
第　４　次　西　宮　市　総　合　計　画

実　　　施　　　計　　　画

（平成３０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 　消防・救急救助体制の充実 ……………………………………………… 11

計画策定の趣旨 ………………………………………………1 　道路の整備 ……………………………………………… 13

計画の範囲 ………………………………………………1 　公共交通の利便性向上 ……………………………………………… 14

計画の実施 ………………………………………………1 　水の安定供給 ……………………………………………… 15

　下水道・河川の整備 ……………………………………………… 15

計画事業の概要 ………………………………………………2 　良好な住宅・住環境の整備 ……………………………………………… 15

ま　ち　づ　く　り …………………………………2 　交通安全対策と駐車対策 ………………………………… 16

　 　　いきがい・つながり …………………………………2 　防犯対策の推進 ……………………………………………… 16

　 　　　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 　   　うるおい・かいてき ……………………………………………… 16

　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 　緑の保全と創造 ……………………………………………… 16

　公民館・図書館機能の充実 …………………………………2 　資源循環型社会の形成 ……………………………………………… 17

　芸術・文化の振興 …………………………………3 　快適な生活環境の確保 ……………………………………………… 17

　スポーツ・レクリエーション活動の推進 …………………………………3 　美しい都市景観の形成 ……………………………………………… 18

 　　　すこやか・はぐくみ …………………………………4 　良好な市街地の形成 ……………………………………………… 18

 　　　　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 　　 　にぎわい・そうぞう ……………………………………………… 19

　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 　産業の振興 ……………………………………………… 19

　学校教育の充実 …………………………………6 　勤労者福祉の向上 ……………………………………………… 20

　信頼される学校づくり …………………………………6 計　画　推　進 ……………………………………………… 20

　計画的・効率的な学校施設運営 …………………………………6 　戦略的な行政経営体制の確立 ……………………………………………… 20

　 　　あんしん・あんぜん …………………………………8 　組織の活性化と職員の育成 ……………………………………………… 20

　 　　　～みんなが安心して暮らせる安全なまち～ 　ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 ……………………………………………… 20

　地域福祉の推進 …………………………………8 　健全な財政運営 ……………………………………………… 20

　高齢者福祉の充実 …………………………………8 　市税の賦課・徴収体制の強化 ……………………………………………… 20

　障害のある人の福祉の充実 …………………………………9 　計画的な施設の整備・保全 ……………………………………………… 21

　生活自立の援助 …………………………………10 　市保有情報の公開と個人情報保護 ……………………………………………… 22

　健康増進と公衆衛生の向上 …………………………………10

　医療サービスの充実 …………………………………10 計画事業費〔投資的事業〕 ……………………………………………… 23

　医療保険・医療費助成・年金制度の安定 …………………………………10

　災害・危機に強いまちづくり ………………………………………………11

目　　　　　　　　　　次



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30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、これまで減少傾向で推移してきた公債費については、投資的経費の

増大に伴って増加に転ずることも想定されている。

　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、更なる事業費の圧

縮や将来負担の軽減に努めていかなければならない。

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

第４次西宮市総合計画基本構想・基本計画
年度

30

21
実施計画

年度予算

22

23

24

25

26

27

28

29

- 1 -



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

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 7,000 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30年度：冷水浴槽チラー更新工事

市民活動の支援

地区センター等整備事業 334,649 香櫨園小学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30年度：既存施設解体・建設工事

市民集会施設等大規模補修事業 20,958 市民集会施設等の昇降機取替工事等を行う。
・平成30年度：昇降機取替工事他

船坂里山学校改修事業 14,971 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30年度：排水施設改修工事他

地域コミュニティ集会施設整備補助事業 3,000 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30年度：花の峯自治会（改修）

公民館・図書館機能の充実

公民館計画整備事業 10,519 公民館の経年劣化等に伴う施設整備の一環として、更新・改修工事を実施する。
・平成30年度：実習室設備等更新工事（神原）、トイレ洋式化工事（大社、西宮浜）

図書館施設整備事業 11,016 図書館の経年劣化等に伴う施設整備の一環として、更新・改修工事を実施する。
・平成30年度：除湿機更新工事、教育文化センター加圧給水ユニット取替工事

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

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －2－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

芸術・文化の振興

市民ホール等改修事業 45,489 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30年度：プレラホール、フレンテホール舞台吊物機構装置部品更新工事他

西宮市大谷記念美術館施設改修補助事業 23,976 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 ★ 24,000 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
ふさわしい事業展開を図る。

史跡整備事業 3,751 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30年度：満池谷の植物遺体包含層の調査等

遺跡出土遺物保存事業 ★ 9,929 市内遺跡から出土した木製品について、保存処理を行うことにより永年保存を可能と
するとともに、文化財としての価値の維持・向上を図る。
・平成30年度：高畑町遺跡第９次発掘調査出土木製品等

郷土資料館改修事業 41,614 郷土資料館収蔵庫の改修を行い、耐震性能、調湿機能を強化する。
・平成30年度：第２・３収蔵庫除湿機設置工事、第２収蔵庫移動書棚設置工事

無形文化財緊急調査事業 ★ 6,944 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 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30年度：要求水準書(案)公表等

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －3－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

スポーツ施設老朽化及び安全対策事業 38,217 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30年度：浜甲子園・鳴尾浜臨海テニスコート改修工事
　　　　　　　流通東体育館天井材落下防止・照明器具改修工事

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

公立保育所改築等整備事業 383,535 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 1,812,585 現在目標としている平成28年度から平成30年度までの３年間で約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、平成31年４月に
向けて約700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。

児童手当現況届業務の委託化事業 ★ 9,997 児童手当現況届業務の委託により、繁忙期間の業務運営体制の効率化を図るととも
に、児童手当に関する子育てワンストップサービスの実施に向けた体制を構築する。

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）

★ 1,127,334 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 724,681 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・改修等を実施する。
・平成30年度：香櫨園留守家庭児童育成センター外５箇所（新築等）、夙川留守家庭
児童育成センター外６箇所（設計委託等）、瓦木小学校（教室改修）、大社留守家庭
児童育成センター外２件（非常階段設置等）

民間保育所給付等事業 ★ 4,579,338 子ども・子育て支援新制度の保育所に対して、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、教育・保育等の質の向上を図るため、補助金を交付する。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －4－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

地域型保育給付等事業 ★ 1,726,715 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、延長保育事業の実施等に必要な補助
金を交付する。

認定こども園給付等事業 ★ 2,111,258 子ども・子育て支援新制度の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）等に必要な補助金を
交付する。

私立幼稚園給付等事業 ★ 269,801 子ども・子育て支援新制度の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とともに、一時預かり事業（幼稚園型）等に必要な補助金を交
付する。

私立幼稚園等保護者負担軽減事業 ★ 908,473 軽減補助金の交付により、利用する私立幼稚園の子ども・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私立幼稚園を利用する
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。また、保育所等への入所が不承諾保留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。

保育士確保事業 ★ 36,780 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。

地域子育て支援事業 ★ 75,200 子育て支援の拠点となる子育てひろばの拡充を進める。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 ★ 63,127 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 8,575 丹波少年自然の家におけるリニューアル整備工事や本館耐震工事等に伴う事業費借入
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）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －5－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

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 10,000 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30年度：小荷物専用昇降機制御改修工事、トイレ改修工事

学校教育の充実

生徒指導体制の強化 ★ 44,598 教育委員会内に設置している学校問題解決支援チームに加え、生徒指導等の教育上の
課題解決を目的に、必要度の高い小学校に非常勤嘱託職員を配置することにより、生
徒指導への取組みに注力できる体制を強化する。

給食施設設備整備事業 99,824 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。

インクルーシブ教育システム構築事業 ★ 192,287 障害のある幼児・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うため、
基礎的環境を整備し合理的配慮を提供するための体制づくりを進める。

信頼される学校づくり

教育研修施設改修事業 124,887 教育会館の閉館と併せた施設の集約化により維持管理コストの削減を図り、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。
・平成30年度：教育会館解体工事

計画的・効率的な学校施設運営

学校施設整備事業 667,832 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。また、全館空調型設備を
個別空調型設備に更新するための設計を行う。

学校施設維持管理事業 733,100 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。
老朽化している受変電設備の更新工事等を実施する。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －6－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

西宮東高校ホール改修事業 354,066 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。

学校施設の長寿命化計画策定事業 ★ 9,534 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策定する。

学校施設の外壁打診・補修工事事業 50,000 高等学校において、外壁打診点検及び改修工事を行うことにより、学校施設の安全・
安心を確保する。

香櫨園小学校教育環境整備事業 1,002,936 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30年度：改築工事

西宮養護学校校舎改築事業 254,776 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30年度：尼崎養護学校改修工事着手

深津小学校児童急増対策事業 257,832 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、校舎増築を行う。
・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 79,268 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 29,248 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30年度：基本設計・実施設計着手、耐力度調査等実施

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －7－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成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 15,044 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、校舎の増改築及び長
寿命化改修を行う。
・平成30年度：土壌調査等実施

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

高齢者自立支援ひろば事業見直しに伴う社協地域
福祉活動の強化

★ 142,078 県の高齢者自立支援ひろば事業の見直しに伴い、これまで行っていた災害復興住宅で
の住民交流事業から地域全体で支え合う事業として実施するため、社協地域福祉活動
を強化する。

生活支援コーディネーター設置事業 ★ 49,440 高齢者の社会参加の促進及び生活支援サービスの充実に向けて、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30年度：生活支援コーディネーター２名増員（４名→６名）

西宮市共生型地域交流拠点運営等補助金交付事業 ★ 22,500 高齢者の社会参加と地域における支えあい体制づくりの拠点として、平成26年度から
実施してきた「ふれあい支え合いセンター」事業を一部見直し、「共生型地域交流拠
点」として整備する。
・平成30年度：共生型地域交流拠点２か所新設（３か所→５か所）

高齢者福祉の充実

地域包括支援センター運営事業 ★ 338,337 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。

地域のショートステイ整備補助事業 5,000 介護保険サービスでニーズの高いショートステイの整備のため、デイサービス併設型
の基準該当短期入所生活介護を地域のショートステイとし、整備に対し、一部補助を
行う。

高齢者交通助成事業 ★ 343,105 高齢者の社会参加を促し、介護予防につながる健康づくり・生きがいづくり等を促進
するために外出を支援する。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －8－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

介護認定調査事務委託事業 ★ 7,901 介護認定申請から結果通知までの期間を短縮するため、市で行っている訪問調査の一
部を委託する。

養護老人ホーム改修事業 4,320 施設・設備の老朽化に対応するとともに、入所者が安全に入浴できるように浴室の大
幅な改修を行う。

障害のある人の福祉の充実

民間障害福祉施設整備補助事業 323,539 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30年度：すずかけ作業所移転整備補助他

総合福祉センター等福祉ゾーン再整備事業 175,915 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30年度：総合福祉センター改修工事

障害者自立支援施設いずみ園管理運営補助事業 ★ 21,923 重度の知的障害者を多数受け入れている「障害者自立支援施設いずみ園」において、
指定管理者制度による運営から、民設民営化となるが、支援員を加配するために要す
る経費等に対して引き続き補助を行う。

障害福祉サービス管理システムの更新 ★ 36,625 障害福祉サービス支給管理システムの更新を行う。平成30年度にシステムの開発を行
い、平成31年度に導入する。

総合福祉センター改修事業 31,696 総合福祉センター内の老朽化した設備において、現に損耗が激しく更新を急ぐものか
ら計画的に更新し、市民が安心して利用できる安全な施設として整備する。
・平成30年度：温水ヒーター等更新工事

こども未来センター事業の充実 ★ 7,477 保護者の子供の発達への理解を促すため、「ペアレント・プログラム」の充実を図る
ほか、一般市民向けに発達障害についての理解を深める講演会を開催する。
また、人工呼吸器を装着しているなど通常のタクシーでは登園できない「わかば園」
の園児と保護者について、福祉タクシーを借り上げ通園体制の充実を図る。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －9－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

西宮市立北山学園施設整備事業 13,276 老朽化した施設の長寿命化を図るとともに、園児にとって快適な療育環境の整備に取
り組む。
・平成30年度：衛生環境の向上のため、２階トイレ室を乾式化するとともに、便器等
を更新する。

生活自立の援助

生活保護法に基づく医療扶助に係る委託業務 ★ 11,587 生活保護法に基づく医療扶助給付に係る、医療券・調剤券の発券業務等について、大
量かつ定型的な業務を外部委託する。

健康増進と公衆衛生の向上

北口保健福祉センター検診施設受診環境の改善 ★ 188,842 北口保健福祉センター検診施設では、特定健診・長寿健診や各種がん検診等を実施し
ているが、市民ニーズが高いため、開催日を増やして受入枠の拡充を行うことで、受
診環境の改善を図る。

医療サービスの充実

中央病院医療機器等整備事業 70,000 医療水準の維持・向上のため、耐用年数を経過した医療機器の更新を行う。〔病院事
業会計〕

中央病院施設修繕事業 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、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 249,910 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、老朽化した施設・設備の改
修を行う。〔病院事業会計〕
・平成30年度：病室等施設・設備改修工事

医療保険・医療費助成・年金制度の安定

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 一般会計から国民健康保険特別会計への繰り出しを行うことにより、保険料率の抑制
と特別減免を実施し、高齢者や低所得者が多い国民健康保険被保険者の保険料負担の
軽減を図る。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －10－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

高額療養費管理事業 ★ 31,590 都道府県単位化に際し、連携が求められる高額療養費該当回数判定等のデータについ
て適切に管理できるようシステム改修を行う。

後期高齢者医療制度電算システム改修事業 ★ 17,280 保険料延滞金徴収業務に関し、後期高齢者医療制度電算システムを改修し、延滞金計
算事務の効率化を図る。

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 ★ 74,451 南海トラフ巨大地震等の大規模災害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、洪水避難計画の策定、災害時要援護者避難に向けた取
り組み等を行う。

防災力強化事業 ★ 33,475 第二庁舎（危機管理センター）が完成するまでにも発生し得る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30年度：停電対策機能、情報通信機能及び業務継続性の強化

防災情報システム整備事業 7,704 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、防災情報システムを構築する。
・平成30年度：システム発注、既存設備移設計画

道路防災事業 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30年度：甲陽園西山町外（詳細設計）、苦楽園一番町（道路防災工事）

急傾斜地等崩壊対策事業 27,500 がけ崩れ災害への対策が必要な市有施設について安全を確保する。

消防・救急救助体制の充実

消防団車両等整備事業 52,812 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30年度：門戸、上ヶ原、瓦木

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －11－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成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 137,557 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30年度：（工事）中野分団、門戸分団
　　　　　　　（設計）生瀬分団、用海分団

消防訓練施設整備事業 495,390 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30年度：建設工事

瓦木消防署甲東分署建替事業 46,597 新庁舎運用開始に伴い、旧庁舎の解体工事を行う。
・平成30年度：旧庁舎解体工事

西宮消防署建替事業 26,858 老朽化、狭隘化した消防庁舎を、西宮市の基幹消防署にふさわしい庁舎に建替える。
・平成30年度：基本設計、地質調査等

消防緊急情報システム更新整備事業 ★ 177,354 現行の消防緊急情報システムを維持管理するとともに、次期消防緊急情報システムへ
の更新整備を図る。
・平成30年度：（現行システム）部分更新リース、再リース等
　　　　　　　（新システム）システム調達仕様書策定

消防局車両等整備事業 289,585 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30年度：水槽付消防ポンプ自動車等

消防水利等整備事業 ★ 5,577 老朽化した防火水槽を調査点検する。
・平成30年度：調査点検

教育訓練用資機材整備事業 ★ 2,747 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30年度：シミュレーション人形１体

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －12－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

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 ★ ― 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30年度：関係機関との協議

県事業負担金（阪神本線連続立体交差事業（鳴尾
工区））

21,667 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30年度：側道及び交差道路工事

阪神本線連続立体交差事業に伴う関連事業 241,000 阪神本線連続立体交差事業の一環として、側道等の整備を行う。
・平成30年度：側道及び交差道路等工事

鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業 251,178 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30年度：駅前広場整備工事等

街路事業 562,444 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）、門戸仁川線（概略検討）

道路改良事業 126,370 連絡道路の整備、道路の拡幅、踏切の改良など、道路の改良を行う。
・平成30年度：青峯連絡道（道路整備工事）、西814号線（道路詳細設計）

道路二次改築事業 148,100 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を行う。
・平成30年度：旧国道、ＪＲ西宮駅前広場（道路改良工事等）

歩道改良事業 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30年度：市内各所（歩道段差解消工事）

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －13－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

歩道新設事業 32,000 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 299,600 老朽化した道路附属施設（道路反射鏡、道路標識、防護柵、道路照明灯、エレベー
ター、エスカレーター等）の改修、更新を行う。また、交通安全対策特別交付金を活
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30年度：道路附属施設更新工事、東山台斜行エレベーター改修工事

橋梁改良事業 150,000 老朽化等を理由とする橋梁の架替、改良を行う。
・平成30年度：西宝橋（仮橋工）

橋梁長寿命化修繕事業 255,299 橋梁の点検や修繕などを行い橋梁の長寿命化を図る。
・平成30年度：橋梁点検、橋梁補修設計、津田橋外（橋梁補修工事等）

横断歩道橋改修事業 75,710 横断歩道橋の点検や長寿命化修繕、更新を行う。
・平成30年度：横断歩道橋点検、横断歩道橋補修設計、一里山歩道橋（改修工事）、
　　　　　　　若草町歩道橋（撤去工事）

道路維持修繕事業（舗装補修事業） 144,000 老朽化した幹線道路の舗装補修を行う。
・平成30年度：市内各所（舗装補修工事）

公共交通の利便性向上

甲子園駅改善等整備事業 255,250 甲子園駅のバリアフリー化を含む駅改善事業が平成29年度に完了した。駅周辺部にお
いても引き続き、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気鉄道（株）と協力して進める。
・平成30年度：広場整備等

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －14－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

水の安定供給

阪神水道企業団への出資金 ★ 94,978 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 2,766,070 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 ★ 15,900 老朽化した水路の改築を計画的に行う。
・平成30年度：神呪川、北谷川

下水道施設の整備 6,119,931 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 ★ 78,623 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。

市営住宅等改修事業 419,111 平成29年度に中間改定した「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。
・平成30年度：外壁改修工事他

市営住宅等整備事業 1,203,821 第１次建替計画の対象団地については、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。また、第２次建替計画の対象団地についても、市営住宅の効果
的な建替事業のもとに全体管理戸数を削減していくことで、管理戸数の適正化を図っ
ていく。
・平成30年度：甲子園春風町第２期建替事業他

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －15－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

市営住宅等耐震改修事業 50,000 平成29年度に中間改定した「西宮市営住宅整備・管理計画」に基づき、耐震改修を実
施する。
・平成30年度：上ケ原七番町５・６号棟耐震改修工事

交通安全対策と駐車対策

自転車駐車場整備事業 22,060 主要５駅を中心に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30年度：建物式自転車駐車場の劣化度調査ほか

防犯対策の推進

防犯カメラ設置事業 ★ 49,855 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。（100台程
度）

防犯カメラ設置補助事業 ★ 4,800 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 ★ 97,405 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～

緑の保全と創造

公園施設更新事業 223,100 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30年度：遊具更新、トイレバリアフリー化工事等

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －16－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成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 368,616 「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30年度：（西宮浜）詳細設計、駐車場・北多目的広場整備工事等
　　　　　　　（御前浜）園路整備工事

緑の基本計画改定事業 ★ 12,527 平成14年に策定した「西宮市緑の基本計画」について都市緑地法等の改正などを受
け、改定を行う。
・平成30年度：基本計画素案検討・作成、市民アンケート実施

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 ★ 234,202 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 43,075 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。

広域廃棄物埋立処分場建設事業 6,827 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破砕選別施設等整備事業 ― 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30年度：循環型社会形成推進交付金の交付を受けるための循環型社会形成推進
地域計画(第３期)策定

快適な生活環境の確保

食肉センター整備事業 63,429 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、高速と畜銃の更新

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －17－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

白水峡公園墓地建設事業 34,671 合葬式墓地の整備を行うとともに、引き続き区画墓地の整備も行う。
・平成30年度：実施設計等

墓地施設改修事業 62,010 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、老朽化した事務所施設の対策を講じる。
・平成30年度：（満池谷墓地）法面対策工事、建物外壁等調査
　　　　　　　（甲山墓園）事務所建物リース

満池谷火葬場火葬設備改修事業 9,720 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30年度：集塵装置更新

霊柩バス更新事業 11,277 市営葬儀専用として、ご遺族と棺が同乗できる霊柩バスを更新する。

環境監視設備等整備事業 25,326 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 ★ 23,330 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
たサイン整備を全市に展開することにより、魅力あるまちなみ・まちづくりを推進す
る。
併せて、船坂地区（まちづくり支援）や夙川公園（公共サイン）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

武庫川広田線整備事業(中津浜線以東～瓦木なか
の道）

57,000 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30年度：用地買収、物件補償等

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －18－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

丸山線整備調査検討事業 ★ 3,000 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30年度：地元協議等

甲東瓦木地区及び武庫川新駅周辺　都市基盤整備
事業

★ 3,550 甲東瓦木地区等における、都市計画道路や土地区画整理事業、武庫川新駅、阪急神戸
線連続立体交差事業等、全体的なまちづくり構想を策定して、整備を進める。
・平成30年度：地区まちづくり支援

持続可能都市関係計画策定等業務（立地適正化計
画等）

★ 12,648 公共交通との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。

ＪＲ西宮駅南西地区市街地再開発事業（卸売市場
再生整備事業）

20,519 平成24年度策定の「西宮市卸売市場整備基本方針」に基づいた卸売市場再生整備事業
を含むＪＲ西宮駅南西地区市街地再開発事業について、地元関係者とともに事業推進
に取り組む。
・平成30年度：市街地再開発準備組合補助金等

市道西第178・180号線等整備事業 210,459 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30年度：防潮堤沖出し工事、護岸コンクリート舗装工事等

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～

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 ★ 11,900 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。

企業立地促進事業 ★ 30,734 平成25年度施行の西宮市企業立地促進条例による奨励金制度を活用し、市内における
企業の立地・定着を促進する。

卸売市場再生整備事業 ★ 1,979 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、西宮市卸売市場再生整
備に向けて、市場関係者とともに事業推進に取り組む。
・平成30年度：卸売市場再生整備調査検討業務

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －19－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

勤労者福祉の向上

勤労会館他建物設備改修事業 32,700 勤労会館等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30年度：勤労会館等冷温水配管改修工事、勤労会館ホール便所改修工事

計画推進編

戦略的な行政経営体制の確立

郵送業務等委託化及びマイナンバーカード交付業
務委託の拡充

★ 149,397 郵送による証明書発行業務等の委託化により、業務の効率化を図ると共に職員の再配
置を行い、市民サービスの向上を図る。また、マイナンバーカードの交付体制を継続
すると共に、旧姓併記対応など国の制度拡充に対応する。

組織の活性化と職員の育成

内部統制関係事務 ★ 2,999 地方自治法の改正により、地方自治体に求められる内部統制の方針策定や体制及び運
用等について検討を進める。

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用

情報化推進事業 ★ 194,701 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30年度：職員用ノートパソコン入替

健全な財政運営

高須東小学校解体工事及び跡地利活用事業 493,150 高須東小学校跡地（認可保育所予定地を除く）の利活用に向け、旧校舎等を解体し、
事業用定期借地による民間の跡地活用事業者を公募する。

市税の賦課・徴収体制の強化

市税の賦課・徴収体制の強化 ★ 146,701 賦課徴収体制の強化を推進する。
・平成30年度：固定資産税オープンシステムの開発着手、滞納管理システムの統合及
び滞納情報等共有システムの開発、納付勧奨コールセンターの実施運用及び統合準備

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －20－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

平成30年度

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

計画的な施設の整備・保全

本庁舎周辺整備構想検討事業 ★ 5,000 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 2,700 アプリ甲東の立体駐車場について、チェーン関係部品交換の保全工事を実施する。

庁舎維持管理事業（本庁舎・東館改修） 127,483 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30年度：
【本庁舎】非常用蓄電池・自火報受信機・非常放送アンプ・空調自動制御設備更新工
　　　　　事
【東　館】非常用蓄電池・自火報受信機・非常放送アンプ・ＧＨＰ空調設備更新工事

北口駐車場改修事業 13,500 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、更新・整
備・改修を行う。
・平成30年度：精算機更新（２基）、入出庫ゲート更新

第二庁舎（危機管理センター）整備事業 510,615 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実現するため第二庁舎（危機管理センター）を整備
する。
・平成30年度：実施設計、教育委員会庁舎・旧区検察庁庁舎の解体工事

アプリ甲東大規模改修事業 70,000 アプリ甲東（市専有部分）における空調設備一式の更新工事を行う。

環境事業部庁舎ボイラー等設備更新事業 34,184 耐用年数に達したボイラーの更新を行う。

公共施設維持管理事業 645,161 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30年度：寿園、甲山自然の家などの屋上防水・外壁改修工事、西宮浜公民館な
どの空調設備改修工事、総合福祉センターなどの受変電設備改修等

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －21－



計　画　事　業　の　概　要 (単位：千円)

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 567,816 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30年度：市役所本庁舎１階吹抜部、勤労会館ホール、アミティホール天井
　　　　　　　耐震化工事

市保有情報の公開と個人情報保護

旧町村文書等の電子化業務 ★ 9,958 旧町村文書等のうち、汎用性の高い地図・図面、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。

 注）施策・事業名欄の右端「★」は消費的事業を示す。 －22－



計 画 事 業 費　　　〔投資的事業〕 (単位：千円)

事 業 費 一般財源

まちづくり編 23,620,417 3,842,690 

いきがい・つながり　～市民一人ひとりが輝いて生きるまち～ 575,297 246,697 

　　人権問題の解決 7,000 1,800 
　　市民活動の支援 373,578 115,178 
　　公民館・図書館機能の充実 21,535 18,235 
　　芸術・文化の振興 114,830 83,630 
　　スポーツ・レクリエーション活動の推進 58,354 27,854 

すこやか・はぐくみ　～子どもたちの笑顔があふれるまち～ 6,608,189 1,940,930 

　　子育て支援の充実 2,920,801 403,512 
　　家庭教育の支援と青少年の健全育成 18,575 18,575 
　　学校教育の充実 99,824 99,824 
　　信頼される学校づくり 124,887 15,087 
　　計画的・効率的な学校施設運営 3,444,102 1,403,932 

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～ 15,268,202 1,291,773 

　　高齢者福祉の充実 109,760 109,760 
　　障害のある人の福祉の充実 569,136 98,057 
　　医療サービスの充実 334,910 22,910 
　　災害・危機に強いまちづくり 49,204 15,304 
　　消防・救急救助体制の充実 1,048,799 277,499 
　　道路の整備 2,320,150 400,852 
　　公共交通の利便性向上 255,250 136,250 
　　水の安定供給 2,766,070 16,863 
　　下水道・河川の整備 6,119,931 0 
　　良好な住宅・住環境の整備 1,672,932 192,218 
　　交通安全対策と駐車対策 22,060 22,060 

うるおい・かいてき　～水と緑ゆたかな美しいまち～ 1,136,029 330,590 

　　緑の保全と創造 591,716 136,591 
　　資源循環型社会の形成 49,902 28,702 
　　快適な生活環境の確保 206,433 43,702 
　　良好な市街地の形成 287,978 121,595 

にぎわい・そうぞう　～人々が楽しく交流する元気なまち～ 32,700 32,700 

　　勤労者福祉の向上 32,700 32,700 

計画推進編 2,962,540 635,776 

　　健全な財政運営 986,300 106,700 
　　計画的な施設の整備・保全 1,976,240 529,076 

26,582,957 4,478,466 

区　　　　　　分
平成30年度予算

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。 －23－


