
第　４　次　西　宮　市　総　合　計　画

実　　　施　　　計　　　画

（平成２６～２８年度）

西　　　宮　　　市



まちづくりの基本目標と将来のまちのイメージ ………………………………………………1 　災害・危機に強いまちづくり ……………………………………………… 11

計画策定の趣旨 ………………………………………………1 　消防・救急救助体制の充実 ……………………………………………… 12

計画の範囲 ………………………………………………1 　道路の整備 ……………………………………………… 13

計画の実施 ………………………………………………1 　公共交通の利便性向上 ……………………………………………… 15

　水の安定供給 ……………………………………………… 16

計画事業の概要 ………………………………………………2 　下水道・河川の整備 ……………………………………………… 16

ま　ち　づ　く　り …………………………………2 　良好な住宅・住環境の整備 ……………………………………………… 17

　 　　いきがい・つながり …………………………………2 　交通安全対策と駐車対策 ……………………………………………… 17

　 　　　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 　   　うるおい・かいてき ……………………………………………… 17

　人権問題の解決 …………………………………2 　   　　～水と緑ゆたかな美しいまち～

　市民活動の支援 …………………………………2 　環境学習都市の推進 ……………………………………………… 17

　公民館・図書館機能の充実 …………………………………2 　緑の保全と創造 ……………………………………………… 18

　芸術・文化の振興 …………………………………3 　資源循環型社会の形成 ……………………………………………… 19

　スポーツ・レクリエーション活動の推進 …………………………………3 　快適な生活環境の確保 ……………………………………………… 20

 　　　すこやか・はぐくみ …………………………………4 　良好な市街地の形成 ……………………………………………… 20

 　　　　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 　　 　にぎわい・そうぞう ……………………………………………… 21

　子育て支援の充実 …………………………………4 　　 　　～人々が楽しく交流する元気なまち～

　家庭教育の支援と青少年の健全育成 …………………………………5 　都市型観光の振興 ……………………………………………… 21

　学校教育の充実 …………………………………6 　産業の振興 ……………………………………………… 22

　計画的・効率的な学校施設運営 …………………………………6 　勤労者福祉の向上 ……………………………………………… 22

　 　　あんしん・あんぜん …………………………………8 計　画　推　進 ……………………………………………… 22

　 　　　～みんなが安心して暮らせる安全なまち～ 　計画的な施設の整備・保全 ……………………………………………… 22

　地域福祉の推進 …………………………………8

　高齢者福祉の充実 …………………………………8

　障害のある人の福祉の充実 …………………………………9

　健康増進と公衆衛生の向上 …………………………………9 計画事業費〔投資的事業〕 ……………………………………………… 24

　医療サービスの充実 …………………………………10

　医療保険・医療費助成・年金制度の安定 …………………………………10

目　　　　　　　　　　次
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計画の実施

ふれあい　感動　文教住宅都市・西宮 　計画の範囲は、「第４次西宮市総合計画」に掲げる施策に基づく事業のうち、

下記のものとする。市民一人ひとりが輝いて生きるまち

子どもたちの笑顔があふれるまち

みんなが安心して暮らせる安全なまち  対象となる事業は、普通会計に属する事業のほか、公営企業会計等（水道事

業、工業用水道事業、中央病院、下水道等)に属する事業。ただし、既に事業

が完了し、債務負担行為により償還のみを行っている事業を除く。

水と緑ゆたかな美しいまち

人々が楽しく交流する元気なまち

 投資的経費にかかる事業については、平成26～28年度に実施する事業。

　実施計画は、「第４次西宮市総合計画」に掲げる計画目標を具体化す
るため、向こう３か年の計画内容を体系的に示し、基本計画と年度予算
を結びつける役割を果たすものであり、ローリング方式により毎年度見
直しを行うこととしている。
　今回の実施計画は、平成25年度に実施した基本計画の中間見直しと後
期事業計画の内容を踏まえ、26年度の予算編成と整合を図りながら、策
定するものである。

 消費的経費にかかる事業については、平成26年度に実施する主要な新規・拡

充事業。

 本市が主体となって推進する事業のほか、国・県・民間等が実施主体で市が

何らかの負担を伴う事業、または助成を行う事業。

　本市の財政状況は、歳出については、社会保障関係経費が年々大きな伸びを

続ける中、公共施設の大規模改修や建替えなどの耐震化、老朽化対策に要する

経費も今後は増大するものと見込まれている。

  一方、歳入面では、市税収入等で一定の増収が見込まれるものの、地方交付

税が減額となり、景気の先行きや社会保障・税一体改革による地方財政への影

響について不透明感が残る状況である。

　また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が依然として高い比率で推移し

ていることから、既存事業の見直しにより、新規・拡充事業のための財源を捻

出していくことが求められる。

  計画の実施にあたっては、このような財政状況を踏まえ、次年度以降の実施

計画の策定及び予算編成過程において、更なる事業費の圧縮や平準化等を行

い、財政収支との調整を図りながら取り組む必要がある。
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計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

まちづくり編　　いきがい・つながり　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～

人権問題の解決

芦乃湯会館設備・施設改修事業 23,000 16,000 芦乃湯会館の機械・電気等設備及び建物の計画的な改修工事を行う。
・平成26年度：２階空調設備更新工事

若竹生活文化会館エレベーター更新事業 ― 22,567 老朽化しているエレベーターの更新工事を平成27年度に実施する。

市民活動の支援

地域自主管理集会施設整備補助事業 12,000 25,000 コミュニティの活動拠点として、自治会等地域団体が行う地域自主管
理集会施設の整備に対して工事費の一部を助成する。
・平成26年度：小曽根町自治会（新築）、西宮北口南自治会（改修）

市民集会施設等大規模補修事業 12,300 22,700 中長期修繕計画の対象となっていない市民集会施設等の空調設備工事
等を行う。
・平成26年度：六軒市民館・中市民館の空調設備工事

船坂小学校跡施設改修事業 49,000 ― 船坂小学校跡施設を地域の活動拠点として有効活用するため、老朽化
した施設の改修を行う。
・平成26年度：食堂棟耐震補強等工事、校舎棟屋根葺替工事、資料展
示室開設工事

公民館・図書館機能の充実

教育文化センター施設整備事業 39,023 19,000 教育文化センター（中央図書館・郷土資料館・市民ギャラリー・平和
資料館）の老朽化した設備を更新する。
・平成26年度：エレベーター、高圧遮断器の更新
・平成26－28年度：空調設備自動制御装置の更新

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －2－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

芸術・文化の振興

大谷記念美術館施設改修補助事業 24,615 52,380 大谷記念美術館の計画的な施設改修に対して補助を行う。
・平成26年度：屋上防水、庭園改修等工事
・平成27年度：自動火災報知設備改修等工事
・平成28年度：給排水衛生設備改修等工事

市民ホール等改修事業 41,857 62,858 老朽化対策や機能向上を図るため、市民ホール等の設備更新を行う。
・平成26年度：市民会館照明設備コンセント改修等工事
・平成27年度：プレラホール照明設備改修等工事
・平成28年度：甲東ホール照明設備改修等工事

神園古墳群第１号墳整備事業 9,026 ― 文化財活用事業における史跡整備事業の一環として、昭和43年に発掘
調査・移築された後、平成24年に市に移管された神園古墳群第１号墳
の整備工事を実施し公開する。

スポーツ・レクリエーション活動の推進

西宮市新体育館整備事業 2,719,680 144,960 アサヒビール西宮工場跡地に新体育館及び共用駐車場を建設するため
の用地を購入する。用地取得後は造成工事を行う。
また、大学や企業、スポーツ関係団体のほか、学識経験者などで構成
する「(仮称)新体育館建設推進委員会」を設置し、新施設のコンセプ
ト、基本構想についての検討・協議を経て、基本計画を策定する。
・平成26年度：用地先行買収（特別会計）
・平成28年度：共用駐車場用地買戻し（一般会計）

スポーツクラブ21クラブハウスへのＡＥＤ設
置

★ 2,042 ～ 緊急時の対応が迅速かつ適切に行えるよう、スポーツクラブ21の活動
拠点であるクラブハウス(各小学校）にＡＥＤ（ポータブルタイプ）を
設置する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －3－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

まちづくり編　　すこやか・はぐくみ　～子どもたちの笑顔があふれるまち～

子育て支援の充実

子ども・子育て支援新制度推進業務 ★ 65,446 ～ 平成27年度から実施される国の子ども・子育て支援新制度に向けて、
西宮市子ども・子育て会議（審議会）を開催し、子育て当事者などの
意見を反映させながら、西宮市子ども・子育て支援事業計画の策定、
各種基準の制定を行う。

母子生活支援施設整備事業 401 187,740 母子生活支援施設の環境改善を図るため、施設整備を行う。

留守家庭児童対策施設整備事業 116,863 55,828 児童福祉法に基づき放課後留守家庭児童の健全育成を図るため、留守
家庭児童育成センターを整備する。
・平成26年度以降：安井小留守家庭児童育成センター（建替）
              　　第46小留守家庭児童育成センター（新設）等

保育サービスの充実 ★ 12,059 ～ 深刻な虐待ケースに対する保育支援を行うための保育士を配置する。
また、子育てコンシェルジュを配置し、子育てに関する情報提供な
ど、きめ細かな相談に応じられるよう体制の充実を図る。さらに、公
立保育所２園で一時預かり事業を実施し、在家庭への支援を拡大す
る。

民間保育所運営補助等事業 ★ 4,796,289 ～ 待機児童の解消を図るため、民間保育所の新設および増築による定員
増を行い、それぞれ運営費等の補助を行う。また、新設保育所１園に
て休日保育事業を実施する。
・平成26年度：西宮セリジエ保育園（新設）、マザーシップ西宮北口
保育園（新設）、日野の森保育園（新設）、夙川宝保育園（増築）等

保育ルーム等事業 ★ 399,284 ～ 保育ルームの保育水準を確保するため、各施設を巡回して指導、相談
を行う支援員を増員するとともに、保育ルーム運営助成金の補助単価
を一部見直す。病児・病後児保育事業については、引き続き２か所で
実施する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －4－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

小規模保育運営補助事業 ★ 165,437 ～ 保育所の待機児童の解消を図るため、定員15人を上限とする小規模保
育事業を実施し、運営する法人に対して運営費を補助する。

公立保育所等耐震化事業 138,373 2,450,021 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。
・平成26年度以降：学文殿保育所建替工事等

民間保育所等整備事業 886,528 1,537,038 保育所の待機児童の解消を図るため、保育所(分園含む)、認定こども
園、小規模保育事業の施設を整備する社会福祉法人等に対して施設整
備に係る費用を補助する。
・平成26年度以降：高畑町保育所（新設）等

認定こども園運営補助事業 ★ 7,611 ～ 保育需要の増加に対応するため、認定こども園を運営する私立幼稚園
に対し、運営費を補助する。

子育て支援拠点施設整備事業 10,308 19,460 現在、15か所ある地域子育て支援拠点施設ついて、次世代育成支援行
動計画後期計画の目標値である20か所の開設を目指し、新たな施設を
整備する。
・平成26年度：第46小学校内子育て支援施設他
・平成27年度：第46小学校内子育て支援施設

児童手当・児童扶養手当システムのオープン
化

★ 32,076 ― 児童手当・児童扶養手当システムのオープン化実施に向けて、システ
ムの再構築を行う。平成26年度に着手し、27年度よりオープンシステ
ムを稼動させる。

家庭教育の支援と青少年の健全育成

丹波少年自然の家建設費負担事業 6,760 13,357 丹波少年自然の家におけるリニューアル整備工事及び本館耐震工事に
伴う事業費借入金の償還費を、阪神７市１町の負担区分により負担す
る。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －5－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

学校教育の充実

学校情報化推進事業 ★ 266,402 ～ 「夢のある授業・わかる授業」を基本理念とし、その実現のためのＩ
ＣＴ環境整備を行う。また、より子どもと向き合う時間を確保するた
め、教員のＩＣＴスキルの向上に努めるとともに校務支援システムの
完成度を高め、教員の校務負担軽減を目指す。
平成26年度は、校務用パソコン等の機器更新や学校情報化推進モデル
校において25年度から実施しているタブレットパソコン等の実証研究
を継続する。

幼稚園における保護者負担の公私間格差是正 ★ 915,061 ～ 幼稚園における保護者負担の公私間格差を是正するために、私立幼稚
園に通う園児の保護者に対して助成している就園奨励金について、低
所得世帯と多子世帯の保護者負担の一層の軽減を図り、市民に対して
より広い就園の選択肢を提供する。

給食施設設備整備事業 30,000 60,000 学校給食施設設備の改修等を年次的に進めるため、給食室の老朽釜置
換えや給食用備品の買換えを行う。

特別支援教育サポート事業 ★ 102,459 ～ 個々の子どもたちの教育的ニーズに応じた適切な指導や支援を行い、
校内の支援体制の充実を図るため、各小中学校に配置している特別支
援教育支援員の配置時間を拡充する。

西宮養護学校整備事業 ― 5,000 西宮養護学校の校舎の老朽化や児童・生徒の障害の重度化・重複化へ
の対応や、児童・生徒数の増加などの課題解決のため、建替えに向け
た検討を行う。
・平成28年度：基本構想策定

計画的・効率的な学校施設運営

学校施設空調設備整備事業 386,982 2,082,417 中学校普通教室等への空調設備の整備をＰＦＩ手法により、平成25・
26年度の２年間で行う。未整備の小学校については、26年度は４校に
整備し、残りの小学校は27・28年度の２年間で整備する。
[平成26年度の小学校４校の整備工事については、25年度補正予算で計
上し、繰越して実施する。]

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －6－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

学校施設整備事業 106,800 331,719 学校の安全・安心対策や老朽設備等の機能改善などを中心に、学校の
施設整備を年次的に行う。トイレについては、更なる洋便器化の推進
のため、効率的・効果的な整備手法を検討する。また、体育館天井材
の落下防止対策等、非構造部材の耐震化に向け設計業務を実施する。

学校施設エレベーター設置事業 6,584 268,281 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次年度整備予定の設計業務を実施する。
・平成26年度：２校（小学校１校、中学校１校）
・平成27年度：３校
・平成28年度：３校
[平成26年度の小学校１校、中学校１校の設置工事については、25年度
補正予算で計上し、繰越して実施する。]

学校施設中長期修繕計画事業 100,000 200,000 外壁改修及び屋上防水工事を実施することにより、建物の長寿命化を
図り、児童・生徒の良好な学校教育環境の確保と、外壁落下防止対策
などの安全を確保する。
・平成26年度：外壁改修１校　屋上防水２校
・平成27年度：外壁改修１校　屋上防水６校
・平成28年度：外壁改修１校　屋上防水４校

上甲子園小学校校舎等増改築事業 422,637 1,508,541 新耐震基準を満たさない上甲子園小学校北校舎について、児童や地域
住民の安全・安心の確保を目的として増改築を行う。
・平成26年度：先行工事、南校舎空調設置、北校舎解体、
　　　　　　　校舎改築工事
・平成27年度：校舎改築工事完了、南校舎既存不適格等改修工事、
　　　　　　　外構工事
・平成28年度：運動場整備

南甲子園小学校校舎等増改築事業 408,706 2,275,515 新耐震基準不適合や教室不足の課題を解消するため、校舎全面改築を
実施する。また、同校が甲子園浜から約300ｍに位置するため、地域住
民の避難場所として、津波避難も考慮した防災機能の強化を図るほ
か、効率的･効果的な改築を実施するため、デザイン･ビルド（設計施
工一括）手法を導入する。
・平成26年度：実施設計、先行工事、北校舎等解体、校舎改築工事
・平成27年度：校舎改築工事完了
・平成28年度：南校舎解体工事、外構工事

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －7－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

第46小学校新設事業 861,796 2,252,004 高木小学校の過大規模を解消するため、平成28年度開校を目指して、
高木小学校区内に新設校を整備する。
・平成26年度：実施設計、校舎等新設工事
・平成27年度：校舎等新設工事、外構工事、備品購入

上ヶ原小学校正門南側通学路拡幅事業 1,500 36,180 安全な通学路を整備するため、上ヶ原小学校正門より南側の通学路の
拡幅工事を行う。
・平成26年度：測量、設計
・平成27年度：拡幅工事

まちづくり編　　あんしん・あんぜん　～みんなが安心して暮らせる安全なまち～

地域福祉の推進

鉄道駅舎エレベーター等設置補助事業 46,500 ― バリアフリー化を促進するため、鉄道事業者が駅舎にエレベーター等
を設置する際、事業費の一部を補助する。
・平成26年度：ＪＲ生瀬駅エレベーター等設置工事

人にやさしいまちづくり事業 ★ 3,000 ― 福祉会館や総合福祉センターなどの健康福祉関連施設について、再配
置構想の策定を行う。

高齢者福祉の充実

特別養護老人ホーム等整備事業 573,136 451,610 介護保険事業計画に基づき、市民の安心を確保するために行う特別養
護老人ホーム等の整備について、その施設を建設運営する社会福祉法
人に対し、建設費等の補助を行う。
・平成25～26年度：枝川町
・平成26～27年度：一里山町、甲子園九番町

福祉施設補修・改修事業 8,712 24,966 老人福祉施設等の老朽化した設備や機器について、適切に修繕や更新
を行い、安心して利用できる環境を提供する。
・平成26年度：鳴尾老人福祉センター屋根改修工事他
・平成27年度：すこやかケア中央ナースコール中央制御盤装置交換工
事他

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －8－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

介護保険システム改修委託事業 ★ 37,984 ― 平成27年４月施行の改正介護保険法及び第６期介護保険事業計画にあ
わせ、介護保険システムの改修を行う。

障害のある人の福祉の充実

民間障害福祉施設建設補助事業 202,405 126,660 障害者が地域で安心して生活できる社会を構築するため、グループ
ホームの整備や、市が寄付を受けた中前田町の用地を活用し、社会福
祉協議会が整備・運営する生活介護事業等を行う施設の整備に対し、
一部補助を行う。
・平成26年度：障害者生活介護事業所等整備及び障害者グループ
　　　　　　　ホーム整備
・平成27年度：重度障害者生活介護事業所整備及び障害者グループ
　　　　　　　ホーム整備

総合福祉センター改修事業 57,810 23,109 老朽化した設備を計画的に更新し、市民が安心して利用できるよう安
全な施設として整備する。
・平成26年度：本館人荷用エレベーター更新工事
　　　　　　　別館エレベーター更新工事
・平成27年度：本館給湯ボイラー更新工事
　　　　　　　本館プール全熱交換器更新工事
　　　　　　　別館屋上防水改修工事

児童発達支援センター等整備事業 521,153 717,970 老朽化したわかば園を本市の発達支援の中核施設として再整備する。
あわせて、スクーリングサポートセンターとの合築を図り、平成27年
度の完成に向け整備を進めるとともに、発達障害をはじめ様々な課題
を持つ子どもたちを支援するために、福祉と教育、医療の相互連携を
目指す。平成27年８月開設予定。
・平成26年度：実施設計、施設整備工事等
・平成27年度：施設整備工事等

健康増進と公衆衛生の向上

保健所業務システムの再構築 ★ 11,610 ― 現行の保健所業務システムについて、本庁の共通基盤に移行させるな
ど、必要な整理・集約を行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －9－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

保健所施設整備事業 ― 5,000 保健所施設の整備に向け、調査を実施する。

前立腺がん検診事業 ★ 16,281 ～ 死亡率が増加している前立腺がんの早期発見・治療につなげるため、
50歳以上の男性を対象とした前立腺がん検診を開始する。

予防接種事業(風しん抗体検査、風しん等ワ
クチン接種助成)

★ 15,568 ～ 風しんの感染予防やまん延防止を図り、先天性風しん症候群を予防す
るため、妊娠を希望する女性等を対象に抗体検査や予防接種に対する
補助事業を行う。

医療サービスの充実

中央病院医療機器等整備事業 70,000 130,000 耐用年数を経過した医療機器や、医療水準に適合しない医療機器を年
次的に更新する。〔病院事業会計〕

中央病院施設修繕事業 15,000 20,000 患者の安全性を確保し、病院経営に支障をきたさないよう、老朽化し
た施設・設備の修繕を行う。〔病院事業会計〕

医療情報（電子カルテ）システム更新事業 697,400 ― 患者の利便性や医療の質の向上を図るため、保守期限を迎える医療情
報システムについて、今後の医療環境を見据えたシステムを導入す
る。〔病院事業会計〕

中央病院移転整備事業 1,854,620 5,078,783 良好な医療環境の整備や経営の健全化のため、アサヒビール西宮工場
跡地への移転整備を行う。〔病院事業会計〕
・平成26年度：新病院用地購入
・平成27年度：新病院設計業務
・平成28年度：新病院建設着工

医療保険・医療費助成・年金制度の安定

国民健康保険特定健康診査・特定保健指導
データ管理委託事業

★ 14,281 ～ 国民健康保険特定健康診査・特定保健指導のデータ管理を国民健康保
険団体連合会へ委託することで、健診データの有効な活用を図り、効
果的な保健事業の実施を目指す。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －10－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

国民健康保険被保険者負担軽減のための国保
特別会計への繰出金

★ 1,000,000 ～ 医療費の増加などによる国民健康保険被保険者の負担を軽減するた
め、一般会計からの繰り入れを継続することにより、保険料率の抑制
を図るとともに、特別減免を引き続き実施する。

国民健康保険料納付案内コールセンター事業 ★ 17,688 ～ 初期滞納者への電話による納付の催告を早期に行うとともに、口座振
替利用の勧奨もあわせて実施することで、保険料収納率の向上を目指
す。

福祉医療費助成制度の維持及び拡充 ★ 3,714,184 ～ 障害者医療及び高齢障害者医療において、精神障害者保健福祉手帳２
級所持者の助成内容を外来にまで拡充し、障害種別による格差を解消
する。

災害・危機に強いまちづくり

災害用備蓄トイレ配備事業 ★ 10,751 ～ 災害発生直後の初期対応として、市内の各避難所に車椅子の利用者や
子供から高齢者まで様々な条件の市民が利用できるトイレを速やかに
配備できるよう、年次的に備蓄する。

青峯連絡道整備事業 16,000 99,400 青葉台地区と花の峯地区を結ぶ連絡道路を整備し、災害時の避難路・
救援路として防災力の強化を図る。
・平成26年度：調査設計等委託

(仮称)総合防災センター整備事業及び教育委
員会庁舎整備事業

★ 8,928 ～ 市民の防災への関心が高まる中、各種災害等に対応するための防災拠
点を整備する。併せて、老朽化した教育委員会庁舎を建て替え、耐震
化と利便性の向上を図る。

防災マップ更新事業 ★ 39,789 ～ 平成25年度に改定した西宮市防災マップを、全市域の住民に配布す
る。

津波避難施設等看板設置事業 ★ 29,946 ～ 津波等の災害発生時に、市民が円滑に避難できるように、津波避難喚
起看板、避難施設等への誘導を促す看板等を設置する。

急傾斜地崩壊対策事業 ― 10,000 県が施工する急傾斜地崩壊対策工事の費用の一部を負担する。

南海トラフ巨大地震等対策事業 ★ 65,290 ～ 近い将来必ず発生するといわれる南海トラフ巨大地震に対する備えと
して避難訓練のほか、非常用物資備蓄・倉庫の整備、緊急告知ラジオ
購入費補助金、災害時要援護者支援事業等を行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －11－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

消防・救急救助体制の充実

消防団車庫整備事業 43,500 72,873 老朽化した消防団車庫を、消防団の活動拠点にふさわしい鉄骨造の施
設に改築する。
・平成26年度：鳴尾北分団

消防団車両等整備事業 49,572 107,640 長期使用により主性能が低下した車両及び老朽化した防災資機材を計
画的に更新する。

西宮消防署建替事業 557,844 975,063 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26年度：用地買収（アサヒビール西宮工場跡地）、地質調査等
委託
・平成27年度：設計委託、建築等工事
・平成28年度：建築等工事

瓦木消防署甲東分署建替事業 253,736 639,807 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26年度：用地買収、地質調査等委託
・平成27年度：設計委託、建築等工事
・平成28年度：建築等工事

消防訓練施設整備事業 ― 11,454 総合的な部隊訓練が実施できる消防訓練施設を整備する。

消防救急無線デジタル化事業 567,000 ― 電波法関係審査基準の一部改正に基づき、デジタル化に対応した消防
救急無線設備を整備し、災害現場での安定した通信手段を確保する。

消防通信施設等整備事業 5,353 5,452 経年劣化した署活動用無線機を更新整備する。

消防局車両等整備事業 162,392 355,511 ＮＯx・ＰＭ法の規制対象車両、長期使用により主性能が低下した車両
及び救助用資機材を計画的に更新整備する。
・平成26年度：水槽付消防ポンプ自動車等
・平成27年度：高規格救急車等
・平成28年度：はしご車等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －12－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

耐震性防火水槽整備事業 ― 29,278 山口町中野地区の中野青木児童遊園に、耐震性防火水槽を１基設置す
る。

道路の整備

阪急電鉄神戸本線連続立体交差検討事業 ― 3,000 阪急電鉄神戸線の西宮北口駅周辺から武庫川までの平面区間につい
て、鉄道と道路の連続立体交差についての検討を行う。

競馬場線街路事業 203,000 438,000 競馬場線（市道幹６号線）の道路整備を行い、鳴尾駅周辺の交通環境
の改善を図る。
平成26年度：調査設計等委託、用地買収、物件移転等補償等

県施行事業地元負担金（阪神本線連続立体交
差事業(鳴尾工区)等）

501,100 924,813 阪神電鉄本線の甲子園駅から武庫川駅間（約1.87km）の連続立体交差
事業について、費用の一部を負担する。

鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業 428 10,856 兵庫県が施行している阪神本線連続立体交差事業と併せて、鳴尾駅周
辺の道路や駅前広場の整備を行う。

阪神本線連続立体交差事業に伴う関連事業 900 8,300 阪神本線連続立体交差事業の沿道環境整備の一環として、道・水路等
の整備を行う。

西448号線道路改良事業 34,900 131,900 鷲林寺地区の歩行者の安全対策と沿道環境の改善を図るため、現道を
拡幅し歩道整備を行う。
・平成26年度：調査設計等委託、用地買収等

渋滞交差点改良事業 46,200 40,000 右折レーンの設置や幅員構成の変更等により、渋滞解消及び交通の安
全性向上を図る。
・平成26年度：西宮本町交差点

踏切改良事業 ― 6,000 歩行者等の通行が多い踏切及び踏切に接続する道路において、幅員構
成の見直しや道路改築により歩道整備を行い、歩行者等の安全対策を
図る。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －13－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

道路二次改築事業 311,100 639,600 老朽化した幹線道路等について、歩道のバリアフリー整備や車道の高
機能舗装（排水性舗装）等を行う。
・平成26年度：中津浜線、山手幹線、大浜老松線、旧国道

甲180号線電線共同溝整備事業 137,500 112,000 関西学院大学前・学園花通りの無電柱化整備により、都市景観の形成
及び広域避難地等への緊急避難路の防災機能の向上を図る。
・平成26年度：道路改良等工事等

山手幹線街路事業（熊野工区） 157,000 587,000 未整備区間である熊野工区について、早期整備を図る。
・平成26年度：道路改良等工事、用地買収等

歩道改良事業 26,000 70,000 歩道のバリアフリー化を図るために、歩道の交差点部における段差解
消を実施する。
・平成26年度：苦楽園一番町外

甲256号線道路改良事業 18,000 ― 上ケ原中学校の西側に位置する甲256号線の幅員狭小及び見通し不良区
間について、道路改良工事を行う。
・平成26年度：道路改良等工事

歩道新設事業 249,100 499,149 歩道未整備の道路において、交通事故を防止し歩行者等の通行の安全
を確保するために歩道を整備する。
・平成26年度：津門呉羽町外

自転車通行帯改良事業 22,700 92,400 交差点前後で屈曲し狭隘となっている自転車通行帯の改築を行い、自
転車の円滑な走行と自転車と歩行者の通行の安全を図る。
・平成26年度：臨港線

通学路安全対策（路肩カラー舗装化）事業 96,024 ― 歩道新設整備が実施不可能な通学路の安全対策として、道路肩のカ
ラー舗装化を実施する。
・平成26年度：古川町外

交通安全施設等整備事業(交通安全特別交付
金)

85,000 170,000 道路交通安全を確保するために、交通安全施設の新設等を実施する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －14－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

橋梁改良事業 13,900 57,200 被災落橋した場合に市民生活等に与える影響が大きい市管理橋梁につ
いて、橋脚補強・落橋防止等の耐震対策を実施する。
・平成26年度：越木岩橋

橋梁長寿命化修繕事業 155,000 330,000 将来にわたる橋梁の修繕・架け替えに係る費用の縮減を図るために、
予防的な修繕などを行い橋梁の長寿命化を図る。
・平成26年度：夙川橋外

舗装補修事業 39,000 117,000 老朽化した道路舗装の補修を行う。
・平成26年度：小曽根線

立体横断施設改修事業 10,250 29,525 老朽化している道路施設の横断歩道橋、エレベーター、エスカレー
ターの長寿命化修繕や更新を図る。
・平成26年度：上鳴尾歩道橋

道路附属施設更新事業 37,600 85,000 老朽化している交通安全施設（道路反射鏡、道路標識、防護柵）の長
寿命化修繕、更新を図る。

道路照明灯更新事業 37,651 112,200 損傷や老朽化により転倒などの恐れがある道路照明灯の計画的な更新
整備を行い、道路交通の安全性を確保する。

道路防災事業 80,000 74,000 老朽化している道路法面・擁壁や道路附属物の長寿命化修繕、更新を
図る。

公共交通の利便性向上

甲子園駅改善等整備事業 160,600 476,832 駅のバリアフリー化を含めた甲子園駅総合改善事業を支援するととも
に、駅周辺部の安全で円滑な交通機能の確保や賑わいとうるおいのあ
る駅前空間の整備を検討する。
・平成26年度：東駅舎工事、屋根工事等
・平成27年度：東駅舎工事、ホーム工事等
・平成28年度：ホーム工事、周辺整備等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －15－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

西宮市総合交通戦略策定調査等業務 ★ 11,488 ― 公共交通などの移動利便性の高いまちづくりを進めるため、中長期的
な交通計画や施策・事業の実施プログラムから構成される「西宮市総
合交通戦略」の策定に引き続き取り組み、平成26年度中に計画を取り
まとめる。また、長期未着手路線が残存する都市計画道路網につい
て、見直しを行う。

阪急武庫川新駅周辺まちづくり構想策定業務 ★ 4,000 ～ 阪急電鉄神戸線武庫川部の新駅設置について、駅設置に向けた検討を
行うとともに、新駅周辺の都市基盤整備に向けたまちづくりの基本構
想を策定する。

ＪＲ西宮名塩駅バリアフリー化推進事業 17,000 130,800 ＪＲ西宮名塩駅において、駅利用者の利便性向上を図るため、高低差
のある改札口と駅前広場及びロータリーの間を相互に結ぶエレベー
ターを整備する。
・平成26年度：詳細設計
・平成27年度：設置工事等

水の安定供給

上水道施設の整備 2,710,364 8,740,253 施設整備計画に基づき、災害に強い水道システムの構築を目指し、老
朽管や各施設の更新及び耐震化を進める。[水道事業会計]

琵琶湖総合開発事業割賦負担金 ★ 3,814 ― 上水を安定供給するため、琵琶湖総合開発事業に参画することにより
安定した水源を確保する。[水道事業会計]

阪神水道企業団への出資金 ★ 329,109 ～ 市民に安全な水を安定的に供給するため、阪神水道企業団が実施する
第５期拡張事業等に対して出資を行う。

下水道・河川の整備

下水道施設の整備 4,922,924 11,152,375 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]

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －16－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

良好な住宅・住環境の整備

建築確認情報管理システム整備事業 ★ 10,000 ― 現行システムはACCESS2003を利用しており、平成27年度の機器更新後
のOSに対応させた新システムを構築する。

特定優良賃貸住宅事業 ★ 43,262 ～ 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、民間の事
業者が建設した良質なファミリー向け賃貸住宅を特定優良賃貸住宅と
して供給する。

ＵＲ借上住宅返還事業 ★ 117,194 ～ 阪神・淡路大震災後に20年間の有期限で、現独立行政法人都市再生機
構（ＵＲ）より借上げ、公営住宅として供給した住宅の現居住者に別
の市営住宅等への住み替えを促し、当該住宅を当初契約期間満了時に
ＵＲへ返還を進める。

市営住宅整備事業 807,078 3,691,747 「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき、老朽化した市営住宅をＰ
ＦＩ方式等により計画的に建替えることにより、住宅ストックの更新
を図る。（市営石在町団地整備事業ほか）

市営住宅等改修事業 305,618 1,639,147 住宅の安全性の向上を図るため、既存市営住宅の外壁改修や耐震改修
等を行う。

市営住宅等跡地整備事業 111,296 63,208 「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき、用途廃止の上、他の団地
に統合された住宅の解体、跡地整備等を行う。

交通安全対策と駐車対策

自転車駐車場整備事業 6,330 12,900 主要５駅を中心に放置自転車等が多い駅周辺において自転車駐車場の
整備を行い、市民サービスの向上と放置自転車の減少に努める。

まちづくり編　　うるおい・かいてき　～水と緑ゆたかな美しいまち～

環境学習都市の推進

エコエネルギー設備導入促進補助事業 ★ 45,000 ～ 市域の温室効果ガス排出削減のために、太陽光発電システムや家庭用
燃料電池等の設置に対して補助金を交付する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －17－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

公共施設への太陽光発電設備・蓄電池整備事
業

74,394 31,606 市域の温室効果ガス排出削減のために、公共施設に太陽光発電設備を
整備する。また、災害等による停電に備えるため蓄電池を併せて整備
する。
・平成26年度：上ヶ原小学校、深津中学校
・平成27年度：公共施設（１～２施設）

公用車への電気自動車導入モデル事業 ★ 2,785 ～ 市域の温室効果ガス排出削減のために、公用車に電気自動車をモデル
的に導入する。
・平成26年度：５台

甲子園浜自然環境センター改修整備事業 12,000 ― 老朽化している施設の上下水道配管を改修し、給水・排水機能を整備
する。

緑の保全と創造

生物多様性地域戦略推進業務 ★ 3,767 ～ 生物多様性にしのみや戦略を推進するにあたり、それぞれの生態系を
保全するための自然調査や保全整備を行う。

公園施設更新事業 50,500 66,000 老朽化した公園施設の計画的な更新・改修を行い、利用者にとって安
全で快適な公園を提供する。
・平成26年度：テニスコート改修工事（浜甲子園運動公園、塩瀬中央
公園）、武庫川サイクリングロード改修工事等
・平成27年度：遊具・運動施設等改修工事
・平成28年度：遊具・運動施設等改修工事

国見台内公園緑地・街路維持管理事業 ★ 2,079 ～ 名塩北山公園ほか、国見台内の公園、街路の樹木管理、除草清掃作業
及び公園施設の維持管理を行う。

西宮浜・御前浜公園整備事業 30,904 344,200 西宮浜総合公園（10.3ｈａ）・御前浜公園（9.0ｈａ）を恵まれた海辺
の自然環境を保全しながら、市民の憩いの場・子どもたちの環境学習
の場として、また、スポーツやレクリエーションなどの多様な活動に
対応できる魅力あるウォーターフロントとなるよう整備を進める。
・平成26年度：基本設計委託
・平成27年度：実施設計委託
・平成28年度～：整備工事

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －18－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

多目的・防災公園整備事業 1,818,224 9,350 アサヒビール工場跡地に1.0ｈａの多目的・防災公園を整備し、平常時
には市街地における貴重な緑の空間として、また、災害時には、西宮
消防署、中央病院、体育館など周辺施設と連携して災害対応の拠点と
しての役割を果たす。
・平成26年度：用地先行買収（特別会計）、基本設計委託
・平成27年度：実施設計委託、用地買戻し（一般会計）
・平成28年度：用地買戻し（一般会計）

植物生産研究センター設備更新事業 12,100 ― 健全な花苗の安定した生産・供給や西宮市オリジナル植物の開発のた
め、花工房温室機器類を更新する。

資源循環型社会の形成

清掃作業車両整備事業 49,737 80,000 耐用年数に達したじんかい収集・水路清掃作業車両を、順次低公害車
に買い替え等を行う。

じんかい収集事業（委託地区の拡大） ★ 32,039 ～ 委託地区を拡大することにより、じんかい収集に係るコストのさらな
る削減を目指す。

広域廃棄物埋立処分場建設事業 472 22,300 大阪湾フェニックス計画による廃棄物埋立処分場の建設工事のうち、
一般廃棄物（焼却灰等）にかかる建設費を負担する。

西部工場解体整備事業 6,362 151,488 西部工場解体撤去のための汚染物調査、基本設計、実施設計、解体事
業者選定及び解体工事を行う。
・H26年度　汚染物調査、基本設計
・H27年度　汚染物調査、実施設計
・H28年度　解体事業者選定、解体工事

西部総合処理センター基幹設備更新事業 570,295 2,301,940 西部総合処理センターの焼却施設及び破砕選別施設において、老朽化
により機能低下が生じている設備や機器を更新・改良することによ
り、処理能力を維持し、併せて施設の安定稼動及び延命化を図る。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －19－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

快適な生活環境の確保

食肉センター整備事業 21,600 104,410 食肉センターにおいて、老朽化した設備の更新を行う。
・平成26年度：小動物脱毛機更新工事
・平成27年度：小動物予冷庫設備更新工事
・平成28年度：大動物予冷庫設備更新工事

満池谷火葬場火葬設備改修事業 8,640 14,300 故障等による業務停止を避けるため、耐用年数を経過した火葬設備を
計画的に更新する。
・平成26年度：排ガス処理設備更新
・平成27年度：排ガス処理設備更新
・平成28年度：排気筒設備更新

白水峡公園墓地建設事業 63,340 51,012 白水峡公園墓地の整備を行い、市民に低廉で良質な墓地を計画的に供
給する。
・平成26年度：墓所80区画整備等
・平成27年度：墓所整備設計委託等
・平成28年度：墓所200区画整備

環境監視事業 ★ 7,344 ～ ＰＭ2.5の成分分析を実施し、発生源を特定するなど、効果的なＰＭ
2.5対策を検討する。

環境監視設備等整備事業 9,805 20,000 大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に規定された大気汚染や水質汚濁
等の常時監視測定を円滑に実施するため、測定機器を適正に整備、更
新する。

良好な市街地の形成

アサヒビール西宮工場跡地等まちづくり検討
事業

9,720 184,800 アサヒビール西宮工場跡地におけるまちづくりの推進とあわせ、ＪＲ
を横断する新たな自転車・歩行者道路整備の実現に向けた取組みを進
める。

ＪＲ西宮駅北側～阪急西宮北口駅における市
用地有効活用検討事業

★ 3,000 ― 対象市有地における実現可能な有効活用策について、地域住民の意向
を把握しながら具体的な検討を進める。

狭あい道路拡幅事業 ★ 31,542 ～ 狭あい道路の後退用地・すみ切り用地を確保し、道路として拡幅整備
を行うことにより、災害に強く安全なまちづくりを推進する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －20－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

甲東瓦木地区基盤整備事業 ★ 2,000 4,000 土地区画整理事業として都市計画決定されている甲東瓦木地区の整備
について、現在の地区特性を踏まえ、都市計画の見直しも含めて検討
を行う。

武庫川広田線整備事事業(中津浜線以東～瓦
木なかの道）

― 18,000 中津浜線以東の都市計画道路の未整備区間について、交通の安全と円
滑化を図る。

甲東瓦木地区都市再生整備事業 20,000 216,000 第46小学校の新設に伴い、安全で安心な通学路確保のため、水路蓋掛
けなどによる道路改良・歩行者通行のための路側帯カラー舗装化・照
明施設の増設等を行う。

アサヒビール西宮工場跡地整備関係事務 ★ 6,000 ― アサヒビール西宮工場跡地において、計画的なまちづくりを進めると
ともに、交通アクセスの機能強化等を図るため、歩行者・自転車によ
るアクセス経路や鉄道駅との連絡通路など、交通関係施設の調査や検
討を行うほか、新たな都市拠点にふさわしい景観を形成するため、景
観形成方針の検討を行う。

西178号線道路改良等事業 16,460 300,680 西宮浜と内陸部の連絡道路、バス路線である西178・180号線の拡幅・
自転車歩行者道の整備及び西宮旧港の一部を埋立て周辺整備を行い、
通行の安全や環境の改善を図る。
・平成26年度：調査設計等委託

まちづくり編　　にぎわい・そうぞう　～人々が楽しく交流する元気なまち～

都市型観光の振興

都市型観光推進事業 ★ 22,260 ～ 本市の観光振興事業の牽引役を担う西宮観光協会の体制を整備し、
「西宮まちたび博」と既存イベントとの連携を図り、１年を通じた観
光プログラムを提供する。また、観光キャラクター「みやたん」を活
用し、本市の多彩な魅力を市内外へ発信する。

観光情報発信拠点の設置 ★ 27,962 ～ 阪急西宮北口駅構内に観光案内所を設置するとともに、阪神甲子園駅
周辺整備に合わせて、観光案内所の設置を検討する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －21－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

産業の振興

卸売市場の整備に向けた調査等事業 ★ 21,000 ～ ＪＲ西宮駅前の卸売市場について、平成24年度に策定した整備方針に
基づき、土地利用計画及び施設計画案の作成など、市場事業者が主体
となって事業推進できるよう支援する。

市内小売業逸品活動事業 ★ 8,525 ～ 消費税率改定が実施される平成26～27年度において、市内全域の店舗
を対象に、各店がターゲットとなる顧客や訴求方法等、創意工夫を凝
らした逸品を販売する事業を実施する。

勤労者福祉の向上

勤労会館他建物設備改修事業 18,940 6,000 勤労会館ほか２施設の設備を計画的に更新し、利用者の利便性の向上
や施設の安全性を確保する。
・平成26年度：勤労青少年ホームの受水槽等更新工事
・平成27年度：勤労会館第８会議室照明及び音響工事

就労支援事業 ★ 7,184 ～ 若年無業者などの就職困難者や、失業中の中高年齢者などが就職でき
るように、相談業務・情報提供・セミナー・就労体験など、各対象者
ごとに必要な支援を行う。

計画推進編

計画的な施設の整備・保全

山口町多目的広場整備事業 ― 27,814 北部地域のスポーツ施設の拠点となるよう、山口町多目的広場の整備
を行う。
・平成27年度：測量、基本設計
・平成28年度：実施設計

駐車場維持管理事業 15,000 30,000 西宮市立北口駐車場に設置している精算機・発券機・認証機等につい
て、計画的な機器更新・部品交換を行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －22－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成26年度 平成27～28年度

事 業 費
事　　　　業　　　　の　　　　概　　　　要施　　策　・　事　　業　　名

公共施設の中長期修繕計画事業 372,405 933,450 公用・公共建築物の劣化を防止し良好な状態を保つため、適時・適切
な保全を実施することにより、安全・機能の確保、建築物の長寿命化
を図る。また、ライフサイクルコストの低減などにより、環境負荷軽
減にも貢献する。
・平成26年度：屋上防水改修（食肉センター等）、外壁改修（教育文
化センター等）、主要空調設備改修（塩瀬支所等）

公共施設耐震診断・耐震改修事業 307,874 786,349 西宮市耐震改修促進計画に基づき、公共建築物(学校園・市営住宅を除
く)のうち耐震改修促進法に定める特定建築物に該当する公共施設及び
地域防災計画で指定する避難所について、平成27年度末での施設の耐
震化率100％達成に向け、耐震診断及び耐震改修を実施する。
・平成26年度：実施設計（瓦木支所・瓦木公民館外）、改修工事（夙
川公民館、今津公民館外）

議場音響設備等改修事業 22,572 ― 議場音響設備等の経年劣化に対応し、改修を行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成27～28年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成27～28年度事業費欄の「－」は26年度に事業が完了することなどを示す。 －23－



計 画 事 業 費　　　〔投資的事業〕 (単位：千円)

事 業 費 一般財源 事 業 費 一般財源

まちづくり編 26,203,807 3,295,642 56,900,433 9,727,123 

いきがい・つながり　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 2,930,501 211,801 365,465 358,831 
  人権問題の解決 23,000 23,000 38,567 31,933 
　市民活動の支援 73,300 73,300 47,700 47,700 
　公民館・図書館機能の充実 39,023 39,023 19,000 19,000 
　芸術・文化の振興 75,498 75,498 115,238 115,238 
　スポーツ・レクリエーション活動の推進 2,719,680 980 144,960 144,960 

すこやか・はぐくみ　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 3,483,837 1,290,610 13,283,101 4,952,347 
　子育て支援の充実 1,152,072 189,419 4,250,087 1,803,967 
　家庭教育の支援と青少年の健全育成 6,760 6,760 13,357 13,357 
　学校教育の充実 30,000 30,000 65,000 65,000 
　計画的・効率的な学校施設運営 2,295,005 1,064,431 8,954,657 3,070,023 

あんしん・あんぜん　～みんなが安心して暮らせる安全なまち～ 17,005,696 1,496,570 39,329,781 2,867,717 
　地域福祉の推進 46,500 46,500 0 0 
　高齢者福祉の充実 581,848 64,446 476,576 46,076 
　障害のある人の福祉の充実 781,368 178,746 867,739 287,462 
　健康増進と公衆衛生の向上 0 0 5,000 5,000 
　医療サービスの充実 2,637,020 74,120 5,228,783 115,783 
　災害・危機に強いまちづくり 16,000 7,200 109,400 27,330 
　消防・救急救助体制の充実 1,639,397 398,897 2,197,078 744,203 
　道路の整備 2,262,353 223,561 4,537,943 546,919 
　公共交通の利便性向上 177,600 168,250 607,632 432,467 
　水の安定供給 2,710,364 3,357 8,740,253 0 
　下水道・河川の整備 4,922,924 948 11,152,375 1,872 
　良好な住宅・住環境の整備 1,223,992 324,215 5,394,102 647,705 
　交通安全対策と駐車対策 6,330 6,330 12,900 12,900 

うるおい・かいてき　～水と緑ゆたかな美しいまち～ 2,764,833 277,721 3,916,086 1,542,228 
　環境学習都市の推進 86,394 31,194 31,606 3,606 
　緑の保全と創造 1,911,728 99,228 419,550 125,509 
　資源循環型社会の形成 626,866 92,394 2,555,728 1,106,495 
　快適な生活環境の確保 103,385 18,445 189,722 34,410 
　良好な市街地の形成 36,460 36,460 719,480 272,208 

にぎわい・そうぞう　～人々が楽しく交流する元気なまち～ 18,940 18,940 6,000 6,000 
　勤労者福祉の向上 18,940 18,940 6,000 6,000 

計画推進編 717,851 536,849 1,777,613 1,711,457 

　計画的な施設の整備・保全 717,851 536,849 1,777,613 1,711,457 

26,921,658 3,832,491 58,678,046 11,438,580 

区　　　　　　分
平成26年度予算 平成27～28年度計画事業費

合　　　　　　計

注１）計画事業費には、次の事業費を含む。
　　　　　(1) 公営企業会計及び準公営企業会計にかかる事業費　　(2) 過年度に設定した債務負担行為による事業費（ただし、既に事業が完了し償還のみ行っている事業を除く）
注２）消費的経費に係る事業は含めていない。 －24－


