
  ♥病院無料バス♥ 

 

 陽光町～病院までの 

 無料送迎バスサービス  

 をご存知ですか？ 

 詳しくは、市立病院へ 

 お問い合わせください。 

  電話： ３１－２１５６ 

   芦屋市市議会議員  ２００９春号  No,10 創政クラブ 

  
            〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町 7-15-612 TEL&FAX 0797-62-8228 
 Mail: ito-mai@hotmail.co.jp     HP: http://www.ito-mai.com 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

                    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      長らくの間ご心配をおかけしましたが、今後も 

     「安心で質のよい医療提供」が行われるよう、 

    芦屋市は一団となって取り組むこととなりました！ 

  膨らみ続ける芦屋市立病院の再建にむけて、１年以上にもわたり、 

 やり取りが行われてきましたが、この度「地方公営企業法の全部適用」 

 という運営体制のもと「市立芦屋病院」と名前を変更し、再出発することが 

 決定しました。 

  新しく理事長も迎えます。専門的な医療提供において、理事長の迅速な 

 指導とリーダーシップに期待したいと思います。 

 引き続き、地域医療の再構築、高齢化社会医療の対応、病院の建替え 

 問題などの取り組みが必要ではありますが、病院再生に向けての 

 大切な土台づくりが実現することとなり、一安心という心境です。 

  

男女平等を目的として、男女共同参画推進条例が策定されました。 

 簡単にいうと、「男女差にとらわれる事無く、個々の人権が尊重され、自ら選択した 

人生を生きる」ことを目指した理念条例です。 

 

 日本において、初めて女性の参政権が認められたのは、わずか６４年前の１９４５年 

１２月です。男性と女性とで世界が営んでいるのに対し、これまで女性の地位は男性

より低いものとなっていました。 

 残念ながら今尚、その意識は存在しており、お互いの性のちがいを理解し、同じ人間

として尊重しあうことが大切であると考えます。 

この条例は小さいけれど、大きな一歩に育てることが不可欠であると思います。 



＜＜３月議会で決まったこと＞＞ 

 年度末の議会は１年間の事業の利用状況や助金

等の確定と同時に、国の経済救済補正に伴い、 

多くの予算補正・議案が示されました。 

      
 
♦芦屋市職員の勤務時間・手当ての見直しが行われま

した。 

昼食以外は休息時間を廃止し、拘束時間が週に７５分

短縮。通勤手当と地域手当の見直しを行い、年間で約 

５００万円の支出の削減を見込んでいます。 

 
♦Ｈ.２０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、国の第２次補正予算によるもので、歳入・歳出

ともに１６億９５８０万円増えて、約４４１億７１７０万円

となりました。 

この補正には定額給付金事業費が約１５億１６００万

円も含まれています。 

 
♦福祉医療費の助成に関する条例改正があります。 

（７月１日開始）。兵庫県の医療費助成の改正に伴い、

芦屋市も助成の対象者範囲を見直しが行われます

が、Ｈ２３年６月まで経過措置が取られます。 

乳児・幼児等・老人・障害者医療・高齢障害者・母子

家庭＆父子家庭の母＆父及びその監護する児童が

対象者となりますので、詳しくは保険医療助成課 

（電話：３８－２０３７）までお問い合わせください。 

 
♦介護保険料について、税制

改正に伴う激変緩和措置の

終了に伴い、（Ｈ21年～Ｈ23

年）の事業計画では、保険料

率を７段階から９段階へ増す

ことになりました。最高額は

市民税課税者合計所得金額

600万以上の方となり、8,250円／月額となります。 

 
 

♦胃部集団検診・乳がん検診の 

使用料を引き下げます。 

２つの検診率は他市に比べて低く、

検診使用料を改正により受診者の

増加を見込んでいます。 

区分 改正後(円) 現行(円） 

胃部集団検診 

直接撮影 
2,500 3,500 

乳がん検診 視蝕診・ 

マンモグラフィ 
2,000 2,800 

 
♦ 芦屋市立病院のＨ.２０年度予算補正。 

当初約７０４０万円を一般会計から借り入れの予定で

したが、８億円に改めるものです。 

病院はＨ.２０年度単年度で約 7 億３３００万円の赤字、

累計赤字は約７３億３０００万円となる見込みです。 

 
♦高浜用地宅地分譲進まず！ 

昨年に引き続き、宅地が売れずに、

約マイナス３３億５０００万円の予算

補正がおこなわれました。２月末時点

で９７区画中５５区画が契約に至って

おらず、予定されていた第４期分譲を延期します。こ

この宅地売却のお金が南芦屋浜総合公園の建設費

返済に充てられるので、機会あることに芦屋市の見

通しの甘さの指摘や販売方法の変更の声があがっ

ていますが、実を結ぶに至っていない状態です。 

 
♦翠ヶ丘町の地区計画区域の追加が決まりました。 

山手幹線道路の開通と大規模

マンション建設が続いていた地

域ですが、緑の多い住環境を

守るため、３つの区分にわけて、

建設物規制や看板等の設置規

制を行います。 

＊地区計画に関しては、マンシ

ョン開発に伴い、船戸町でも制定に向けての動きが 

あるようです。 

 
♦景観法に基づいた、芦屋市景観条例が改正されま

す。 

豊かな景観を守る為に、戸建住宅・小規模店舗等も

対象とした建築物規制（建物色彩）を行うと同時に、

大規模建築物の対象基準の見直しを行います。 

認定においては、現在の景観アドバイザー会議に加

えて、必要に応じて認定審査会も設置されます。 

 
 



   ３月 総括質問 
♦長期優良住宅に関する法律の施行により（Ｈ.２１年

６月）長期優良住宅建築等計画の認定事務等に係る

手数料を定めます。「長期優良住宅は２００年住宅」と

いわれ、耐久性の高い住宅基準がありますが、これ

により、固定資産税の減額が可能です。 

 
♦液晶テレビ・プラズマテレビ、 

衣類乾燥機は廃棄する際の処理手

数料が課せられます。 

取扱区分 種類 金額（円） 

市が収集する場合 

衣類乾燥機 6,300 

液晶テレビ 

プラズマテレビ 

4,200 

 

市の施設に 

搬入する場合 

衣類乾燥機 5,100 

液晶テレビ 

プラズマテレビ 

3,600 

 

 
 

賛成されなかった議案 

 ♦芦屋公園有料公園施設の指定管理者の指定 

 先の１２月議会で継続審議となっていました、南芦 

 屋浜総合公園の指定管理者が否決となりました。 

 いとうまいも否決に手をあげました。 

 理由としては、 

● 指定管理者制度のモラルハザード 

● 「新しい制度導」である為の課題が未解決で

あり、芦屋市が管理会社全体の運営把握を

怠った 

＊当面は、公園管理は芦屋市が直営で管理を行います。 

 

３月議会では個人で質問を

行うのではなく、市長が行っ

た新年度に向けての施政方

針に基づき、会派の代表が

質問を行いました。 

市長は「安全と環境」「保健・福祉」「教育・読書」を 

重点項目とした施政が示されました。 
 

    創政クラブの主な質問 

 
 

     QUESTION・質問 

      ①財政について 

      ②安全と安心について 

      ③環境について 

      ④医療・保健について 

      ⑤教育と子育てについて 

 
ANSWER・回答 

①震災復興起債、経済状況悪化による、厳しい財政

状況に合わせた歳出の抑制を行う。 

②更なる火災報知器の啓発。山手幹線トンネル内の

安全対策は、テレビ１０台、非常ボタン設置、画像確

認要望ボタン、斜行型エレベータ設置を行う。 

③自然環境保全を目的とした「仲の池プロジェクト」を

はじめ、環境づくり推進会議や廃棄物減量等推進審

査会を通し多くの方の参画・協働を行う。 

④山手夢保育園での定員４名の病後時保育開始。 

⑤「生きる力」を柱とした知・徳・体の調和した人間力

の育成。 

留守家庭児童会の時間延長は、育成費・指導員・ 

安全対策などの課題解決の後、早期実現を目指す。 

                  懲罰委員会 

３月１１日の総務常任委員会で畑中議員

が職員に対し、「ちゃんとせい アホ」との

発言を行った事に対して懲罰委員会が

開催されました。 

地方自治法第１３２条の「品位の保持＝議員は無礼

の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論を

してはいけない」に反するが、本人からはすでに反省

の意が述べられおり、戒告処分と決定されました。                                         

         エコ・消防庁舎完成 

 

           老朽化していた旧消防庁舎の

南側に、屋上緑化や太陽熱給湯施設・排ガス

機等が設置された「環境配慮型のあたらしい消

防庁舎」が、打出芦屋財産区から約９億円の 

ご協力を得て完成しました。 

 

＜デジタル通信指令システムの導入＞ 

・言語障がい者からのメールによる１１９番通報 

・通報位置情報や災害地点の決定短縮 

・多目的情報の迅速な処理  

が可能となります。 

 



衛生費

 34億9,587万円 

8,8%

議会費

 34,682 

0,8%

消防費

 12億7,756万円 

3,2%
その他

 29,319 

0,8%

総務費

 53億3,949万円 

13,4%

教育費

 48億4,739万円 

12,2%

土木費

 66億8,129万円 

16,8%

公債費

 92億5,055万円 

23,3%

民生費

 82億1,784万円 

20,7%

 

 

   

     

     

   

   

 

 

 

 

 

◇市民１人あたりに使われるお金 \４２６，３０６円 

 

    総務費 57,264円    民生費  88,134円 

    衛生費  37,492円    土木費  71,655円   

    消防費  13,701円    教育費  51,987円 

    公債費  99,209円    その他    6,864円 

    

市債

 25億310万円 

6.3%

地方交付税

 10億円 

2,5%

国県支出金

 43億2,574万円 

10,9%

その他自主財源

 90億621万円 

22,6%

市税

 

2,14億5,635万円 

54%

譲与税・交付金 

14億5,860万円 

3,7%

一般会計の予算額は３９７億５０００万円で４．８％の減少 

＜歳入の見込み＞ 

●法人市民税の減収 

●固定資産税の増額 

●地方譲与税・各交付税の減少 

●財産収入の減少 

●基金からの繰り入れにより歳出 

 予算に必要な水準を確保 

＜歳出の見込み＞ 

●あしや温泉建替え事業 

●南芦屋浜道路整備事業 

●市民センター改修工事事業 

●学校園の耐震改修の前倒し事業 

●キャナルパーク騒音測定 

●ごみ焼却施設の改修事業 

●病後時保育のサービス開始 

●学校図書費の増額 

●阪神芦屋駅周辺のバリアフリー工事 

◇主な財政指数の状況見込み（普通会計） 

 

   経常収支比率・・・・・・ １００．８％ 

   公債費比率・・・・・・・・・  ２３．１％ 

   実質公債費比率・・・・・ １８．５％ 

 

◇市債残高（一般会計ベース） 

  平成２０年度末・見込み 

          約８００億６０００万円 

  平成２１年度末・見込み 

          約７４９億４００万円        

          約５１億５６００万円の減少 

 

歳入の見込み 

歳出の見込み 

 平成２１年度予算 決定 


