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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29～30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29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、保育所

等の待機児童対策を含む子ども・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、本市が保有する学校施設をはじめとする公共施設についても老朽化が

進んでおり、大規模改修や建て替えなどに要する経費の増加は避けられない。

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ため、大幅な伸びは見込み難い。また

地方交付税についても、国が財政健全化に取り組むなか地方の歳出改革が求め

られており、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29年度 平成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～

人権問題の解決

芦乃湯会館改修事業 16,160 6,300 芦乃湯会館の機械・電気等設備及び施設の計画的な改修工事を行う。
・平成29年度：ボイラー本体更新工事等
・平成30年度：冷水浴槽用チラー取替工事

若竹生活文化会館改修事業 11,511 ― 若竹生活文化会館の施設や設備機器の計画的な改修工事を行う。
・平成29年度：トイレ改修工事

市民活動の支援

香櫨園小学校区内の市民集会施設再配置検
討事業

8,970 350,000 校区内市民館の一部を用途変更する調整を進めるほか、旧藤本邸（川西
町）に地域コミュニティの拠点となる施設を整備する。
・平成29年度：設計委託等
・平成30年度：既存解体・建築工事

市民集会施設等大規模補修事業 16,500 20,420 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自家用電気工作物
取替工事等を行う。
・平成29年度：安井市民館（電気工作物）他

船坂里山学校改修事業 11,010 ― 船坂里山学校の施設や設備機器等について改修工事を行う。
・平成29年度：擁壁設置工事他

地域コミュニティ集会施設整備補助事業 3,000 17,000 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コミュニ
ティ集会施設の整備に対して工事費の一部を助成する。
・平成29年度：生瀬高台自治会（改修）

公民館・図書館機能の充実

越木岩公民館等整備事業 491,000 ― 賃借している越木岩福祉会館を取得し、施設の安全対策や機能の向上を検
討し、地域の拠点施設として更なる有効活用を図る。
・平成29年度：土地建物の取得

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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

公民館計画整備事業 23,215 73,948 公民館の老朽化及び経年劣化に伴う施設整備の一環として、エレベーター
の更新及び講堂等の防音化工事を実施する。
・平成29年度：エレベーター更新（用海）
・平成30年度：エレベーター更新（高木、浜脇）、防音工事（高須）

芸術・文化の振興

市民ホール等改修事業 20,543 30,000 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29年度：プレラホール舞台照明設備改修工事他
・平成30年度：フレンテホール等舞台吊物機構装置部品更新他

西宮市大谷記念美術館施設改修補助事業 28,313 20,000 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29年度：外壁タイル打診調査及び補修工事他
・平成30年度：空調設備ダイレクトデジタルコントローラ（DDC）更新工事

西宮市文化振興財団補助事業 ★ 18,500 ～ 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
都市西宮にふさわしい事業展開を図る。

小中学生の芸術文化体験事業 ★ 12,000 ～ 音楽・ダンスの分野では市内小中学校へアーティストを派遣し、また、美
術の分野では大谷記念美術館に子供たちを迎えて、本物の芸術文化に触れ
る機会を提供する。
・平成29年度：アウトリーチ事業（実施目途延べ44校）

史跡整備事業 850 88,444 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29年度：満池谷の植物遺体包含層の調査等
・平成30年度：具足塚古墳の保存に必要な土地買収等

郷土資料館収蔵庫改修事業 18,945 31,789 郷土資料館収蔵庫の改修を行い、耐震、津波対策、調湿機能を強化する。
・平成29年度：収蔵庫扉改修工事
・平成30年度：第３収蔵庫除加湿器設置工事
　　　　　　　第２収蔵庫移動書架改修工事

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

無形文化財緊急調査事業 ★ 4,103 ～ 市内にある伝統的芸能等無形文化財について、伝承が途絶える前に保存記
録を行うため悉皆調査を行う。

スポーツ・レクリエーション活動の推進

新体育館・新陸上競技場等整備事業 80,602 20,137 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29年度：基本計画策定、地質調査等
・平成30年度：事業者募集開始(予定）

スポーツ施設老朽化及び安全対策事業 28,912 51,702 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29年度：鳴尾浜臨海野球場及び鳴尾浜臨海テニスコート改修工事

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・子育て支援事業計画等推進業務 ★ 14,064 ～ 西宮市子ども・子育て会議を開催し、新たに策定した計画の進捗管理・評
価を行う。また、中長期的な視野に立ち、保育所等の適正配置計画の策定
を行う。

公立保育所改築等整備事業 1,321,569 290,201 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）等
・平成30年度：今津南保育所（大規模改修工事）等

民間保育所等整備事業 1,946,138 1,272,503 現在目標としている３年間での約1,500人の保育所等の受入枠拡大を推進す
るため、保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育施設を整備する社
会福祉法人等に対し、施設整備費を補助することにより、新年度は、平成
30年４月に向けて約600人の定員増を図る。
また、定員拡大や耐震化を目的として保育所の建替え等を実施する法人に
対し、整備費用を補助する。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

留守家庭児童育成センター管理運営事業
（４年生受け入れ及び長期休業中の８時開
所等）

★ 1,040,307 ～ 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、小学４年生
の通年受け入れの拡大を図る。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、夏休み等長期休業期間中の開
所時間の繰上げの拡大を図る。

留守家庭児童対策施設整備事業 219,521 230,106 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29年度：苦楽園留守家庭児童育成センター外２箇所（新築等）、樋
ノ口留守家庭児童育成センター外２箇所(設計等委託）、大社留守家庭児童
育成センター(非常階段設置工事)、山口留守家庭児童育成センター外１箇
所（男女別トイレの改修）

公立保育所ＩＣＴ化推進事業 ★ 12,868 ～ 保育所での業務負担を軽減するため、パソコンを配備し、業務の効率化を
図る。また、入所児童の登降園時間をシステムで管理し、延長料金の算定
事務の軽減を図る。

公立保育所施設改修事業 24,844 23,708 保育施設の受水槽の更新工事等を実施する。
・平成29年度：甲東北保育所他
・平成30年度：建石保育所他

民間保育所給付等事業 ★ 4,927,540 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定保育所に対して、国の定める公定価格に
基づく保育費用を給付するとともに、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。

地域型保育給付等事業 ★ 1,631,379 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定地域型保育事業所に対して、国の定める
公定価格に基づく地域型保育給付費等を給付するとともに、延長保育事業
等に対して必要な補助金を交付する。

認定こども園給付等事業 ★ 1,278,705 ～ 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給付するとともに、
一時預かり事業（幼稚園型）等に対して必要な補助金を交付する。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

私立幼稚園給付等事業 ★ 270,516 ～ 子ども・子育て支援新制度の特定教育・保育施設である私立幼稚園に対し
て、国の定める公定価格に基づく施設型給付費等を給付する。 また、保育
を必要とする３歳児の受入枠の確保を目的として、保育所への入所が不承
諾となった児童が協力幼稚園に入園した場合に預かり保育料の一部を助成
する。

私立幼稚園等保護者負担軽減事業 ★ 906,332 ～ 軽減補助金の交付により、利用園の子ども・子育て支援新制度移行に伴う
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を利用する
保護者についても、これまでと同様に負担能力に応じて就園奨励助成金等
を交付する。

保育士確保事業 ★ 29,620 ～ 民間保育所等における保育士確保に向けた就職説明会の実施及び保育士試
験による資格取得費用や保育士用の宿舎借り上げ費用の補助を行う。

認可外保育施設利用料補助事業 ★ 21,600 ～ 地域型保育事業施設を卒園したが、認可保育施設に入所できず待機となっ
た児童のうち、入所できるまでの間認可外保育施設を利用する場合、その
利用料に対して補助を行う。

地域子育て支援事業の充実 ★ 82,223 ～ 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。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）を拡充実施する。

家庭教育の支援と青少年の健全育成

子供の居場所づくり事業 ★ 61,315 ～ 学校施設や公民館等を活用して放課後における小学生の遊びの場や学びの
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 6,596 6,541 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

山東自然の家施設整備事業 35,078 24,161 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性、利便性、快適性を確保するため、老朽化した設
備を更新する。
・平成29年度：空調機入替改修工事
・平成30年度：洋式便器化工事（第１期）
              体育館横下水配管改修工事　等

学校教育の充実

学校情報化推進事業 ★ 381,713 ～ 各学校園のＩＣＴ環境整備を行い、教員のＩＣＴスキルを向上させるとと
もに、校務支援システムの活用により子供と向き合う時間を確保する。
平成29年度は校内ネットワーク機器および教育系サーバの更新等を行う。

給食施設設備整備事業 70,495 106,863 老朽釜置換え等の給食用備品買換えや給食室の空調整備といった学校給食
施設の設備改修等を年次的に進める。

信頼される学校づくり

教育研修施設改修事業 289,952 57,299 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29年度：総合教育センター西館東館改修工事
　　　　　　　旧芦原小学校資料室整備
　　　　　　　本館解体工事
　　　　　　　教育会館解体設計　等
・平成30年度：教育会館の一部事務所機能移転
　　　　　　　教育会館の解体工事

計画的・効率的な学校施設運営

学校施設整備事業 267,178 824,903 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を行う。
〔平成29年度実施事業の内、トイレ改修工事等については、28年度補正予
算で335,317千円を計上し、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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

インクルーシブ教育システムの為の学校設
備改修事業

11,227 21,500 移動に配慮が必要な児童・生徒の学習環境改善等のため、エレベーター設
置及び補修工事を実施する。
・平成29年度：５校設置（全校設置完了）
・平成30年度：エレベーター補修工事及び障害児対応教室整備等
〔平成29年度の５校の設置工事については、28年度補正予算で332,000千円
を計上し、繰越して実施する。〕

学校施設維持管理事業 375,814 386,664 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。
老朽化している空調設備の補修工事等を実施する。

西宮東高校ホール改修事業 22,600 353,736 西宮東高校ホールの天井耐震化をデザインビルド方式により実施する。ま
た、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29年度：設計業務に着手
・平成30年度：耐震化工事及び設備改修・更新工事

生瀬幼稚園用地拡大に伴う土地取得 19,130 ― 生瀬幼稚園に隣接する土地について、交通状況により通園手段が限られる
園児の送迎用駐車場としての活用と、将来的な施設改修の際に多様な選択
肢での検討・整備を可能とするため取得を行う。
・平成29年度：土地取得

学校施設の長寿命化計画策定事業 ★ 18,000 ～ 建築後30年を経過した施設が全体の約６割を占める学校施設について、今
後、急速な老朽化と整備需要の急増が見込まれることから、学校施設の安
全性を確保しつつ、予算の平準化やトータルコストの縮減を図るため長寿
命化計画を平成30年度にかけて策定する。

香櫨園小学校教育環境整備事業 298,436 1,426,939 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

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

西宮養護学校校舎等改築事業 62,089 386,722 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

教室不足対策事業 ★ 113,337 ～ 児童・生徒の増加に伴い教室不足が見込まれる学校に、必要な仮設教室を
設置することにより教室不足を解消する。平成29年度は３小学校、２中学
校に新たに設置予定。

深津小学校児童急増対策事業 148,194 230,637 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：校舎増築工事完了

春風小学校教育環境整備事業 33,515 90,852 春風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 45,360 500 安井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29年度：基本計画策定、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

瓦木中学校教育環境整備事業 5,910 26,968 瓦木中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29年度：基本計画着手
・平成30年度：基本計画策定、地質調査等実施

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

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

地域ふれあい福祉活動補助事業 ★ 29,678 ～ 西宮市社会福祉協議会の各地区活動における基盤運営経費を補助し、ボラ
ンティア等による地域住民同士による支えあい活動の実施、地域のつなが
りづくりを行う。

生活支援コーディネーター設置事業 ★ 32,601 ～ 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29年度：生活支援コーディネーター１名の増員（３名→４名）

高齢者福祉の充実

地域包括支援センター運営事業 ★ 310,179 ～ 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、人員体制の整備を行い、更に機能の充実を図る。

地域包括ケア体制推進事業 ★ 88,461 ～ 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に向けて施設整備費の
補助等を実施する。
・平成29年度：在宅療養相談支援センターの設置（４箇所→５箇所）

都市型ケアハウス等居住費利用者負担軽減
補助事業

★ 61,832 ～ 市有地の貸付を行い社会福祉法人が整備を行ったケアハウスやサービス付
き高齢者向け住宅を低所得者向けとして位置づけ、これらの利用者に対し
所定の居住費相当額の負担軽減を行った運営法人に負担軽減分を補助す
る。

介護療養型医療施設転換整備補助事業 95,200 ― 要介護高齢者が安心して介護サービスを受けられるよう、介護療養型医療
施設が介護老人保健施設等へ転換する際に、建物改修等を行う場合の費用
の一部補助を行う。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

民間老人福祉施設整備補助事業 46,200 ― 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットの導入経費のほか、特別養護
老人ホーム多床室のプライバシー保護のために必要な改修費に対する補助
を行う。

老人福祉施設解体事業 76,770 ― 軽費老人ホーム「一里山荘」の解体経費の一部補助を行う。また、軽費老
人ホーム「雅楽荘」跡地の測量等を実施する。

認知症初期集中支援事業 ★ 15,027 ～ 認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置
し、適切な医療・介護等につなげる初期の対応体制を構築する。

介護保険・認定事務委託事業 ★ 53,894 ～ 高齢化に伴う介護保険事務量の増加や、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、介護保険業務
及び要介護認定業務の一部を外部委託する。

福祉施設補修・改修事業 11,081 ― 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29年度：すこやかケア西宮照明制御盤更新工事

障害のある人の福祉の充実

民間障害福祉施設整備補助事業 44,730 32,946 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。

総合福祉センター等福祉ゾーン再整備事業 19,710 284,680 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29年度：総合福祉センター改修工事に係る詳細設計
・平成30年度：総合福祉センターの改修工事

重度障害者生活介護事業所看護師配置加算
事業

★ 11,490 ～ 常時の医療的ケアを要する重度障害者に対し継続的かつ安全にサービス提
供できる環境整備を行うため、当該障害者を多数受け入れている指定生活
介護事業所において、看護職の加配に要する経費の一部に対して補助を行
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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

精神保健医療体制の構築事業 ★ 8,398 ～ 措置入院者等の重篤な精神障害者が、必要な医療や支援が途切れることな
く地域で生活できるための支援体制を構築する。

こども未来支援アクセス改善事業 ★ 9,991 ～ 発達等に支援を要する子供の早期発見、教職員のスキル向上、子供に対す
る育てにくさを感じている親への支援、子供の集団適応訓練など子供の発
達過程に必要な支援を実施するとともに、情報セキュリティや医療体制の
充実を図る。

西宮市立北山学園施設整備事業 30,000 ― 西宮市立北山学園の園庭を整備することにより、安全性向上を図ると共
に、利便性を高める。
・平成29年度：園庭整備工事

健康増進と公衆衛生の向上

保健所施設整備事業 ― 14,040 第二庁舎の整備に伴い、保健所を現上下水道局庁舎へ移転することによ
り、公衆衛生の向上及び大規模災害時の拠点施設としての機能強化を図
る。

肝炎ウイルス検診個別勧奨事業 ★ 55,220 ～ 肝炎ウイルス検診の受診率をあげ、肝炎による健康障害の回避、症状の軽
減や進行を遅延するため、肝炎ウイルス検診の無料クーポン券と検診チラ
シを特定の受診対象年齢者に配布する。

医療サービスの充実

難病相談窓口の充実 ★ 4,473 ～ 難病患者及び家族のニーズに応じた相談支援を行うため、難病の専門知識
を有する難病相談支援員を配置することにより難病相談窓口を充実させ
る。

中央病院医療機器等整備事業 347,770 53,000 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29年度：手術支援ロボット、その他診療科用医療機器
・平成30年度：診療科用医療機器

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

中央病院施設修繕事業 15,000 15,000 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 635,734 399,531 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。〔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更新事業 ★ 169,890 ～ 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改正に対応するため、国民健康保険システムの
オープン化と併せてシステムの改修・再構築を行う。

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
般会計から国民健康保険特別会計へ繰り出しを行うことにより、保険料率
の抑制を図るとともに、特別減免を実施する。

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 ★ 53,741 ～ 南海トラフ巨大地震に対する備えとして、小学校区防災訓練のほか、非常
用物資備蓄・倉庫の整備、業務継続計画の策定、災害時要援護者避難支援
事業等を行う。

防災力強化事業 ★ 55,960 ～ 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た
め、現状のシステムや資機材等の整備を行う。
・平成29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、業務継続性の強化

コミュニティＦＭ中継局整備事業 49,258 ― 緊急告知ラジオは、緊急情報を配信する有効な手段の一つであるが、市内
の一部は地形的・地理的難聴地域となっているため、中継局を整備し、難
聴地域の縮減を図る。
・平成29年度：中継局整備

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

防災情報システム整備事業 10,462 8,186 危機対応の重要項目とされる情報の収集、解析、配信について耐災性、迅
速性、効率性、継続性等の強化を図るため、防災情報システムを構築す
る。
・平成29年度：基本・実施設計
・平成30年度：既存設備移設計画策定

自主防災組織支援事業 ★ 5,462 ～ 地域の防災力向上をめざし、自主防災組織が防災活動に使用する資機材を
年次的に更新するとともに、防災リーダー育成のため「ひょうご防災リー
ダー講座」の受講支援を行う。

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 149,505 ― 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
模盛土造成地を把握し、滑動崩落防止工事を行う。
・平成29年度：滑動崩落防止工事（花の峯地区）

道路防災事業 22,000 14,000 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。
・平成29年度：苦楽園一番町（詳細設計）
　　　　　　　甲陽園東山町（道路防災工事）
・平成30年度：苦楽園一番町（道路防災工事）

急傾斜地崩壊対策事業 ― 5,000 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 52,208 51,192 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29年度：津門、下大市、生瀬(東)

消防団車庫整備事業 58,758 115,698 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29年度：船坂分団(工事)、中野分団(設計)、門戸分団(設計)

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

消防訓練施設整備事業 59,900 545,515 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29年度：建設工事
・平成30年度：建設工事

瓦木消防署甲東分署建替事業 688,214 31,474 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 16,265 79,007 老朽化に加え手狭となった消防庁舎を、本市の基幹消防署にふさわしい施
設に建替えを行う。
・平成29年度：基本計画策定等委託
・平成30年度：設計委託

消防救急無線デジタル化事業 ★ 31,112 ～ 平成27年度から運用開始したデジタル方式の無線設備を適正に維持管理す
る。
・平成29年度：保守委託

消防局車両等整備事業 210,777 293,648 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29年度：救助工作車等
・平成30年度：水槽付消防ポンプ自動車等

消防水利等整備事業 ★ 38,880 ～ 老朽化した防火水槽について調査し、補修・更新する。
・平成29年度：調査委託

教育訓練用資機材整備事業 ★ 3,100 ～ 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29年度：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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成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 ～ 阪急神戸本線の西宮北口駅から武庫川までの平面区間における、鉄道と道
路の連続立体交差について検討を行う。
・平成29年度：予備調査

県事業負担金（阪神本線連続立体交差事業
（鳴尾工区））

210,587 131,682 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29年度：仮線撤去工事、側道及び交差道路工事
・平成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 30,441 200,450 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29年度：競馬場線道路整備工事等
・平成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 280,590 116,285 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、道路等の整備を
行う。
・平成29～30年度：側道及び交差道路工事

街路事業 345,269 584,540 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29～30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 174,662 88,700 道路の拡幅や狭小区間の解消など、道路の改良を行う。
・平成29年度：西第448号線（用地買収、道路改良工事等）
　　　　　　　道路狭小区間（殿山町）（用地買収等）等
・平成30年度：西第814号線（用地買収、補償等）

道路二次改築事業 180,200 71,900 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自転車通行帯
の改良等を行う。
・平成29年度：中津浜線、旧国道（道路改良工事等）
　　　　　　　臨港線（自転車通行帯改良工事）等
・平成30年度：旧国道（道路改良工事等）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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

歩道改良事業 12,282 12,782 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を
実施する。
・平成29～30年度：市内各所（歩道段差解消工事）

歩道新設事業 2,000 59,460 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。

道路附属施設更新事業 249,750 174,080 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。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。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。
・平成29年度：道路防護柵等更新、道路アンダーパス安全対策
　　　　　　　東山台斜行エレベーター外部改修工事
・平成30年度：道路標識等更新、東山台斜行エレベーター更新工事

橋梁改良事業 21,300 329,174 老朽化等を理由とする橋梁の架替、改良を行う。
・平成29年度：森之下橋（詳細設計）
・平成30年度：森之下橋（架替工事）等

橋梁長寿命化修繕事業 233,680 258,099 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29年度：橋梁点検、新豊楽橋等
・平成30年度：橋梁点検、津田橋等

横断歩道橋改修事業 35,500 47,000 横断歩道橋の長寿命化修繕や更新を行う。
・平成29年度：若草横断歩道橋
・平成30年度：一里山横断歩道橋

道路維持修繕事業（舗装補修事業） 45,129 45,129 老朽化した主要幹線道路の舗装補修を行う。
・平成29～30年度：小曽根線

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

公共交通の利便性向上

甲子園駅改善等整備事業 248,500 313,666 阪神電気鉄道（株）が実施する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
な交通結節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阪神電
鉄と協力して進める。
・平成29年度：ホーム工事、広場整備等
・平成30年度：広場整備等

ＪＲ西宮名塩駅バリアフリー化推進事業 47,400 ― 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、平成28年度中に完成予定のエレベーターの周辺施
設を整備する。
・平成29年度：上屋整備工事等

阪急西宮北口駅耐震補強補助事業 20,000 ― 国の「国土強靭化アクションプラン」に位置付けられた、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、構造物の柱、基礎等の補強を行い、地震時におけ
る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29年度：柱方杖設置工事等

バス関連助成事業 ★ 73,847 ～ 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」の運行助成
や、バス事業者が導入する「バスロケーションシステム」に要する費用の
補助、また、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。

交通政策関連検討業務 ★ 13,000 ～ 交通事業者と連携を強化し、既存バス路線の見直し等に係る研究を行い、
将来を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を目指す。

水の安定供給

阪神水道企業団への出資金 ★ 96,535 ～ 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 2,405,728 2,856,633 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]

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

下水道・河川の整備

水路改築更新事業 ★ 15,000 ～ 老朽化した水路の改築を計画的に行う。
・平成29～30年度：神呪川等

下水道施設の整備 6,064,744 6,375,142 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

西宮市空き家等住宅ストック利活用支援事
業

★ 11,900 ～ 空き家等を地域の活動場所や中古住宅として流通させるための改修や、空
き家の除去及び公益的に跡地を利用する際の整備費用の一部を助成し、空
き家等の利活用を支援する。
・平成29年度：跡地活用支援の補助制度を新設

建築物耐震化促進事業 ★ 67,630 ～ 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、住宅及び多数利用建築物の耐震化を促進する。なお、平成29年度より
県補助事業分が市に移管される。

ＵＲ借上市営住宅返還事業 ★ 420,574 ～ 阪神・淡路大震災後に、市が現独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）より20
年間の有期限で借上げ、公営住宅として供給した住宅の入居者に対し、別
の市営住宅への住み替え斡旋などにより、当該借上げ住宅を契約期間満了
時にＵＲへ返還する。

住宅管理システムオープン化等 ★ 56,548 ～ 平成５年度より稼動している市営住宅の住宅管理システムについて、オー
プン系のパッケージシステムに移行する。

市営住宅等改修事業 47,682 416,108 平成24年度に策定した「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、既存市営住宅の改修等を行う。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

市営住宅等整備事業 455,295 1,246,526 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事業を実施していく。

市営住宅等耐震改修事業 831,143 299,084 平成24年度に策定した「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき、費用対
効果が見込める住棟のうち、入居したままの施工が可能な住棟を対象とし
て、耐震改修を実施する。

交通安全対策と駐車対策

自転車駐車場整備事業 76,626 6,570 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29年度：阪神鳴尾駅自転車駐車場整備等
・平成30年度：主要５駅などにおける自転車駐車場整備等

防犯対策の推進

防犯カメラ設置事業 ★ 64,300 ～ 通学路など公共性の高い場所に防犯カメラを設置し、維持管理を行う（３
年間で上限300台）。

防犯カメラ設置補助事業 ★ 8,000 ～ 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 ★ 141,062 ～ 防犯灯の設置・維持管理を行う。

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

環境学習施設更新事業 10,000 10,000 経年劣化による老朽化対策、安全及び災害対策が必要な各施設の整備、更
新を行う。
・平成29年度：甲山キャンプ場、甲山自然の家、社家郷山キャンプ場
・平成30年度：甲山キャンプ場、社家郷山キャンプ場

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

省エネ・創エネ設備導入促進事業 ★ 8,231 ～ 市域の温室効果ガス削減のために、省エネ機能を持った建物への再生可能
エネルギーや蓄電池の導入に対して補助金を交付し、勉強会や各種イベン
ト等を通じて啓発を図る。

西宮市新環境計画改定事業 ★ 9,728 ～ 平成17年に策定した新環境計画の計画期間が平成30年度に終了するため、
現行計画の整理や市民アンケート及び動向調査等を実施し、計画を改定す
る。

緑の保全と創造

公園施設更新事業 201,759 155,160 安全・安心の公園利用を確保するため、公園施設の効果的な補修及び改
修、またバリアフリー化を行う。
・平成29～30年度：遊具更新工事、トイレバリアフリー化工事等

西宮浜総合公園・御前浜公園整備事業 194,244 364,834 「海のプロムナード公園」・「にぎわいのレクリエーション公園」・「海
浜保全の公園」などを基本理念とする、都市計画公園の西宮浜総合公園
(10.3ha)及び御前浜公園(6.2ha)を整備する。
・平成29年度：詳細設計、スポーツ広場工事、入口広場工事等
・平成30年度：詳細設計、観覧席・駐車場工事、園路工事等

街路樹等危険度診断業務 ★ 27,000 ～ 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 ★ 233,599 ～ 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32年度
末）に処理する。

清掃作業車両整備事業 54,862 104,123 耐用年数に達したじんかい収集・水路清掃作業車両について、積極的に低
公害車への買替え等を行う。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

広域廃棄物埋立処分場建設事業 6,487 11,150 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。

東部総合処理センター管理運営事業 ★ 679,338 ～ 東部総合処理センター焼却施設の運営を委託することにより管理運営費の
削減と効率的な運営を図る。

その他プラスチック処理事業 ★ 120,874 ～ 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を民間事
業者に委託し、適正かつ効率的な処理を行う。

西部総合処理センター基幹設備更新事業 1,143,499 ― 西部総合処理センターの焼却施設において、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。なお、本事業は平成29年度をもって
完了の予定。

東部総合処理センター破砕選別施設整備事
業

376 23,495 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29年度：地域計画策定
・平成30年度：基本計画策定、生活環境影響調査

快適な生活環境の確保

食肉センター整備事業 ― 56,700 老朽化した設備の更新を行う。
・平成30年度：新冷媒に対応した冷蔵機への更新

白水峡公園墓地建設事業 12,147 29,642 合葬式墓地の整備を行い、墓地を必要とする市民に低廉で良質な墓地を計
画的に供給する。
・平成29年度：基本設計、測量
・平成30年度：実施設計

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

墓地施設改修事業 53,454 45,000 墓地内施設において、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り、老朽化した管理事務所の建替を行う。
・平成29年度：（満池谷墓地）法面対策工事
　　　　　　　（甲山墓地）管理事務所設計
・平成30年度：（甲山墓地）管理事務所改築工事

満池谷火葬場火葬設備改修事業 8,532 10,800 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29年度：燃焼ブロア３系列
・平成30年度：集塵装置更新

環境監視設備等整備事業 5,160 15,310 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。

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

★ 18,830 ～ 地域資源を活かした活性化や新たな魅力づくりに、既に住民自らが取り組
んでいる地域に対して、まちなみ・まちづくりの実施計画の策定、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、公共サインデザインマニュア
ルに基づいた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。

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 160,000 ― 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、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29年度：グラウンド再整備（Ⅰ期工事）

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30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 ★ 2,800 ～ 災害に強く安全で快適な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業の都
市計画見直し後の都市基盤整備手法やまちづくり方針について検討を行
う。
・平成29年度：樋ノ口町等まちづくり支援

武庫川広田線整備事業（中津浜線以東～瓦
木なかの道）

27,000 32,000 都市計画道路武庫川広田線の未整備区間のうち、中津浜線以東～瓦木なか
の道以西について、整備に向けた用地買収等を行う。
・平成29年度：事業認可、用地買収、物件移転補償等
・平成30年度：用地買収、物件移転補償等

丸山線整備調査検討事業 ★ 5,000 ～ 有馬川橋梁から山口南幹線までの区間（L=290m）について、整備に向けた
調査、検討等を行う。
・平成29年度：調査及び概略設計、地元協議

阪急武庫川新駅周辺整備事業 ★ 4,470 ～ 阪急武庫川新駅へのアクセス道路整備のため、武庫川広田線の瓦木なかの
道から甲子園段上線までの区間（L=190m）、及び甲子園段上線の武庫川広
田線から阪急神戸線までの区間（L=510m）の調査、計画等を行う。
・平成29年度：甲子園段上線、武庫川広田線の調査検討
　　　　　　　地域住民のまちづくり支援

持続可能都市関係計画策定等業務
（立地適正化計画等）

★ 17,400 ～ 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。

市道西178号・180号線整備事業 388,000 170,000 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29年度：護岸前出し工事等
・平成30年度：防潮堤沖出し工事等

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～

大学との連携・交流

学生・社会連携支援事業 ★ 7,908 ～ 学生が市内で活動・活躍し、西宮市とのつながりを深めていくことを支援
する学生連携ポータルサイトの構築等を行う。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

都市型観光の振興

阪神間連携ブランド発信事業 ★ 10,000 ～ 阪神間に共通するまちの資源について、近隣市や関係団体と検証を行い、
また情報発信力の高い鉄道事業者と連携した活用を行うことで、訴求力を
強化し、都市ブランドの向上を図る。
・日本酒：西宮市、神戸市、酒造組合、鉄道事業者
・洋菓子：西宮市、神戸市、芦屋市、鉄道事業者

産業の振興

産学官連携による西宮ブランド産品創造事
業

★ 15,000 ～ 市内中小企業と市内大学との連携により取り組む、販路拡大を見据えた商
品開発等事業経費を補助することにより、市内産業の稼ぐ力を高め、競争
力強化を図る。

西宮市産業振興計画改定事業 ★ 7,997 ～ 第３次西宮市産業振興計画を策定する。
・平成29年度：西宮市の産業の実態調査

卸売市場再生整備調査検討事業
（ＪＲ西宮駅南西地区市街地再開発事業）

★ 19,930 ～ 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、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30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取り組む。

勤労者福祉の向上

勤労会館他建物設備改修事業 17,700 14,483 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29年度：勤労会館ホールトイレ改修工事
・平成30年度：勤労会館ホール音響設備改修工事

都市農業の展開

カラス対策事業 ★ 6,489 ～ カラスの生息数を把握し、タカによる「ねぐら」等からの追払いと、高所
作業車等での巣の撤去を実施する。

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

計画推進編

戦略的な行政経営体制の確立

第５次西宮市総合計画策定事業 ★ 17,083 ～ 平成31年度以降に向けて、第５次西宮市総合計画を策定する。
・平成29年度：市民参画会議等の実施、総合計画素案作成等

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用

情報化推進事業 ★ 163,993 ～ 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29年度：オフィスソフトの更新

市税の賦課・徴収体制の強化

市税の賦課・徴収体制の強化 ★ 56,858 ～ 賦課徴収体制の整備を推進する。
・平成29年度：納税課と国保収納課の滞納整理システムの統合及び滞納情
報等の共有システムの開発、納税課に納付勧奨を行うコールセンターの導
入、市民税課における当初賦課業務の委託

計画的な施設の整備・保全

本庁舎周辺整備構想検討事業 ★ 6,000 ～ 近い将来更新時期を迎える、本庁舎及び市民会館ほか周辺公共施設の総合
的な整備構想を検討する。（２ヵ年事業）

アプリ甲東立体駐車場設備保全事業 16,470 2,700 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 36,035 3,000 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29年度：施設整備工事

 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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成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・東館改修） 41,089 270,716 市役所本庁舎及び東館の建屋や建築設備の改修を行う。
・平成29年度：本庁舎空調自動制御設備
　　　　　　　東館外壁・屋上防水改修実施設計
　　　　　　　東館ＧＨＰ空調設備
・平成30年度：本庁舎外壁・防水改修実施設計
　　　　　　　本庁舎空調自動制御設備
　　　　　　　東館外壁・屋上防水改修
　　　　　　　東館ＧＨＰ空調設備

北口駐車場改修事業 16,040 18,000 西宮市立北口駐車場に設置している駐車管制設備、建築設備等について、
計画的な機器更新・部品交換を行う。
・平成29年度：精算機更新（１基）、西館監視カメラ設備更新
　　　　　　　入出庫ゲート更新
・平成30年度：精算機更新（３基）、入出庫ゲート更新（３台）

第二庁舎（危機管理センター）整備事業 100,320 205,811 危機管理体制の強化とあわせ、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、かつ早期に実現できる第二
庁舎（危機管理センター）を整備する。
・平成29年度：基本設計、地質調査等
・平成30年度：実施設計、既存建物解体等

塩瀬センターエレベーター更新事業 17,315 ― 老朽化している昇降機設備（乗用エレベーター）の更新を行う。
・平成29年度:エレベーター更新

公共施設維持管理事業 613,679 592,264 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29年度：鳴尾東公民館、鳴尾消防署浜分署などの屋上防水・外壁改
修工事、鳴尾図書館などの空調設備改修工事、瓦木消防署の受変電設備改
修工事
・平成30年度：上甲子園センター・上甲子園公民館などの屋上防水・外壁
改修など

 注１）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。　　注２）平成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30年度事業費欄の「－」は29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29年度 平成30年度

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

公共施設耐震診断・耐震改修事業 49,870 290,041 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29年度：今津南保育所・今津南市民館の実施設計、浜脇保育所・浜
脇児童館の耐震改修工事、勤労会館などの天井耐震改修工事など
・平成30年度：今津南保育所・今津南市民館耐震改修工事、勤労会館･市民
会館天井耐震改修工事など

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 ★ 17,276 ～ 個人番号及びマイナンバーカード利用の拡充、制度の整備に伴い、制度の
運用に向けた関連システムや法令等の整備・検討を行う。

 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30年度事業費欄の「－」は29年度に事業が完了することなどを示す。 －28－



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 22,904,447 4,127,502 23,089,167 5,244,979 

いきがい・つながり　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 759,531 356,747 709,740 637,740 

　　人権問題の解決 27,671 13,887 6,300 6,300 
　　市民活動の支援 39,480 39,480 387,420 387,420 
　　公民館・図書館機能の充実 514,215 125,215 73,948 73,948 
　　芸術・文化の振興 68,651 68,651 170,233 98,233 
　　スポーツ・レクリエーション活動の推進 109,514 109,514 71,839 71,839 

すこやか・はぐくみ　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 5,203,646 1,983,920 5,760,803 2,944,827 

　　子育て支援の充実 3,512,072 676,070 1,816,518 435,697 
　　家庭教育の支援と青少年の健全育成 41,674 41,674 30,702 30,702 
　　学校教育の充実 70,495 70,495 106,863 106,863 
　　信頼される学校づくり 289,952 232,852 57,299 57,299 
　　計画的・効率的な学校施設運営 1,289,453 962,829 3,749,421 2,314,266 

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～ 14,658,050 1,339,156 15,575,927 1,313,472 

　　高齢者福祉の充実 229,251 84,081 0 0 
　　障害のある人の福祉の充実 94,440 31,080 317,626 71,100 
　　健康増進と公衆衛生の向上 0 0 14,040 14,040 
　　医療サービスの充実 998,504 48,004 467,531 28,431 
　　災害・危機に強いまちづくり 231,225 38,246 27,186 19,486 
　　消防・救急救助体制の充実 1,086,122 318,522 1,116,534 278,534 
　　道路の整備 1,821,390 290,416 2,119,281 383,218 
　　公共交通の利便性向上 315,900 168,100 313,666 173,200 
　　水の安定供給 2,405,728 17,676 2,856,633 0 
　　下水道・河川の整備 6,064,744 2,058 6,375,142 936 
　　良好な住宅・住環境の整備 1,334,120 310,747 1,961,718 337,957 
　　交通安全対策と駐車対策 76,626 30,226 6,570 6,570 

うるおい・かいてき　～水と緑ゆたかな美しいまち～ 2,265,520 429,979 1,028,214 334,457 

　　環境学習都市の推進 10,000 10,000 10,000 10,000 
　　緑の保全と創造 396,003 56,603 519,994 120,894 
　　資源循環型社会の形成 1,205,224 213,784 138,768 69,103 
　　快適な生活環境の確保 79,293 26,192 157,452 71,110 
　　良好な市街地の形成 575,000 123,400 202,000 63,350 

にぎわい・そうぞう　～人々が楽しく交流する元気なまち～ 17,700 17,700 14,483 14,483 

　　勤労者福祉の向上 17,700 17,700 14,483 14,483 

計画推進編 890,818 791,598 1,382,532 1,251,880 

　　計画的な施設の整備・保全 890,818 791,598 1,382,532 1,251,880 

23,795,265 4,919,100 24,471,699 6,496,859 

区　　　　　　分
平成29年度予算 平成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。 －29－


