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＜＜お知らせ＞＞ 

現在、「ねんきん特別便」を

受け取られている方は 

「年金受給額が増える」 

可能性があります。 

いま一度訂正がないか 

ご確認をしてください。 

 

  ねんきん特別便専用ダイヤル 

    0570-058-555

後期高齢者医療制度が始まります！ 

平成２０年4月1日から 

現行の老人保険制度が後期高齢者制度に変わります。 

被保険者となる方・・・７５歳以上の全ての方（生活保護受給者除く） 

             ６５歳～７５歳未満の一定の障害がある方 

＜被保険者証＞ 

3月末までに被保険者証を

郵送します。保険料はお一

人おひとりに納める事にな

りました。年額18万円以上

の年金受給者は年金から保

険料が天引きされます。 

＜お問い合わせ＞ 

保険医療助成課医療助成担当 

電話 ３８－２０３７ 

兵庫県広域連合事務局 

電話 ０７８－３２６－２６１２ 

保険料、医療体制など 

なんでもご相談ください。 

＜保険料額の通知＞ 

4月に仮徴収額の決定

通知が送付されます

が、7月に最終的な徴

収額の通知が行われま

す。最高限度額は年間

50万円となります。 

＜医療費（窓口）負担＞ 

老人保健制度と同じように医療窓口で

一部負担を支払います 

▴一般の人・・1割負担 

▴現役並の所得がある人・・・3割負担 

＊現役並の所得とは、課税所得145万円以

上、かつ、収入が後期高齢者複数世帯520

万以上、単身世帯383万円以上の方です 

＜医療体制＞ 

▴主治医から継続的に心身の特性に見合った外来 

 診療が可能です。 

（いつでも主治医の変更は可能です） 

▴退院時に医療専門家と福祉サービスの提供者との  

 連携により在宅での生活を支えます。 

▴ご本人のみならず、家族や医療従事者と共同で 

 ご本人の希望にそった医療を目指します。 

 

ねんきん特別便 

のご確認！ 

 



    ３月 総括質問 
 

 

 

   総括質問 
 
３月議会では個人ではなく、

会派からの質問が６０分 
限度でなされます。 
 市長が行った「施政方針」に

基づき質問を行います。施政方針は、財政再建を確実

なものにするため、財政再建・行政改革の推進を基本

に市民の参画と協働のもとに「安全で快適なまちづく

り」「次世代への施策の充実」を最重要課題としてい

ます。 

 創政クラブの主な質問 

 
 

１）子育て＆教育について 

①Ｈ.２１からの病後児保育実現に向け進捗は？  
②放課後子どもプラン事業のための室内スペース 
 の早期確保要望  
③学校内での環境教育の現状と今後の取り組は？ 
 
ANSWER 
①山手夢保育園を利用してＨ.２１年度開始に向 
 けて協議中 
②Ｈ.２１年実施にむけて具体的な活動場所と 
     活動 内容について検討中 
③家庭との連携を持ち、「知・徳・体」を備えた 
 主体的に行動できるよう実施。現在は、体験型 
 の水生物の調査や星空観察会実施。新年度から 
 学校空調設備を設置するにあたり、温度調節や 
    エコノート活用を予定。 
 

２）安全な生活について 

④食の安全や食育に関する総合的な担当課の設置 
 要望  
⑤自主防犯グループへの県費支援が終了時 
（Ｈ.２１年度）、芦屋市独自の支援は？ 
⑥新型インフルエンザ対策の担当部署設置と感染 
 拡大防止策は？  
⑦地球温暖化対策に関する背策・事業  
⑧防災対策での女性への配慮要望 
 

ANSWER 
④引き続き、県の健康生活部、芦屋市の保健 
 センター、消費生活センターと連携対応 
⑤今後対策検討を行う予定 
⑥県主導での対策となるが、検討を行う 
⑦「まず芦屋から」をかけ声に、新エネルギー 
 を含めた事業を展開 
⑧女性に配慮した対策を推進する 
 

３）健康＆福祉、市民参画について 

⑨芦屋市立病院の独立行政法人化へ向けて、 
 安定した医療提供に関る広域医療を含む 
 医療体制の将来像は？  
⑩福祉センターの将来像は？  
⑪男女共同参画社会条例制定へむけて 
 
ANSWER 
⑨訪問医療支援、訪問看護、訪問リハビリ等の 
 新たな「地域医療支援ネットワーク」の未来図 
 に向けた取り組みを行う。 
 広域医療では、診療・機能別の連携病院群を 
 構築、効率性の向上とスケールメリットの 
 確立を目指す。 
⑩「地域福祉」の拠点となる位置づけ。 
 市民の誰もが利用でき、保健＆福祉に関する 
 相談支援と提供が出来る施設を目指す。 
⑪あらゆる分野での取り組み必要。新たな数値 
 目標も設定予定。 
 

４）財政について 

⑫Ｈ.２０年度の歳入・歳出についての基本的な 
 考え方は？  
 
ANSWER 
⑫福祉センター開設の用地取得にかかる繰上げ 
 償還金の一部は積み立ての減債基金を活用予定。 
２０年度末には市債残高が 800億円を切る見込み。 
 
＊質問ではありませんが、全職員が元気を出して一丸

となり、知恵をしぼり行動力をもった行政運営を要望

しました



＜＜３月議会で決まったこと＞＞ 

      
 
♦市営住宅等における暴力団員の排除および迷惑

禁止に係る規定を設定しました。 
 
♦南芦屋浜地区における企業立地促進に関して、

現在施行されている固定資産税の半額補助 の条

例の期間がＨ.２０年からＨ.２３年３月３１日に

延期されます。 
 
♦Ｈ.１９年度一般会計補正がありました。 
これは、予算に対する各事業の結果がほぼ確定し

た事と、国庫出資金の確定によるものです。この

結果、歳入・歳出ともに約６億８０００万円増え

て、約４０２億２０００万円となりました。 
 
♦高浜町で売り出している土地が予定よりも売れ

残った為に、宅地造成事業特別会計が補正されま

した。６７区画中、２９区画が売却、３８区画が

残っています。この土地の売上金が南芦屋浜総合

公園建設の返却に当てられる予定で、足りない場

合は一般会計よりの支出となります。 
 
♦ 芦屋市立病院のＨ.１９年度予算補正。 
当初1億290万円を一般会計から借り入れの予定

でしたが、4億8780万円に

改めるものです。 
病院はＨ.１９年度で 
約7億5千万円の赤字とな

る見込みです。 
 
♦財政再建の為に給料月額

をこれまで減額していましたが、病院の医師等確

保のため、減額措置を廃止します。23人が対象

となり年間総額963万円となりますが、西宮市、

伊丹市と同等水準となります。 
 
 

♦地震以降13年間閉鎖されていた「青少年野外活

動センター」事業を正式に廃止します。財産区か

ら場所の提供を受けていましたが、財政難の為再

開不可能と判断するものですが、新たに使用方法

の提案などあれば、検討を行うこ

とを確認しました。 
 
♦介護保険料率の緩和措置を 
Ｈ.２０年度まで延長を決めまし

た。 
これは税制改革に伴う影響がまだ残っていると 
いう理由によります。 
 
♦高齢者のバス半額助成に伴い、これまで77歳、

88歳、99歳、100歳に渡されていた敬老祝金を88
歳と100歳の方のみ、となりました。 
 
♦松の内町の地区計画区域の追加が決まりました。 

マンション開発や山手幹線道

路が開通するのにあたり、建

築物規制や店舗飲食店に関す

る規制が出来ました。 
 

♦40歳～74歳を対象とした特定健康診査（メタボ

検診）が 4月から開始されるのに伴い保健センタ

ーの設置及び管理に関する条例改正がありました。 
 
 
♦福祉センターの土地売却が決定 
今議会で一番審議されたのが、市所有の土地約

5904㎡を木口ひょうご地域振興財団に約18億
1850万円で売却する議案です。売却後、木口財

団に福祉センターの建物を建ててもらって芦屋市

が建物を借り受けて、福祉センター運営を行う事

業の為です。震災後財政難の為に凍結となってい

た福祉センター建設は、だれもが願うものでした。 
議論となったのは、 

● 土地の売却の妥当性 
● 売却値段が妥当であるか？ 
● 継続可能な運営方法か？ 
● センター構想の多くが未定の時期に売却

議決が必要か？ 
● 芦屋市の福祉のあり方 

等が主なものでした。いとうまいは未決定事項 
が多すぎるので採決を辞退しました。



 平成20年度予算決定！ 

 

 

 

 

 

 

一般会計当初予算は、前年度比７．７％増の417億5000万円となります。 

個人市民税が3.0％増加し、 

新築等家屋の増加によって 

3.2％増加となり、市税収入全

体では前年度予算を2.6％上回

ります。 

自主財源は約335億6130万円（80.4％）、依存

財源は約8億1880万円（19.6％）となります。 

 一方、南芦屋浜道路・都市公園整備事業の完成

間近に伴い、国庫出資金が16.7％および寄付金

23.2％減少するとともに、市債充当事業の減少お

よび地方債の借入抑制によって市債が25.2％ 

減少します。 

 尚、福祉センター関連経費の財源として減債基

金を取り崩して充てるため、繰入金が93.4％と

大幅に増加します。 

 また、災害復旧・復興事業により増大した市債

は、地方債の借り換え及び新規の借り入れを抑制

すると共に、公的資金補償金免除繰上償還制度を

活用して、Ｈ.20年度末の一般会計での市債残高

は800億円を切る見込みとなります。 

 

地方債の償還金の増加に伴う公債

費が6.5％で全体の26％を占めま

す。 

 建設事業が消防本部庁舎施設等

の継続実施や、小・中学校の耐震整備事業の継続

実施及び空調設備整備事業の新規着手、福祉セン

ター関連経費などにより40.8％大幅に増加しま

す。 

 目的別では、後期高齢者医療療養給付金の負担、

特定健康診査等の実施及び妊婦健康診査助成金の

拡充などにより、民生費が3.2％、衛生費が

3.8％増加、また教育費が1.7％増加となります。 

 

＜主な財政指標の状況（普通会計）＞ 

区分 19年度（見込み） 20年度（見込み） 

経常収支比率 １０９．７ １０８．３ 

公債費比率 ３３．７ ３０．１ 

実質公債費比率 ２７．８ ２８．９ 

＊実質公債費比率は当該年度までの3ヵ年の平均です。 

震災の復興・復旧事業により各指標はよくありませんが、     

実質公債比率等は１・２年後より減少する予定です。 

 

歳入面 歳出面 

地方交付金,  
1,300,000 , 

3.1%

地方譲与税・

その他,  
1,847,000

 4.4%

県支出金,  
1,324,490 , 

3.2%

国庫支出金,  
2,283,540 ,

 5.5%
諸収入・

その他,  
1,297,580 , 

3.1%

使用料及び

手数料,  
1,225,250 ,

 2.9%

財産収入,  
1,168,850 , 

2.8%

繰入金, 
 7,356,890 , 

17.6%

市税,  
21,355,240 , 

51.1%寄付金,  
1,157,560 ,

 2.8%

市債,  
1,475,900 ,

 3.5%

歳入 

その他, 
 2,911,372 ,

 7.0%

議会費,  
346,204 ,

 0.8%消防費,  
2,132,537 , 

5.1%

公債費,  
10,864,891 ,

 26.0%

民生費,
  8,182,218 , 

19.6%
土木費,  

5,924,854 , 
14.2%

教育費, 
4,182,016 , 

10.0%

総務費,  
3,899,121 ,

 9.3%

衛生費,  
3,306,787 , 

7.9%

歳出 

＜単位：千円＞ 


