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まちづくりの基本目標と将来のまちのイメージ 計画の範囲
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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28～30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。

 消費的経費にかかる事業については、平成28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。

　全国的に少子高齢化が進展する中、高齢者・障害者への介護給付や子供・子

育て支援などの社会保障関係経費が今後も大きく伸びていくことが見込まれて

いる。

　また、本市が保有する公共施設についても老朽化が進んでおり、大規模改修

や建替えなどに要する経費の増加が避けられず、さらには、多様化する市民

ニーズへの対応など、行政需要はますます増大することが想定されている。

　一方、これらの事業や施策を進めていくための財源の根幹となる市税収入に

ついては、景気の先行きが不透明であることから大幅な伸びは見込み難く、ま

た地方交付税についても国の取組みと基調をあわせた地方の歳出改革が求めら

れるなか、増大する行政需要に見合うだけの伸びが期待できない状況である。

　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28年度 平成29～30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～

男女共同参画社会の実現

プレラにしのみや（男女共同参画センター
他）空調修繕事業

★ 12,960 ― プレラにしのみやに設置している空調機について老朽化に伴う改修を実施
する。

市民活動の支援

市民集会施設等大規模補修事業 13,000 40,000 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28年度：苦楽園市民館(空調)、柏堂市民館(空調)他

地域自主管理集会施設整備補助事業 15,000 20,000 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28年度：津門大塚町・飯田町自治会(新築)
　　　　　　　甲子園一番町自治会(改修)
　　　　　　　樋ノ口町１丁目自治会(改修)

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

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 12,744 17,438 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26～28年度：空調設備自動制御装置の更新
・平成29年度：屋内キュービクル内機器設備の更新

図書館システム更新整備事業 ★ 26,516 ～ 図書館システムと機器の更新を行い、より強固なセキュリティと安定した
システムの構築を実現させるとともに、新たに書影情報や利用者向けポー
タル機能を充実させ、読書活動の推進を図る。

芸術・文化の振興

芸術文化による施設活用事業 ★ 6,905 ～ 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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

市民ホール等改修事業 30,857 62,858 市民ホール等の老朽化対策や機能向上を図るため、設備更新を行う。
・平成28年度：甲東ホール舞台照明設備改修工事他
・平成29年度：プレラホール舞台照明設備改修他
・平成30年度：甲東ホール舞台吊物機構装置部品更新他

西宮市貝類館リニューアル事業 ★ 12,500 ― 故菊池典男氏より寄贈された貝類標本を分類整理、保存活用するととも
に、貝類館の展示レイアウトの一部更新を行う。
・平成28年度：展示レイアウト更新
　　　　　　　故菊池典男氏コレクションコーナー設置

西宮市大谷記念美術館運営補助事業 ★ 140,000 ～ 西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、また市民に対
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。

西宮市大谷記念美術館施設改修補助事業 15,000 50,000 西宮市大谷記念美術館の計画的な施設改修に対し補助を行う。
・平成28年度：消火設備更新工事他
・平成29年度：展示室照明ＬＥＤ化工事
・平成30年度：エレベーター更新工事・平成30年度：エレベーター更新工事

西宮市文化振興財団補助事業 ★ 12,000 ～ 文化芸術に精通した専門職員を財団雇用により配置することで、「文教住
宅都市・西宮」に相応しい事業展開を図る。

芸術文化にかかる人材を活用した青少年等
の芸術文化体験事業

★ 7,000 ～ 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)

史跡整備事業   41,806 146,194 史跡の整備や保存管理計画策定を順次進め、地域や日本の歴史を学習し、
体感できる場を市内各所に整備する。
・平成28年度：具足塚古墳の土地買収他
・平成29年度：具足塚古墳の保存に必要な範囲（通路等）の土地買収・
　　　　　　　整備設計
・平成30年度：具足塚古墳の整備

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

郷土資料館収蔵庫改修事業 ― 38,760 耐震、津波対策、湿度機能の強化のために郷土資料館の収蔵庫の改修を行
う。
・平成29年度：収蔵庫改修工事

スポーツ・レクリエーション活動の推進

中央体育館設備更新事業
(バスケットゴール)

★ 9,000 ― 老朽化しているバスケットゴールの更新を行う。

新体育館・新陸上競技場等整備事業 10,943 88,847 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、市民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
・平成29年度：基本計画策定

スポーツ施設老朽化及び安全対策事業 29,267 63,758 スポーツ施設の老朽化対策及び安全面での設備の充実を図る。
・平成28年度：浜甲子園テニスコート改修他

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

留守家庭児童対策施設整備事業 191,535 571,203 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（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）
・平成29年度：深津留守家庭児童育成センター外４箇所（新築）

留守家庭児童育成センター管理運営事業 ★ 995,767 ～ 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員し、さらに、夏
休み等長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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

母子生活支援施設措置費負担事業 ★ 86,537 ～ 社会福祉法人が４月から開設する母子生活支援施設への措置費を新たに負
担する。また、ＤＶ被害者などの他市施設の入所措置費を負担する。

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。

子ども・子育て支援新制度推進等業務 ★ 27,188 ～ 子ども・子育て支援新制度を推進するために、子ども・子育て会議（審議
会）を開催するほか、子ども・子育て支援事業計画の円滑な実施に向けた
各種の取組みを行う。平成28年度に実施予定のアンケート調査結果等をも
とに、事業計画の中間見直しを行う。

民間保育所給付等事業 ★ 5,299,455 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定教育・保育施設である民間保育所に対し
て、国の定める公定価格に基づく施設型給付費を支給するとともに、入所
児童の保育環境の向上を図るため、補助金を交付する。

認定こども園給付等事業 ★ 738,865 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定教育・保育施設である認定こども園に対
して、国の定める公定価格に基づく施設型給付費等を支給するとともに、して、国の定める公定価格に基づく施設型給付費等を支給するとともに、
地域子ども・子育て支援事業等に対して必要な補助金を交付する。

地域型保育給付等事業 ★ 1,585,221 ～ 保育需要の高い低年齢児の受け入れを図るため、地域型保育事業者に対し
て、国の定める公定価格に基づく地域型保育給付費を支給する。

私立幼稚園給付等事業 ★ 265,125 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定教育・保育施設に移行した私立幼稚園に
対し、国の定める公定価格に基づく施設型給付費等を支給するとともに、
地域子ども・子育て支援事業に対して必要な補助金を交付する。

私立幼稚園等保護者負担軽減事業 ★ 881,359 ～ 新制度に移行した園の利用者に対して、利用者負担軽減補助金を交付する
ことにより、利用園の新制度移行に伴う保護者負担の増大を軽減するとと
もに、新制度に移行しない園の利用者に対しては、これまでと同様に保護
者の負担能力に応じて就園奨励助成金等を交付する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

病児保育事業 ★ 44,760 ～ 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。

保育の質の向上対策事業 ★ 320,965 ～ 発達障害やその他ケアが必要な児童の増加に応じ、よりきめ細やかな支援
を行うため、加配保育士を配置する。

保育士確保事業 ★ 1,300 ～ 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。

公立保育所設備改修事業 ★ 21,040 ～ 保育施設の空調設備、受電施設、受水槽等の更新工事を実施する。
・平成28年度：瓦木北保育所（空調設備工事）

公立保育所改築等整備事業 99,644 2,145,816 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。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）
・平成29年度：むつみ保育所・むつみ児童館・芦原保育所の統合施設
　　　　　　（新築工事）、浜脇保育所・浜脇児童館（大規模改修工事）
　　　　　　　今津南保育所（大規模改修設計）
・平成30年度：今津南保育所（大規模改修工事）

民間保育所等整備事業 702,272 1,274,245 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。
また民間保育所について、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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

地域子育て支援事業の充実 ★ 57,764 ～ 各地域に子育て支援の拠点となる子育てひろばの整備拡充を図る。さらに
その補完事業として、国基準に満たない子育てひろばを助成する子育て支
援ルーム事業を実施する。また、保護者への情報提供や専門機関との連絡
調整等を行う利用者支援事業（基本型）を実施する。
・平成28年度：子育てひろば（高木北小外）

子育て支援施策の情報提供の充実 ★ 10,902 ～ 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。

家庭教育の支援と青少年の健全育成

次代の親の育成事業 ★ 3,521 ～ 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。

子供の居場所づくり事業 ★ 57,519 ～ 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。

丹波少年自然の家建設費負担事業 6,651 13,137 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。

山東自然の家施設整備事業 17,190 67,604 西宮市の小学校の自然学校の拠点として、平成元年４月に設置した山東自
然の家の利用者の安全を確保するため、老朽化した設備を更新する。
・平成28年度：男女浴室内改修工事
　　　　　　　キュービクル内高圧機器改修工事
・平成29年度：体育館横下水配管改修工事
　　　　　　　小荷物専用昇降機制御改修工事
　　　　　　　ファンコイルユニット入替改修工事（１期）
・平成30年度：ファンコイルユニット入替改修工事（２期）
　　　　　　　和式便器から洋式便器への入替改修工事

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30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 ★ 374,378 ～ 中学校全普通教室に大型提示装置（モニター）を導入する。

自主・自律の学校応援事業 ★ 40,000 ～ 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。

給食施設設備整備事業 61,285 120,000 学校給食施設の設備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。また、給食室の壁・天井塗装等を行う。

インクルーシブ教育システム構築事業 ★ 162,654 ～ 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。

西宮養護学校通学体制確保事業 ★ 110,494 ～ 増加する児童・生徒や医療的ケアに対応し、西宮養護学校の安全・安心な西宮養護学校通学体制確保事業 ★ 110,494 ～ 増加する児童・生徒や医療的ケアに対応し、西宮養護学校の安全・安心な
通学体制を確保するため、通学タクシールートの確保、看護師の増員を行
うとともに、10年を経過した通学バスの更新を行う。

信頼される学校づくり

教員研修センター機能の一時的な確保 10,268 312,192 総合教育センターの東館と西館に、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西館に再整備する。
・平成28年度：設計委託
・平成29～30年度：改修等工事

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 1,169,392 39,201 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）

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

学校施設整備事業 411,856 915,136 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、老朽化に対する改修や増設を行
う。また、屋内運動場以外の特定天井の撤去、落下防止対策を実施する。

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

244,484 350,403 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
ター設置工事及び設計業務を実施する。
・平成28年度：３校設置
・平成29～30年度：５校設置

学校園施設維持管理事業 208,000 300,000 外壁改修及び屋上防水を施すことにより、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、外壁落下防止などの安全対策を実施
する。

西宮東高校ホール改修事業 5,000 467,620 西宮東高校ホールの天井耐震化及び老朽化している舞台照明、音響設備、
舞台吊物、空調の改修工事を行う。
・平成28年度：事業手法の検討
・平成29～30年度：設計・工事・平成29～30年度：設計・工事

香櫨園小学校教育環境整備事業 25,229 3,533,213 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）
・平成29年度：仮設校舎設置、解体工事着手等
・平成30年度：改築工事着手

西宮養護学校校舎等改築事業 3,100 426,086 西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
・平成29年度：基本設計・実施設計着手
・平成30年度：尼崎養護学校改修工事着手

上甲子園小学校校舎等増改築事業 43,614 ― 平成27年度に校舎の増改築が完了した上甲子園小学校において、運動場整
備等を実施する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

南甲子園小学校校舎等増改築事業 146,110 ― 平成27年度に校舎の増改築が完了した南甲子園小学校において、南校舎解
体工事と運動場整備等を実施する。

高木北小学校新設事業 11,398 ― 平成28年度に開校する高木北小学校において、周辺整備工事等を実施す
る。

教室不足対策事業 ★ 105,867 ～ 児童・生徒の急増に伴い教室不足が見込まれる学校に、必要な仮設校舎を
設置することにより教室不足を解消する。平成28年度は２小学校、３中学
校に新たに設置を予定、１小学校について撤去を行う。

深津小学校児童急増対策事業 5,565 383,845 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・実施設計着手
・平成29年度：基本設計・実施設計策定、校舎増築工事着手
・平成30年度：校舎増築工事

春風小学校教育環境整備事業 15,968 93,848 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
・平成29年度：基本設計・実施設計着手、耐力度調査等実施
・平成30年度：基本設計・実施設計策定

安井小学校教育環境整備事業 5,148 39,458 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：基本計画着手
・平成29年度：基本計画策定、耐力度調査等実施
・平成30年度：事業者選定準備

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

瓦木中学校教育環境整備事業 ― 16,640 老朽化した学校施設のうち、教室や運動場などの施設不足、今後の生徒
増、教育活動上の課題から、優先度の高い瓦木中学校について、良好な教
育環境を整備する。

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

生活支援コーディネーター設置事業 ★ 25,724 ～ 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、医療介護連携５圏域と、人材養成等全般を担当する
１名の計６名を住民活動の状況に合わせて配置する。

高齢者福祉の充実

地域包括支援センター運営事業 ★ 287,819 ～ 高齢者が住み慣れた地域でその人らしく生活が継続できるよう、包括的お
よび継続的に支援を行うため、平成18年度より設置している地域包括支援
センターについて、更に機能の充実と設置基準に合致するよう、人員体制
の整備を行う。の整備を行う。

認知症ＳＯＳメール配信事業 ★ 4,515 ～ 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。

地域包括ケア体制推進事業 ★ 106,445 ～ 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西宮版地域包
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・24時間地域巡回型
サービスの普及の解決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

都市型ケアハウス等居住費利用者負担軽減
補助事業

★ 124,117 ～ 在宅での生活が困難な高齢者が所得に関係なく安心して居住できる住居を
確保する必要があるため、都市型ケアハウス等を低額で利用できるよう補
助金の交付を行う。
・平成28年度：甲子園九番町に開設する都市型ケアハウスへの利用料
　　　　　　　補助等、雅楽荘解体

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30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等事業 ★ 15,120 ― 介護予防・日常生活支援総合事業実施に伴い、必要となる介護保険システ
ム改修を行う。また、システム関連機器のリース期間満了に伴い必要とな
るデータ移行等の作業を実施する。
・平成28年度：介護保険システム改修委託

介護認定事務委託事業 ★ 28,608 ～ 高齢化に伴う要介護・要支援の申請件数増加に対応するため、効率的かつ
効果的な業務の遂行を目的とし、要介護認定業務の一部を外部委託する。

福祉施設補修・改修工事 20,931 ― 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28年度：中央制御装置交換（すこやかケア西宮）
　　　　　　　耐震診断（かぶとやま荘）

養護老人ホーム改修工事 15,388 ― 寿園の居室の入口段差を解消し、入所者の転倒リスクを軽減する。また、1
階の居室について、床下にある老朽化している排水管を改修する。

障害のある人の福祉の充実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 44,730 130,433 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
等の整備に対し、一部補助を行う。
・平成28～30年度：障害者グループホーム等整備

総合福祉センター等福祉ゾーン再整備事業 334,797 671,291 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28～30年度：旧わかば園解体、いずみ園移転整備
　　　　　　　　　総合福祉センター改修等

精神科病院からの地域移行の促進 ★ 14,726 ～ 精神科病院に長期入院する患者の地域移行を促進するため、精神科病院・
福祉事業者・行政が連携して効率的な地域移行の仕組みを構築する。

訪問入浴事業の利用日数の増及び報酬単価
の引き上げ

★ 20,037 ～ 現在実施している重度身体障害者に対する訪問入浴を週１回から週２回に
増やす。また、報酬単価を介護保険並みの水準に引き上げる。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

福祉タクシー派遣事業 ★ 3,043 ～ 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、精神障害者に福祉タク
シー派遣事業を継続実施する。

こども未来センター支援アクセス改善事業 ★ 7,711 ～ 平成27年９月に開所した「西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。

西宮市立北山学園施設整備事業 4,000 25,000 西宮市立北山学園について、園児の安全確保と療育環境の向上のため、園
庭の改修を行う。
・平成28年度：設計委託
・平成29年度：整備工事

健康増進と公衆衛生の向上

保健所施設改修事業 43,000 10,000 保健所庁舎の補修並びに保健所関連施設の移転・見直しについて検討し、
保健所の機能強化を図る。保健所の機能強化を図る。
・平成28年度：空調設備更新工事

妊娠・出産包括支援事業 ★ 4,046 ～ 妊娠期からの適切な相談支援やサービス調整を行うため、母子健康手帳交
付時の保健師面接を拡充する。

西宮健康開発センター改修事業 13,238 ― 老朽化している西宮健康開発センターの改修に対し、工事費の一部を負担
する。
・平成28年度：エレベーター改修工事

がん検診の実施 ★ 216,752 ～ 大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポン券と検診手帳を特定の
対象者に送付する。

新型インフルエンザ等の対策における感染
防護具・患者移送用車両の整備

★ 6,906 ～ 感染症患者搬送車両の更新と維持及び患者発生時に従事する職員の感染防
護具を備蓄する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

医療サービスの充実

中央病院医療機器等整備事業 950,530 400,770 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
・平成29～30年度：手術支援ロボット、その他診療科用医療機器

中央病院施設修繕事業 15,000 30,000 患者の安全性を確保し、病院運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〕

中央病院大規模改修事業 662,560 1,092,987 県立西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〕

医療保険・医療費助成・年金制度の安定

国民健康保険システムオープン化 ★ 158,920 ～ 国民健康保険システムのオープン化に併せてシステムの再構築を行うこと国民健康保険システムオープン化 ★ 158,920 ～ 国民健康保険システムのオープン化に併せてシステムの再構築を行うこと
により、システムのスリム化と業務の効率化を図るとともに、平成30年度
に予定されている国民健康保険制度の改革への対応を行う。

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

★ 700,000 ～ 高齢者や低所得者が多い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。

長寿健康診査等データ管理委託事業 ★ 15,316 ～ 長寿（後期高齢者）健康診査等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。

災害・危機に強いまちづくり

南海トラフ巨大地震等対策事業 ★ 73,085 ～ 南海トラフ巨大地震に対する備えとして、継続的に必要な避難訓練、非常
用物資備蓄・倉庫の整備、各種避難計画の策定、災害時要援護者支援事業
のほか、短期的な事業として情報通信施設の充実やトイレ対策等を複合的
に行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

防災力強化事業 ★ 9,791 ～ 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：停電対策機能の強化、情報通信機能の強化
　　　　　　　防災中枢機能の強化、情報集配信機能の強化
　　　　　　　業務継続機能の強化

防災システム整備事業 14,093 19,118 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
・平成29年度：基本設計、実施設計
・平成30年度：導入支援、既存施設移設計画の策定

災害用備蓄トイレ配備事業 ★ 10,736 ～ 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。

宅地耐震化推進事業 4,428 107,142 地震時に地盤変動が原因となって甚大な被害が発生する可能性の高い大規
模盛土造成地について、対策工事を行う。
・平成28年度：詳細設計
・平成29年度：大規模盛土造成地対策工事

道路防災事業 7,200 32,000 道路法面・擁壁やボックスカルバートの予防的な修繕による長寿命化や更
新を行う。

急傾斜地崩壊対策事業 5,000 10,000 兵庫県が施行する急傾斜地崩壊対策事業について、費用の一部を負担す
る。

消防・救急救助体制の充実

消防団車両等整備事業 68,256 110,924 長期使用により主性能が低下した車両を計画的に更新する。
・平成28年度：鳴尾東、今津、神呪、小松

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

消防団車庫整備事業 47,614 151,625 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構造及び機能を
備えた施設に建替える。
・平成28年度：段上分団（工事）、船坂分団（設計）

消防訓練施設整備事業 20,114 430,147 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
・平成29年度：建設工事

瓦木消防署甲東分署建替事業 73,677 708,719 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
・平成29年度：建設工事
・平成30年度：旧庁舎解体工事

西宮消防署建替事業 972 93,037 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：測量委託
・平成29年度：地質調査等委託、設計委託
・平成30年度：設計委託、建設工事

消防通信施設等整備事業 2,677 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 250,778 578,554 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28年度：はしご車等
・平成29年度：救助工作車等
・平成30年度：救助工作車等

教育訓練用資機材整備事業 ★ 3,927 ― 救急隊員の救急技術の維持・向上に必要な教育訓練用資機材を計画的に更
新整備する。
・平成28年度：シミュレーション人形１体
　　　　　　　出産用シミュレーション人形１体

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

道路の整備

阪急電鉄神戸本線連続立体交差検討事業 ★ 2,000 ～ 西宮北口駅以東の阪急電鉄神戸本線について連続立体交差事業の予備調査
を行うとともに、関係機関の協議調整を図り、平成30年度を目途に事業調
査に着手する。

県事業負担金（阪神本線連続立体交差事業
（鳴尾工区））

557,345 453,351 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。
・平成28年度：上り線高架工事
・平成29～30年度：側道及び交差道路工事

鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業 8,449 248,765 兵庫県が施行している阪神本線連続立体交差事業に併せて、鳴尾駅周辺の
道路や駅前広場の整備を行う。
・平成28年度：測量、実施設計
・平成29～30年度：駅前広場等公共施設整備工事

阪神本線連続立体交差事業に伴う関連事業 78,230 360,570 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、道路・水路等の
整備を行う。
・平成28年度：南側側道工事・平成28年度：南側側道工事
・平成29～30年度：北側側道工事及び交差道路工事

街路事業 466,600 1,188,600 本市道路網の骨格を形成する都市計画道路の未整備区間の早期整備を図
る。
・平成28～30年度：競馬場線（用地買収、道路改良工事等）
　　　　　　　　　山手幹線（熊野工区）（用地買収、道路改良
　　　　　　　　　工事等）等

道路改良事業 196,407 696,037 道路の拡幅や災害時の避難路の整備など、道路の改良を行う。
・平成28～30年度：西448号線（用地買収、道路改良工事等）
　　　　　　　　　青峯連絡道（用地買収、道路整備工事等）等

道路二次改築事業 440,300 430,800 歩道のバリアフリー化や車道の高機能舗装等の道路改築及び渋滞交差点、
自転車通行帯の改良等を行う。
・平成28～30年度：中津浜線、旧国道等（道路改良工事等）
　　　　　　　　　臨港線等（自転車通行帯改良工事）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29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

歩道改良事業 87,680 83,600 歩行者等の移動の円滑化を図るため、歩道の交差点部における段差解消や
自動車乗り入れ部などの勾配改善、歩道の拡幅等を実施する。
・平成28～30年度：市内各所（歩道段差解消工事）
　　　　　　　　　鳴244号線等（歩道勾配改善工事）等

歩道新設事業 56,950 796,210 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28～30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

道路附属施設更新事業 197,200 431,400 老朽化した交通安全施設（道路反射鏡、道路標識、防護柵、道路照明灯
等）やエレベーター・エスカレーター等の道路附属施設の修繕、更新を行
い、長寿命化を図る。さらに、交通安全特別交付金を活用することによ
り、交通事故防止のための施設整備を行う。また、道路アンダーパスに監
視カメラを設置するなど、通行車両の冠水事故防止を図る。
・平成28年度：道路反射鏡、道路標識等更新
　　　　　　　道路アンダーパス安全対策等
・平成29～30年度：道路反射鏡、道路標識等更新等
　　　　　　　　　道路アンダーパス安全対策、エレベーター修繕

橋梁改良事業 38,900 314,900 老朽化が著しい橋梁や耐荷力不足の橋梁の架替、改良を行う。
・平成28～30年度：西宝橋等

橋梁長寿命化修繕事業 169,060 380,496 将来にわたる橋梁の修繕・架け替えに係る費用縮減のため、予防的な修繕
などを行い橋梁の長寿命化を図る。
・平成28年度：中殿橋等
・平成29～30年度：伊屋田橋等

横断歩道橋改修事業 19,560 58,440 横断歩道橋の長寿命化修繕や更新を行う。
・平成28年度：北夙川歩道橋
・平成29～30年度：若草町歩道橋等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

道路維持修繕事業（舗装補修事業） 45,946 91,892 老朽化した主要幹線道路の舗装補修を行う。
・平成28～30年度：小曽根線

公共交通の利便性向上

甲子園駅改善等整備事業 163,400 747,000 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、
駅周辺部において駅と連携した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進める。
・平成28年度：ホーム工事、周辺整備等
・平成29～30年度：周辺整備

ＪＲ西宮名塩駅バリアフリー化推進事業 257,400 ― ＪＲ西宮名塩駅において、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

阪急西宮北口駅耐震補強補助事業 20,000 20,000 南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等にある特定条件の駅(西阪急西宮北口駅耐震補強補助事業 20,000 20,000 南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等にある特定条件の駅(西
宮市では阪急西宮北口駅のみ)において、必要な構造物の柱、基礎等の補強
を行い、利用者の安全確保と鉄道駅の緊急応急活動拠点機能を確保する。
・平成28年度：柱方杖設置工事
・平成29年度：柱方杖設置工事、電気関係等の復旧工事

阪急武庫川新駅設置事業 ★ 10,000 ～ 阪急電鉄神戸本線武庫川部の新駅設置に向けた関係機関協議を行うととも
に、新駅周辺地域の都市基盤整備の構想づくりを進める。
・平成28年度：事業手法等の検討、基本計画策定、地元調整等

バス関連助成事業 ★ 82,795 ～ 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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

交通政策関連検討業務 ★ 15,000 ～ バス環境の現状把握や課題を抽出するとともに、対応可能なものから課題
を解消する施策に繋げて行く。

水の安定供給

阪神水道企業団への出資金 ★ 119,405 ～ 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。

上水道施設の整備 2,078,839 5,358,994 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行う。[水道事業会計]

下水道・河川の整備

水路改築更新事業 ★ 15,000 ～ 水路改修計画に基づき、水路の改築を行う。
・平成28年度：神呪川等

下水道施設の整備 5,733,794 12,234,560 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]

良好な住宅・住環境の整備

建築物耐震化促進事業 ★ 26,004 ～ 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事の費用の一部を助成することによ
り、住宅及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震化を促進する。また、平
成28年度から住宅建替補助等を新設・拡充する。

ＵＲ借上市営住宅返還事業 ★ 404,237 ～ 市が、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入居者に別の市
営住宅への住み替えを斡旋するなどにより、当該住宅を契約期間満了時に
ＵＲへ返還する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

住宅管理システムオープン化等 ★ 378 ～ 市営住宅の住宅管理システムについて、共益費の家賃との一括徴収機能と
滞納整理業務機能を追加するとともに、セキュリティを強化したシステム
の再構築を行う。

市営住宅等改修事業 281,837 796,487 「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき住宅の安全性の向上と長寿命化
を図るため、既存市営住宅の外壁改修等を行う。
・平成28年度：外壁工事、駐車場整備、車椅子対応工事
　　　　　　　エレベーター工事等
・平成29～30年度：外壁工事、車椅子対応工事、エレベーター工事等

市営住宅等整備事業 1,697,322 1,572,969 阪急電鉄神戸本線以南の地域については、「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。阪急電鉄神戸本線以北の地域についても、市
営住宅の管理戸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
・平成29～30年度：甲子園春風町団地建替第２期工事
　　　　　　　　　集約する団地の解体工事

市営住宅等耐震改修事業 10,799 1,151,723 「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき建替え事業や用途廃止に該当し
ない住棟を対象として、耐震改修を実施する。
・平成28～30年度：上ケ原七番町住宅（契約補助業務委託・工事）
　　　　　　　　　老松町住宅（契約補助業務委託・工事）

交通安全対策と駐車対策

自転車駐車場整備事業 21,856 178,902 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。
・平成28年度：阪神甲子園駅及び鳴尾駅における自転車駐車場整備
　　　　　　　自動ゲート更新
・平成29～30年度：阪神甲子園駅及び鳴尾駅における自転車駐車場整備
　　　　　　　　　主要５駅における自転車駐車場整備等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

防犯対策の推進

防犯カメラ設置補助事業 ★ 17,871 ～ 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。

防犯灯の直営化及びＬＥＤ化事業 ★ 107,455 ～ 防犯協会及び協会加入の自治会が行っている防犯灯の設置・維持管理を市
が行うとともに、ＬＥＤ防犯灯に取り替える。
・平成28年度：直営化・ＬＥＤ化開始

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

環境学習施設整備事業 32,400 450 経年劣化による老朽化対策及び耐震化対策が必要な各施設の設備につい
て、改修等を行う。
・平成28年度：甲山自然の家耐震補強工事
　　　　　　　社家郷山キャンプ場跨道橋保守点検
・平成29年度：社家郷山キャンプ場跨道橋保守点検

再生可能エネルギー導入促進・啓発事業 ★ 23,041 ～ 市域の温室効果ガス削減のために、再生可能エネルギー導入に対して補助
金を交付し、勉強会やエコ･コンテストを通じて啓発を図る。
これまでの事業を検証し、平成29年度以降の事業の方向性を検討する。

緑の保全と創造

公園施設更新事業 33,340 288,520 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28年度：長寿命化計画策定委託、補修工事等
・平成29～30年度：更新・補修工事、公園便所バリアフリー化工事等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28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28年度 平成29～30年度

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

西宮浜総合公園・御前浜公園整備事業 146,071 430,196 西宮浜総合公園(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、市民の憩いの場、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）
・平成29～30年度：実施設計、工事（公園センター、砂浜の小径等）

街路樹等危険度診断業務 ★ 15,150 ～ 街路樹、公園樹木の危険度診断・判定により危険木を排除し、新規植栽に
よる更新を行う。

資源循環型社会の形成

庁内ＰＣＢ含有安定器等・汚染物処理事業 ★  6,937 ～ 庁内に保管されているＰＣＢ含有安定器等・汚染物を期限内（平成33年度
末）に処理する。

清掃作業車両整備事業 52,662 199,671 耐用年数に達したじんかい収集・水路清掃作業車両を、積極的に低公害車
に更新する。

広域廃棄物埋立処分場建設事業 7,035 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。

その他プラスチック処理事業 ★ 122,638 ～ その他プラの再資源化に必要な保管・選別・圧縮梱包の中間処理業務を民
間事業者に委託し、適正かつ効率的な処理を行う。
・平成28年度：今期業務の継続と次期業務の準備

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －23－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

東部総合処理センター破砕選別施設整備事
業

13,533 24,420 経年劣化した西部総合処理センター破砕選別施設の代替施設について、処
理方式及び事業手法等の検討を行い、東部総合処理センター将来施設用地
に、新たな破砕選別施設を建設する。
・平成28年度：処理方式、施設規模等の検討と仮確定
・平成29年度：循環型社会形成推進地域計画の変更
・平成30年度：環境アセスメントの実施

西部総合処理センター基幹設備更新事業 1,304,677 1,226,742 西部総合処理センターにおいて、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。

快適な生活環境の確保

墓地施設改修事業 28,203 50,000 市立墓地内の施設において、経年劣化が著しい墓地と住宅地との境界にあ
る法面等の箇所を整備し保全を図るとともに、老朽化した男女共用の便所
を多目的便所として全面改装する。
・平成28年度：満池谷墓地法面安定解析等調査、実施設計
　　　　　　　甲山墓地便所改修工事　　　　　　　甲山墓地便所改修工事
・平成29年度：満池谷墓地法面対策工事

満池谷火葬場火葬設備改修事業 7,992 19,800 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28年度：排気筒更新（１系列）、排気ファン更新（１系列）
・平成29年度：排気筒更新（２系列）、排気ファン更新（１系列）
・平成30年度：集塵装置更新（１台）

白水峡公園墓地建設事業 17,000 7,299 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28年度：１区８号周辺路面改修
・平成30年度：中央園地エリア墓地整備用基本設計等

空家等対策実態調査及び対策計画策定 ★ 19,722 ～ 空家等対策の実態を把握する現地調査を実施し、調査結果のデータベース
化とシステムを構築する。また、調査結果の分析を行い、本市に相応しい
空家等対策計画を策定する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －24－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

環境監視設備等整備事業 57,173 42,207 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、測定機器を適正に更新する。

食肉センター整備事業 63,720 96,195 老朽化した設備の更新を行う。
・平成28年度：新冷媒に対応した冷蔵機への更新
・平成29年度：新冷媒に対応した冷蔵機への更新

美しい都市景観の形成

魅力あるまちなみ・まちづくり推進モデル
事業

★ 16,500 ～ 地域資源を活かした活性化や新たな魅力づくりに、住民自ら既に取り組ん
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とともに、これらの地区での進捗や成果を
参考に他地区のまちづくりでも方向性を検討していく。まずは船坂地区
（まちづくり支援）や夙川公園（公共サイン）で、パイロット事業を展開
し、その進捗や成果を参考に他地区のまちづくりでも方向性を検討してい
く。く。

良好な市街地の形成

旧芦原小学校グラウンド再整備事業 11,400 148,000 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
・平成29年度：グラウンド再整備工事

高木北小学校通学路整備事業 7,000 ― 高木北小学校の安全で安心な通学路を確保するため、路側帯のカラー舗装
化を行う。
・平成28年度：調査設計、路側帯カラー舗装

甲東瓦木地区基盤整備事業 ★ 2,800 ～ 長期未着手土地区画整理区域の都市計画廃止後のまちづくりについて、災
害に強く安全で快適な市街地の形成を図るため、住民合意によるまちづく
りを進めるとともに各地区に適した都市基盤の整備を検討する。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －25－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

武庫川広田線整備事業(中津浜線以東～瓦木
なかの道）

13,000 715,000 中津浜線以東の都市計画道路武庫川広田線の未整備区間のうち、瓦木なか
の道以西の整備に向けた調査、計画策定及び用地買収等を実施する。
・平成28年度：詳細設計等
・平成29～30年度：用地買収等

持続可能都市関係計画策定等業務（立地適
正化計画等）

★ 21,200 ～ 公共交通による連携も考慮しながら、居住機能と生活サービス機能の適切
配置を誘導する立地適正化計画の策定作業と、生活サービス機能や交通結
節機能が充実した拠点整備の検討を進める。また、空き家等の地域活動拠
点としての活用や賃貸化を促進し、空き家の増加抑制と流通促進を図る。

市道西178号・180号線整備事業 247,750 207,800 臨港線から御前浜入口までの車道及び歩道を整備することにより、歩行
者・自転車の安全を確保する。
・平成28年度：護岸張り出し工事
・平成29～30年度：防潮堤移設工事、防潮堤撤去工事

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

観光情報発信拠点の設置 ★ 22,421 ～ 鉄道駅近辺で観光情報発信拠点を設置する。
・平成28年度：「にしのみや観光案内所」の移転
　　　　　　　「こうしえん観光案内所」の運営

産業の振興

企業立地促進事業 ★ 19,553 ～ 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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －26－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

卸売市場再生整備調査検討事業 ★ 20,000 ～ ＪＲ西宮駅前の卸売市場において、平成24年度策定の「西宮市卸売市場整
備基本方針」に基づき、公設市場、民設市場の廃止及び新民設市場への統
合に向けた課題解決、対象区域の土地、建物の課題整理を行い、新卸売市
場を含む地区全体のまちづくり計画の調査検討など、平成31年度の事業化
を目指し、地元関係者が主体となった事業が推進できるよう支援する。

勤労者福祉の向上

勤労会館他建物設備改修事業 5,680 ― 勤労会館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28年度：勤労会館第８会議室改修工事

大学生と市内企業との就職マッチング事業 ★ 8,802 ～ 市、大学、西宮商工会議所、ハローワーク西宮が参画して「西宮市大学等
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
シップ事業などにも積極的に取り組む。

都市農業の展開

百間樋除塵機取替工事 42,012 ― 百間樋に設置している老朽化した除塵機の更新を行う。
・平成28年度：工事実施

計画推進編

戦略的な行政経営体制の確立

シティプロモーション事業 ★ 6,480 ～ 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。
平成28年度は、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。

民活による公共施設附帯等駐車場事業 ★ 22,146 ～ 本庁（東館）・支所の公共駐車場、及び時間貸駐車場、月極め駐車場等に
ついて、市が直接民間事業者等に貸し付け等を行う。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －27－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用

情報化推進事業 ★ 153,569 ～ 情報化推進計画進捗管理をはじめ、情報セキュリティの意識向上、職員用
ノートパソコンの運用を継続的に実施する。
・平成28年度：職員用ノートパソコン追加リース

市税の賦課・徴収体制の強化

市税の賦課・徴収体制の強化 ★ 57,974 ～ 賦課徴収業務体制の整備を推進する。
・平成28年度：延滞金計算システム開発

計画的な施設の整備・保全

公共施設マネジメント事業 ★ 609,362 ～ 公共施設の長寿命化や有効利用、再配置・機能再編及び未利用地の活用・
売却により、財政負担の軽減とともに利用者の満足度向上を図る。

アプリ甲東立体駐車場設備保全事業 14,860 19,525 アプリ甲東の立体駐車場について、駆動部関係・電装品関係部品交換など
の保全工事を実施する。

山口町多目的広場整備事業 3,240 39,703 山口町多目的広場について、安全性、利便性を高めるための整備を行う。
・平成28年度：実施設計
・平成29年度：施設整備工事

庁舎維持管理事業（本庁舎・東館設備更
新）

52,906 79,728 市役所本庁舎及び東館の設備更新を行う。
・平成28年度：東館ＧＨＰ空調設備、本庁舎空調自動制御設備

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －28－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

庁舎維持管理事業（本庁舎外壁他改修） 14,580 102,850 市役所本庁舎の劣化した外壁及び防水を改修し、建物の長寿命化及び補修
費用の軽減を図る。
・平成28年度：保全計画策定
・平成29年度：基本設計
・平成30年度：実施設計

北口駐車場改修事業 15,200 29,000 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。
・平成28年度：精算機更新（２基）
・平成29年度：監視カメラシステム更新
・平成30年度：精算機更新（２基）、入出庫ゲート更新（６台）

第二庁舎（危機管理センター）整備事業 15,799 1,059,989 第二庁舎（危機管理センター）整備事業に取り組む。
・平成28年度：基本計画策定等
・平成29年度：基本設計、実施設計等
・平成30年度：実施設計、教育委員会庁舎解体
　　　　　　　建築工事（～H32年度末竣工予定)

鳴尾支所エレベーター設備更新事業 26,844 ― 鳴尾支所に設置している乗用エレベーターについて、老朽化に伴う機器更
新を行う。

アクタ西宮ステーション改修事業 52,867 ― 利用者が増加しているアクタ西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、アクタ西宮西館内にある事務所をそれぞれ移転す
る。
・アクタ西宮ステーション　３階→５階
・消費生活センター　　　　５階→３階

公共施設耐震診断・耐震改修事業 11,978 621,092 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）で耐震改修促進法に規定する特定建築物と地域防災計画で指定する避
難所について、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28～30年度：浜脇保育所・児童館、市民会館等

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －29－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成28年度 平成29～30年度

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

施設点検・施設情報整備事業 ★ 44,608 ～ 建築基準法第12条に基づく点検を実施し、点検結果や施設の関連図面を電
子化することにより、施設の情報を一元管理する。

公共施設維持管理事業 577,859 1,000,000 公共施設(学校園、市営住宅を除く）を全庁的に管理するため、適正な時
期・工法による修繕計画を策定し、工事を実施する。
・平成28～30年度：山東自然の家、甲東ホール等

市保有情報の公開と個人情報保護

社会保障・税番号制度推進事業 ★ 517,089 ～ 番号制度の施行に伴い、各所管における関連システムの整備及び通知カー
ド・個人番号カードの交付を行う。

旧町村文書等の電子化業務 ★ 8,500 ～ 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民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。

歴史資料オープンアーカイブ ★ 6,500 ～ 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。

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成29～30年度事業費欄の「～」は事業が継続することを示す。
 注３）平成29～30年度事業費欄の「－」は28年度に事業が完了することなどを示す。 －30－



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 20,929,546 3,502,034 47,514,991 9,715,861 

いきがい・つながり　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 168,617 131,438 527,855 398,155 
　市民活動の支援 28,000 27,721 60,000 60,000 
　公民館・図書館機能の充実 12,744 12,744 17,438 17,438 
　芸術・文化の振興 87,663 50,763 297,812 168,112 
　スポーツ・レクリエーション活動の推進 40,210 40,210 152,605 152,605 

すこやか・はぐくみ　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 3,383,709 1,435,580 11,069,647 5,732,250 
　子育て支援の充実 993,451 143,229 3,991,264 1,452,409 
　家庭教育の支援と青少年の健全育成 23,841 23,841 80,741 80,741 
　学校教育の充実 61,285 61,285 120,000 120,000 
　信頼される学校づくり 10,268 10,268 312,192 256,592 
　計画的・効率的な学校施設運営 2,294,864 1,196,957 6,565,450 3,822,508 

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～ 15,286,572 1,383,786 32,438,889 2,957,680 
　高齢者福祉の充実 96,034 93,033 0 0 
　障害のある人の福祉の充実 383,527 81,434 1,062,718 163,280 
　健康増進と公衆衛生の向上 56,238 56,238 10,000 10,000 
　医療サービスの充実 1,628,090 48,290 1,523,757 80,357 
　災害・危機に強いまちづくり 30,721 25,654 168,260 124,864 
　消防・救急救助体制の充実 464,088 129,988 2,078,458 657,758 
　道路の整備 2,362,627 329,650 5,535,061 686,342 
　公共交通の利便性向上 440,800 164,175 767,000 447,100 
　水の安定供給 2,078,839 33,452 5,358,994 10,692 
　下水道・河川の整備 5,733,794 1,482 12,234,560 1,872 
　良好な住宅・住環境の整備 1,989,958 398,534 3,521,179 660,413 
　交通安全対策と駐車対策 21,856 21,856 178,902 115,002 

うるおい・かいてき　～水と緑ゆたかな美しいまち～ 2,042,956 504,618 3,478,600 627,776 
　環境学習都市の推進 32,400 32,400 450 450 
　緑の保全と創造 179,411 60,241 718,716 112,184 
　資源循環型社会の形成 1,377,907 318,984 1,473,133 368,082 
　快適な生活環境の確保 174,088 48,585 215,501 94,302 
　良好な市街地の形成 279,150 44,408 1,070,800 52,758 

にぎわい・そうぞう　～人々が楽しく交流する元気なまち～ 47,692 46,612 0 0 
　勤労者福祉の向上 5,680 5,680 0 0 
　都市農業の展開 42,012 40,932 0 0 

計画推進編 786,133 746,284 2,951,887 2,374,471 

　計画的な施設の整備・保全 786,133 746,284 2,951,887 2,374,471 

21,715,679 4,248,318 50,466,878 12,090,332 

区　　　　　　分
平成28年度予算 平成29～30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。 －31－


