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         芦屋市立病院の独立行政法人・病院建替 
 

        昨年１０月に市長から市立病院の運営形態を独立行政法人・非公務員型へ 

    移行するとの表明が行われ、今議会で法人の定款が議案提出されました。 

       議会では病院特別調査委員会を設置して、調査を続けて参りましたが、 

   ５月６日の委員会で行政側から突如、法人移行に伴い、 病院の一部建替え案 

   （事業総費８０億円、利子を含む総額１２３億円）の説明がありました。 

    独立行政法人へ移行してしまうと、高額な病院建替 は、予算以外では議会の 

      議決なしで行うことが可能となります。まだ、法人への移行の議決がない中で、  

   急速に動きだした 行政に対し、議会は責任を持てないと議案の継続を決定しました。

 
 
                                            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと待った！ 

<独立行政法人化のデメリット（短所）> 

・建替え案件等、議会の議決なしの運営 

（但し、評価委員会による評価制度有） 

・経営重視の病院経営の可能性 

・運営に議会は関与出来ないが、負債は税金 

 で賄う。 

・現職員の再雇用対応 

<独立行政法人化のメリット（長所）> 

・非公務員化による柔軟な人件費の採用 

 （医師の招聘と民間への対応の給与体制） 

・病院までの巡回バス運行予定 

・問題発生時に議会の決議を待たず、 

 迅速な対応可能 

・経営責任を持つ理事長が病院経営 

<収支見込と建替え費用> 

・現在の累積赤字）病院の資産での相殺 

        （土地・建物など） 

・建替え費用）１２３億円を病院と市で折半。 

       平成５０年完済予定。 

・市の毎年度予定繰出金） 

 建替え費用とは別に、年度により異なるが、 

 市から病院に約５億８千万程度の補助 

・単年度収支見込）病院の計画では、平成２３年 

 度から１億３７００万円の黒字経営計画 

・市債残高見込み）病院建替を行うと、３６７億 

 円→４５０億円と増える。（平成２８年度） 

 

<病院の建替え案> 

・上限が建替費用６０億円、関連整備費２０ 

 億円、利子を含めた総額１２３億円の計画 

・平成２１年度から２年間の病院運営を 

 行いなからの建替え案 

・耐震問題に課題のある病棟建替＆整備 

 （管理棟を含む、４棟→３棟に集約） 

・職場環境整備のための院内保育園の新設 

・駐車場の拡大（１３９台→１６０台） 

・建替え費用は、芦屋市一般会計からの 

 長期借入金 

・１床面積の拡充（プライバシー重視） 

 



いとうまい ６月 一般質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   シーサイドタウン・高層住宅の 

       課題について

 

 
 ○昭和５４年に「モデル都市」としてスタート

した高層住宅は、県住宅、県の住宅供給公社、都

市再生機構、分譲管理のアステム４つの管理体で

運営がされています。「環境にやさしい街づく

り」を謳った街には、地域熱供給やパイプライン

（真空ごみ収集システム）が試験的に導入されま

した。芦屋市独自の施設はありませんが、エレベ

ータのスキップ停止階問題をはじめ、施設の老朽

化が進み、エネルギー供給方法や４社間での不明

瞭な土地の利用や管理体制等があり、街がスラム

化する前に、芦屋市の街づくり全体の中で見直し

が必要だと考えます。また、生活習慣のちがいか

ら起きる新外国移住者とのトラブルに対応する為、

専門部署の設置も質問を行いました。 
 
質問・Question 
①建物老朽化エレベータ停止階・アスベスト問題 
②モデル事業としての見直し・修正について 
③地域熱供給システムと老朽化問題・環境問題 
④新外国人移住者に対する対応策 
⑤不明瞭な管理体制の限界と対策について 
 

回答・Answer 
①建物の管理者責

任で市は関与なし。アスベストは昨年指定された 

「アクチノライト」について再調査中。 

②街の開発当初から見直し計画は行っていない。 

③省エネに対する考え方は変化してきているが、管

理者の中で検討すべきで市は関与なし。 

④日本人とのトラブルがある事は認識しているが、異

なる部署間で庁内連絡会を設置し、情報交換や問題

対策について協議している。 

⑤事業の見直しを行う際は市も関与を行うが、評価見

直し計画などの取り決めはない。ただ、街のあり方に

関しては、市も積極的に関与したい。 

 

    

    阪神芦屋駅改修工事と 

  阪神なんば線について 

     

 
質問・Question 
①ホーム延伸工事助成決定の過程について 
②阪神芦屋駅の重要性について 
③阪神電車の新ダイヤ対策 
 

<病院の現状> 

 入院）１２４人／日（平成１９年度） 

 外来）３５０人／日（平成１９年度） 

 診療科目）１８診療（専門外来含む） 

 病床数）１７８床（実働病床数） 

 入院基本料）患者１０人：看護師１人 

 累計赤字）約５８億９３８０万円 

 単年度収支）▲約６億８千万円 

           （平成１８年度） 

＊国の制度変更により新研修制度、診療報

酬等が原因で急速に赤字が膨らみ、 

安心出来る医療提供を継続する為に 

抜本的な運営の見直しが求め 

られています。 

<病院の将来像> 

 入院）  １７３人／日（平成２３年度） 

 外来）  ４４８人／日（平成２３年度） 

診療科目）１８診療＋他病院との連帯強化 

 病床数）１９９床 

  （ＩＣＵ４床、緩和病床２０床含む） 

 入院基本料）患者７人：看護師１人 

 

＊外科救急、小児科、小児科救急、周産期 

 （産科）脳卒中の急性期、心筋梗塞の 

 急性期における地域中核病院 

＊公立病院としての運営継続 

＊院内開業医院はそのまま運営継続 

＊職員の意識改革と労働環境整備 



回答・Answer 
①阪神電車間で特にダイヤについての話し合いは

行っていない。 
②南芦屋浜開発もあり、主要な駅との認識          
③工事助成も行っているので、市民にとって利便

性の高い、最速レベルの列車停車を望むと同時に

要請を行う。 
 

 

 

 

 

○芦屋市は、阪神芦屋駅～なんば駅までの間が 
２００９年に開通する「なんば線」に備えて、バ

リアフリー工事とホーム延伸工事の助成金、約３

６００万円を出しました。税金を使用した工事の

費用対効果として、利用者の利便性を高めること

が求められると考えます。新ダイヤ決定前に、阪

神電車に対し、最速列車の停車を要望する事前の

協議が必要だと考えました。また、最速列車の停

止は、土地の資産価値にも影響があるとため、市

民の資産を守る事になるとも考えています。                                  

 

     マナー条例について 

 

  
 
質問・Question 
①夜間花火禁止の強化対応策について 
②禁煙区域内のパトロール体制について 
③色あせた黄色いのぼり旗の啓発方法について 
④禁煙区域内との境界周辺のたばこのポイ捨て 
 について 
⑤阪神芦屋駅周辺での禁煙区域拡大について 
＊要望として、市役所水道管理ビル前での喫煙

場所の移動を御願いしました。 
 
 
回答・Answer 
①駐車場夜間閉鎖（夜9:00～朝5:00まで）と 
 巡回の強化 
②３月以降の３人新体制で、過料件数４２件、 
 違反者８８人（市内７人） 
③美観観点からも配慮した啓発方法を検討 
④看板設置などによる啓発活動を検討する 
⑤禁止区域の指定はしないが、ステッカーなどで 
 喫煙禁止を呼びかける 
 

  
 ○マナー条例の施行から１年が経ちました。芦

屋市は条例の啓発活動に力を入れてきましたが、

市民からはまだ合格点を頂いていない状態です。

今回は、清潔・安全・快適な生活環境を確保する

ために、より踏み込んだ内容を質問しました。夏

本番を前に夜間花火対策についてと、阪神芦屋駅

周辺を喫煙禁止区域に指定するでは、提案質問を

行いました。市役所もある阪神芦屋駅周辺ではバ

リアフリー工事が計画されており、芦屋の顔に恥

ずかしくない街になればと考えます。 
 
 

＜＜６月議会で決まったこと＞＞ 

市立病院に関する審議はこれまで、民生文教常

任委員会で行われていましたが、福祉センター

の重要審議と重なることから、今期より都市 
環境常任委員会で審議する事になりました。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 芦屋市市税条例の一部改正の報告を受けた。 
①個人市民税：住宅ローンの控除がこれまでは 
 所得税で行われていましたが、住民税で対処 
 するようになりました。 
②省エネ改修工事に係る固定

資産税を１／３の減額措置を

行う事になります。平成２０

年４月～平成２２年３月末 
までに、窓・床・天井・壁 

  の断熱改修工事を３０万円以上行った世帯に   
    対しての措置です。 
③社団・財団で収益事業を行わないものについて 
 も非課税とします。 
 
◆  芦屋市国民健康保険条例の一部を改正しま

す。後期高齢者制度の施行に伴い、徴収猶予と減

免に係る規定の整理が行われました。 
 
 



 
◆ Ｈ.２０年度一般会計補正がありました。 
今年度から１クラスから２クラ

スに増えた宮川小学校の学童

保育の教室増設をはじめ、子

供事業に２０００万円を追加。

また、戸籍住民基本台帳の

ＩＣカード購入費として９０

０万円の補正が行われました。この結果、歳入・

歳出ともに約３千３５０万円増えて、総額は約４

１７億８３５０万円となりました。 
 
◆ 芦屋市市税条例の一部を改正しました。 
①寄付金制度「ふるさと寄付」による控除の拡充

が行われ、控除限度額が総所得金額等の２５％か

ら３０％に増える。 
②証券税制の見直しとして、平成２１年より上場

株式等の配当に係る軽減税率を廃止になります。 
③公的年金からの特別徴収制度の創設。 
平成２１年１０月より、高齢基礎年金等の年額が

１８万円以上で、６５歳以上を対象に、住民税の

天引きがはじまります。 
 

 

 

＜いとうまい の 政務調査費報告＞ 

平成１９年７月～平成２０年３月 

 

＊政務調査費は、１人７万円／月を会派に支給されま

す。使用方法は会派ごとにルールがあり、今回の報告

は会派内で、調整を行ったものとなります。 
 
 政務調査費支給額   ６３０，０００円 
 支出額        ９６５，７３２円 
   合計      ▲３３５，７３２円 

科目 金額 科目 金額 

研究研修費 81,020 公聴費 400 

資料購入費 55,798 人件費 59,690 

広報費 681,787 その他の費用 87,037 

合 計 965,732 

 ＊交通費・通信費等は「その他の経費」に参入。 
 ＊創政クラブでは、ガソリン代・電話代・携帯 
  電話代は３５００円／月の上限設定です。 
 ＊マイナス金額は報酬よりの持ち出しとなります。 
 ＊政務調査費は事務局で閲覧できます。

      ☆☆☆新しい議会体制が決まりました☆☆☆ 

議長などの任期は通常４年ですが、 

芦屋市は申し合わせにより１年交代となっています。 

近隣市では、すでにじっくり仕事に取り組む為に 

２年制が多く取り入れられています。 

           いとうまいは、引き続き２年制の提案を行っています。（敬称省略・順不同） 

議長 副議長 阪神水道企業 監査 

長野 良三 中島 健一 田原 俊彦 都築 省三 

                                        ◎委員長 ○副委員長 

都市環境常任 

委員会 

◎徳田（公明党） ○いとう（創政クラブ）  

幣原（創政クラブ） 山村（創政クラブ） 中島（健）（イーブン） 

大久保（無所属） 中村（無所属）  

民生文教常任 

委員会 

◎重村（イーブン） ○助野（創政クラブ）  

都築（創政クラブ） 松木（イーブン） 帰山（公明党） 

山口（新社会） 森（共産党）  

総務常任 

委員会 

◎中島（か）（イーブン） ○田原（公明党）  

長野（創政クラブ） 畑中（イーブン） 木野下（共産党） 

前田（新社会） 長谷（無所属）  

市立芦屋病院 

特別調査委員会 

◎松木義昭 ○山村悦三  

中島健一 徳田直彦 山口みさえ 

木野下あきら いとうまい  

行財政改革 

特別調査委員会 

◎帰山和也 ○長野良三  

幣原みや 中島かおり 重村啓二郎 

森しずか 前田辰一  

 



 


