市民会議（１０月～１２月に計３回実施） 
　・検討チームでの検討会（１１月～３月に４チームが各４～５回実施） 
　・市民意識調査（令和３年２月５日（金）～２月２６日（金）の間に３，０００人を対象に実施　有効回収率：５４．０％） 
□ボランティアグループへの活動助成　１，３７９千円

令和 2年度の改善内容

□多機関協働による包括的支援体制づくりの検討 
□芦屋市社会福祉協議会をはじめとする専門機関等との連携や，市民会議，検討チームでの検討，市民意識調査により，市民の意見や
ニーズの把握を行った。

07-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (147）



07-02-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

（一財）芦屋ハートフル福祉公社との統合により，高齢者事業分の補助金が本事務事業に計上されたことによる。

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）

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

2.200

3.100 2.200

0.000

99,924 82,571 特記事項・備考

16,370

千円 65,083

うち人件費合計 千円 23,070

会計年度任用職員

活動配分 人 3.100

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

0 0

県費 千円 0 0

0

65,083

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 65,083 99,924

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

2,356.5999,924 82,571 １世帯当たり（円）千円

82,571 住民1人当たり（円） 1,061.02

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】 
社会福祉協議会 

【意図】 
社会福祉協議会への補助を行うことで，高齢者の在宅支援をはじ
め，地域活動支援及び強化を行う。 

【大きな目的】 
□高齢者の在宅支援，介護支援により，在宅支援の継続を図る。 
□地域福祉計画の推進を行う。 

【全体概要】 
□社会福祉協議会への活動支援・強化・指導・助言 
□社会福祉協議会運営補助金の交付 
□社会福祉事業にかかる福祉サービスの供給確保の中心的役割の達成 
□高齢者の在宅支援の拠点 

実施区分 委託，補助 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
社会福祉法人の助成に関する条例

重点施策 01 ①高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。

重点取組 03
③地域活動などへの参加や関心を持つ市民を増やし，また，地域活動に関わる市民を育てるために，活動団体のＰＲ
や地域活動の実践報告の場を提供します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020702014026

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 芦屋市社会福祉協議会支援事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-003

07-02-003

【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 現状維持

妥当性 あり

民間法人としての自立的な運営を図ること 法人運営の効率化を図る。 
第８次地域福祉推進計画の策定に向け，市の地域福祉計画との連携
を図る。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業の性質上，受益者負担を求めることは困難である。

令和　３年度の目標・改善内容
□社会福祉協議会への支援・補助 
□芦屋市社会福祉協議会第７次地域福祉推進計画と第３次地域福祉計画との連携，推進 
□第４次芦屋市地域福祉計画を策定するにあたり，社会福祉協議会との更なる連携，協働

【総合評価】

社会福祉協議会は，本市の地域福祉を推進する上での中核的な役割を担っており，今後さ
らなる連携と協働により地域福祉を推進していく必要があるため，引き続き支援を行って
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 コスト削減の余地はない

福祉公社の統合に伴い削減できる部分は削減したため，これ以上の削減はできない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

社会福祉協議会運営事業のため，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

社会福祉協議会運営事業のため，手段の変更は不可能である。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

予定通り遂行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

地域における医療・福祉の充実の実現につながる事業であり，貢献度が高い。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

社会福祉法に基づき策定した地域福祉計画のもと，本事業を推進することは，互助の地域づくりに寄与できる。

[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

後期基本計画の施策目標１－２及び７と整合している。

現在認識している課題

より一層の体制整備と事務の効率化に加え，行政との連携体制の更なる構築

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

□芦屋市社会福祉協議会への補助を行うことで，活動支援と強化を図る。

令和 2年度の実施内容

□芦屋市社会福祉協議会への補助金　８３，５５４千円 
　（うち，高齢者事業分公益目的事業補助金　１，５００千円） 

令和 2年度の改善内容

ハートフル福祉公社との統合による体制の整備及び事務の効率化

07-02-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (148）



07-02-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

施設整備費補助の増加

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

0.000

正職員

人

1.200

1.200 1.200

0.000

9,123 250 特記事項・備考

8,929

千円 9,141

うち人件費合計 千円 8,930

会計年度任用職員

活動配分 人 1.200

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 4,209 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 625 20,014

0

9,766

0 0

181,918 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 9,766 33,346

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

786.4333,346 182,168 １世帯当たり（円）千円

182,168 住民1人当たり（円） 354.08

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】 
地域密着型介護施設及びその他介護サービス事業者 
市内介護サービス事業所に勤務する介護従事者 

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

【大きな目的】 
〇生活圏域の施設整備基盤の整備を行う。 
〇介護従事者の確保及び負担軽減に資すること。 
〇新たな介護人材の確保及び介護職員の離職防止 

【全体概要】 
□地域密着サービス，介護予防拠点など市の日常生活圏域で利用され
るサービス拠点の必要性を精査する。 
□介護従事者が働きやすい職場環境を整備する。 
□市内事業所に勤務する介護従事者及び職員の研修費用を負担する法
人に対し研修受講費用の一部を補助する。 

実施区分 補助 財源

事業期間 平成21年度 ～ 会計種別

根拠法令等
地域介護・福祉空間整備等交付金実施要綱(国) 
兵庫県健康福祉部補助金交付要綱(県) 
芦屋市介護人材養成支援事業補助金交付要綱(市)

重点施策 01 ①高齢者を地域とともに支援できる体制づくりを行います。

重点取組 04 ④地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護など）を含めた福祉施設の整備を進めます。

課題別計画 芦屋すこやか長寿プラン２１

総
合
計
画

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

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

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

020702010180

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 浅野　理恵子

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 地域介護・福祉空間整備事業 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

福祉施設

07-02-004

07-02-004

【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 改善余地がある

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

介護人材不足の解消。 
新型コロナウイルス関連を含む新規補助メニューへの対応。

介護人材養成支援事業の利用を増やし，より多くの事業所，従事者
に人材確保の支援を行えるようにする。 
新規整備のサービスや，既存施設の改修などへの補助申請を漏れる
ことのないように受け付ける。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
法令等に基づき，交付を行うため受益者負担を求める内容ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
介護人材養成支援事業の申請件数を増加させる。 
国・県の補助金のメニューを事業者に周知し，制度の活用を促す。 
申請のあった補助に対して適正に申請交付を行う。

【総合評価】

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域密着型サービスを含めた施設基盤整備を進め
るとともに，更なる介護人材の確保と離職防止に取り組む。 達成度 概ね達成した

[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

法令等に従い実行するため，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

介護保険法に基づいた事業である。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

法令等に従い実行するため，手段変更の余地はない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

介護保険事業計画に基づいて実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

高齢者がいつまでも生き生きと安心して暮らせている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

介護保険制度の推進に必要である。

[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

高齢者の生活を地域で支える重要な施策である。

現在認識している課題

市内で不足している介護サービスの整備。今後改修時期を迎えてくる各介護施設への支援。

[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

市内事業所に勤務もしくは就労する予定の介護従事者の受講する初任者研修・実務者研修の受講料に対する補助を実施する。 
施設改修等に対し地域介護拠点整備補助を実施する。

令和 2年度の実施内容

○令和２年度の芦屋市介護人材養成支援事業補助金申請件数は２１件（初任者研修１２件，実務者研修９件）補助総額は７７４，,７７
６円 
○令和２年度の地域介護拠点整備補助金の申請件数は２件（既存施設の改修２件） 
補助総額は１９，４３３，０００円 
○新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い介護事業者への支援として，介護保険サービス事業所等事業継続支援金及び濃厚接触者等の介
護保険サービス等提供継続支援助成金を創設。申請件数は事業継続支援金が１４件４，２００千円。サービス等提供継続助成金が２件
９，０００円

令和 2年度の改善内容

昨年新設した介護人材養成支援事業について引き続き周知に努めた。 
新型コロナウイルス感染症の拡大によりサービス提供に支障が出ないよう支援制度を整備した。

07-02-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (149）



07-02-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

0.830

0.850 0.700

0.130

25,446 20,641 特記事項・備考

5,607

千円 23,164

うち人件費合計 千円 7,057

会計年度任用職員

活動配分 人 1.100

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 3,382 317 301

人口 94,177

42,402

0 1,500

県費 千円 2,149 2,149

0

28,695

0 0

3,093 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 28,695 27,912

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

658.2727,912 25,535 １世帯当たり（円）千円

25,535 住民1人当たり（円） 296.38

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

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

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

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

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成23年度 ～ 会計種別

根拠法令等
高齢者虐待防止法，老人福祉法，介護保険法，障害者虐待防止法，成年後見制度の利用の促進に関する法律，芦屋市権利
擁護支援システム推進委員会設置要綱，芦屋市権利擁護支援センター事業実施要綱　他

重点施策 02 ②高齢者の参加が推進され，担い手として活躍できる仕組みづくりを行います。

重点取組 02 ②地域における「権利擁護」の意識を高めるために，権利擁護の研修や広報による周知活動を行います。

課題別計画 地域福祉計画，高齢者福祉計画，障害者（児）福祉計画

総
合
計
画

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

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

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

020702020648

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 吉川　里香

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 権利擁護推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-005

07-02-005

【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 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

地域福祉計画，制度利用促進計画等に基づく権利擁護支援の推進 
高齢者，障がいのある人への意思決定支援に関する取組の検討 

中核機関としての機能充実等施策の検討 
総合相談，包括的支援体制の整備に向けた権利擁護支援システムの
構築

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業の性質上，対象者に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
地域福祉計画と一体的に策定する成年後見制度利用促進計画の策定 
第9次芦屋すこやか長寿プラン21，芦屋市障がい者（児）福祉計画第7次中期計画等における権利擁護の推進 
中核機関としての機能充実

【総合評価】

今後ますますニーズが高まる事業であるが，地域福祉計画，成年後見制度利用促進計画の
策定において，果たす役割を整理し，関係機関と連携し進めていく必要がある。 達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

活用可能な補助金等は活用しており，今後も事業の推進を図る必要がある事業であることから，コスト削減は困難である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

事業の性質上，根拠法令と照らしても類似事業は無く統廃合もできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

事業実施による権利擁護支援の充実が図られているとともに，事業の性質上手段の変更は困難である。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画どおり実施している。

[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１(2)内の地域福祉の推進における本市の特色にも位置づけられており，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

高齢者虐待防止法，障害者虐待防止法，成年後見制度の利用の促進に関する法律等

[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

権利擁護支援は，基本目標７の推進のために必要な施策であり整合する。

現在認識している課題

成年後見制度利用促進計画の策定 
中核機関としての機能充実

[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

令和 2年度目標

権利擁護支援システムの推進と充実

令和 2年度の実施内容

NPO法人PASネットと芦屋市社会福祉協議会の共同受託による権利擁護支援センター事業の実施 
センター長（常勤）1名，専門相談員（常勤）5名（内2名兼務） 

成年後見制度利用援助事業の利用状況 
市長申立て件数　　高齢者　 5件　障がいのある人　0件 
申立費用助成件数　高齢者　 0件　障がいのある人　0件 
報酬の助成　　　　高齢者　23件　障がいのある人　4件

令和 2年度の改善内容

「養護者による高齢者虐待対応マニュアル」帳票集の改訂・活用研修 
「施設従事者による高齢者虐待対応マニュアル」に関する帳票改訂 

07-02-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (150）



07-02-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

0.650

正職員

人

2.750

3.010 2.390

0.360

26,384 9,754 特記事項・備考

18,885

千円 32,516

うち人件費合計 千円 24,299

会計年度任用職員

活動配分 人 3.660

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 12,090 9,834 8,645

人口 94,177

42,402

19,400 22,152

県費 千円 8,676 8,602

17,279

70,561

0 0

8,826 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 70,561 64,220

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,514.5564,220 49,377 １世帯当たり（円）千円

49,377 住民1人当たり（円） 681.91

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】 
第1号被保険者，家族，支援者，市民 

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

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

【全体概要】 
□介護予防・日常生活支援総合事業 
・生活支援型訪問サービス従事者研修事業 
・介護予防・通いの場づくり事業 
・ひとり一役活動推進事業 

□包括的支援事業・任意事業 
・在宅医療・介護連携推進事業 
・認知症施策推進事業 
・生活支援体制整備事業 
・介護相談員派遣事業 
・認知症サポーター養成等事業 

実施区分 委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等

重点施策 02 ②高齢者の参加が推進され，担い手として活躍できる仕組みづくりを行います。

重点取組 03
③支援が必要な高齢者を把握するために，地域に働きかけます。また，支援体制の整備を進めるために，介護保険事
業で新たに創設される「介護予防・日常生活支援総合事業」の検討，準備を行い，実施します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020702021037

担当所属 福祉部地域福祉課 担当課長名 吉川　里香

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 共助の地域づくり推進事業 事務事業番号

特別会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

07-02-006

07-02-006

【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 改善の余地はない

今後の方向 拡大・充実

妥当性 あり

生活支援体制整備事業の機能充実，体制構築が必要 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による活動機会の減少を補完
するオンライン活用等新たな活動方法の検討 
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施の効果検証

地域福祉計画の策定を通じた地域づくり活動の展開に向けた継続的
検討 
高齢者施策と一体的に進める認知症施策の推進 
地域包括ケアシステム，重層的支援体制整備の構築に向けた多職種
連携の推進 

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
事業の性質上，対象者に負担を求める事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
効果的な活動展開に向けた，生活支援体制整備事業と社会福祉協議会の活動連携の検討 
対面によらないオンラインを活用した認知症サポーター養成講座の開催 
第9次芦屋すこやか長寿プラン21に基づいた認知症施策の実施 
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施による各事業の効果的な推進

【総合評価】

重層的支援体制整備事業の実施に向けて，事業の推進，見直しに努める必要がある。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

今後も推進を図る必要があるため，コストの削減は困難である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

各事業は介護保険法において定められているため，統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

各事業は介護保険法において定められているため，統廃合はできない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画どおり実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

互助の地域づくりと介護予防の観点から，貢献度は高い。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

介護保険法を根拠に実施しており，市が実施しなければならない。

[目的妥当性評価] 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

本事業を進めることにより，推進目標７に整合する。

現在認識している課題

生活支援体制整備事業と社会福祉協議会による地域活動の効果的連携 
地域活動協者となるひとり一役ワーカー等への若年世代への働きかけ 
認知症関連施策の充実　多職種連携の推進

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

生活支援型訪問サービス従事者研修，介護予防・通いの場づくり事業，ひとり一役活動推進事業，在宅医療・介護連携推進事業，認知症
初期集中支援事業，介護相談員派遣事業，認知症サポーター養成等事業の実施

令和 2年度の実施内容

□生活支援型訪問サービス従事者研修　・研修修了者　23人（1回中止） 
□介護予防・通いの場づくり事業　・事業利用団体（者）数　4団体（人） 
□ひとり一役活動推進事業　・ひとり一役ワーカー登録者数　85人・受入機関　27か所 
□在宅医療・介護連携推進事業　・相談対応件数　94件 
　医療・介護連携に関する相談に対応する他，芦屋多職種医療介護ONEチーム連絡会 
□認知症初期集中支援事業　・対応件数　5件 
□認知症サポーター養成等事業　・講座開催回数　14回　・受講者数　240人

令和 2年度の改善内容

認知症初期集中支援チーム活動のガイドライン作成 
芦屋多職種医療介護ONEチーム連絡会による課題整理・対応策検討 
認知症地域支援推進員を中心とした冊子の改訂

07-02-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (151）



07-02-007

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

0.180

0.140 0.180

0.000

7,582 6,280 特記事項・備考

1,339

千円 6,511

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

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 25 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

6,511

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 6,511 7,607

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

179.407,607 6,280 １世帯当たり（円）千円

6,280 住民1人当たり（円） 80.77

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】 
市内在住の６０歳以上の方 

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

【大きな目的】 
高齢者の生きがい対策の充実及び社会参加の促進 

【全体概要】 
□老人福祉会館の運営・維持管理 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 昭和51年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例

重点施策 03 ③高齢者の社会参加と就労の機会を拡充し，生きがい活動を推進します。

重点取組 02
②高齢者が社会参加できる場所を増やすために，老人福祉会館での文化，教養，レクリエーション活動を促進しま
す。また，家にとじこもりにならないように身近なところで趣味・創作活動ができる，生きがいデイサービス事業を
充実します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020702030157

担当所属 福祉部高齢介護課 担当課長名 浅野　理恵子

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 老人福祉会館運営及び維持管理 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

07-02-007

07-02-007

【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 あり

多くの市民が安心して利用できるようにする。 高齢者が社会参加しやすい場所として，周知・啓発を図るととも
に，文化，教養，レクリエーション活動を促進する。

総合評価 負担を求めていない
老人福祉会館の目的として無料で開放している。

令和　３年度の目標・改善内容
感染対策を実施し市民が安心して利用できるように努める。 
福祉会館の貸室の有効利用を図る。

【総合評価】

高齢者の居場所として周知・啓発を図るとともに，より多くの人にご利用いただけるよう
更なる取組を行う必要がある。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

コストは最低限にしており，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

老人福祉法に基づく施設であり，代替がない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

既に運営の委託を行っている。

総合評価 概ね実行している

福祉会館の有効活用を図っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

高齢者の社会参加及び生きがいづくりに寄与している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

老人福祉法に基づく施設である。

[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

高齢者の社会参加を図るとともに，安心して過ごせる居場所である。

現在認識している課題

感染状況もあるため市民が安心して利用できるような場所となるよう対策する。

[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

令和 2年度目標

老人福祉会館の利用者の増加を図る。

令和 2年度の実施内容

管理人による施設の維持管理 
開館日数　２３６日 
延利用者数　１１，２８４人 
電位治療器延利用者数　３，８５９人 
浴場延利用者数　１，５４９人

令和 2年度の改善内容

感染対策に対応した配置等に随時変更した。 
老人福祉会館で実施する「さわやか教室」及び「生きがい対応型デイサービス」の周知・啓発を行った。

07-02-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (152）



 07-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-02-008

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

福祉部高齢介護
課

環境上の理由・経済
的な理由等により老
人福祉法上の措置が
必要な方 

環境上の理由・経済的な理由等によ
り老人福祉法上の措置が必要な方を
特別養護老人ホーム等で受け入れ
る。生計困難者に対し，利用料負担
金の一部を軽減することにより，
サービスを利用しやすくする。 

高齢者を施設で保護し，生活の安定
を図る。高齢者の生活自立支援を推
進する。 

7,755 6,633 虐待等による入所措置が必要な方に
対して，速やかに関係機関と連携し
措置業務を行う。入所措置後の支援
に努める。 

【措置入所者（令和3年3月末現在）】 
和風園　１０人 

福祉部高齢介護
課

６５歳以上の高齢者 高齢者福祉計画の策定・評価と必要
な事業の実施 

高齢者施策の推進 12,673 16,070 適切な高齢者施策の事務の遂行 
第8次すこやか長寿プランの評価 
第9次すこやか長寿プランの策定 

第8次すこやか長寿プラン評価委員会の開催 
令和２年８月２６日　 
第9次すこやか長寿プラン策定委員会の開催 
第２回　令和２年５月２５日～令和２年６月５日（書面開催） 
第３回　令和２年８月２１日 
第４回　令和２年１０月１２日 
第５回　令和２年１０月２６日 
第６回　令和３年１月１５日～令和３年１月２５日（書面開催） 

福祉部高齢介護
課

６５歳以上で環境上
の理由・経済的な理
由で居宅での生活が
困難な方 

環境上の理由及び経済的理由により
居宅において養護を受けることが困
難な65歳以上の者が，老人福祉法に
基づく措置により，養護老人ホーム
「和風園」に入所し，養護を受け
る。 

高齢者の生活の安定特定施設化によ
る介護保険サービスの提供により，
住み慣れた施設で過ごすことができ
るようにする。 

89,728 87,951 入所者が安心して生活を送れるよう
に体制を整える。 

年4回のモニタリングを行い，改善が必要なものについて指定管理者と協議
を行った。 
指定管理期間の中間にあたる外部評価を行った。 

福祉部高齢介護
課

65歳以上の高齢者 高齢者の生活の心身の健康と安定を
図る。 

介護保険制度，介護予防・日常生活
支援総合事業の推進在宅の高齢者が
介護保険施設を利用し，生活の安定
を図る。 

2,530 8,916 施設の修理及び翌年度からの次期指
定管理者の選定を行う。 

令和３年度以降の指定管理者の選定 
小規模改修（浴槽リフト等） 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ②高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている

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〕

020702041043 三条デイサービ
ス事業

020702040174 入所措置業務

020702040176 高年福祉に係る
一般事務

020702040178 養護老人ホーム
運営事業

 07-02-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-02-008

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (153）



07-03-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

2.350

正職員

人

5.060

2.250 2.630

2.430

149,727 148,849 特記事項・備考

29,445

千円 165,114

うち人件費合計 千円 25,978

会計年度任用職員

活動配分 人 4.600

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 576 411 588

人口 94,177

42,402

56,002 55,658

県費 千円 31,141 31,642

54,594

251,425

0 0

33,004 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 251,425 237,782

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

5,607.80237,782 238,099 １世帯当たり（円）千円

238,099 住民1人当たり（円） 2,524.84

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】 
障がい者（児） 

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

【大きな目的】 
障がいのある人の自立と社会参加の促進，地域生活の支援 

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

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成18年度 ～ 会計種別

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

重点施策 02 ②相談窓口体制や相談拠点の充実を図ります。

重点取組 01
①障がいのある人が安心して相談支援が受けられるように，障がい者基幹相談支援センターをはじめとした各相談事
業者の人材育成など，相談支援事業の充実を図ります。

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第5期障害福祉計画･芦屋市第1期障害児福祉計画

総
合
計
画

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

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

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

020703020222

担当所属 福祉部障がい福祉課 担当課長名 柏原　由紀

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 地域生活支援事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

07-03-001

07-03-001

【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 拡大・充実

妥当性 あり

ポータルサイト「あしやねっと♪」の効果的な活用と周知啓発 
手話に興味をもつ人に対するアプローチ

ポータルサイト「あしやねっと♪」の効果的な活用と周知啓発 
単発の市民向け講座の開催など，手話に興味を持つ人が気軽に手話
に触れ合う機会を創出し，障がい理解につなげる。 

総合評価 適正な負担を求めている
実施事業ごと適正な負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
障がい者団体・事業者と引き続き協議を重ね，移動支援事業の見直しを行う。 
ポータルサイト「あしやねっと♪」の効果的な活用と周知啓発 
心がつながる手話言語条例に基づく，手話に関する施策の充実（市民向け講座の開催） 

【総合評価】

移動支援事業については，障がい者団体及び事業者と協議を行ったが，見直しに向けて更
なる協議が必要である。引き続き丁寧に協議を重ね，事業の見直しを行う。 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

障がいのある人が地域で日常生活や社会生活を送るための事業であるため，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

障がいのある人が地域で日常生活や社会生活を送れるよう必要な事業を実施している。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

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

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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 該当なし

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

障害者支援法により定められている。

[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

第4次総合計画の重点項目として位置づけられている。

現在認識している課題

手話に興味のある方が手話にふれる機会の場がない。 
「あしやねっと♪」の認知度の低さ（利用率が上がらない）。 
利用者の利便性だけでなく事業者意見も加味した上で移動支援事業の見直し（案）を検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

「あしやねっと♪」の周知啓発 
移動支援事業の見直しを含めた今後の事業スキームの検討

令和 2年度の実施内容

□相談支援事業：46,574千円，（基幹相談）相談実人員：113人，延3,751回，（一般相談）相談実人員：572人，延7,670回，研修講師謝
礼：121千円　□意思疎通支援事業：職員向け手話講座：8回，手話通訳者派遣：524千円（10人150回），手話奉仕員養成研修：210千
円，読み書き情報支援員養成：96千円　□日常生活用具給付等事業：1,399件・14,144千円　□移動支援事業：156人・37,323.5時間・
96,024千円　□ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業：450千円　□広報あしや点訳・音訳業務：575千円　□障がい児機能訓練事業：8,608千円　水浴29
人・257回，理学23人・223回，作業46人・358回，言語25人・248回，医師面接64人・9回　□療育支援相談：723千円　□地域活動支援ｾﾝ
ﾀｰ補助金：7事業所・29,404千円　□入浴ｻｰﾋﾞｽ：4人・102回・1,102千円　□日中一時支援：37人・310回・3,829千円　□更生訓練費：
38人・1,570千円　□遠隔手話ｼｽﾃﾑ導入経費：204千円　□新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策支援事業助成金：548千円（6件）

令和 2年度の改善内容

各種事業において，新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて実施した。意思疎通支援事業においては，緊急災害時だけでなく，新型
コロナウイルス感染症など感染症がまん延する状況においても，手話通訳の提供と利用者及び従事者の安全の保障のため，遠隔手話通訳
システムを導入した。

07-03-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (154）



07-03-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

サービス利用者増に伴う事業費の増

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）

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

1.660

正職員

人

4.130

2.450 2.450

1.680

399,704 387,381 特記事項・備考

25,201

千円 359,775

うち人件費合計 千円 24,859

会計年度任用職員

活動配分 人 4.110

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 43 1,242 98

人口 94,177

42,402

696,740 752,604

県費 千円 329,085 350,736

652,594

1,341,497

0 0

381,516 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 1,341,497 1,448,422

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

34,159.281,448,422 1,521,599 １世帯当たり（円）千円

1,521,599 住民1人当たり（円） 15,379.78

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】 
障がい者（児） 

【意図】 
障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現 

【大きな目的】 
障がいのある人の自立を支援する。 

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

実施区分 直営 財源

事業期間 平成18年度 ～ 会計種別

根拠法令等
障害者総合支援法

重点施策 03 ③障がい福祉サービスなどの提供基盤の整備を進めます。

重点取組 01 ①障がいのある人が必要なサービスなどを利用できるように，計画相談支援事業を実施します。

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第5期障害福祉計画･芦屋市第1期障害児福祉計画

総
合
計
画

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

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

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

020703030216

担当所属 福祉部障がい福祉課 担当課長名 柏原　由紀

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 障害者総合支援法介護給付費等事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

07-03-002

07-03-002

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

アフターコロナに対応した障がい福祉サービス事業の取扱いについ
て，国の動向を注視し適切に対応していく必要がある。

国の動向を注視し，迅速に対応していくとともに，新型コロナウイ
ルス感染症においては，県と連携し，事業者及び利用者へ感染予防
の注意喚起を促す。

総合評価 適正な負担を求めている
障害者総合支援法施行令に定められた額である。

令和　３年度の目標・改善内容
令和2年度に策定した「第6期障がい福祉計画」に基づき，障がい福祉施策を推進する。 
就労系における在宅就業等アフターコロナに対応した障がい福祉サービス事業の取扱いを検討する。 

【総合評価】

令和2年度報酬改定等障害者総合支援法に基づき，引き続き適切に対応していく。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

必要なサービスを決定し支給している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

障がいのある人に必要なサービスの提供であり，統廃合等になじまない。

[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

法令等によるものであり，手段の変更等はできない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

制度改革に対応し適切に実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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 該当なし

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

障害者総合支援法により定められている。

[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

第4次総合計画の重点取組に位置付けられている。

現在認識している課題

就労系における在宅就業等アフターコロナに対応した障がい福祉サービス事業の取扱いの検討。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

29年度に策定した「第5期障害福祉計画」に基づき，障がい福祉施策を推進する。

令和 2年度の実施内容

□障害者総合支援法に基づく介護給付・訓練等給付：1,321,890千円 
＜支給決定者数＞・訪問系サービス（居宅介護，重度訪問介護，同行援護等）216人・日中活動系サービス（生活介護，就労移行支援，
就労継続支援等）414人・居住系サービス（共同生活援助，短期入所）215人・施設入所支援63人・療養介護9人 
□自立支援医療：76,109千円＜受給者数＞更生医療102人，精神通院医療1,512人，育成医療1人 
□補装具費：11,662千円・障がい者（18歳以上）交付57件，修理43件・障がい児（18歳未満）交付12件，修理6件 
□グループホーム等利用者家賃負担軽減事業：7,300千円 
□重度身体障害児者訪問リハビリ利用料助成事業：259千円（5人）・在宅重症心身障害者（児）訪問看護：15千円（1人） 
□（新型コロナウイルス感染症関連事業）事業継続支援金：1,200千円（4件）・布マスク作製経費助成金：380千円（4件） 
□その他：4,406千円

令和 2年度の改善内容

□新型コロナウイルス感染症については，市独自施策を創設し事業者支援を実施するとともに，感染予防の周知に努めたるとともに，障
がい福祉サービス事業に係る特例措置について，事業ごとに随時通知等作成し対応した。 
□重度障がいのある人を対象とした訪問リハビリ・訪問看護助成事業を創設した。

07-03-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (155）



07-03-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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 2,419 2,419

うち経費 千円 2,419 2,419

5.590

正職員

人

10.400

4.150 4.200

6.200

108,668 64,252 特記事項・備考

53,881

千円 96,093

うち人件費合計 千円 50,767

会計年度任用職員

活動配分 人 9.740

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 11,372 9,649 18,480

人口 94,177

42,402

126,855 144,058

県費 千円 60,546 63,631

126,545

294,556

0 0

72,029 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 294,556 308,803

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

7,282.75308,803 298,819 １世帯当たり（円）千円

298,819 住民1人当たり（円） 3,278.96

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】 
在宅の障害児（０～１８歳） 

【意図】 
心身の発達に支援を要する児童等を対象に，障害児通所支援（児
童発達支援，児童発達支援センター等）の利用により，日常生活
動作や集団生活への適応訓練等の場を提供し，福祉の増進を図
る。 

【大きな目的】 
心身の発達に支援を要する児童の福祉の増進 

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

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 昭和62年度 ～ 会計種別

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

重点施策 03 ③障がい福祉サービスなどの提供基盤の整備を進めます。

重点取組 03
③障がい児が，適切な療育，訓練を早期に受けられるように，保健・医療・福祉・教育の関係機関と連携した療育支
援体制の整備を推進します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020703030681

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 障害児通所支援等に要する経費 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

福祉施設

07-03-003

07-03-003

【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 改善の余地はない

今後の方向 現状維持

妥当性 義務的事業

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

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

総合評価 適正な負担を求めている
サービスの利用者に対し，適切な受益者負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
障害児通所支援の適切な支援を行う。医療的ケア児の支援体制について，関係機関等と連携を図るための協議の場を設置する。

【総合評価】

引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，円滑に事業を継続できるよう，受
給者及び事業所への情報提供と支援の充実に努める。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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

障害児福祉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

発達に課題のある子どもに早期療育及び訓練を提供し，適正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

発達に課題のある子どもに早期に適切な療育及び訓練を提供している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

発達に課題のある子どもと保護者にとって早期療育・通所支援は有効である。

[目的妥当性評価] 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

障害児福祉の増進に寄与している。

現在認識している課題

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

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

障害児通所支援の適切な支給，計画相談の確立を行う。

令和 2年度の実施内容

□早期療育訓練事業「すくすく学級」：実利用者数　22名　　事業費　5,161千円 
　福祉施設等通園費扶助：実支給者数　11名 
□施設維持管理費　3,318千円　　施設整備費　1,223千円　□日中一時支援事業：実利用者数　2名 
□障害児通所支援給付 
・児童発達支援　実利用者数　　　　　 84名　 61,552千円 
・放課後等デイサービス　実利用者数　161名　155,280千円 
・障害児相談支援　実利用者数　      245名　 16,725千円 
・保育所等訪問事業　実利用者数　     67名　  7,522千円 
・高額障害児通所給付：実支給者数　    4名　     49千円 
□芦屋市介護保険サービス事業所等事業継続支援事業　3件　900千円

令和 2年度の改善内容

障害児通所支援の支給申請時に，市内・近隣市の事業所の情報など提供するとともに，計画相談の制度と意義を丁寧に説明した。新型コ
ロナウイルス感染症対策に係る放課後等デイサービス等への支援について，事業所への情報提供と円滑な事業の実施に努めた。

07-03-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (156）



07-03-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

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 障がい者福祉・障がい児育成事業 事務事業番号

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

020703040213

担当所属 福祉部障がい福祉課 担当課長名 柏原　由紀

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

課題別計画 芦屋市障害者（児）福祉計画第6次中期計画，芦屋市第5期障害福祉計画･芦屋市第1期障害児福祉計画

総
合
計
画

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

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

施策目標

重点施策 04 ④障がいのある人の就労支援を行います。

重点取組 02 ②障がいのある人の市役所における短期雇用（チャレンジド雇用）を推進し，雇用の場を拡充します。

実施区分 直営，委託，補助，負担金 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市住宅改造費助成事業実施要綱，芦屋市福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱，芦屋市福祉施設等通園（通学）
費扶助要綱，芦屋市補助金交付要綱，芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱,芦屋市障がい者差別解消支援
地域協議会設置要綱等

事業概要

【対象】 
在宅の障がい者（児） 

【意図】 
障がい者（児）の在宅支援 

【大きな目的】 
在宅の障がいのある人の自立支援と障がいのある児童の育成 

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

令和　３年度 予算 令和 2年度決算について

28,776 住民1人当たり（円） 641.44

年　度 単位

合計 千円 55,124 60,409

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,424.6760,409 28,776 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

55,124

0 0

1,106 世帯数

0

42,402

795 577

県費 千円 230 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 28,331

会計年度任用職員

活動配分 人 5.920

人

59,614 27,093 特記事項・備考

32,990

千円 54,894

2.310 2.740

3.920

うち経費 千円 0 0

3.610

正職員

人

6.660

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）

07-03-004

07-03-004

【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

障がい者差別解消関連条例を制定する。 
次期計画（第7期中期計画及び第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画）を策定する。

令和 2年度の実施内容

□ システム保守等業務：1,100千円 
□ 身体障がい者相談員業務：相談員6人・相談数366件・108千円　□ 知的障がい者相談員業務：相談員2人・相談数107件・36千円 
□ はんしん自立の家ショートステイ運営事業負担金：309千円 
□ 障がい者団体補助金（身体障害者福祉協会・手をつなぐ育成会・身体障害児者父母の会・家族会）：380千円 
□ 福祉タクシー利用料金等助成事業：（タクシー券）774人（ガソリン費用）401人・16,143千円 
□ はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業：5人・6千円 
□ 障がい者差別解消関連事業：「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」の制定，ガイドブックの作成等
啓発事業及び障がい者差別解消支援地域協議会の開催：375千円 
□ 次期計画（第7期中期計画及び第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画）策定業務：5,797千円□その他：3,165千円

令和 2年度の改善内容

□芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例の制定に伴い，合理的配慮の提供の推進のため，民間事業者に対し
て合理的配慮提供支援助成事業を創設した。 
□次期計画（第7期中期計画及び第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画）を策定した。

現在認識している課題

条例制定に係る合理的配慮等の周知啓発と合理的配慮の提供の推進

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

団体支援，計画策定，各種事業実施において市が主体となるものである。

[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

第4時総合計画において重要取組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

障がいのある人が地域で安心して生活できるよう種々の事業に取り組んでいる。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

総合評価 概ね実行している

計画に基づき実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

障がいのある人の支援施策であり，類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

障がいのある人に対する事業であり，支援の方法を変更することは困難である。

【総合評価】

障がい者差別解消関連条例を制定することが出来た。次年度は，障がい者差別解消と地域
の障がい理解の推進のため，当該条例の周知啓発及び関連事業の実施による合理的配慮の
提供を推進する。

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

障がいのある人に対する事業であり，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 負担を求めていない
実施事業の性質上，負担を求めることはなじまない。

令和　３年度の目標・改善内容
令和2年度に策定した第6期障がい福祉計画及び障がい者（児）福祉計画第7期中期計画に基づき，障がいのある人の生活を支援する。 
合理的配慮提供支援助成事業を実施し，民間事業者の合理的配慮の提供を推進する。

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

合理的配慮の提供の推進については，障がいのある人・事業者共に
正しく理解する必要がある。

障がい者差別に関するガイドブックを活用し，不当な差別的取扱
い・合理的配慮の不提供について正しい理解を促すとともに，合理
的配慮提供支援助成事業を活用した事業者を「あしやねっと♪」を
通じて，障がいのある人や事業者に周知することで，合理的配慮の
理解と推進に努める。

07-03-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (157）



07-03-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

0.600

0.600 0.600

0.000

5,256 1,621 特記事項・備考

4,465

千円 5,381

うち人件費合計 千円 4,465

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

12 12

県費 千円 0 0

0

5,381

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 5,381 5,268

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

124.245,268 1,633 １世帯当たり（円）千円

1,633 住民1人当たり（円） 55.94

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，事業者 

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

【大きな目的】 
雇用機会の拡大及び勤労者の福利向上 

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

実施区分 財源

事業期間 ～ 会計種別

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

重点施策 04 ④障がいのある人の就労支援を行います。

重点取組 03
③障がいのある人が継続して企業で雇用されるように，芦屋市障害者雇用奨励金の交付など，継続雇用の支援を行い
ます。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020703040085

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 労働福祉・雇用対策事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務及び法定受託事務

07-03-005

07-03-005

【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

効果的な啓発手法を状況に応じて検討する必要がある。また，引き
続きコロナ禍による雇用の不安定さに対する支援も継続しなければ
ならない。

企業における人権啓発の強化が求められる。

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
企業人権啓発，労働環境改善等に関する啓発の実施

【総合評価】

企業人権啓発及び労働環境改善等に関する啓発を継続するとともに，効果的な啓発のあり
方を模索する必要がある。 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

[効率性評価] 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

企業人権啓発の強化

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

就労支援に関する啓発及び労働者の社会的・経済的地位向上

令和 2年度の実施内容

□障害者雇用奨励金の交付　5件　300,000円 
□技能功労者表彰（11/13）　6職種8人（フラワー装飾・配管・造園・塗装・理容・調理） 
□ワーク・ライフ・バランスシンポジウム（10/16） 
　地域経済団体，連合兵庫地域協議会，ひょうご仕事と生活センター，兵庫県，尼崎市，西宮市などと連携して開催 
□労働者団体との定期的な意見交換 
□自衛官募集（市広報紙掲載10月号） 
□無料労働相談の実施　9回　相談件数12件　51,000円 
□企業人権啓発リーフレットの配布

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雇用不安に関し，休業支援金や雇用調整助成金の特例等国の支援策をホームページにて提供した。

07-03-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (158）



 07-03-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-03-006

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

福祉部障がい福
祉課

重度障がい者（児）
等 

重度障がい者（児）等や介護者の負
担軽減 

障がい者（児）の福祉の向上 40,137 40,999 手当及び給付金の支給により，重度
心身障がい者（児）・その介護者の
経済的負担を軽減し，在宅生活を支
える。 

□特別障害者手当：72人・22,434千円 

□障害児福祉手当：76人・12,219千円 

□福祉手当(経過的)：1人・178千円 

福祉部障がい福
祉課

常時介護を必要とす
る障がいのある人
（障害支援区分３以
上） 

常時介護を必要とする障がいのある
人に，昼間又は短期入所の間，入
浴，排泄，食事の介護を行うと共
に，創作的活動を行う。 

障がいのある人の自立と社会参加の
促進，地域生活の支援 

143,266 134,187 円滑な事業実施のため，定期的に受
託法人と協議を行う。 

□利用人数：生活介護27人，短期入所20人 

□運営業務委託：110,780千円 

□電気・水道代：4,073千円 

□消防設備，機械設備，電気設備，特別清掃等委託料：1,965千円 

□その他経費：360千円 

福祉部障がい福
祉課

旧みどり学級の「住
宅つき生涯学級」に
在籍していた，みど
り地域生活支援セン
ターの通所者 

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

障がいのある人の福祉の増進 1,206 1,278 旧みどり学級の「住宅つき生涯学
級」に在籍し，引き続きみどり地域
生活支援センターに通所する者に住
宅家賃を助成し，障がいのある人が
自立した日常生活及び社会生活を営
むことができるように支援する。 

みどり地域生活支援センター通所者住宅補助：1人・377千円 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ③障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる

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〕

020703050214 障がい者（児）
助成事業

020703050590 みどり地域生活
支援センターに
要する経費

020703050639 「友愛」基金に
よる社会福祉活
動助成事業

 07-03-006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07-03-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (159）



08-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

令和元年度（平成31年度）の事業費増加は第2次消費者教育推進計画策定によるもの。

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）

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

2.250

正職員

人

3.600

1.450 1.150

2.450

18,900 663 特記事項・備考

18,799

千円 20,176

うち人件費合計 千円 20,027

会計年度任用職員

活動配分 人 3.700

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 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 5,149 2,138

0

25,325

0 0

2,836 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 25,325 21,038

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

496.1621,038 3,499 １世帯当たり（円）千円

3,499 住民1人当たり（円） 223.39

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】 
消費者被害の救済・防止とともに，消費者の活動助成，啓発事業
の実施を進める。 
芦屋市消費者教育推進計画に基づき，ライフステージに応じた体
系的な消費者教育，地域全体の消費者力向上を推進する。 

【大きな目的】 
消費者の安心・安全で豊かな消費生活を築く 
自ら考え，選択し，行動する消費者を支援し，豊かで安全な消費
者市民社会を実現する。 

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

実施区分 直営，補助 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
消費者基本法，消費者安全法，計量法　等

重点施策 02 ②消費生活に関する情報提供，相談，教育の充実を図ります。

重点取組 02
②様々な消費者問題について市民自ら的確な判断と行動ができるように，必要な情報や知識を十分に得られるための
教材提供や情報提供を行います。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020801020106

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 消費者保護事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

庁舎

08-01-001

08-01-001

【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 現状維持

妥当性 あり

消費生活センターの認知度向上。成年年齢引き下げに伴う若年層へ
の啓発。消費者協会及び消費生活サポーターの活動支援。

第２次消費者教育推進計画に基づき，関係機関と連携しながら，社
会情勢の変化にあわせた消費者教育を推進する。また，第３次消費
者教育推進計画策定に向けた準備を行う。

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
第２次消費者教育推進計画に基づき，消費生活センターの認知度向上に向けた啓発，成年年齢引き下げに伴う若年層への啓発を行う。消
費者協会及び消費生活サポーターの活動を支援する。

【総合評価】

消費者協会の活動を支援することが重要であり，成年年齢引き下げによる契約トラブルの
低年齢化に対する啓発強化が求められる。また，コロナ禍による在宅率の向上やインター
ネット取引の増加に伴う新たな悪質商法への対応強化も必要である。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

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 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

[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

消費生活センターの認知度向上。成年年齢引き下げに伴う若年層への啓発。消費者協会及び消費生活サポーターの活動支援。

[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

第２次消費者教育推進計画に基づき，消費生活センターの認知度向上に向けた啓発，成年年齢引き下げに伴う若年層への啓発を行う。消
費者協会及び消費生活サポーターの活動を支援する。

令和 2年度の実施内容

□消費生活センターの運営：消費生活相談　1071件 
啓発パネル，リサイクル作品等展示。消費生活関連図書，DVD,資料等の設置及び貸出。 
□消費生活啓発事業 
消費生活セミナー2回79人，出前講座7回80人，SNSによる情報発信：フォロワー数506人（3月4日時点），消費生活センター新聞全戸配布
（3月）45,500部　536,346円  
□消費生活サポーター制度 
全10講座，受講者数8人，登録者数8人（全登録者数38人） 
□消費者協会の再始動 
□立入検査（商品量目検査1回，家庭用品品質表示法・消費生活用製品安全法1回，電気用品安全法1回・ガス事業法1回（2日に分けて実
施））

令和 2年度の改善内容

SNS（ツイッター）フォロワー数の増加 
消費生活サポーター登録数の増加 
消費者協会の再始動

08-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (160）



08-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

防犯カメラ設置が前年度で完了したため

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

0.450

正職員

人

1.600

1.150 1.150

0.450

17,122 11,378 特記事項・備考

9,933

千円 24,891

うち人件費合計 千円 9,873

会計年度任用職員

活動配分 人 1.600

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 8,207 153

0

33,098

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 33,098 17,275

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

407.4117,275 11,378 １世帯当たり（円）千円

11,378 住民1人当たり（円） 183.43

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】 
市と市民・事業者等が協働し，安全・安心なまちづくりを推進す
る。 

【大きな目的】 
ソフト・ハードの両面からの対策を講じ，犯罪が起きにくい環境
を整える。 

【全体概要】 
□生活安全推進連絡会を開催し，警察などの関係団体との連携を図
り，市民への情報発信を充実させる。 
□犯罪被害者等に対して，関係機関等と連携し，適切な支援を行うと
ともに，犯罪被害者等が置かれている状況や支援の重要性について理
解を深めるために啓発活動を行う。 
□犯罪の予防をするため，防犯カメラを管理・運用し，安全・安心な
まちづくりを目指す。 
□防犯カメラ設置費用の一部を助成し，犯罪の起きにくい環境をつく
る。 
□まちづくり防犯グループの活性化を図り，地域を自分たちで守って
いく活動の支援を行う。 
□子ども見守り巡回パトロールを実施し，小学校下校時の安全の確保
に当たる。 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成13年度 ～ 会計種別

根拠法令等
芦屋市民の生活安全の推進に関する条例，犯罪被害者等基本法，芦屋市犯罪被害者等支援条例

重点施策 01 ①見守り活動や情報提供の充実により，犯罪が起きにくい環境を整えます。

重点取組 01
①街頭犯罪・侵入犯罪認知件数の更なる減少を目指し，まちづくり防犯グループなどへの若い世代の参加などの活性
化を図り，見守り，見回り活動が充実できるよう支援します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020802010054

担当所属 都市建設部建設総務課 担当課長名 三好　一示

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 生活安全条例推進事業 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

08-02-001

08-02-001

【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

防犯カメラの有効性についての検証確認 
生活安全にかかわる団体の継続的な活動

通学路合同点検などの機会を捉えて，既設防犯カメラの有効性につ
いて意見を聞き，新規で設置するのではなく移設などを検討する。
地域の自治会等が防犯カメラを設置する場合は設置補助金の交付で
対応する。 生活安全にかかわる団体の連携を図り，継続的な活動が
できるように支援を行う。

総合評価 適正な負担を求めている
地域が自主的な活動を行っており，適正な負担を求めている。

令和　３年度の目標・改善内容
地域防犯活動の支援，子ども見守り巡回パトロールの実施，防犯カメラの維持管理

【総合評価】

地域活動団体の連携を図り，活性化に向け支援を実施することは，安全・安心なまちづく
りのために必要である。 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

地域の安全安心を確保するため，一定の費用負担は必要である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[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

一定の費用負担は必要である。

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

地域と連携し，子どもの安全確保を図っている。

[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

市と市民グループが連携し事業を継承している。

[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

犯罪が起きにくいまちを目指して関係機関団体と連携している。

現在認識している課題

防犯グループの年齢構成が高まっており，若い世代への継承が課題となっている。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 市が実施する必要性が低い（民間で対応可能）

令和 2年度目標

地域防犯活動の支援，子ども見守り巡回パトロールの実施，防犯カメラの維持管理

令和 2年度の実施内容

〇防犯カメラ設置費補助金　１４６，３００円 
〇市内一円防犯カメラ点検業務委託料　９７９，０００円 
〇まちづくり防犯グループ連絡協議会全体会の開催　コロナ禍につき中止 

〇まちづくり防犯グループ育成事業補助金　２３団体　６６３，７７３円 
〇子ども見守り巡回パトロールの実施 
　山手中学校区：教育委員会 
　精道中学校区：シルバー人材センター 
　潮見中学校区：市職員 
〇防犯協会運営補助金　１０５万円 
〇生活安全推進連絡会全体会及び分科会の開催　コロナ禍につき中止令和 2年度の改善内容

防犯カメラの維持管理 
まちづくり防犯グループに対して，今後の活動についてのアンケートを実施した。

08-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (161）



08-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

環境保全基金を利用し，LED化事業の進捗を加速させるため。

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

0.880

正職員

人

1.430

0.550 0.550

0.880

77,356 94,572 特記事項・備考

6,785

千円 165,198

うち人件費合計 千円 6,664

会計年度任用職員

活動配分 人 1.430

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 20,000 20,000 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 0 0

0

185,198

0 16,286

0 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 185,198 113,642

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

2,680.11113,642 94,572 １世帯当たり（円）千円

94,572 住民1人当たり（円） 1,206.69

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】 
道路を利用する歩行者，自転車，車両等。 

【意図】 
道路照明により夜間の交通安全と防犯を図る。 

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

【全体概要】 
□LED導入実施計画に基づき施工。 
□夜間パトロールや市民からの要望や通報を受け，公益灯の増設，改
良，補修を行う。 
□公益灯道路照明の市内現況調査を実施。 
□通学通園路や交差点等現況調査の上,照度アップを実施。 
□公益灯管理台帳を整備する。 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
道路法第42条

重点施策 01 ①見守り活動や情報提供の充実により，犯罪が起きにくい環境を整えます。

重点取組 03
③照度調査などを行い，街灯の新設，補修等照度の向上を図るとともに，ＬＥＤ灯への更新により球切れによる消灯
を減少させます。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020802010053

担当所属 都市建設部街路樹課 担当課長名 足立　覚

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 公益灯の新設・改良・維持管理 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

インフラ

08-02-002

08-02-002

【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

□生産中止となる灯具が増えているため，LED化の更なる推進が必要
である。 
□新設，照度アップが必要な箇所の情報収集に努める。

□LED化実施に向けた調査を踏まえ，すべての公益灯のLED化を実現
する。 
□市民等から寄せられる情報や照度調査により，必要な箇所への公
益灯の新設や照度アップを実施する。

総合評価 負担を求めていない
管理者実施することが妥当である。

令和　３年度の目標・改善内容
□LED導入実施計画に基づき，LED化を実施する。 
□灯具老朽化防止工事（塗装）を計画通り進める。 
□公益灯の新設や照度アップ，LED化を進め，安全・安心なまちづくりに寄与する。

【総合評価】

　公益灯を設置することにより，安心・安全を図ることは有効であり，LED導入は節電に
なり費用効果の観点からも有効である。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

コスト縮減の可能性はあるが，事業全体の将来的なコスト削減となるかは不透明である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

特になし。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

手段変更の可能性はあるが，現行の進め方と混在することは望ましくない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画に基づき実施している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

犯罪が起きにくいまちづくりを目指す事業であり，安全・安心なまちづくりに貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

安心・安全なまちづくりを目指すため，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

犯罪が起きにくいまちづくりを目指す事業であり，整合性はある。

現在認識している課題

LED化への早期対応

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

□LED導入実施計画に基づき，LED化を実施する。 
□灯具老朽化防止工事（塗装）を実施する。 
□公益灯の新設や照度アップ，LED化を進め，安全・安心なまちづくりに寄与する。

令和 2年度の実施内容

□公益灯新設工事 
□照度アップ等容量変更 
□灯具取替 
□球取替 
□夜間パトロール 
□球切れ発見，通報等 
*LED導入実施計画による 
令和２年度　　予定数：水銀灯　300灯 
　　　　　　　実施数：水銀灯　209灯，ナトリウム灯　 3灯

令和 2年度の改善内容

環境保全基金を利用してLED化の更なる推進に努めた。

08-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (162）



09-01-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

新型コロナウイルス感染症の影響により，防災総合訓練の規模を縮小したことや，コミュニティ助成金の申請がなかった等の理由のた
め，歳出額が減額となった。

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）

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

0.800

正職員

人

3.700

2.900 3.400

0.300

28,666 21,509 特記事項・備考

23,226

千円 32,941

うち人件費合計 千円 22,383

会計年度任用職員

活動配分 人 3.700

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 300 0 0

人口 94,177

42,402

316 1,184

県費 千円 292 0

0

33,533

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 33,533 28,982

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

683.5128,982 22,693 １世帯当たり（円）千円

22,693 住民1人当たり（円） 307.74

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，職員及び災害対応を行う関係各機関 

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

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

【全体概要】 
□市民と職員が参加する訓練の実施 
□阪神広域と連携した訓練の実施 
□自主防災組織の活動支援 
□市民への啓発 
□地区防災計画策定を支援し，地域の防災力向上を図ります。 
□要配慮者名簿を提供し，地域における要配慮者への対応強化を図り
ます。 

実施区分 直営 財源

事業期間 平成27年度 ～ 令和 9年度 会計種別

根拠法令等
災害対策基本法，水防法，消防組織法

重点施策 01 ①災害時に地域の人たちが主体となって防災活動が行える基盤作りを進めます。

重点取組 03 ③災害時に要援護者が安全に避難することができるように，要援護者の「個別避難支援計画」を策定します。

課題別計画 地域防災計画・水防計画

総
合
計
画

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

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

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

020901010043

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 竿尾　博司

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 防災総合訓練及び地域の防災・減災事業 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-001

09-01-001

【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 義務的事業

要配慮者支援について，名簿の活用方法を明確化するとともに，要
配慮者及び支援者の双方へ啓発を実施していく必要がある。

地区防災計画の策定について，ワークショップ等を通じて，地区に
よる主体的な取り組みができるように，実効性のある計画作成を支
援する。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
受益者負担を求める事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
地区防災計画の策定推進について，引き続き市内全域に普及させるための説明会やセミナーを実施するとともに，計画作成の取り組みの
機運が高まっている地区を中心に，ワークショップ等を通じた地域特性の把握，課題の洗い出しへの支援を行う。 
要配慮者支援については，要配慮者名簿の啓発を継続的に行い，名簿受領や活用の促進を行う。

【総合評価】

新型コロナウイルス感染症の影響により，自宅でも啓発ができるように，令和2年度はオ
ンライン形式で防災講演を実施した。今後も必要に応じてこの様な手法を通じて啓発を
図っていく。 
地区防災計画については，すでに作成に取り組んでいる地区や，機運が高まっている地区
の取組支援を通じて，津波浸水想定区域内の地区で計画を策定することができた。

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 コスト削減余地あり

地域の自主防災訓練等において，地元の防災士の参画や県補助等の活用により，コストを削減できる余地はある。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

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 できる

地域の自主防災訓練等において，地元の防災士の参画や県補助等の活用により，費用対効果をあげることができる。

総合評価 概ね実行している

要配慮者支援の啓発や親子イベント等の開催による幅広い年代の訓練参加などを促し，地域防災力の向上を推進している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

地域及び行政の防災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

市が実施する防災訓練は，法令等により定められている。

[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

家庭や地域，行政の防災力向上や災害時の地域住民の主体的な防災活動の基盤作りと整合している。

現在認識している課題

地区防災計画の策定や要配慮者支援の取り組みについて，住民主体となるように，自助・共助の意識を啓発しながら，地区に合わせた支
援を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

令和 2年度目標

地域における地区防災計画の策定を推進し，それぞれの特性や課題に応じた支援を引き続き行う。計画策定済みの団体については，自主
防災訓練等において計画の実践及び検証を行い，計画の見直しにつなげていく。また，要配慮者支援について，名簿の受領促進や活用方
法を明確化し，効果的な支援を実施する。

令和 2年度の実施内容

○芦屋市防災総合訓練 
　令和3年1月31日（日）　参加者　611人（延べ人数） 
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，オンライン配信による避難所開設運営をテーマとした防災講演会を実施 
○自主防災会育成事業補助金 
　17団体　542千円 
○防災士育成事業補助金 
　16人　184千円 
○災害時要配慮者支援 
　災害時要配慮者名簿取り交わし　81団体のうち32団体 
○地域防災訓練支援，出前講座，防災講習会等を実施

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踏まえた避難所開設訓練や福祉避難所開設訓練を実施した。

09-01-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (163）



09-01-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

令和2年度において，地域防災計画・水防計画等の改定業務委託に伴い事業費が増額となったため。

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）

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

0.800

正職員

人

3.900

3.100 2.900

1.000

43,291 38,867 特記事項・備考

23,442

千円 59,026

うち人件費合計 千円 23,564

会計年度任用職員

活動配分 人 3.900

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 39 14 150

人口 94,177

42,402

0 3,202

県費 千円 0 0

0

71,665

12,600 40,400

1,894 世帯数

13,200

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 71,665 83,705

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,974.0883,705 57,313 １世帯当たり（円）千円

57,313 住民1人当たり（円） 888.81

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

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

【全体概要】 
□計画の改訂及び策定 
□防災会議の開催 
□条例，規則の改正 
□防災服の貸与 
□危険箇所パトロール 
□県及び報道機関への対応 
□設備の維持管理 
□緊急情報の伝達 
□防災行政無線の整備及び保守 
□フェニックス防災システムの運用管理 
□強靭化計画の進捗管理を行い，防災力の向上を図ります。 
□指定管理者と災害に係る協定を締結し，災害対応の強化を図りま
す。 
□家具転倒防止器具補助金を交付し，地震対策の推進を図ります。 
□六甲山系グリーンベルト事業推進のため，国及び県と連携を図りま
す。 
□土砂災害特別警戒区域に指定された場合の支援措置を実施します。 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
災害対策基本法，水防法，災害救助法

重点施策 01 ①災害時に地域の人たちが主体となって防災活動が行える基盤作りを進めます。

重点取組 05 ⑤災害時に情報入手手段を持たない災害時要援護者などへの情報伝達手段の追加導入を検討します。

課題別計画 地域防災計画・水防計画

総
合
計
画

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

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

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

020901010014

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 竿尾　博司

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 防災対策関係事務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-002

09-01-002

【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

災害時における各班行動マニュアル等を職員に対して十分に浸透さ
せる必要がある。

県地域防災計画の改定及び近縁の災害等を考慮して，災害時の対応
を的確に実施できるように，地域防災計画及び水防計画の改定を必
要に応じて行っていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
災害対策であり，受益者負担を求める事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
土砂災害特別警戒区域等への対策として，県の急傾斜地崩壊防止対策事業が早期に完成できるように，県及び地元住民等と密に協議を行
い，急斜面地の安全性の向上を図っていく。

【総合評価】

引き続き，災害対応力の向上を図るため，取組を進める必要がある。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

災害対策であり，コスト縮減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

類似事業はない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

災害対策であり，費用対効果を見込める事業ではない。

総合評価 概ね実行している

防災基本計画及び県地域防災計画の改定等に伴い随時地域防災計画の改定を行っていく必要があり，適切に改定を行っている。

[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

[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

安全・安心で良好な住宅として，防災力の向上に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

災害対策基本法に定められている。

[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

想定される様々な大規模災害に対応できる防災・減災体制及び災害に強い安全なまちづくりと整合している。

現在認識している課題

土砂災害特別警戒区域等への対策として，県の急傾斜地崩壊防止対策事業を推進し，早期に斜面の安全性の向上を図る必要がある。 
災害時における各班行動マニュアル等を職員に対して十分に浸透させる必要がある。

[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

令和 2年度目標

土砂災害特別警戒区域等への安全性の向上を図るため，県の急傾斜地崩壊対策防止事業を推進していく。

令和 2年度の実施内容

○急傾斜地崩壊防止対策事業　42,000千円 

○都市型水害・水防対策支援サービス業務委託　1,254千円 

○地域防災計画・水防計画改訂業務委託　4,378千円 

○防災行政無線緊急告知ラジオアンテナ設置工事　404千円

令和 2年度の改善内容

土砂災害特別警戒区域等への対策として，県及び地元住民と密に協議を行い，県の急傾斜地崩壊防止対策事業の推進を図った。

09-01-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (164）



09-01-003

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費：前年度と事業内容変更ないため，事業費の変動なし 
人件費：活動配分変更のため増加

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）

　平成２８年度に「通信施設運営管理業
務」と「通信施設及び消防情報機器の整
備」を統廃合し，「通信施設及び消防情
報機器の運営管理業務」へ一本化した。

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

0.000

正職員

人

8.800

3.700 8.800

0.000

79,759 17,017 特記事項・備考

60,994

千円 43,964

うち人件費合計 千円 25,998

会計年度任用職員

活動配分 人 3.700

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 0 0 0

人口 94,177

42,402

0 0

県費 千円 473 0

0

44,437

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 44,437 79,759

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,881.0279,759 17,017 １世帯当たり（円）千円

17,017 住民1人当たり（円） 846.91

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】 
　市民及び災害弱者並びに通信施設・機器 

【意図】 
　１１９番通報者（被災者）等の災害事案への迅速対応，災害現
場における情報の収集伝達の確立，適切なる現場活動支援に因る
被害の軽減 

【大きな目的】 
　部隊運用等情報ネットワークの構築により，１１９番通報受信
から各出場部隊へ必須情報を効率的に伝達することによる被害の
軽減 

【全体概要】 
□１１９番等による災害通報受信 
□Ｎｅｔ１１９による災害通報受信（令和元年10月から） 
□多言語通訳サービスの継続 
□指令装置による出場指令及び事案情報提供 
□災害事案別出場隊編成及び各種情報の一元化 
□デジタル無線導入による災害現場からの情報のデータ化 
□高機能消防指令センター保守点検・更新　 
□携帯電話発信地表示保守点検 
□無線基地局保守点検 
□無線局更新・定期検査・無線従事者の選解任等法的義務の励行 
□無線交信の統制 
□各種災害事案における現場活動支援 
□関係機関との情報交換 
□各種災害事案に対するマニュアル作成 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法，電波法

重点施策 02 ②火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。

重点取組 01 ①通報場所や内容を早期に確定させるため，日々進化する通信機器に対応した119番受信体制を確立します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020901020034

担当所属 消防本部指令課 担当課長名 橋爪　要一

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 通信施設及び消防情報機器の運営管理業務 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

その他

09-01-003

09-01-003

【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 現状維持

妥当性 あり

・消防救急デジタル無線・高機能指令センター更新事業の予算計上
（令和4年度8億1千6百万円） 

・消防救急デジタル無線・高機能指令センター更新事業の作業部会
随時協議 
・消防救急デジタル無線・高機能指令センター更新事業の見積額削
減

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公正・公平性の下，緊急時業務のため求めることはできない。

令和　３年度の目標・改善内容
目標 
・消防救急デジタル無線・高機能指令センター更新事業設計　債務負担行為（令和３年４年） 
・消防救急デジタル無線・高機能指令センター更新事業　作業部会立ち上げ 
改善 
・NET119に関する業務推進を他課と調整

【総合評価】

　令和5年度の高機能指令センター及びデジタル無線設備の更新に向けて，設備等を精査
し機能向上を図ること。 
　また，多様な１１９番通報への対応に留意すること。

達成度 達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

通信施設保守業務の見直し

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

平成28年度に「通信施設及び消防情報機器の整備」を統廃合し，この事業に一本化した。

[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 できない

費用対効果の増減は計れない。

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

消防通信施設及びデジタル無線の保守管理を行う

[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

消防隊への必須情報を効率的に伝達している。

[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

各種119番の受信，デジタル無線の運用は市が実施するもの。

[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

安心安全につながっている

現在認識している課題

・NET119の市民への周知が十分でない。 
・#7119の医療受診科目が十分でないことで，119番通報がある。 

[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

令和 2年度目標

・NET119利用登録者を増やす。・＃7119の利用広報を関係課と行う。 
・多言語通話サービスの継続。・消防緊急通信指令施設，消防情報支援システム及び消防救急デジタル無線の維持管理と保守 
・令和5年度消防救急デジタル無線，高機能指令センター更新による情報収集

令和 2年度の実施内容

決算内容 
・通信指令施設，支援システム及びデジタル無線設備保守業務　　15,176千円 
・NET119システム業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　792千円 
・多言語通訳サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　304千円 
・無線機・AVM装置移設業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　622千円 
・署活動系無無線機購入　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　517千円

令和 2年度の改善内容

・NET119の利用登録者広報の手法。 
・#7119の医療受診科目の拡充を関係課に促す。

09-01-003

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (165）



09-01-004

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費：災害対応特殊救急自動車等（前年度は災害対応特殊はしご付消防自動車）を整備したため減額 
人件費：活動配分変更のため増加

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

0.000

正職員

人

1.800

1.400 1.800

0.000

26,878 2,296 特記事項・備考

11,898

千円 25,205

うち人件費合計 千円 9,804

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

13,575 13,744

県費 千円 0 0

80,351

241,656

136,100 6,700

0 世帯数

19,700

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 241,656 47,153

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

1,112.0547,153 35,740 １世帯当たり（円）千円

35,740 住民1人当たり（円） 500.68

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】 
　消防用車両 

【意図】 
　災害に対する機動力の強化 

【大きな目的】 
　災害時における被害の軽減 

【全体概要】 
□老朽化した消防車両を年次的に順次更新整備する。 
□災害対応特殊高規格救急自動車を更新整備する。 

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
消防組織法，消防法

重点施策 02 ②火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。

重点取組 03
③中高層建築物の事前活動計画を策定するため，はしご車架梯状況調査を行うとともに，はしご車が接着できる対象
物を増やす手法を検討します。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020901020037

担当所属 消防本部警防課 担当課長名 市川　信

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 消防用自動車購入事業 事務事業番号

一般会計

国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

その他

09-01-004

09-01-004

【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 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

　車両更新整備の時期を見直し，長期財政収支見込１０年間の車両
購入台数と金額を明確にする。

　消防用車両の故障等は，人命の危険に結びつく可能性が高いが，
保有している消防用車両の法令や指針等に定められた点検整備を計
画的に実施することにより，良好な状態を維持する。 
　財政状況の厳しい中，計画的な整備を実施しいる状況です。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
消防独自の事業であり，負担を求めるべきではない。

令和　３年度の目標・改善内容
　令和３年度に更新予定の災害対応特殊救急自動車（救命処置用資機材含む）の調査研究を実施する。 
　車両更新計画の見直し検討する。

【総合評価】

　消防用車両等については，更新計画の見直しを図りながら整備し，迅速な対応を求めら
れる消防業務に支障をきたすことなく常に適切な消防力を維持できている。 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

各種災害現場で使用する車両でありコスト削減は難しい。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

消防独自の車両であるため，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

消防用車両の整備事業を手段変更することはできない。 
（費用対効果は，整備した消防用車両を活用し，市民に対して貢献することで成果をあげている。）

総合評価 改革終了／計画どおり実行中

計画的に整備し目標としている成果をあげている。

[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

[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

消防用車両等を整備することで，消防業務に支障をきたすことなく，総合戦略の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

法律で市に実施が義務付けられている事務事業で妥当性がある。

[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

施策や政策課題の整合性はある。

現在認識している課題

　消防用車両等については，契約金額の上昇が見受けられる。その背景には，新しく開発された資機材（専門性が高いため代替不可）を
装備するためと認識している。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 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２年度に更新予定の災害対応特殊救急自動車（救命処置用資機材含む）の事案対応 
・各車両更新時期の検討

令和 2年度の実施内容

決算内訳 
役務費　　　手数料（リサイクル料）１４，１９０円 
　　　　　　保険料（自賠責保険料）　７，９１０円 
公課費　　　公課費（自動車重量税）３２，８００円 
備品購入費　車両費　　　　３５，２００，０００円

令和 2年度の改善内容

　消防用車両の更新時期については，更新計画を見直し長期財政収支見込に反映している。

09-01-004

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (166）



09-01-005

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費：消防団の災害出動等が少なかったため減額となったもの。 
人件費：活動配分変更のため増加。

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）

全国的に消防団員数は減少傾向にあり，
年齢については高齢化しているのが現状
で，芦屋市においても同様である。 
入団促進に関して多様な方策を講じて消
防団員数の増加及び若い世代の団員獲得
に繋げることが重要となっている。

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

2.400

1.700 2.300

0.100

38,555 28,523 特記事項・備考

17,420

千円 39,880

うち人件費合計 千円 13,382

会計年度任用職員

活動配分 人 1.950

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 3,375 2,983 3,833

人口 94,177

42,402

426 0

県費 千円 384 431

0

43,639

0 0

395 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 43,639 42,395

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

999.8342,395 32,751 １世帯当たり（円）千円

32,751 住民1人当たり（円） 450.16

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】 
市民 

【意図】 
消防団の運営を円滑に行う。 

【大きな目的】 
消防本部との連携で，災害の防除・被害の軽減にあたる。 

【全体概要】 
□消防団員研修：兵庫県消防学校，消防大学校，(公財)日本消防協会
等への派遣。 
□退職報償金制度事務：市への請求（基金への請求） 
□消防団員公務災害補償事務：市への請求（基金への請求） 
□消防団長会事務：(公財)兵庫県消防協会及び阪神地区消防団長会の
関係行事を通じて，消防情報の収集を行う。 
□消防団員表彰事務：消防業務に功績のあった者を表彰する。 
□消防団員任免服務等事務：団員の入退団及び昇任の事務を行う。 
□消防団運営管理事務：消防団の運営管理を行う。 

実施区分 直営 財源

事業期間 昭和23年度 ～ 永年 会計種別

根拠法令等
消防組織法

重点施策 02 ②火災や交通事故などの日常的な災害に迅速に対応できる体制を充実させます。

重点取組 04 ④地域防災力の強化のため，消防団員を効果的に募集し，入団促進を行います。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

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

020901020030

担当所属 消防本部総務課 担当課長名 村江　宏太

芦屋の将来像 自然とみどりの中で絆を育み，”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 消防団運営管理業務 事務事業番号

一般会計

市，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-005

09-01-005

【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 現状維持

妥当性 あり

消防団員を効果的に募集し，入団促進を行い，団員数を増加させて
地域防災力の強化を図る。

平成３０年１月から運用開始しているSNS「芦屋市消防団ツイッ
ター」は今後も継続して消防団活動の情報発信を行い，消防団活動
に対する市民の理解，また入団促進を進めていく。 
団員の高齢化も進んでいるため，今後は若い年齢層を狙って積極的
に広報し，興味を持ってもらい入団に繋げられるよう努めていく。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
対象の事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
消防団の運営及び活動を円滑に行うことはもとより，消防本部・消防団のさらなる連携強化を目指し，災害の防除・被害の軽減にあた
る。

【総合評価】

令和２年度は，若干ではあるが団員の増員が行えた。今後は，色々な手法で増員を図れる
よう検討する必要がある。また，コロナ禍により訓練等，思い通りに実施できなかった
が，今後も感染防止を重要視し，活動に当たって頂きたい。

達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 コスト削減の余地はない

削減の余地はない。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

統廃合はできない。

[効率性評価] 手段変更によって費用対効果をあげることができるか

総合評価 できない

最適な手段を選択し実施している。

総合評価 概ね実行している

概ね実行している。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

重点施策に貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

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

整合性はある。

現在認識している課題

消防団員実員数 

[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

消防団の運営

令和 2年度の実施内容

・消防団員研修，兵庫県消防学校，日本消防協会への派遣 
・退職報奨金制度事務 
・消防団員公務災害補償事務 
・消防団長会事務 
・消防団員表彰事務 
・消防団員任免服務等事務 
・消防団運営管理事務

令和 2年度の改善内容

消防団員実員数の増加

09-01-005

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (167）



09-01-006

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

平成31年度において，防災行政無線のスピーカー取替工事が完了したことに伴い事業費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）

他部門経費 千円 0 0

減価償却費 千円 4,354 4,421

うち経費 千円 4,354 4,421

0.400

正職員

人

3.500

3.200 2.800

0.700

41,002 27,591 特記事項・備考

21,480

千円 67,820

うち人件費合計 千円 22,217

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

1,359 49,500

県費 千円 0 0

0

190,420

122,600 0

0 世帯数

61,500

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 190,420 42,361

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

999.0342,361 138,591 １世帯当たり（円）千円

138,591 住民1人当たり（円） 449.80

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】 
災害時における市民の生活を守る。 

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

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

実施区分 直営 財源

事業期間 ～ 会計種別

根拠法令等
災害対策基本法

重点施策 03 ③想定される様々な大規模災害に対応できる防災・減災体制を充実させます。

重点取組 04
④避難所の防災機能を強化するために，長期にわたり避難生活が行えるよう，学校園などに，マンホールの上に簡易
なトイレ設備が設置できる対策と断水時における生活用水対策を行います。

課題別計画 地域防災計画　水防計画

総
合
計
画

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

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

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

020901030017

担当所属 都市建設部防災安全課 担当課長名 竿尾　博司

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 防災拠点の維持管理 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助，使用料など

事業種別

施設種別

自治事務

09-01-006

09-01-006

【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 ある程度改善の余地がある

今後の方向 現状維持

妥当性 あり

防災倉庫資機材の適切な管理方法の検討。 
多様な災害に対応できる資機材の導入検討。

防災拠点における災害時の施設及び資機材等の整理，見直し，維持
管理方法の検討。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
災害対応であり，受益負担を求める事業ではない。

令和　３年度の目標・改善内容
防災倉庫資機材の適切な維持管理方法を検討する。 
防災拠点等における耐震性貯水槽及び防災倉庫資機材の維持管理を行う。

【総合評価】

災害に備えて，防災拠点等の備蓄品及び資機材の維持管理等を適切に実施する必要があ
る。 達成度 概ね達成した

[効率性評価] 成果を低下させずに，コストを削減できるか

総合評価 ある程度のコスト削減余地あり

防災倉庫内の資機材等を適切に維持管理することで，コスト削減を行うことが可能である。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

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 できる

防災倉庫内の資機材等を適切に維持管理することで，費用対効果を向上させることが可能である。

総合評価 概ね実行している

耐震性貯水槽及び防災倉庫資機材の点検及び維持管理を計画的に行っている。

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

安全・安心で良好な住宅地として，災害時の防災拠点等の整備を行うことで貢献している。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

災害対策基本法に基づき，災害対応と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

災害に強いまちづくりと整合している。

現在認識している課題

防災拠点等における災害時の施設及び資機材等の整理，見直し，維持管理の方法の検討。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 法令等により市が実施しなければならない

令和 2年度目標

消費期限に伴う備蓄食料の適切な入替えを行う。 
防災倉庫の適切な維持管理を行う。 
山手中学校における耐震性貯水槽設置に向け，詳細設計業務委託を行う。

令和 2年度の実施内容

〇備蓄食料等の購入　6,377千円 

〇耐震性貯水槽2箇所の点検整備費用　2,172千円 

〇山手中学校耐震性貯水槽の詳細設計業務委託等　2,719千円

令和 2年度の改善内容

阪神各市の状況を調査し，備蓄計画の検討を行い，食糧等の備蓄計画を修正した。

09-01-006

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (168）



 09-01-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-007

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

企画部政策推進
課

自然災害に対する復
旧・復興活動を支援
するボランティア活
動及びボランティア
の育成，震災の教訓
を語り継ぐ活動な
ど，防災に関する活
動を行うグループ 

被災市として復旧・復興過程で得た
尊い教訓とノウハウを次世代へ継承
していくとともに広めていく 

住民による安全と防災の確保のため
の地域活動を活性化させ，災害に強
いまちづくりを進めていく 

4,131 3,420 □市内グループ及び大学生等による
グループの防災活動等への助成金の
交付 

□寄附金　25件　800,000円 
□募金運用利息　820円 
□フェニックス基金助成金の活用状況　1件　7,000円 
※1件，新型コロナウイルス感染拡大の影響によりイベントが中止となり，
交付決定の取消しあり。 
□アドバイザー会議　2回 
□周知活動　○市広報紙　○ホームページ　○大学等への周知 

消防本部予防課 防火対象物の関係
者・市民 

災害の防止及び火災予防についての
知識，技能を研究習得させる。 

地域社会の安全と福祉の増進及び民
主的社会人の育成 

19,465 21,852 市民への防火意識の向上に関する啓
発活動方法を検討・実施する。 

１　需用費（消耗品費）190,210円 
２　役務費（手数料）　 25,190円 
　　　　　（保険料）　 29,722円 
３　負担金　　　　　　 44,100円 
４　防火対象物立入検査　  166件「消防署（警防課）と同数計上 
５　各種届出受理　　　　2,520件 
６　芦屋市少年消防クラブ行事参加　2回 30人 
７　防火対象物への啓発ポスター配布　　延べ 31日 対象 1,354件  
８　訓練指導　　　　対象 9件 308人 

消防本部消防署 市民 火災危険の排除及び防火対象物等の
防火安全の確保。 

火災発生時の被害軽減を図る 83,787 95,216 火災危険の排除及び防火対象物の防
火安全の確保を実施する。 

１　検査（予防課と同数計上） 
　　防火対象物立入検査　１６６件 
　　危険物施設立入検査　　１８件 
　　少量危険物立入検査　　　０件 

２　出動件数 
　　各種警戒等出動件数　３７１件 

３　各種調査 
　　地水利調査　　　　　１２５件 

都市建設部防災
安全課

市有施設等 災害による市有施設等の被害の復
旧。 

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

4,970 4,819 災害による市有施設に被害が生じた
際の復旧を迅速に行うため，予算を
確保する。 

○台風等の被害による市有施設の復旧等 

○防災行政無線避雷対策工事　1,210千円 

消防本部総務課 市民 消防業務を迅速に行うため，適正に
管理する。 

消防業務が効率よく遂行される。 93,910 73,286 消防庁舎の維持管理 ・消防庁舎維持管理のための各種業務委託 
・消防庁舎の施設 
・設備の修繕 

消防本部総務課 市民 消防業務を迅速に行うため，適正に
管理する。 

消防業務が迅速に遂行できる。 8,693 8,855 消防団詰所の維持管理 ・消防団詰所の維持管理 
・精道分団詰所の２年目点検 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している

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〕

020901040009 １．１７あしや
フェニックス基
金事業

020901040021 防火指導と防火
意識の普及啓発

020901040023 火災予防業務

020901040025 災害復旧

020901040027 消防庁舎維持管
理業務

020901040029 消防団施設・設
備維持管理事務

 09-01-007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-007

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (169）



 09-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-008

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 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している

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〕

消防本部警防課 市民 火災等から市民の生命・身体・財産
を守る。 

被害の防止・軽減 82,202 69,961 火災等から市民の生命・身体・財産
を守る。 

・防火水槽補修補強工事（２箇所） 
　大桝町（№14），楠町（№25）　１４，８６４千円 
・防火水槽新設詳細設計業務委託（２箇所） 
　松ノ内町（№20），打出小槌町（№24）　５，４０３千円 
・消防水利標識改修工事（２箇所） 
　松浜町（7部53号），潮見町（14部14号）　２４２千円 

消防本部警防課 市民 救助活動及び水防活動に対して，迅
速に対応し被害の軽減を図るととも
に，安心して生活できる住宅都市と
して防災力を向上させる。 

救助・水防体制を強化し，充実を図
ることにより，市民の生命と財産を
守り，被害を軽減する。 

23,265 20,506 救助活動及び水防活動に迅速に対応
し，被害の軽減を図る。 

１　救助業務関係 
 (1)　備品購入（防毒マスク）　１６６千円 
 (2)　各種資格受講 
　　　酸欠硫化水素主任者１名，小型移動式クレーン１名，玉掛け１名 
 (3)　各種訓練 
　　　救助指導会強化訓練，特別救助隊員養成訓練，交通救助訓練，山岳
訓練 
２　水防対策関係 
 (1)　備品購入（潜水資機材）　３，９７９千円 
 (2)　各種資格　潜水士免許取得２名，二級小型船舶免許１名 
 (3)　各種訓練　潜水訓練，水面救助訓練 

消防本部高浜分
署

消防車両・消防資機
材 

消防用車両及び消防用活動資機材の
維持管理並びに資機材の整備と機関
員養成を行って，隊員の安全活動管
理を行う。 

災害時における被害軽減 20,628 24,421 ・機関員の養成計画作成 
・車検計画作成 
・資機材年次計画作成 

決算内訳 
　需要費　　消耗品費　　1,587,307円　　　公課費　　421,100円 
　　　　　　燃料費      3,548,154円　　　負担金　1,127,890円 
　　　　　　物品補修費　2,582,212円 
　　　　　　車検費        498,941円 
　役務費　　保険料　　　 　67,270円 
　　　　　　手数料　　　　593,214円 
　委託料　　　　　　　  　911,790円 
　備品購入費　　　　　　1,928,905円 

消防本部警防課 非常備消防団車両の
更新 

災害に対する消防機動力の強化 災害時における被害軽減 0 0 事業なし。 事業なし。 

消防本部消防署 市民 市民の生命，身体及び財産を火災等
の災害から守ること。 

市民の生命と財産を守る 288,361 311,836 各種災害から市民の生命，身体及び
財産を守る。 

１　火災件数　　　　１６件（元年度　　　　１２件） 
　　損害額　　　７３７千円（元年度　１，０６１千円） 
２　救急件数　４，６９２件（元年度　５，０６１件） 
３　救助件数　　　１３４件（元年度　　　１１０件） 
４　警戒件数　　　４２８件（元年度　　　３９９件） 
５　各種訓練 
　　警防訓練　　　　　　　　５１５回 
　　消防署・消防団合同訓練　　　０回 
　　救助訓練（水難訓練含む）２７５回 
　　水防訓練　　　　　　　　　　０回 

020901040032 消防活動に関す
る業務

020901040033 救助・水防活動
に関する業務

020901040038 消防車両及び資
機材維持・管理
事業

020901040039 消防団配備車両
購入事業

020901040040 各種消防活動業
務

 09-01-008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-008

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (170）



 09-01-009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-009

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 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ①家庭や地域、行政の防災力が向上している

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〕

福祉部生活援護
課

阪神・淡路大震災の
犠牲者の遺族及び市
民（関係者） 

犠牲者への哀悼の意を捧げるととも
に市民に対して日々の生活の中で防
災意識を持つことの重要性を訴え
る。 

阪神・淡路大震災の犠牲者に哀悼の
意を捧げる。 

1,531 1,889 1.17祈りと誓いを事故なく安全に実
施する。 

■日時：令和3年1月17日（日）午前7時～午後5時 

■場所：芦屋公園内「阪神・淡路大震災慰霊と復興のモニュメント」前 

■記帳者：１，１８５人（前年度１，１０２人） 

都市建設部防災
安全課

市民及び通勤・通
学・旅行等で市域内
に滞在するすべての
人 

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

国民保護計画においては，主に①平
素からの備えや予防②武力攻撃事態
等への対処③復旧等④緊急対処事態
への対処について定めるものとす
る。 

3,721 3,754 武力攻撃事態等において，速やかに
市民の避難等を行えるようにJアラー
ト訓練に合わせて，防災行政無線等
を使用した情報伝達訓練を行う。 

Jアラートによる情報伝達訓練 

消防本部消防署 市民 市民の防火・防災意識の啓発と応急
手当の知識・技術の普及を図る。 

災害に対する市民の対応力の向上と
傷病者の救命率の向上を図る 

83,787 95,216 防火・防災知識の啓発と応急手当意
識の普及・向上 

１　各種訓練指導 
　　自主防災組織への指導　２８回（消防訓練指導含む） 

２　救急関係（救急課と同数計上） 
　(1) 普通救命講習　１０回 
　(2) 応急手当講習　２９回　　　　 
　(3) 上級救命講習　　０回 

３　防災倉庫点検　１７１回 

020901040045 国民保護計画の
策定及び見直し

020901040046 防火・防災・応
急手当等の普及
啓発

020901040042 阪神・淡路大震
災芦屋市犠牲者
追悼式

 09-01-009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09-01-009

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (171）



09-02-001

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

補助申請の件数が増加したことにより，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 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

0.750

0.650 0.750

0.000

6,890 1,784 特記事項・備考

5,581

千円 5,427

うち人件費合計 千円 4,837

会計年度任用職員

活動配分 人 0.650

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

2,883 3,287

県費 千円 624 1,574

1,213

7,264

0 0

2,104 世帯数

0

特
定
財
源

国費 千円

一般財源

市債 千円

千円 7,264 11,347

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

267.6111,347 7,175 １世帯当たり（円）千円

7,175 住民1人当たり（円） 120.49

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】 
市内の旧耐震建築物 

【意図】 
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき，市内建築物の耐
震化を促進し，都市の安全性の向上を図る。 

【大きな目的】 
地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命，身体及び財産
を保護すること。 

【全体概要】 
□建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導，助言及び指示
等 
□住宅・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発 
□芦屋市耐震改修促進計画の推進 
□簡易耐震診断推進事業の実施 
□住宅耐震化促進事業の実施 

実施区分 直営，委託，補助 財源

事業期間 平成19年度 ～ 令和 7年度 会計種別

根拠法令等
建築物の耐震改修の促進に関する法律

重点施策 01 ①民間建築物の防災・減災機能の向上を促進します。

重点取組 01
①旧耐震基準の一戸建て住宅の耐震改修，建替えその他の耐震化を推進するため，案内文書などの送付及びセミナー
等の実施など周知，啓発に取り組みます。

課題別計画 芦屋市耐震改修促進計画

総
合
計
画

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

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

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

020902010026

担当所属 都市建設部建築指導課 担当課長名 尾髙　尚純

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 耐震改修促進法に関する事務 事務事業番号

一般会計

市，国・県等の補助

事業種別

施設種別

自治事務

その他

09-02-001

09-02-001

【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

住宅ストックを維持していくために耐震診断や耐震改修が必要であ
ることを更に啓発していく必要がる。 
また，住宅の所有者等が建替えるべきか改修すべきかの判断ができ
るよう適切な情報提供を行う必要がある。

着実に耐震化を促進するため，引き続き耐震化に関する情報発信を
行う。

総合評価 適正な負担を求めている
国・県の補助制度に沿った事業を行っている。

令和　３年度の目標・改善内容
効果的な事業の実施をしていくことで耐震化を促進する。

【総合評価】

良質な既存住宅のストック形成に資するため，高経年マンション等の改修や建替えに関す
る有効な情報提供等を行い，これらの事業と一体的な施策として住宅の耐震化を促進して
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

既に国・県の交付金を最大に利用できる内容で補助事業を実施している。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[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

耐震化の啓発等について，さらに効果的な手段を模索する。

総合評価 概ね実行している

[有効性評価] 同じ目的を持つ他の事務事業はあるか，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

建築物の耐震化を進めることで災害時の安全性を高めている。

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

補助を伴うため，市が事業を実施するのが妥当である。

[目的妥当性評価] 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

災害に強う安全なまちづくりが進んでいる。

現在認識している課題

住宅に関しては順調に耐震化率が向上していることもあり，補助申請の件数も増加が見込めない状況である。引き続き耐震化を促進する
には，周知啓発の方法を検討する必要がある。

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

芦屋市内の建築物の耐震化の促進

令和 2年度の実施内容

概要 
・簡易耐震診断推進事業　１２件 
・住宅耐震改修促進事業　計画策定　１件，改修工事　１件，　建替工事　３件　 

令和 2年度の改善内容

耐震改修促進計画の中間検証を行い，今後の取り組みについては「アクションプロログラム」に基づき，啓発活動を行うこととした。

09-02-001

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (172）



09-02-002

事務事業評価票 （ ）

【事 務 事 業 基 本 情 報】

【事 業 概 要】

【事務事業の経費】

事業費の増減理由（平成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

1.230

正職員

人

2.250

1.340 1.300

0.950

16,275 3,542 特記事項・備考

12,579

千円 16,857

うち人件費合計 千円 13,566

会計年度任用職員

活動配分 人 2.570

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

16,857

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 16,857 16,275

平成３１年度 決算 令和　２年度 決算

383.8316,275 3,542 １世帯当たり（円）千円

3,542 住民1人当たり（円） 172.81

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】 
市建築物の利用者，使用者 

【意図】 
市建築物は市民の豊かな暮らしを支える共有の財産として，親し
みやすく，便利でかつ安全であり，それぞれの用途に応じた機能
を十分に発揮できるものとする。 

【大きな目的】 
まちづくりの基本的施策を実現させるための基盤でもある市建築
物の整備を的確かつ効率的に行う。 

【全体概要】 
□市建築物の計画，設計，工事監理の的確な実施により，安全で快適
な市建築物の整備を行う。 

実施区分 直営，委託 財源

事業期間 平成11年度 ～ 会計種別

根拠法令等
建築基準法第８条並びに第１２条第２項及び第４項 
公共工事の品質確保に関する法律

重点施策 02 ②公共建築物の防災・減災機能の向上を図り，災害に強いまちづくりを進めます。

重点取組 01
①小規模な施設も含めた旧耐震基準の公共建築物の耐震改修又は建替え等とともに，非構造部材も含めた耐震改修を
行います。

課題別計画

総
合
計
画

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

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

施策目標 02 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                                 

020902020553

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

令和 3年度 令和 2年度決算評価

事務事業名 市建築物の計画、設計及び工事監理等 事務事業番号

一般会計

市

事業種別

施設種別

自治事務

09-02-002

09-02-002

【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

大規模な工事の設計・積算・監理業務について，限られた人材の中
で適切な事務分担を行い，知識・経験を積むことで職員のスキル
アップを図る。

公共施設の品質を確保した上で，円滑な業務遂行を行う。

総合評価 負担を求めるべき事業ではない
公共施設の建築や補修に係る費用負担を利用者に求めることは難しい。

令和　３年度の目標・改善内容
継続している大規模工事や設計業務において，施設管理者とも綿密に調整していく。 
令和４年度の工事に向けた設計業務においても，関係課と密に連携を図っていく。

【総合評価】

大規模な公共施設の建替工事等の竣工に向け，所管課と更なる連携を図り，円滑な業務の
実施に取り組む必要がある。知識・経験を積むことで職員のスキルアップを図り，良質な
公共施設の整備を目指す。

達成度 概ね達成した

[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

職員で実施可能な設計業務は実施しており，すでに業務におけるコスト削減を行っているため。

[効率性評価] 受益者負担を求めることができる事業か

[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

職員で実施可能な設計業務は実施しており，他に取りうる手段がないため。

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 該当なし

[有効性評価] 評価結果や計画立案された改革案を着実に遂行しているか

事業手法については，民間でも対応可能であるが，余分なコストがかかる。

[目的妥当性評価] 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

安全で快適な建築物の整備を行うことを目的としており，豊かなまちづくりに寄与している。

現在認識している課題

継続している大規模工事や設計業務があるため，引き続き関係課と密な連携を図る必要がある。 

[目的妥当性評価] 事業実施に妥当性があるか

総合評価 現段階では市による実施が妥当である

令和 2年度目標

新規の建築積算システムが本格的に運用されるため，既存システムとの差異を認識した上で，早急に操作方法を習得し，設計業務を円滑
に実施する。 
新築工事の竣工が多いため，備品の設置場所や鍵の解錠方式等，関係課と密な連携を図り，事業を実施していく。

令和 2年度の実施内容

工事件数　　　17件　 
工事合計金額　　　6,238,123,390円 
設計・ 調査等業務委託件数　　　3件 
設計・ 調査等業務委託合計金額　　 126,562,000円 

阪神７市１町建築営繕連絡協議会主幹者会議　　　3回 
阪神７市１町建築営繕連絡協議会実務者会議　　　11回 
　（建築部会10回，電気部会9回，機械部会8回）

令和 2年度の改善内容

新規の建築営繕積算システムであるRIBC2が本格運用となったため，不慣れな作業となることを考慮し，設計業務を前倒しで実施するこ
とにより，滞りなく工事発注業務を実施した。また，竣工した建物について，所管課と密な連携を図り，備品搬入，引っ越し及び関係者
への取扱説明等，スムーズな引き渡しを実施した。

09-02-002

２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (173）
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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

消防本部予防課 防火対象物の関係
者・市民 

火災の発生を防止させるため法的規
制を課せるとともに，防火対象物に
一定の条件を具備させる。 

火災防止及び火災から市民の生命，
財産を守るとともに被害を最小限に
する。 

18,404 21,992 防火対象物等の改修，テナントの入
れ替わりに関する把握，届出の周知
徹底。 

１　需用費（消耗品費）410,580円 
２　負担金　　　　　　  9,500円 
３　消防同意　　　　　　   69件 
４　防火管理者資格取得講習会（新規）1回 36人 
５　防火管理者講習会（再講習）　未実施（新型コロナウイルス感染拡大
防止） 
６　防火対象物完成検査等 148件 

消防本部予防課 危険物施設の関係者
市民 

危険物施設等の安全確保と危険物取
扱者の意識高揚を図るとともに，違
反事実を調査し，適用法条を的確に
把握しておく。開発行為に伴う消防
水利の設置や消防活動空地を確保す
る。 

危険物災害を抑制し，製造所等の貯
蔵。取扱いの安全を確保する。開発
行為を伴う消防施設等の適切な指導
を行い，円滑な消防活動を行えるよ
うにする。 

15,676 35,766 危険物施設関係者と危険物取扱者の
防火意識の向上を図るための指導・
啓発 

１　需用費（消耗品費）　　48,936円 
２　危険物施設完成検査等　　　 8件 
３　少量危険物施設完成検査等　 0件 
４　危険物施設立入検査　　　　18件 
５　少量危険物施設立入検査　　 0件 
６　各種届出等関係　　　　　 110件 
７　危険物研修会　　　　　　　 1件 
８　開発行為関係受理等        22件 

都市建設部建築
指導課

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

建築に伴う建築基準法第42条第2項の
拡幅整備を適切に進めること。 

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

5,837 2,604 当該年度に道路拡幅がある対象物件
については，制度の適用漏れがない
ようにし，予算の適正な執行に努め
る。 

実績なし 

令和２年度の実施内容

総
合
計
画

基本方針 ②人々のつながりを安全と安心につなげる

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

施策目標 ②災害に強い安全なまちづくりが進んでいる

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〕

020902040020 防火対象物の規
制・指導

020902040022 危険物の規制・
指導及び開発行
為の指導に関す
ること

020902040406 狭隘道路整備事
業
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２　人々のつながりを安全と安心につなげる

２　人々のつながりを安全と安心につなげる (174）


