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１票
去る８月３０

戦後６０年に及ぶ

謳った民主党政権

●今回の衆議院選挙

地方分権推進

政策変換

いとうまい個人としては

わたし達の1 票が国を

実感する事が出来

 自分達が

時に叱咤しながら育てていくことも

 

 

●教科に関する調査結果 
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算数 
知識 
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中学校

３年生 

国語 
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算数 
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活用 
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票が意味するもの 
 

３０日投票が行われた衆議院選挙の結果は、 

ぶ自由民主党政権から、「国民の生活が第１

民主党政権へと移ることとなりました。 

 

衆議院選挙・政権交代が意味するものは多くあると考えます

地方分権推進や子供手当、「コンクリートから人へ」の

政策変換などは、その代表であるとおもいます。 

としては、今回の選挙では、政治を諦めるのではなく

を動かす力や政治を国民の手に取り戻す事が

出来たことが何よりの成果であったと考えます

が選択した政府を、信頼を持って見守り、 

てていくことも、１票を投じた責任であると考

 

 

平成21 年度 

（調査実施日

良好 

極めて

良好 

良好 

良好 

良好 

良好 

良好 

良好 

●生活習慣・学習環境に関する

 

・多くの子供は夜11 時以降

・平日に家の人と夕食を食べていない

・地域の行事に参加していない

・読書があまり好きではない

・ものごとを最後までやり遂

達成感を感じている。 

・新聞やニュースに関心があ

などの特徴がみられます。

 創政クラブ 

 
62-8228 
-mai 

 

１」と 

えます。 

の 

めるのではなく、 

が出来たと 

えます。 

考えます。 

 

調査実施日：平成21 年４月21 日） 

する調査結果 

時以降に就寝している 

べていない 

していない 

きではない 

遂げる事に 

がある。 

。



いとうまい ９月

般質問 
 
 

質問・Question 

①はじめての政権交代により、

 大きな期待と不安があると考

 から市民に対しお伝えしたい

②民主党政権では地域主権・地方分権

  く前進すると考える。 

これに伴い職員にはどのような

が必要であるか？ 

③「豊かな住環境と住民」が芦屋市

  あると考える。 

民主党の示す子育て・教育施策

止めているか？ 

④今回の選挙結果をどう捉えるか

 
 

回答・Answer 

① 予算の組み替えや主要施策

等の見直しが揚げられてい

るが、現段階では分からな

い。 

引き続き情報収集に努める。 

② 自己決定・自己責任の下、

市民参加によるまちづくりに一層努

③ 国からの十分な税源移譲後、これまで

充実した子育て・教育の実施を行

④ 自民党の長き政権における不信や

て、民主党の国民の生活が第１、

の政治、中央集権から地域主権などの

多くの国民によって支持された

 

●芦屋市では住民の約半数が分譲マンション・

貸マンションで生活を行っています

ョンは個人資産であるのではありますが

衆議院選挙の結果が与える

芦屋市への影響について

マンション管理運営を 

サポートする体制づくりを

いとうまい

月 一

、国民・市民に 

考えるが、市長 

えしたい事は何か？ 

地方分権が大き 

にはどのような意識改革 

芦屋市には宝で 

教育施策をどう受け 

えるか？ 

一層努める。 

これまで以上に

行う。  

や不安に対し

、政治家主導

などの主張が

された選挙であった。 

マンション・賃

っています。分譲マンシ

はありますが、景観・ 

 

街づくりにおけるマンションのあり

の老朽化と住民の高齢化

納問題、マンション管理の

市民の安全・安心の生活

ション管理運営に対する

サポートの充実化が早急

に必要であると考えます

 

質問・Question 
①毎年度の分譲マンショ

 ンの調査結果と推移、

調査体制拡充予定について

②住宅マスタプランで計画

「総合的な住宅窓口」「

ネットワーク」の設置

時期は？ 

③神戸市・西宮市で行われている

住宅補助事業を活用しての

アフリー改修補助事業

④地域福祉の観点から、

管理費・修繕費滞納に

を求める。 

⑤ 国の温室ガス削減２５

将来的にマンションにおける

入などサポート体制の

回答・Answer 

① 平成 20 年度末では、

棟、マンション戸数は

今後マンションはそれほど

建て替えや住民の高齢化

② 24 年度を目途に設置

③ 検討したい。 

④ 高齢者生活支援センターを

老人会・民生委員等による

一部のマンション管理組合

⑤ 環境課が窓口となり対応

 

える

について 

 

づくりを 

いとうまい ９月 一般質問

づくりにおけるマンションのあり方と、建物

高齢化や管理費＆修繕費の滞

の法律の一部改正など、

生活を維持する為にもマン

する

早急

えます。 

マンショ 

、 

について 

計画されている 

」「マンション管理組合 

設置の具体的な構想と開始 

われている、兵庫県の 

しての共用部分でのバリ 

改修補助事業の開始を求める。 

、住民通しの助け合い、 

に対するサポート体制 

２５％の方針を受けて、 

にマンションにおける太陽光発電導 

の方針は？ 

  

、分譲マンション 372

は 15062 戸。 

マンションはそれほど増加しないが、

高齢化が課題と予測する。 

設置の検討をしたい。 

センターを中心に、自治会・ 

による連絡会を開催。 

管理組合も参加している。 

対応していきたい。 

一般質問 



＜＜９月議会で決まったこと

 

６月議会に続き、国の補正予算に

 議案と、南芦屋浜開発案件が目立

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆一般会計の補正がありました。 

歳入・歳出ともに約４億６００万円

り、総額が約４０６億８７００万円

た。 

（主な補正内容） 

和風園の改修工事費     約１３５０

子育て応援特別手当支援  約１億

山手小学校仮設校舎整備費  約６７７０

国語力向上実践研究事業費等 約２０００

住宅手当緊急特別措置等   約１０００

 

◆公園の駐車場を新設します。 

南芦屋浜の南緑地・西駐車場が

10 月 1 日からオープンします。

最初の 30 分は無料で、30 分ご

とに 100 円が加算されます。 

午前８：３０～午後９：30 まで駐車

 

◆文化交流施設整備工事費等の随意契約

南芦屋浜で計画されている施設の工事費等

兵庫県公営企業管理者と約４億２６００

随意契約となります。 

（年随意契約は、

庫県と芦屋市が取

いる協定書により

います） 

 

 

◆集会所の使用料が改正されます。

集会所の改修工事に伴い、使用料が

す。「打出集会所・前田集会所」では

10 日から、「春日集会所・浜風集会所

来年 3 月 1 日から行われます。 

 

まったこと＞＞ 

に沿った 

目立ちました。 

 

万円の追加があ

万円となりまし

１３５０万円 

億２００万円 

６７７０万円 

２０００万円 

１０００万円 

駐車可能です。 

随意契約が決定。 

工事費等が、

２６００万円の

、平成４に兵

が取り交わして

により定められて

。 

が改正されま

では 12 月

浜風集会所」では

 

◆あしや市民活動センターの

徐条例が制定されました

動の手助けを目的としています

するには電話で予約が必要

開館時間：午前 10

市民活動センター：

＊既定の開館時間以外でも

が可能です。 

＊多目的室以外にもテーブルがあり

 多目的室

A（12 人

10：００～12：00 ４００円

13：00～15：00 ４００円

15：00～17：00 ４００円

 

◆介護保険料・国民健康保険料

保険料に係る延滞金の割合

納期期限から 3 ヶ月間の

９５％の延滞金を年７．

平成 22 年 1 月 1 日以降

なります。（当分の間は特例基準割合

に満たない場合は当該特例基準割合

 

◆出産育児一時金の給付額

平成 21 年 10 月～平成

35 万円から 39 万円に

（産科医療保障制度加入

42 万円の支給となります

 

◆阪神淡路大震災時の災害

援護資金貸付金返還の訴

合計１５件分、約３０００

万円を提起することになり

ました。災害援護貸付の

りは３９１件、約 5 億 6

 

◆平成 20 年度病院事業会計

入院患者・外来患者ともに

約 7 億 6224 万円の赤字

約 71 億７042 万円の結果

＊今年度 4 月から、運営体系

4 月～6 月までの病院経営報告

達成し、患者の立場にたち

目指すため、病院再建に

 

 

センターの設置・管理に関する

されました。NPO の設立や市民活

としています。多目室をご利用

必要です。 

10 時～午後５時 

：☎５７－０５１１ 

でも相談により施設の利用

にもテーブルがあり利用可能 

多目的室

人） 

多目的室

B（12人） 

多目的室

C（7 人） 

円 ４００円 ２００円 

円 ４００円 ２００円 

円 ４００円 ２００円 

国民健康保険料・後期高齢者医療

割合を軽減します。 

の間、これまでは年１０．

．３％に軽減します。 

日以降の保険料からの適応と

特例基準割合が年７．３％

当該特例基準割合とする。） 

給付額が少子化対策として、

平成 23 年 3 月の間、現行の

に引き上げられます。 

産科医療保障制度加入の病院等での出産時には

となります） 

災害

訴え

３０００

することになり

の残

6 千万円となります。 

年度病院事業会計。 

ともに減少し、単年度では 

赤字となり、累積赤字は 

結果となりました。 

運営体系が変更となりました。

病院経営報告では、目標数値を

にたち、より良い医療提供を

に向けて奮闘中です。 



予算執行、事業内容

10 月 19 日・20 日・21

 

平平平成成成 222000 年年年度度度一一一般般般会会会計計計概概概

 
10 月 19 日から行われる決算委員会

平成 20 年度一般会計の概要が発表

総額 412 億円 3518 万円で前年度

10 億 2000 万円の増加となっています

 
◆「基金（貯金）の取り崩し」 

単年度決算では約 2 億 2000 万円

されていますが、基金（貯金）の取

ものであり、財政運営は引き続き厳

ると考えます。 

 

◆「43 万 6268 円／人」 

市民ひとり当たりに使われた税金の

総務費 3 万 8277 円、民生費 8 万

衛生費４万 1301 円、土木費 5 万

消防費 2 万 2748 円、教育費 4 万

公債費 11 万 6404 円、その他 3

が内訳となります。 

 

 

 
 
 

分譲

●市役所

各サポート窓口

●NPO 芦屋市マンション

市民活動センターにおい

毎週水曜日・・・・

第１・３土曜日

●ひょうご住まいサポートセンター

＊平成 22 年 5 月からマンションの

１）収納口座と保管口座

２）マンション管理組合

３）保証措置の明確化

等の変更が予定されています

管理組合・管理会社・各

事業内容、施策内容に関しては決算委員会で審議されます

21 日に開催が予定されており、どなたでも

概概概要要要   

決算委員会に先立ち、 

発表されました。 

前年度に比べて約

います。 

万円の黒字が報告

取り崩しによる

厳しい状態であ

の額です。 

万 3322 円、

万 9556 円、 

万 1934 円、

3 万 2726 円 

平成２０年度の

●学校の耐震整備や空調化等

●新消防庁舎建設 

●高齢者バス運賃半額助成制度

●子ども読書の街づくり

●妊婦健康診査の助成回数

●JR 芦屋西の第１跨線橋

分譲マンション運営のサポート機関 

市役所：住宅課（☎３８－２０２６） 

窓口の紹介。必要に応じて各関係課が個別に

 

マンション管理組合ネットワーク（通称：AM

（☎２１－５７８７：堤 久典氏） 

センターにおいて、マンション管理士などによる無料相談

・・・・一般相談（午前 10 時～正午） 

土曜日・・会計・監査支援（午前 10 時～正午

 

まいサポートセンター（☎０７８－３６０－２５３６

 
からマンションの管理の適正化の推進に関する法律

保管口座の分離による安全措置 

管理組合への情報の充実 

明確化 

されています。 

各サポート機関などへ確認をお勧めいたします

 

＜市債残高の状況（

されます。 

どなたでも傍聴できます。 

の主な事業 

空調化等の施設整備 

運賃半額助成制度の復活 

づくり事業 

助成回数・制限額の拡充 

跨線橋の改修工事 

に対応。 

AM ネット） 

無料相談。要予約 

正午） 

２５３６） 

法律が変わります。 

めいたします。 

（一般会計）＞ 


