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長い間要望の声があがっていた

「開会時間の延長

       ●１学級

「わんぱく

「なかよし

４学級

 

●午後7 時までの利用時間延長

＊延長保育料は月額3000

＊利用には、ご利用開始希望日

一週間前までに申請手続

＊時間延長を行う場合

 

    

  

芦屋市議会では、国にたいして

推進を求める

 

 

①子宮頸がん予防ワクチン

②子宮頸がん予防検診

③子宮頸がん及び子宮頸

 

 ●「いとうまい」をはじめ

ありました。厚生労働省

肺炎球菌ワクチンに

だとの提言がされておりますので

今回の意見書が法制化

意見書の内容 
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があがっていた留守家庭児童会の 

延長」がいよいよ11 月から開始されます。 

学級において5 人以上の時間延長育成の希望があった

わんぱく学級（山手小学校）」「すぎのこ学級（

なかよし学級（宮川小学校）」「ひまわり学級（

学級からのスタートとなります。 

利用時間延長にあたっては 

3000 円（減免適用あり）となります。 

利用開始希望日より逆算して 

申請手続きが必要です。 

場合には必ず保護者のお迎えが必要です。 

にたいして子宮頸がんの予防措置実施の 

める「意見書」を提出します。 

ワクチン接種の実施の推進 

予防検診（細胞診・HPV 検査）の実施の推進 

子宮頸がんの予防に関する正しい知識の普及等 

をはじめ、多くの議員から子宮頸がんの予防措置

厚生労働省でも子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・

ワクチンに対し、無料で接種できるよう「定期接種に位置

がされておりますので、 

法制化の後押しになることを希望します。 

 

１６ 創政クラブ 

 

http://www.ito-mai 

                                                      

があった 

（岩園小学校）」 

（精道小学校）」 

 

 

予防措置を求める声が 

ワクチン・ヒブワクチン・ 

位置づけるべき」 



いとうまい ９月

般質問 
 

 

●「芦屋のまちづくり」という観点

新聞で開拓中の潮芦屋で「エコタウン

表されたことに対して質問しました

今回の計画について、芦屋市は兵庫県企業庁

議を行ったと回答がありましたが、

においては、販売価格やエコ供給の

今後の販売方法などの具体的な内容等

おらず、芦屋市の回答には、納得できるものでは

ありませんでした。 

 

●「芦屋市のまちづくり」という観点

と積極的に兵庫県に対して声をあげるべきだと

考えます。時間の要するまちづくりについては

社会状況や経済状況に応じて柔軟な

るものですが、行き当たりばったりの

は異議を唱えるものです。 

 

 

質問・Question 

①潮芦屋地区でのエコタウン計画が

が、兵庫県企業庁との事前に行われた

その内容は？ 

②「エコタウン計画」を推進させるために

屋地区に自動車用急速充電器の設置

③エコタウンのすぐ南の南緑地の先

人気スポットとなっている「護岸

転落防止用の柵が老朽化しており

の為に早急な改修工事も要望。 

 

回答・Answer 

①潮芦屋のまちづくりは、以前に比

意向を取り入れらている。 

エコタウン計画に関しても事前に

目指せ！市民の為の

潮芦屋のまちづく

いとうまい

月 一

観点を柱に・・・ 

エコタウン計画」が発

しました。 

兵庫県企業庁と協

、その協議内容

の決定経緯、 

内容等を協議して

できるものでは

観点からはもっ

をあげるべきだと

するまちづくりについては、

な対応は賛成す

たりばったりの計画変更に

が発表された 

われた協議と 

させるために、潮芦 

設置を要望。 

先には、釣りで 

護岸」があるが、 

しており、安全確保 

 

比べ芦屋市の 

に相談があった。 

 

②9 月 10 日で閣議決定

に向けた経済対策を踏

技術面、安全面に関する

流れを注目しながら検討

③兵庫県尼崎港に対し、

整会議」で要望を行ったが

事は難しく、現在緊急処置

引き続き、強く要望する

＜老朽化している転落防止柵

 

質問・Question 

①7 月より保健ふくしセンターがオープンし

新しい体制の中で後見制度

と思うが、その体制と

②後見制度事業の運営に

（故西田房子氏の寄付

の基金が創設）は、どのように

③東京の世田谷区等の事例

よる後見人を育成する

進捗状況は？ 

（2 年前の一般質問にて

④きめ細かな後見制度の

設での事業運用にとどまらず

シルバー人材センターとの

考えるが、芦屋市の考

. 

の 

のまちづく 

いとうまい ９月 一般質問

成年後見制度

更なる

閣議決定された「新成長戦略実現 

踏まえ、充電スタンドの 

する規制を明確化される 

検討したい。 

、昨年 7 月に「県市事業調 

ったが、財政面から改修工 

現在緊急処置を行っている。 

する。 

転落防止柵 9 月 7 日現在＞ 

ふくしセンターがオープンし、 

後見制度の事業も行われる 

と内容は？ 

において福祉基金 

寄付により高齢者福祉の為 

どのように活用されるのか？ 

事例を基にした、市民に 

する、市民後見制度導入の 

にて事業導入を提言済み） 

の充実には、1 部門・1 施 

にとどまらず社会福祉協議会や 

センターとの連携が大切だと 

考えは？ 

一般質問 

成年後見制度の 

なる推進を 



回答・Answer 

①福祉センターを拠点とし周知啓発活動

・センター内にある「権利擁護支援

 にて後見制度の相談事業を行う。

・社会福祉士による相談事業を行うほか

毎週火曜日には弁護士も加わる相談体制

・各地域の「生活支援センター」においても

相談を行っている。 

②相談支援機能・ネットワーク機能

人制度の充実を目的として福祉基金

活用していく。 

③今年 8 月より権利擁護支援者（市民後見人

 の養成研修が開始され、来年初めに

④制度の充実は必要であり、各機関

りながら行っていきたい。 

 

●成年後見制度とは・・・ 

高齢社会が進む中で、ご自身では

難しい財産の管理や身近な生活を

サポートする制度があります。 

介護保険を支える制度として始まりましたが

後見制度をご存知でない方も多くいます

安心できる暮らしを可能とするにも

人同士で支え合う市民後見人育成

必要であると考えます。 

 

 

＜＜９月議会で決まったこと

災害援助資金貸付金や市営住宅

 使用料滞納・差押債権取立てなどに

 訴えの提起の議案が多かった議会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆芦屋市の景観条例の一部が改正されました

これは、芦屋川と周辺の建物の景観調和

しようとするものです。 

芦屋川南特別景観地区（阪急芦屋側駅

が定められ、地区内での建物の塀・

どについての規制が行われます。 

 

周知啓発活動を行う。 

権利擁護支援センター」 

。 

うほか、 

相談体制可能。 

においても 

機能・成年後見 

基金を運用＆  

市民後見人） 

めに終了予定。 

各機関と連携を取 

では 

を 

 

まりましたが、

くいます。 

とするにも、身近な 

後見人育成の充実が 

まったこと＞＞ 

市営住宅の 

てなどに対する 

議会でした。 

されました。 

景観調和を保全 

阪急芦屋側駅から以南）

・門・高さな

 

 

◆朝日ヶ丘集会所の使用料

改修工事に伴い、和室 C&D

部屋の広さが変ったことによって

されます。12 月 10 日

 旧和室 C

（１６人収容

9：00～12：00 1.000

13：00～17：00 1.100

18：00～21：30 1.200

23：00～翌 8：00 2.400

 

◆平成 21 年度の病院会計

運営体制を変更して初めての

今年度も赤字となっているものの

減少し、運営は向上しています

「患者さんにとって信頼

の兆しがみえます。 

単年度赤字・・・・約

累積赤字・・・・約 78

（昨年度の単年度赤字は約

 

◆一般会計の補正が行われました

歳入歳出それぞれに約3

総額が約 423 億 1000

＜主な使い道＞ 

・防災食料購入費・・・・・・

・留守家庭学級時間延長事業

・旧市立芦屋高校校舎解体費

土砂崩落防止工事 ・・・

 

◆議会改革とは？ 

 

芦屋市議会の議員定数は

22 名ですが、現在１人

運営されています。今議会

いう観点から、現状の 21

議員から提出されました

いとうまいは、定数削減に

裁決の結果は、否決となりました

しかしながら、「議会改革

議員の活動や質を高める・

と議会の協働を推進する

感じます。 

「単に数を減らせばよい

「市民の代表としての自覚

事が大切であると考えます

使用料が改正されます。 

C&D が洋室 C&D に改装・

ったことによって使用料が変更 

日から施行されます。 

C＆D

人収容） 

新洋室 C&D 

（22 人収容） 

1.000 円 1.200 円 

1.100 円 1.500 円 

1.200 円 1.800 円 

2.400 円 3.600 円 

病院会計。 

めての病院決算です。 

となっているものの、赤字額は 

しています。 

信頼される病院へ」と変化 

約 6 億５000 万円 

78 億 2000 万円 

約 7 億 6200 万円） 

われました。 

3億1300万円を追加し、

1000 万円となります。 

・・・・・・約 150 万円 

時間延長事業・約 800 万円 

旧市立芦屋高校校舎解体費＆ 

・・・1 億 7000 万円 

は 

人が辞職し 21 名体制で 

今議会は、「議会改革」と 

21 名に削減する議案が 

されました。 

に賛成をいたしましたが、 

となりました。 

議会改革」については、 

める・更なる情報公開・市民

する事なども不可欠であると

らせばよい」ではなく、 

自覚を持ち活動する」 

えます。 



   

平平平成成成 222１１１年年年度度度一一一般般般会会会計計計

 

平成２１年度の一般会計決算は、

４２６４万２０００円で、前年度

７５００万円（0.7%）の増加となりました

 

◆１．７％の市税収入の減少 

固定資産税・都市計画税は増加したものの

個人市民税は４％の減少であり、

では約 3 億 8000 万円の減少となりました

 

◆「43 万８５８８円／人」 

市民ひとり当たりに使われた税金

民生費 8 万９９０４円、土木費６

消防費１万２９２２円、教育費５万

公債費９万８２７７円、等が内訳

 

◆引き続きの基金（貯金）の取り

市債（借金）は約 743 億円まで

が、基金（貯金）を約 14 億円取り

平成３0 年度末には、市債が 410

基金が 45 億円となる見込みです

 

 

                 

            

                

           

       芦屋病院の

詳しいことは芦屋市病院

 

 

 

 

芦屋セントマリア病院 

はなみずき

計計計概概概要要要   

、総額４０９億 

前年度に比べ約２億 

となりました。 

したものの 

、市税収入全体 

となりました。 

税金の額です。 

６万９１０２円、 

万８１０７円、 

内訳となります。 

り崩し 

まで減少しました 

り崩しました。 

410 億円・ 

みです。 

                 保健ふくしセンターがオープン

            一体となった「はなみずき芦屋

                いとうまいも一般質問を行っておりましたが

           より多くの方の利便性に応える為、はなみずき

の無料巡回バスが停車しています。是非ご利用

芦屋市病院☎３１－２１５６にお尋ねください

平成２１年度の

●あしや温泉のリニューアル

●市民センターの耐震補強等工事

●学校園にデジタルテレビを

●学校図書費の増額と

配置による学力向上支援

●私立保育所開設への

●防災行政無線整備事業

＜市債残高の移行

市立芦屋病院 

はなみずき芦屋（保健ふくしセンター・あしや温泉） 

ふくしセンターがオープン、芦屋温泉等と 

芦屋」。 

っておりましたが、 

はなみずき芦屋に 

利用ください。 

ねください。 

の主な事業 

のリニューアル 

耐震補強等工事 

にデジタルテレビを配備 

と学習指導員等の 

学力向上支援の実施 

への補助事業 

防災行政無線整備事業の実施 

移行＞ 

南芦屋浜病院 


