
平成28年度
当初予算案のポイント

「持続可能な⽂教住宅都市」実現のために

⻄宮市



平成28年度 ⻄宮市当初予算案の全体像

区 分 Ｈ２８ Ｈ２７ 増減額 増減率

一般会計 174,704,706 174,942,563 △237,857 △0.1％

特別会計 94,383,659 91,108,906 3,274,753 3.6％

企業会計 46,490,111 45,064,639 1,425,472 3.2％

計 315,578,476 311,116,108 4,462,368 1.4％

平成２８年度当初予算規模は、下表のとおりで、社会保障関係経費の
伸びにより、総額では前年度より約４５億円の増となりました。
当初予算の総額としては、阪神・淡路⼤震災直後の平成７年度に次い

で、過去２番目の規模となっています。

（単位 千円）各会計予算規模

＜当初予算案のポイント＞

「持続可能な⽂教住宅都市」の実現にむけて、次の施策
に重点配分しました

★⻄宮のブランド価値を⾼める事業や、魅⼒を伝えるた
めの情報発信を強化する事業

★子育て世帯が住みやすいまちであるための施策

★災害に対応するための施策や、地域の安全を守るため
の事業

★学校施設を始めとする公共施設の⽼朽化対策など、公
共施設マネジメントの推進
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【新規】魅⼒あるまちなみ・まちづくり推進モ
デル事業

（１）まちの魅⼒向上

【新規】シティプロモーション事業

本市が持つ多⾯的な魅⼒を「都市ブランド」とし
て積極的に発信することにより、シビックプライド
の醸成や都市イメージの向上を図り、さらには転入
や定住の促進に結びつける。
プロモーションに特化したホームページの制作や、

都市ブランドの発信を目的とした、有識者などによ
るトークイベントなどを実施する。

【継続】新体育館・新陸上競技場等整備事業

⽼朽化した中央体育館と陸上競技場等について、
総合スポーツ施設として整備することにより、市⺠
のスポーツ活動を推進する。
・平成28年度：地盤調査等、基本計画策定着⼿（〜
29年度）

【継続】⻄宮の休⽇事業

市内には多彩で⾼品質な店舗が集積し、自然環境
や歴史的・⽂化的に価値の⾼い施設などにも恵まれ
ている。こうした魅⼒的な資源を発⾒・紹介するこ
とに加え、特に子育て世代を対象に、新しい休日の
過ごし方を提案する取組みを推進する。

【新規】広報アドバイザーの配置

市全体の広報企画能⼒の向上及び広報体制の強化
を図るほか、シティプロモーションを積極的に進め
るため、専門的なスキルを有するアドバイザー２名
（アートディレクター、デザイナー）を、公募によ
り配置する。

Ｈ28予算 6,480千円

Ｈ28予算 34,067千円

Ｈ28予算 6,200千円

デル事業

地域資源を活かした活性化や新たな魅⼒づくりに、
住⺠自ら既に取り組んでいる地域に対して、まちな
み・まちづくりの全体構想や実施計画の策定、それ
らに基づく取組みを支援する。
また、景観形成の先導的役割を果たすため、公共

施設のサインについて、デザインマニュアルを策定
しサイン整備を進めることにより、魅⼒あるまちな
み・まちづくりを推進する。
平成２８年度は、パイロット事業として、船坂地

区（まちづくり支援）や夙川公園（公共サイン）に
おいて事業を展開する。

船坂地区：美しいS48年頃の風景を取り戻す取組み

【新規】芸術文化による施設活用事業

稼動しているが一般には知られていない施設や廃
⽌したが跡地利⽤が未定の施設等において、アート
イベント、写真アート撮影会等を実施し、施設の新
たな価値を創造する。

【拡充】⻄宮市⼤⾕記念美術館運営補助事業

⻄宮市⼤⾕記念美術館の収蔵品を後世に継承して
いくため、また市⺠に対し美術の鑑賞機会を増やす
ために、収蔵品のデジタルアーカイブ化に取り組む。

2

Ｈ28予算 10,943千円

Ｈ28予算 6,905千円

Ｈ28予算 140,000千円

Ｈ28予算 16,500千円



【拡充】芸術文化にかかる⼈材を活用した⻘少
年等の芸術文化体験事業

市内小中学校に音楽・美術・ダンスのアーティス
トを派遣し、本物の芸術⽂化に触れる機会を提供す
る。
・平成28年度：アウトリーチ事業(延べ40校)

Ｈ28予算 7,000千円

【新規】次代の親の育成事業

小・中・⾼の授業等において、赤ちゃんと継続的
に関わるプログラムの実施を通じて、命の⼤切さを
実感し、さらに、将来の子育てに対する意欲も⾼め
る。

Ｈ28予算 3,521千円

（２）子供たちの多様な体験の機会

【新規】旧町村文書等の電子化業務

旧町村⽂書のうち、汎⽤性の⾼い議会議事録や合
併⽂書、その他重要⽂書等を電子化し、ホームペー
ジ等で市⺠に広く公開することにより公⽂書館的機
能の充実を図る。

【新規】歴史資料オープンアーカイブ

歴史資料デジタルデータについて、インターネッ
トを通じて公開するシステムを構築し、歴史資料等
の利⽤の促進と地域⽂化の向上を図る。

Ｈ28予算 8,500千円 Ｈ28予算 6,500千円

【拡充】子供の居場所づくり事業

放課後などに校庭や空き教室等を活⽤して、安全
で自由な遊び場や学びの場を提供する放課後事業を
学校区ごとの状況に応じて拡充していく。

【継続】⾃主・⾃律の学校応援事業

各学校園の教育目標実現に向けて、課題の克服や
特色ある教育活動の取組みを支援する。

Ｈ28予算 40,000千円Ｈ28予算 57,519千円
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（３）学校施設の整備

【継続】香櫨園小学校教育環境整備事業

⾹櫨園小学校の⽼朽校舎の解消と良好な教育環
境を整備するため、校舎の増改築を⾏う。
・平成28年度：基本設計・実施設計（〜29年度）

【継続】⻄宮養護学校校舎等改築事業

⻄宮養護学校の⽼朽校舎の解消と児童・⽣徒の
状況に適した教育環境を整備するため、校舎の改
築を⾏う。改築場所は現地とし、⼯事中は尼崎養
護学校へ仮移転する。
・平成28年度：設計方針策定

【新規】深津小学校児童急増対策事業

深津小学校の児童急増に伴う今後の学級数の増
加に対応するため、平成30年度完了を目指して校
舎増築を⾏う。
・平成28年度：基本設計・実施設計（〜29年度）

【新規】春風小学校教育環境整備事業

⽼朽化した学校施設のうち、教室や運動場等の
施設不⾜、今後の児童増、教育活動上の課題から、
優先度の⾼い春⾵小学校について、校舎増改築を
⾏い、良好な教育環境を整備する。
・平成28年度：基本計画策定

【新規】安井小学校教育環境整備事業 【継続】学校施設空調設備整備事業

Ｈ28予算 5,565千円

Ｈ28予算 25,229千円 Ｈ28予算 3,100千円

Ｈ28予算 15,968千円

⽼朽化した学校施設のうち、教室や運動場等の
施設不⾜、今後の児童増、教育活動上の課題から、
優先度の⾼い安井小学校について、校舎増改築を
⾏い、良好な教育環境を整備する。
・平成28年度：基本計画策定（〜29年度）

Ｈ28予算 5,148千円

空調設備が未整備である小学校普通教室及び特
別教室等の全教室に、平成26年度から28年度まで
の３箇年で空調設備を整備する。ＰＦＩ⼿法で25･
26年度に整備した中学校については、整備費⽤の
割賦払いを⾏う。
・平成28年度：空調設備11校（小学校）

Ｈ28予算 1,169,392千円

（４）インクルーシブ教育のための環境整備

【拡充】インクルーシブ教育システムのため
の学校設備改修事業

上下移動に配慮を要する児童・⽣徒の学習環境
改善等のため、エレベーター設置⼯事及び未整備
の５校の設計業務を実施する。
・平成28年度：３校設置

【拡充】インクルーシブ教育システム構築事業

障害のある児童・⽣徒の教育的ニーズに応じた
適切な指導や支援を⾏い、校内支援体制の充実を
図るため、専門の就学相談員を配置し、就学相談
の充実と一貫した支援体制を構築する。

Ｈ28予算 244,484千円 Ｈ28予算 162,654千円
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【継続】⺠間保育所等整備事業

保育所・認定こども園・小規模保育施設を整備す
る社会福祉法人等に対し、施設整備に係る費⽤を補
助することにより受入枠の拡⼤を図る。
また、⺠間保育所について、定員拡⼤や耐震化を

目的として、建替え等を実施する法人に対し、整備
に係る費⽤を補助する。

【継続】公⽴保育所改築等整備事業

入所児童の安全確保を図るため、耐震診断の結果
をもとに施設改修等を実施する。また、むつみ保育
所・むつみ児童館・芦原保育所の統合施設整備につ
いては、実施設計に引き続き、建設⼯事に着⼿する。
・平成28年度：むつみ保育所・むつみ児童館・芦原
保育所の統合施設（実施設計・新築⼯事）、浜脇
保育所・浜脇児童館（⼤規模改修設計）

【継続】留守家庭児童対策施設整備事業

待機児童の解消や４年⽣受入れ、環境整備などを
図るため、留守家庭児童育成センターの整備・改修
を実施する。
・平成28年度：樋ノ⼝留守家庭児童育成センター

【拡充】留守家庭児童育成センター管理運営事業

留守家庭児童育成センターの待機児童の解消を図
るとともに、平成28年度から小学４年⽣の通年受入
れを４箇所でモデル実施する。また、増加する入所
児童や気になる児童に対応するため加配指導員を増

【新規】保育士確保事業

保育士確保に向けた就職説明会の実施及び保育士
資格取得等費⽤の補助を実施する。

【拡充】病児保育事業

施設型の病児保育を拡充するとともに、訪問型病
児保育の助成制度を導入する。

（５）子育て支援の充実

Ｈ28予算 1,300千円

Ｈ28予算 702,272千円

Ｈ28予算 44,760千円

Ｈ28予算 99,644千円

・平成28年度：樋ノ⼝留守家庭児童育成センター
（新築）、⾹櫨園留守家庭児童育成センター（増
設）、深津留守家庭児童育成センター外４箇所
（設計等委託）、⼤社留守家庭児童育成センター
（非常階段設置の設計・⼯事）

児童や気になる児童に対応するため加配指導員を増
員し、さらに、夏休み等⻑期休暇期間中の開所時間
の繰上げを４箇所でモデル実施する。

【新規】子育て支援施策の情報提供の充実

本市独自の子育て支援モバイルサービスを構築す
るとともに、既存媒体（子育てガイド、父子⼿帳、
子育て便利マップ、ポータルサイト等）の周知及び
内容改善を実施する。

Ｈ28予算 10,902千円

【新規】寡婦（夫）控除のみなし適用事業

婚姻歴のないひとり親家庭に対して、公平性の確
保及び支援拡充のため、保育料の決定等において、
寡婦（夫）控除のみなし適⽤を実施する。

【新規】こども未来センター支援アクセス改善
事業

平成27年９⽉に開所した「⻄宮市⽴こども未来セ
ンター」の機能を最⼤限活⽤するため、支援を要す
る子供の早期発⾒に資する機材の導入や教職員のス
キル向上、子供の集団適応訓練などに取り組む。

Ｈ28予算 7,711千円

【新規】子供の貧困対策調査・体制整備計画策
定事業

子供の貧困対策を実施する上での基盤とするため、
子供の貧困の実態や支援ニーズ把握のための調査及
び支援体制の整備計画の策定を⾏う。

Ｈ28予算 3,000千円

Ｈ28予算 191,535千円
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Ｈ28予算 －千円

Ｈ28予算 995,767千円



【新規】防災⼒強化事業

現状の防災対応能⼒を充実、補強するためのシス
テムや資機材等の整備を⾏い、危機管理センターを
整備するまでの⼤規模災害への対応⼒を強化する。
・平成28年度：非常⽤発電コンセントの増設等、タ
ブレット等の追加配備による情報通信機能強化、
災害対策本部等主要執務室への情報発信機能等強
化、学校園等での緊急放送設備の構築等、職員⽤
災害対応物資の備蓄

【継続】防災システム整備事業

危機対応の重要項目とされる情報の収集、解析、
配信について対災性、迅速性、効率性、継続性等の
強化を図るため、防災システムを構築する。
・平成28年度:実証実験、基本計画策定

Ｈ28予算 14,093千円

【継続】消防訓練施設整備事業

総合的な部隊訓練が実施できる消防訓練施設を甲
子園浜に整備する。
・平成28年度：地質調査等委託、設計委託

（６）防災・防犯

①観測･監視機能
②情報収集･発信 共有化機能
③情報分析･判断 支援機能
④統計･解析 支援機能
⑤職員参集･適正配置機能
⑥災対業務支援機能
⑦啓発･訓練機能

防災システムの7つの機能

【継続】下水道施設の整備

管渠・ポンプ場、処理場の施設を更新し、機能の

甲子園浜２丁目
県有地の一部

Ｈ28予算 20,114千円

Ｈ28予算 9,791千円

【継続】瓦木消防署甲東分署建替事業

消防活動拠点としての機能を万全にするため、⽼
朽化に加え⼿狭となった消防庁舎の建替えを⾏う。
・平成28年度：設計委託、建設⼯事 【新規】防犯カメラ設置補助事業

自治会及び防犯協会支部・分会等が防犯カメラを
新設する際、県の補助⾦制度の応募要件を満たす機
器・施⼯費⽤に対して補助⾦の交付を⾏う。

管渠・ポンプ場、処理場の施設を更新し、機能の
維持・強化を図る。また、公共⽤水域の水質向上の
ため、⾼度処理や合流改善事業を進めるとともに、
浸水被害の軽減に向け、⾬水管渠や流出抑制施設
（⾬水貯留施設）の整備を進めるほか、武庫川流域
下水道整備にかかる建設負担⾦を支出する。〔下水
道事業会計〕

Ｈ28予算 5,733,794千円

瓦木消防署甲東分署 移転地
（上ヶ原一番町、上ヶ原山田町）
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Ｈ28予算 73,677千円

Ｈ28予算 17,871千円



【拡充】福祉タクシー派遣事業

【拡充】中央病院医療機器等整備事業

耐⽤年数を経過した医療機器を更新するとともに、
医療水準の向上のために必要な医療機器を整備する。
〔病院事業会計〕
・平成28年度：循環器内科関連機器、放射線科関連
機器、その他診療科⽤医療機器

【継続】中央病院⼤規模改修事業

県⽴⻄宮病院と統合するまでの現施設の機能維持
のため、耐震改修にかかる設計業務や⽼朽化した施
設・設備の改修を⾏うほか、放射線治療機器の更新
に伴い治療棟を設置する。〔病院事業会計〕

【継続】地域包括ケア体制推進事業

⾼齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らせる仕
組みとして⻄宮版地域包括ケアシステムを構築する
ため、課題となっている医療介護連携・⽣活支援
サービスの充実・ショートステイサービスの充実に
向けて施設整備費の補助等を実施する。
・平成28年度：在宅療養相談支援センターの設置等

【継続】生活支援コーディネーター設置事業

⽣活支援サービスの充実及び⾼齢者の社会参加に
向けて、地域での資源開発・ネットワークの構築・
ニーズと取組みのマッチングを⾏う⽣活支援コー
ディネーターを配置する。平成28年度には１名増員
して３名体制とし、今津・中央・夙川地区、鳴尾・
甲子園・瓦木地区、その他の地区及び活動者の人材
養成等の業務を分担し、住⺠主体のサービスやつど
い場の開設等を支援する。

（７）医療・福祉

Ｈ28予算 25,724千円

Ｈ28予算 106,445千円

Ｈ28予算 950,530千円 Ｈ28予算 662,560千円

障害種別による格差の是正を図り、精神障害によ
り公共交通機関の利⽤が困難な精神障害者の⽣活の
質の向上に資するため、すでに重度の⾝体障害者、
知的障害者を対象に実施している福祉タクシー派遣
事業の対象を精神障害者にも拡⼤する。

【新規】認知症ＳＯＳメール配信事業

認知症⾼齢者が⾏方不明となった場合に、あらか
じめ登録している協⼒サポーターへメールにて情報
配信し、⾏方不明者の早期発⾒に繋げる。

【新規】総合福祉センター等福祉ゾーン再整備事業

福祉会館の⽼朽化への対応やいずみ園の環境改善、総合福祉センター内で実施している総合相談窓⼝などの
機能を強化するため、総合福祉センター等の再整備を⾏う。
・平成28年度：旧わかば園解体、いずみ園移転整備に着⼿、総合福祉センター改修設計等

Ｈ28予算 3,043千円

総合福祉センター
福祉会館

旧わかば園

Ｈ28予算 334,797千円

Ｈ28予算 4,515千円
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（８）快適な都市基盤

【継続】ＪＲ⻄宮名塩駅バリアフリー化推進事業

ＪＲ⻄宮名塩駅において、駅を利⽤する⾼齢者、
障害者等の利便性及び安全性の向上を図るため、⾼
低差のある改札⼝と駅前広場及びロータリーの間の
３箇所を相互に結ぶエレベーターの整備を進める。
・平成28年度：エレベーター⼯事、上屋等整備⼯事

【継続】⻄宮浜総合公園・御前浜公園整備事業

⻄宮浜総合公園（約10.3ｈａ）をスポーツやレク
リエーションなどの多様な活動に対応できるよう、
また、御前浜公園（約6.2ｈａ）を恵まれた海辺の
自然環境を保全しながら、市⺠の憩いの場、環境学
習の場として、それぞれ魅⼒あるウォーターフロン
トとなるよう整備を⾏う。
・平成28年度：⼯事（スポーツ広場、入⼝広場等）

Ｈ28予算 146,071千円

【新規】旧芦原小学校グラウンド再整備事業

旧芦原小学校のグラウンドを再整備し、地域活動
の充実のほか、近接する子育て支援施設との連携や
地域内外の交流促進、防災機能の向上を図る。
・平成28年度：測量、基本設計、実施設計

（関連事業）
教員研修センター機能の一時的な確保

総合教育センターの東館と⻄館に、研修機能の一
時的な確保を⾏うとともに、旧芦原小学校資料室を
⻄館に再整備する。
・平成28年度：設計委託

【継続】バス関連助成事業

山⼝地域と南部地域を直接連絡するさくらやまな
みバスの運⾏補助や、バスロケーションシステム導
入に要する費⽤の補助、地域主体によるコミュニ
ティ交通の運⾏支援などを⾏う。

Ｈ28予算 82,795千円

Ｈ28予算 11,400千円

Ｈ28予算 257,400千円

【御前浜公園】
・平成28年度：設計委託

【継続】歩道新設事業

交通事故を防⽌し歩⾏者等の通⾏の安全を確保す
るため、歩道を新設整備する。
・平成28年度：若草町１丁目（設計、歩道新設⼯事）、
津門⼤塚町（検討業務等）等

Ｈ28予算 56,950千円

【⻄宮浜総合公園】

【御前浜公園】

Ｈ28予算 10,268千円
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（９）産業支援・⼤学との連携

（10）公共施設マネジメント

【拡充】企業⽴地促進事業

市外からの⼯場の新規⽴地、市内企業の市内での
移設や増設の際に奨励⾦を交付し、既存の市内企業
の定着や企業⽴地を促進する。これに加え、平成28
年度からは本社機能を移転した場合の奨励⾦を拡充
する。

【新規】⼤学生と市内企業との就職マッチング
事業

市、⼤学、⻄宮商⼯会議所、ハローワーク⻄宮が
参画して「⻄宮市⼤学等就職支援情報交換会」を設
置し、地元志向の⼤学⽣の就職活動を支援する体制
を整備する。
また、市内企業の採⽤情報などを掲載するＷＥＢ

サイト「サクラナビ」を拡充するほか、合同就職⾯
接会や⼤学と企業間のインターンシップ事業にも積
極的に取り組む。

【新規】第⼆庁舎（危機管理センター）整備事業

危機管理体制の強化に資する施設の早期整備とあわせ、⽼朽
化や耐震⾯において喫緊の課題を抱えた庁舎の建替え更新と機
能の集約化を同時に実現する第⼆庁舎（危機管理センター）の
整備に向けた取組みを進める。
・平成28年度：基本計画策定、基本設計着⼿に向けた取組み

Ｈ28予算 19,553千円 Ｈ28予算 8,802千円

【継続】市営住宅等整備事業

阪急電鉄神⼾本線以南の地域については、「⻄宮
市営住宅整備・管理計画」に基づき⽼朽化した市営
住宅をＰＦＩ方式等により建替え、住宅ストックの
縮減・更新を図る。阪急電鉄神⼾本線以北の地域に
ついても、市営住宅の管理⼾数削減を視野に入れた
建替計画を策定する。
・平成28年度：甲子園春⾵町団地建替第１期⼯事、
第２期設計、集約する団地の解体⼯事

Ｈ28予算 1,697,322千円

【新規】アクタ⻄宮ステーション改修事業

利⽤者が増加しているアクタ⻄宮ステーションに
ついて、窓⼝の増設、業務拡充等を実施するととも
に、消費⽣活センターについて、消費者への更なる
啓発を⾏うため、アクタ⻄宮⻄館内にある事務所を
それぞれ移転する。
・アクタ⻄宮ステーション ３階→５階
・消費⽣活センター ５階→３階

Ｈ28予算 52,867千円

Ｈ28予算 15,799千円

建設予定地
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