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 去る４月２２日

の芦屋市市議会

議員選挙で多く

の方にご支援と

期待をいただい

て、新人議員に

ならせていただ

きました！ 
「女性の目線で、

生活者の目線

で」皆様と共に、

芦屋の未来を作

っていく所存で

ございますので、 
どうそ、今後とも宜しく御願い申し上げます。 

 

 

役員 
議長   畑中 俊彦（イーブン） 
副議長   幣原 みや（有政クラブ） 
 
会派 
創政グラブ：◎長野、○山村、幣原、助野、都築、 
      いとう 
イーブン： ◎中島（健一）、○中村、重村、 
      中島（かおり）、畑中、松木、 
公明党：  ◎徳田、○田原、帰山 
共産党：  ◎木野下、○森 
新社会党： ◎前田、○山口 
無所属：  大久保、寺前、長谷 
         

                                                           ご意見募集中！ 

 
議会運営委員会            

◎ 中島（健）、○長野、徳田、中村、山村 
             
常任委員会 
＜都市環境委員会＞ 街づくり、道路、水道を主に担当。 
 ◎長野、○寺前、大久保、徳田、中島（健）、畑中、 
  いとう 
 
＜民生委員会＞ 教育、福祉を主に担当。 
 ◎田原、○前田、重村、都築、中村、長谷、森 
 
＜総務委員会＞ 市の決算全体を担当。 

◎ 松木、○山口、木野下、帰山、幣原、助野、 
  中島（か）、山村、 

    
特別委員会 
＜行政改革調査特別委員会＞ 
◎帰山、○長野、重村、幣原、中島（か）、前田、森 
 
＜市立芦屋病院調査特別委員会＞ 
◎中村、○山村、木野下、徳田、松木、山口、いとう 
 
♥ 敬称省略、あいうえお順 
♥ ◎は幹事長、委員長、○は副幹事長、副委委員長 
 
 
＊いとうまいの所属する創政クラブの名前の由来は、

「新しい政治や時代を創っていく同士」という意味があ

ります。 
＊いとうまいは選挙中にも訴えていました、「病院問

題は皆様の声をもっと聞いて考えて！」に取り組みたい

と思い、病院調査特別委員会に参加することにしました。 
 

  新しい議会の様子 



    

       
一般質問ってナニ？ 
 
 議員から、市長や芦屋市に

対して、行政に関する、あら

ゆる分野において、質問でき

る議員としてのいわば晴れ舞

台です。一回目の質問の後、

当局側からの答弁の後、必要

に応じてあと２回質問することが許されています。制限

時間は合計３回の質問を通して一人４０分と定められて

います。 
 今回は、議長、副議長は質問できないため、２人を除

いた２０人中、いとうまいを含め、１４人が質問いた

しました。 
 

６月議会 いとうまい の質問 
 

選挙運営について 
 
 

Question 今回の選挙結果発表が遅れた要因は集計にミス

がありました。１）開票作業時間短縮の貯めの、開票事

前演習の確認。２）開票従事者の役割と手当について。

３）投票率を高める為に、交通の便の悪い地域（奥池集

会所、朝日ヶ丘幼稚園）に試験的な、投票日当日の臨時

にバス停を設置し運行を打診。４）参議院選挙延期に伴

う、予算確認、投票場、開票場の確保確認。 また、

５）選挙ピーアールの手段として、住民参加型のイベン

ト提案。（４月の選挙では、市職員によるＣＡＴＶでの

選挙をテーマとしたドラマを放映していたが、中学生や

市民公募をしてはどうか？） ６）市長、議員の任期開

始時期を６月でなく、５月に戻す提案。（現在は、選挙

は４月、任期開始は６月ですが、これは震災時に得た特

例の為。いとうまいは、選挙直後から仕事がしたくて、

任期が始まるまでの１ヶ月以上も悶々とした日々をすご

しました。これは、新旧交代をよりスムーズに行うため

に必要だと感じています） 
 
Answer １）事前演習なし。３）試験的なバス運行出来

ない４）現在、投票場、開票場において、すでに他の予

定があるので調整中。また、選挙従事者についても調整 
 

中。予算については、予算内で収まる予定。また、会議

にて、開票作業の事前確認。５）他の部署とも協力し、

楽しい市民参加型のイベントを今後検討。 
 
２）投票所設営       ￥3000～ 4000/人 
  投票事務従事者     ￥38000/人 
  投票事務職務代理    ￥40000/人 
  開票事務従事者（２１時～０時） ￥10000/人 
  開票事務従事者（２１時～２時）  ￥19000/人 
 
＜いとうまいの考え＞ 
 回を重ねるごとに低下する投票率ですが、選挙には皆

様の大切な税金が使われていると同時に、皆様が政治に

参加できる重要な機会です。どうせ、、、、と諦めてし

まうのでなく、自分たちで自分たちの未来を作っていけ

たらと、願ってやみません。 
 また、投票日の臨時バス運行やコンピュータ導入によ

る投票区割り廃止案は、予算や、法律の為、今回は良い

回答を得ることが出来ませんでしたが、ＪＲ駅前の交通

の便の良い場所で、期日前投票が可能なことは、大きな

チャンスだと思います。 
 
 

男女共同参画社会づくり条例について 
 
 
Question 芦屋市では１９９１年より男女共同参画に関す

る取り組みが始められ、市民意識調査後、ウィザスプラ

ンも策定。２００２年に行われた市民意識調査でも、事

業推進の必要性が表れた結果となりました。昨年、議員

側より条例策定議案が提出されたのにも関わらず、否決。

男女共同参画は、市民の生活のあらゆる分野へ深い関わ

りがあり、その事業の柱となる１）条例策定の早期実現

を提案。２）実際の事業内容の確認（男女差別は長年の

社会制度及びＤＶなど慣行が大きな影響を及ぼし、地域

社会や、学校教育、個人の意識改革が不可欠だと考えま

す。） 
 
Answer １）芦屋市では

平成２０年度中に、5年
前と今年実施された市民

意識調査の結果を交えた

条例策定を予定しており、

条例策定に関し、前倒しの必要性なし。２）事業内容と



しては、先に策定された「ウィザスプラン２」の基本目

標を柱として、実りある事業展開を検討していく。 
 
＜いとうまいの考え＞ 
 やや？かなり？足取りが重い男女共同参画社会事業で

すが、市長自ら、「大切な事業だと認識している」との

言葉もいただけ、今後の進展に大いに期待！ 
 しかしながら、まだまだ誤解が多いこの事業は、働く

女性の為だけのものでなく、男性も女性もお互いの性の

違いを理解すると共に、個人が尊重され、安定した生活

を実現するものだという認識を今一度、皆様に持ってい

ただきたいと御願いいたします。 
 
 

学校プールの利用について 
 

 
Question 昨年埼玉県で起こった排水口の蓋が外れたこと

による、市営プールでの事故死に伴い、学校プールの安

全確認。１）プール開前の施設と水質の安全確認方法、

確認スパンについて。２）授業時の監視体制。３）学校

プールを利用したコミスクの管理監督体制。４）利用者

何人に対し、１人の監視員配置など、実質的なプール使

用の関する条例、または指導要綱の策定提案。 
 
Answer プール清掃時に、施設全部の安全確認。芦屋市

では排水口部分は、二重蓋を使用。水質チェックは、使

用前ごとに確認。２）水泳指導者と監視者を常に配置。

３）施設は芦屋市、管理はコミスクで行っている。４）

コミスク等が利用する場合は、くれぐれも安全利用を呼

びかけており、現時点は、使用条例、指導要綱策定の考

えはない。 

 
 
＜いとうまいの考え＞ 
 水泳部出身の私は、プールの授業が大好きでした。水

を使用する授業は予想外の事故が起る可能性があり、念

には念を入れるべきだと思い、質問をいました。学校プ

ール施設自体の安全性は確認できましたが、利用する側

の安全意識に頼る場面が多いと感じます。 

＜＜６月議会で決まったこと＞＞ 

 
 
  今回は報告議案を含む36件について審査し、全

議案が可決されました。 
 
♦芦屋市市税条例の一部改正。（現在実施されている地

方税法等の一部改正に伴うもの。個人市民税、固定資産

税、都市計画税、たばこ税等が含まれます。） 
 
♦「市立養護老人ホーム和風園」の運営、管理が市から   

指定管理者(民間委託)に平成２０年に移行するため、入

所定員を５０人から３０人へ。（現在は24人が入居して

います。） 
 
♦高浜町南区地区が地区整備計画区域に追加され、また

南芦屋浜地区、楠町、浜風町、潮見町、緑町、業平町、

若宮町、奥池町、奥池南町、六麓荘町、新浜町で条例の

一部改正。 
 
♦朝日ヶ丘小学校の夏休みを利用した3年計画工事で今年

は、耐震補強＆バリアフリー工事を行います。約1億８

５００万円をかけて行われますが、入札の結果、西本建

設（株）が施工業者となりました。 
 
♦潮見集会所の和室2部屋を洋室3部屋への改装。それに

伴う施設使用料の改定 
 
♦災害援護資金貸付金返還の訴えを20件提起。5年間の

措置期間及びその5年の償還期間を過ぎても一部を除き

元利償還金を償還しなかったため、簡易裁判所に支払督

促の申立てを行った際、督促意義の申し立てがあり、民

事訴訟を行いました。 
 
♦打出浜小学校のバリアフリー工事に「安全、安心な学

校づくり交付金」が追加されることによる補正予算をは

じめ、国民健康保険事業特別会計、下水道事業特別会計、

老人保健医療事業特別会計等の補正調整が行われた。 
 



     政務調査費 
     芦屋市は大丈夫です！ 
 大阪府議会の政務調査費に関するニュースをよくテレ

ビで見ますが、政務調査費に関して、もう一度おさらい

をしてみましょう。 
 政務調査費というのは、議員が活動をする上で大変に

大切な活動費です。研究研修費、調査費、資料作成費、

資料購入費、広報費、広聴費、人件費、その他経費、が

あげられ、例えば、今皆様が詠んでいるこのニュースは

政務調査費を使って作成をしています。 
 芦屋市では、会派に対して、１人あたり月70000円が3
ヶ月ごとに支給されます。会派に対しての支給なので、

会派ごとに約束事を決めています。これは、互いに使用

方法に間違いかないかを確認でき、調査費乱用を防ぐ上

に大変に有効です。ペン１本からはじまり、全ての領収

書の義務付けがあります。 
 ＊なお、新人には６月分の調査費の支給はありません。 
 
＜創政クラブの政務調査費の主なルール＞ 

項目  補則 
電話代 
(調査費) 

○ 普通(インターネット)、携帯電

話、共に 
３５００円限度として 

書籍代 
(資料購入費) 

○ 新聞や図書、仕事に関するも

のに対して、本名が必要 
コンピュータ＆

プリンター 
(資料作成費) 

× 以前は認められていたが、市

民からの任期終了後も使用で

きるとの疑問の声があり、現

在は不可（非常に不都合！） 
文具 

(資料作成費) 
○ 仕事に要するものに対して 

交通費 
（研究研修費） 

○ 仕事に関するもの。近郊電車

利用の切符代等は、手書きの

領収書申請可能 
勉強会参加費 
（研究研修費） 

○ 研究会、研修会を開催、参加

に要する経費 
名刺代 × 選挙活動につながるので 
飲食代 

（広聴費） 
△ 当然アルコールや高価な食事

は×。市民の方との議会報告

時に茶菓子代 
ガソリン代 
（調査費） 

○ 約３５００円限度として 

ニュース印刷代 
（資料作成費） 

○ 活動報告に関するものに対し 

プリンターのイン

ク代（資料作成費 
○ 年2個分を目処にして 

♥芦屋市では調査費使途報告の閲覧ができますよ  

車椅子の借り方 
 学校が夏休みに入り、家族でお出かけをする機会も 
増えることと思います。「家族全員で楽しみたいけれど、

ちょっと、おばあちゃんが、歩くのが辛そう」「友人と

出かけたいけど、みんなに付いて行けるか不安」という

方に挑戦していただきたいのが、ちょっと、芦屋市から

車椅子を短期間借り受けるサービスです。車椅子を芦屋

市から借りる場合について調べてみました. 
 方法としては、以下の３とおりです。 

１． 市の障害者福祉課から借りる 
２． 地域の民生委員さんに連絡をする 
３． 社会福祉協議会から借りる 
 

１．市の障害者福祉課 
 市役所南館２階であります。そこで、｢車椅子貸出申

請書｣に必要事項を記入＆捺印で、車椅子を借りること

ができます。在庫があれば、申請したその日から使用可

能となります。基本的に、車椅子は市役所での引き渡し

になりますが、事情等により、配達を必要とする場合は、

話し合いに応じ、車椅子を家まで届けてもらえます。障

害者福祉課で担当していますが、障害がなく、怪我や病

気で利用を希望する方にも、貸し出しをしています。 
障害社会福祉課  電話 ３８－２０４３ 
 
２．地域の民生委員さん 
 地域の方のお世話をしている民生委員さんが、各町に

1～2人います。この民生委員さんに連絡をして、車椅子

の貸し出しを御願いすると、利用することができます。

「私の町の民生委員さんって誰？」と疑問を持った方も

ご安心！市役所の地域福祉課で電話すると、親切に教え

てもらえます。 
地域福祉課  電話 ３８－２１１３ 
 
３．社会福祉協議会 
 ルナ、ホールの東隣の建物です。ここも、必要事項を

書類に記入、捺印で車椅子を借られます。ただ、配達サ

ービスはありません。約10台は常に用意している他、福

祉推進委員さんや自治会長さんが管理している車椅子の

紹介もしてもらえます。 
社会福祉協議会   
電話 ３２－７５３０ 
 いちどお電話 

   してください！ 


