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  芦屋病院の独立行政法人の定款の議案が１２月議会で再度の否決となりました。  

  

  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 

 化」へ移行する表明があり、６月議会で議案提出がありました。 

 今年度６月議会では、直前に示された病院の建替え案が問題となり、結論は 

    継続審議となりました。続く９月議会では否決、今回が３度目の勝負と 

 なったものです。 

 

      ＜主な反対理由としては＞ 

  ・法人化移行の際の費用に１億円 ・慢性期のベッド数の減少 

  ・収支計画に疑問がある     ・職員の非公務員化に反対 

  ・議会の関与が減少       ・病院の建替場所・規模・時期に反対 

  ・現行のまま病院再生に取り組むべき 

  

  今回の議会決議の結果を受け、芦屋市は、当面、市直営による「地方公 

 営企業法の全部適用の運営方法」を含めた病院再生を目指すと予想されます 

 が、平成１９年度時点で累積赤字が約６４億円、単年度赤字も約６億７千万  

 円にのぼっている状況です。 

  

   ＜非常に残念！＞ 

  病院の存続を求める市民の声が多い中、膨れあがる病院の赤字に対し、 

 一定の経営改善を求める為には、迅速で思い切った改革が必要です。 

 いとうまいは、公営性を保ちつつ、継続的な病院運営を可能とする為には、 

「独立行政法人」が唯一ひかりの見える手段である、と考えていました。 

「病院の建替え問題」に関しては、検討委員会の設置が予定されていましたし、

「医療提供のあり方や収支計画」については、中期計画策定時に、議会も関与し、

審議する機会はあったと理解します。松原市民病院の廃止など、公立病院をとり 

まく状況は厳しい中、変化を恐れない判断が必要であったと考えます。 

現行のままでは、病院の存続も危ぶまれると心配しています。 

 

芦屋市独立行政法人定款の決議 

賛成（９人） 反対（１１人） 
都築・山村・幣原・助野 木野下・森・前田・山口 

徳田・田原・帰山 畑中・中島（健）・重村 

中村・いとう 松木・中島（か）・長谷・大久保 

                    ＊長野は議長職のため決議不参加（敬称略） 
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       男女共同参画条例の制定と 

         その施策について 
 
 
●すでに多くの自治体で制定されている条例ですが、

単なる精神論になるのではなく、実生活の中で少しで

も実効性を持つことを期待し、条例の文言にも立ち入

った質問を行いました。 

社会の慣習や個人の意識に訴える部分が多いです

が、参加意識の低い男性への問題提起や啓発活動

が必要であると考えます。 

先人の努力の結果、現在のわたしたちの地位があり、

私達の世代の努力が次世代に光をもたらすよう、活

動を行いたいと考えます。 

 
  質問・Question 

 ①  前文には「日本国憲法」の基本的人権における 

     「平等」の理念にもとづく条例を・・・とあるが、 

       条例文章内に「平等」という文言がないのは 

       何故か？ 

 ②  差別が存在する中、「被害者の救済」について 

     の項目がないのは不十分だと考えるがどうか？ 

 ③ モデルとなる役所内での男性のワークライフ・ 

     バランス施策（育児休暇や介護休暇）の実態 

      は？ 

④ 設管条例による、ウィザスあしや（男女共同 

   参画センター）のセンター移転と使用料に 

   ついて 

  
回答・Answer 

①男女が共に対等な

構成員として自らの

意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れることを推進する意味として「男女共同参画」の言

葉を使用 

②実践的で具体的な施策は行動計画の中で示す。 

③「男性職員の育児参加休暇」をＨ１７に新設、介護

休業の請求期限の緩和を実施している。 

「育児短時間勤務制度」導入に取り組む為、職員で

の検討会を設置（現在育児休業・介護休業ともに男

性職員は利用者なし！） 
 

④新消防庁舎・福祉センターの開設にあわせ空き庁

舎等の有効活用を今後検討。使用料は市民センター

などの他施設を参考に設定予定 

     
      
          
          芦屋市における定額給付金 

       の対応について 

 

  
●政府の緊急生活支援の１つである「定額給付金」

は生活者の関心の集まる政策です。 

国民の世論では、給付金に対する施策に反対の声

が大きいと考えます。個人にとっては小さなお金でも

芦屋市の総支給額は約１４億円になります。 

住民自ら、政策目的を決定

して、公共的財産（公共施設

の耐震工事や医療費助成な

ど）に活用することが地方分

権にふさわしいと考えます。 

（例：学校園の耐震改修工事

は約４億８２００万円）         
       
 質問・Question 
① 予定される定額給付金内容について 

② 給付金政策に対する芦屋市の評価 

  ③   芦屋市における総給付金額について 

  ④   給付金制度においての課題点 

  ⑤  給付金の有効利用の為、使用目的を定めた 

      条例制定やふるさと納税などの手立てを 

 

回答・Answer 

①所得制限なし。口座振替と窓口での現金支給を検

討中。給付に関する担当課・経費等は未決定。（現在

は行政経営課で仮担当） 

②「家計緊急支援対策」として、広く住民に給付すると

いう点では一定の効果があると考える。 

③約１４億円の見込み 

④郵送又は窓口申請のいずれも困難な方、また外

国人への対応など。 

⑤条例制定による活用は法令上無理がある。ふるさ

と納税については、個人の意思を尊重したい   

 

 

いとうまい １２月 一般質問 



 

  

    介護保険料改正と 

       事業計画について 

         

     

●平成21年4月行われる介護保険料改正には報

酬３％アップが予定されています。 

「介護の社会化」として始まった介護保険事業が安定

したものとなる為には、利用者へのよりよりサービス

提供と、介護従事者の待遇改善が不可欠であると考

えます。良い制度づくりから良い介護保険事業への

方向転換を要望。また、介護認定判定の公平性・適

正化を推進する為には、芦屋市がリーダーシップ持

った一層の努力にも要望しました。 

 
質問・Question 

① 介護報酬値上げに伴う保険料の影響について 

② Ｈ18～Ｈ20の３年間で1億3000万円の黒字と 

   なった「介護給付準備基金積立金」の原因に 

   ついて 

③ 芦屋市が力を入れている介護保険事業について 

④判断が難しい認知症に関連した介護認定項目が、 

  ５つ削除されているが、適正な認定が可能か？ 

⑤ 介護報酬の改定において、介護従事者に適正 

   な待遇改善対策について 

 
回答・Answer 

①保険料は月額4200円～4600円＋３％増額である

が、うち約半額程度は交付金の使用を予定。利用料

の負担金増加は、介護内容によって増加率が異なる

ので個人によって差がある。 

②新事業の認知度の低さと施設整備の遅れがあり、

利用料が見込みより下回ったが、黒字金額は、4月

からの保険料に繰り入れを行い、保険料抑制に努め

る。      
③平成18年度から、「介護予防」と「地域支援事業」

に力を入れている。 

（詳しくは次のページでご覧ください） 

④項目は削除されている

が、調査員が記述する特

記事項で事態を把握し、

認定の公平性・適正化に

努める。 

⑤介護サービス事業者連

絡会を通じて、待遇改善

に寄与するよう要望を行う。 

＜＜１２月議会で決まったこと＞＞ 

多くの施設での指定管理者の指定が行われまし 

たが、公募＆非公募の基準や管理者の実態を 

しっかり把握するなど、制度自体に課題もあると 

感じました。 

      
 
 
 
 
 
 
 
◆一般会計補正予算が可決し、約6億9000万円を

追加し、歳入歳出ともに約424億7600万円となりま

した。３つの学校園の耐震改修工事の前倒し、介護

保険料改正によるシステム改修費、市立芦屋高校跡

地の処理費、職員の減員、出産育児一時金等による

補正となります。 

 

◆産科医療補償の制度新しくスタートします。これは、

分娩時に脳性麻痺になった者に対して、 

３０００万円の補償が目的とす

るものであり、保険料として出

産時に３万円を市が補償団体

へ支払います。 

 
◆ラポルテ自動車駐車場の使

用時間・駐車料金・定期使用料の改定が行われ、使

用時間は午前0時～午後12時、駐車料金は30分

ごとに250円、定期使用料は月額25000円～30000

円と値下がりします。 

 

◆自転車駐車場・谷崎潤一郎記念館・市民プール・

体育館＆青少年センター・三条ディサービスセンタ

ー・休日応急診療所などの指定管理者が決定しまし

た。 

 

◆◆◆◆結論が出なかった議案◆◆◆◆ 

 

● 芦屋市総合公園の指定管理者の指定についての

議案は、選定委員会で選定されたヘッズグループ 

（３社での合同体）が応募資格を有しているのか？が

議論となり今議会では継続審議の扱いとなりました。 
  

 



東山手高齢者生活支援センター 

あしや聖徳園 内 

担当：朝日ヶ丘・岩園小学校区 

ＴＥＬ：２２－５９５９ 

ＦＡＸ：３２－５５１０ 

西山手高齢者生活支援センター 

アクティブライフ山芦屋 内 

担当：山手小学校区 

ＴＥＬ：２５－７６８１ 

ＦＡＸ：２５－７６８７ 

精道高齢者生活支援センター 

芦屋ハートフル福祉公社 内 

担当：精道小学校区 

ＴＥＬ：３４－６７１１ 

ＦＡＸ：３８－３０６６ 

 浜風高齢者生活支援センター 

愛しや 内 

担当：浜風小学校区 

ＴＥＬ：２３－７３００ 

ＦＡＸ：２３－７３０１ 

打出高齢者生活支援センター 

エルホーム芦屋 内 

担当：宮川・打出浜小学校区 

ＴＥＬ：３５－１２９４ 

ＦＡＸ：３５－２８３５ 

潮見高齢者生活支援センター 

あしや喜楽苑 内 

担当：潮見小学校区 

ＴＥＬ：３４－４１６５ 

ＦＡＸ：３１－３７１４ 

 

「介護予防」と「地域支援事業」 
平成１８年度からスタートした新しいサービスです。 

いつまでもいききと過していただく為の「体操教室」の開催をはじめ、 

地域で密着型のサービス提供を目指した総合窓口相談があります。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

さわやか教室 

市内の６５歳以上の方なら 

どなたでも参加できます！ 

体操教室と音楽治療法があります。 

教室場所によって開催日が 

異なりますので、 

各生活支援センターへ 

お問い合わせください。 

すこやか教室 

介護予防診断を受診し 

 「すこやか高齢者」と認定された方に 

参加していただけます。 

筋力向上トレーニング、 

口腔ケア・栄養改善があります。 

（お問い合わせ） 芦屋市高年福祉課 

ＴＥＬ：３８－２０４４ 

ＦＡＸ：３８－２１６０ 

生活支援センター 
   ～困ったときの身近な 

       高齢者総合相談窓口です～ 

 

・ 介護保険に関する相談  

・ 介護予防、生きがいに関する相談  

・  １人暮らしに関する相談 

・ 地域の社会資源に関する相談 

・ 認知症、虐待等の権利擁護相談 

 

介護 

予防 


