
芦屋市市議会
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4 月1 日から市立芦屋病院内にて

 

 病気

保護者

一時的

（病児保育

  定 員：3 名 

   対 象：芦屋市居住者 

生後6 カ月～小学校3 年生

病気やケガの回復期にあり

保護者の就労等の理由で

料 金：２000 円（生活保護世帯

別途給食費５00 円（弁当持参可能

利用日：月～金曜日（祝日・年始年末

利用時間：７：３０～１８：００

体 制：保育士1 人、看護師1 人

＊詳しいことは「芦屋病後児保育

 

   

5 月からのご

 

12 月議会において

移動することにより

厚生労働省から「

適当な移動場所が

灰皿の内、ＪＲ北側

予定です。これにより駅周辺では

喫煙者の方にはご協力をお願いしたいと

 

●喫煙禁止区域内で喫煙した

    ●灰皿設置場所以外でのポケット

病後児保育とは？ 

会議員  ２０１０春号  No,１４ 

 芦屋市朝日ヶ丘町 7-15-612 TEL&FAX 0797-
mai@hotmail.co.jp  HP: http://www.ito

 

にて病後児保育サービスを開始します。 

病気が回復期のために集団で保育・生活が困難

保護者が勤務等の都合上家庭で保育が出来ない

一時的にお預かりするサービスです。 

病児保育とは異なりますのでご注意ください

年生までの児童 

にあり医師の許可がある者 

で家庭での保育が困難な者 

生活保護世帯は無料） 

弁当持参可能） 

年始年末はお休み） 

００ 

人 

芦屋病後児保育ルーム」 ☎３１－２２１７ にお尋

 

ご協力をお願いします。 

においてＪＲ南口での喫煙場所に対し、ＪＲの協力

することにより「分煙の推進」の一般質問を行っておりました

「公共の場での更なる分煙推進」の発言があった

が見つからない等の理由から、5 月から現在６

北側２階（ペデストリアンデッキ）以外の全ての

では喫煙が一切できないことになりますが、 

いしたいと思います。 

した場合には2000 円の過料が徴収されます

ポケット灰皿等を使用しての喫煙も禁止となりま

ご利用方法

①利用事前登録

②電話予約をお

③申請手続き

④かかりつけ

医師の許可

⑤芦屋病院にて

 創政クラブ 

 
-62-8228 

http://www.ito-mai 

困難なお子様に対して、 

ない場合にお子様を 

ください。）

尋ねください。 

 

協力を得て喫煙場所を 

っておりました。 

あった行われたこと、 

６箇所で設置されている 

ての灰皿が撤去される 

されます。 

となります。 

利用方法 

 

利用事前登録が必要です。 

をお願いします。 

きを行ってください。 

かかりつけ医の診察で 

許可を得る。 

にて受け入れ。 



＜＜３月議会で決まったこと

1 年間の事業の利用状況や補助金

確定に伴う補正予算や 

職員の給与等に関する変更等

の決定が行われました

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各学校の「耐震補強及び建物改修工事

業者が入札により決定しました。 

（潮見小学校）株式会社柄谷工務店 

契約額：約1 億4780

（山手中学校）株式会社 巨勢工務店

契約額：約1 億7700

（潮見中学校）株式会社 永瀬 

契約額：約1 億５200

＊これらの工事により芦屋市内の全

の耐震改修が計画前倒しで完了します

 

◆4 月1 日からの「あしや温泉」が    

リニューアルオープンします。 

新しく入浴に介助者が必要な方等を

対象とした予約制の個室浴槽も 

新設しました。 

使用者区分 

12 歳以上のかた 

6 歳以上12 歳未満の子ども 

6 歳未満の幼児 

市内在住の65 歳以上のかた及び

12 歳以上の障がいのある方 

市内在住の6歳以上12歳未満の障

がいのある方 

6 歳未満の障がいのある方 

足湯 

給湯 

＊営業時間などの詳しい事は、環境課

お問合わせください。☎３８－２０５０

 

 

 

まったこと＞＞ 

補助金などの 

 

変更等 

われました。 

建物改修工事」の 

 

4780 万円 

巨勢工務店 

7700 万円 

200 万円 

全ての学校園 

します。 

    

料金 

380 円 

130 円 

60 円 

260 円 

80 円 

40 円 

無料 

無料 

環境課まで 

２０５０ 

◆芦屋市文化基本条例が制定

「文化の振興に関する施策

的な理念及び方向性を示す

都市空間全体にわたる「芦屋文化

り、育て、更なる創造力を

を目的として、財政上の措置

興基本計画を定めること等

基本計画は市民アンケート

度末の完成を目指します。

 

◆公民館と市民会館の貸室

新たに付属設備となり、使用料金

主な変更は以下のようになりま

す。申し込みは4 月1 日

受け付け、利用開始は 

6 月1 日からとなります。

公民館

219 号室（８人収容）音楽室控室

（使用料：朝500 円、昼

パーソナルコンピュータの

市民会館

101 号室（25 人収容）、

208 号室（8 人収容）の

多目的ホールＡ及びＢを統合

して設置（使用料：時間により

パーソナルコンピュータの

 

◆芦屋市自転車駐車場の指定管理者

４月１日から営業が開始される

駐車場４」の管理を行う指定管理者

管理者・・・ミディ総合管理株式会社

管理期間・・平成２６年

 

◆駐車場事業会計の予算の

平成21 年度予定されていた

北側駐車場の監視カメラ設置

来年度に先送りされたことにより

６５0 万円の減額となり、

万円となる見込みです。 

 

◆国民健康保険条例の一部

被用者保険の被扶養者であった

免措置を当分の間継続します

また、保険料の所得割額の

料の賦課の特例に係る規定

 

制定されます。 

施策を総合的に推進する基本

す条例」です。 

芦屋文化」の文化風土を守

を引き出し、次世代へ継承

措置を講ずることや文化振

等が盛り込まれています。 

アンケート等を実施し、平成23 年

。 

貸室の増加や、パソコンが 

使用料金が決定しました。 

のようになりま

日から

。 

公民館 

音楽室控室の貸室新設 

昼６００円、晩700 円） 

パーソナルコンピュータの使用料300 円／台 

市民会館 

）、102 号室（20 人）、 

の貸室新設 

統合し「多目的ホール」と

により6200 円～7200 円） 

パーソナルコンピュータの使用料300 円／台 

指定管理者が決定。 

される「ＪＲ芦屋南自転車

指定管理者が決定しました。 

総合管理株式会社 

年３月末までの４年間 

の補正。 

されていたＪＲ 

設置が 

りされたことにより 

、会計総額は3 億2860

 

一部を改正します。 

であった者の保険料に係る減

します。 

の算定の既定の改正や保険

規定の整理なども行われます。 



◆平成21 年度一般会計の補正。 

予算に対し年度末の各事業がほぼ確定

国の第2 次補正予算に関連するもので

歳出ともに約5 億7400 万円増加し

約422 億1900 万円となりました

（主な補正内容） 

議員期末手当減額       ▲約

高浜用地不売却     ▲約2 億

福祉医療費助成金追加     ＋約

山手幹線地下歩道防犯設備等     ＋約

みどり地域生活支援センター施設整備事業

             ＋約3億

 

◆芦屋職員の勤務条件・手当や退職金手当

しが行われました。 

・給与及び旅費に係る減額措置を平成

末まで継続します。措置の効果額は

万円／年の見込みです。 

・残業が60 時間／月を超える残業手当

合を125／１００から150／100

げます。また、手当の代わりに時間外勤務代休

時間として指定することも可能となります

・地域手当を現行の１３．５％から１４

上げます。約２３００万円の増加見込

・退職金手当について、新たな支給制限

の制度創設が行われます。 

 

◆◆職員給与の流れ◆◆ 

職員給与と財政再建に関する

 芦屋市の取り組みの１部をご紹介

 

・平成15 年度   

財政再建実施計画に基づき大幅な給与

数の削減（５年間で約４０億円の累積減額

・平成１９年度   

人事院による公務員給与制度改革に基

４．８％の給与の削減と、調整手当から

の変更（平成１９年度の地域手当は１２

＊地域手当・・・各市ごとに手当の％が

の移行時間の措置。芦屋市

・平成２１年度   

行政職給与表の平均0.2％引き下げへ

・平成２２年度   

人件費、前年度比で約３億３０００万円

＊市民の方に認めてもらえる、「誇りのある

に期待したいと思います。 

確定した事と、 

するもので、歳入・ 

し、総額が 

となりました。 

約475 万円 

億8400 万円 

約3800万円 

約6300 万円 

施設整備事業追加 

億9800万円 

退職金手当の見直

平成24 年3 月 

は約2,600

残業手当の支給割 

100 に引き上

時間外勤務代休

となります。 

１４％へ引き  

増加見込みです。 

支給制限と返納等  

 

する 

紹介します。 

給与の削減と職員 

累積減額。） 

基づき平均 

から地域手当へ

１２％） 

が示され、５年   

芦屋市は１５％。 

げへ改定 

万円減少見込み 

りのある仕事」

３月議会は、一般質問

市長から示された平成

予算に対して、各会派の代表

主な事項についてご

質問・Question

①安心

②医療

③教育

④住環境整備

⑤広報活動と

⑥行財政運営について

 
回答・Answer 

①防災面では、「防災士」

ーとして協力をお願いしたい

防犯では「まちづくり防犯

愛護委員や芦屋警察署及

携の強化に努める。 

②仮称福祉センターでは、

談窓口や障がい機能訓練

事業を実施。 

障がい者や高齢者だけでなく

③平成22 年度も、前年度

校で実施予定。芦屋市の

的確に把握すべきと考える

④景観行政団体への取り組

兵庫県と芦屋市の双方で

一元化し、芦屋市における

持った景観形成施策の展開

⑤総合計画の進行管理としての

検討。絶えず費用対効果

仕組みとして事務事業評価

表に努める。 

⑥景気悪化による市税収入

な伸びが見込まない状況

公債費は減少傾向となるが

生活保護費等の社会保障費

裁量の余地のない経費が

である。一般行政費の更

と合理化に努める。

創政クラブ

一般質問ではなく、 

平成22年度の施策や 

の代表が質問を行います。 

についてご報告いたします。 

 

Question 

安心・安全について 

医療・福祉について 

教育・子育てについて 

住環境整備について 

と市民への周知について 

について 

」に自主防災組織のリーダ

いしたい。 

防犯グループ」をはじめ、

芦屋警察署及び芦屋防犯協力会との連

、既存事業に加えて総合相

機能訓練、学齢期支援などの新規

だけでなく、幅広い利用を期待。 

前年度と同様に学力調査を全学

の児童の学力の実態を 

える。 

組み。 

で行っている景観行政を 

における総合的かつ独自性を 

展開を行う。 

としての施策評価について 

費用対効果があるか否かを振り返る

事務事業評価の継続と、速やかな公

市税収入の落ち込みと歳入の大き

状況である一方、歳出では 

となるが、 

社会保障費など 

が増加傾向

更なる縮減

クラブ総括質問 



＜基金の取り扱いについて＞ 

基金はいわゆる貯金にあたるものです

昨年も基金の取り崩しによって

の減少見込みです。平成２２年度末

末には約 380 億円まで減少見込

税収増加と行財政改革でいかに

 

 

 

 

 

205

その他の

自主財源

89億7606万

21.4%

国県からの

歳入

45億7038万

10.9%

借入金

50億7400万

12.1%

譲与金交付

金13億560万

3.1%

＜歳入の見込

一般会計の

お金は 1

一般会計の予算額は 419 億

 平成２２

＜主な事業計画＞ 

 

●子ども手当 

●（仮称）芦屋福祉センター事業

●夢先保育園の開園（春日町）

●シルバーワークプラザ施設整備

●歯科休日応急診療業務 

●病後児保育事業 

●学校ＩＣＴ環境整備 

●親王塚町の公園整備 

●公園トイレのバリアフリー化関連

●景観計画の策定 

 

にあたるものです。 

しによって各事業が執行されましたが、22 年度末に

年度末に６８５億円見込みとなる市債残高は

見込みの一方、基金残高も 37 億円まで減少

でいかに基金を維持できるかが大切になると思います

まる 

市税

205億4396万

48.9%

地方交付金

15億円

3.6%

見込み＞

103

円

土木費

51億6382万円

12.3%消防費

11億1358万円

2.7%

教育費

35億4265万円

8.4%

公債費

133億7776万

円 31.9%

その他

6億5119万円

1.5%

＜歳出の見込

の事業では、市民１人あたりに使われる 

1 年間に 44 万 8896 円になります。 

億 7000 万円で前年度に比べて５．６％の増加

２２年度予算 決定

事業 

） 

施設整備 

化関連 

＜予算の特徴

 

●福祉・医療と教育に重点

●市税収入は前年度から 9

の減少→基金を取り崩しての

●平成 22 年度末の市債残高

（21 年度末時点、約 754

●国民健康保険事業会計が

会計が4.6％、後期高齢者医療事業保険

の増加など扶助費の増加

●借入金の返済期限を迎えるため

４１億３０００万円の増加

＜財政指数＞

区分 21 年度

経常収支比率 102.8

公債費比率 21.6

実質公債費率 17.8

 

に 126 億円まで 

は、平成 31 年度

減少の見込みであり、 

います。 

 

総務費

41億5856万円

9.9%

民生費

103億8612万

円 24.8%

衛生費

35億7632万円

8.5%

見込み＞

増加となります。 

決定 

特徴＞ 

 

重点を置いた予算編成 

9 億円（4.3％） 

しての運営 

市債残高は 685 億円 

754 億円見込み） 

が 4.9％、介護保険事業

後期高齢者医療事業保険が37％

増加見込み。 

えるため、公債費が約 

増加。 

＞ 

年度 22 年度 

102.8 115.8 

21.6 35.6 

17.8 15.3 


