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 子宮頸がんはワクチン接種

ワクチンは昨年秋

ワクチン接種対象

ワクチン接種方法

ワクチン接種費用

費用もかかりますが、ご本人

保護者の方は子どもの将来

詳しくは、保健課

❤芦屋市では複数のグループが

おられますが、多くの

ご存知ですか？ 

議員    ２０１０夏号  No,１５

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

センター」が呉川町に７月２０日にオープンします

木口記念会館・福祉センターを総称する愛称は「はなみずき

多目的ホール、１階には障がい者の方が働く 

ハーブカフェ」もありますのでお気軽にお越しください

☎３１－０６１２（７月２０日よりつながります

     ＜＜事業内容＞＞

４階 地域活動支援センター

３階 保健センター・多目的室

２階 子育て支援センター・

ボランティア活動センター

１階 総合相談・障がい者機能訓練

水浴訓練室・歯科休日応急診療所

 

接種により唯一「予防できるがん」だと言われています

昨年秋に日本で承認され、大きな注目を浴びています

接種対象： １０代前半が効果的 

接種方法： 半年間に３回の接種が必要 

接種費用： おおよそ１万５０００円×３回分

本人の体を守るだけでなく、子宮を守ることが

将来を守るために、是非接種のご検討をお願

保健課 ☎３１－１５８６ へお問い合わせください

のグループが、ワクチン助成導入の支援活動を

くの議員もワクチンの公費助成の導入の為に活動

１５ 創政クラブ 

 
-62-8228 

http://www.ito-mai 

 
オープンします。 

はなみずき芦屋」です。 

 

しください。 

つながります） 

＞＞ 

センター 

多目的室・会議室 

センター・介護予防センター・ 

センター 

者機能訓練・ 

歯科休日応急診療所 

 

われています。 

びています。 

回分 

ることが出来ます。 

願いします。 

わせください。 

を予定して 

活動中です。 



いとうまい ９月

般質問 
 

質問・Question 

①子宮頸がんワクチンの公費補助を

意向が示されたが、開始時期、対象者

ワクチン補助の内容は？ 

②子宮頸がんは検診も重要であるが

え、ウィルスの有無を検査し、子宮

を目的とした「島根式検診」への

③性交渉により感染する子宮頸がんの

鑑み、中学校での生徒への指導や

啓発方法について 

④様々なワクチンが開発されているが

助成に対し、芦屋市独自の基準づくりが

だと考えるがどうか？ 

 

回答・Answer 

①昨今の情勢を踏まえ 

公費補助を検討する。 

詳細については、未定だ

が早期に示したい。 

②国が承認した検査方式

ではないので、取り組む予定はない

③現在、学校での指導は行っていないが

保健授業の中で、エイズなどの性感染症

性に対し責任ある正しい行動がとれる

たい。 

④ワクチン公費補助に対し芦屋市独自

助基準は考えていない。国・県の補助制度

に準じたい。 

 

●医学は進歩し、様々なワクチンが

ます。ワクチンは、病気の重症化を

を守ると同時に、医療費の抑制にも

対象となる方には重要な予防策です

費補助の為には、芦屋市独自の補助導入

必要であると考えました。 

子宮頸がんは、性交渉による感染が原因

本人と保護者へのしっかりとした啓発

不可欠であるとも考えます。 

 

ワクチン助成に取り組

姿勢について 

いとうまい

月 一

を検討する 

対象者など 

であるが、細胞診に加 

子宮を残すこと 

への取り組みは？ 

がんの特異性に 

や保護者への 

されているが、公費 

づくりが必要 

はない。 

っていないが、今後は

性感染症と共に、

がとれる指導を行い

芦屋市独自での公費補

補助制度の創設

なワクチンが開発されてい

を防ぐことで体

にも効果があり、

す。効率的な公

補助導入の基準が

原因ですので、

啓発・指導が 

●震災の為に 15 年間延期

ーが７月２０日にオープン

ターへ行くための交通機関

ため、利用が出来ないのでは

多くの方の利便性を考え

利用し、早急な交通整備

バスを利用する事により

る効果を望みたいと考えます

 

質問・Question 

①福祉センター開設における

とセンター利用者予測

②「芦屋病院の巡回バス

 クづくりを要望。 

③交通機関を通じて、事業内容的

を結ぶネットワークづくりへの

 

回答・Answer 

① 福祉センター利用者予測

路線バスの充実は必要

引き続き、阪急バスに

センターへのバスルートや

利用者の利便性を高めたい

② 現在、芦屋市と病院間

利用も協議中であるが

③ ネットワークを通じ、

られることは、市民サービスの

がると考える。 

 

 
 

組む 

いとうまい 6 月 一般質問

福祉と医療

ネットワークについて

年間延期されていた福祉センタ

にオープンします。しかし、セン

交通機関がいまだ不十分である

ないのでは？との声があります。

え、「病院の巡回バス」を

交通整備を要望しました。 

により、福祉と医療を結ぶ更な

えます。 

における公共交通の位置づけ 

利用者予測 

バス」を利用したネットワー 

事業内容的にも福祉と医療 

ぶネットワークづくりへの方向性は？ 

利用者予測は３６０００人／年。

必要であると考える。 

バスに路線の増便を要望する。

センターへのバスルートや時刻表を作成し、

めたい。 

病院間で、病院の巡回バスの

であるが、結論は得ていない。 

、福祉と医療の連携が図

サービスの向上にもつな

 

 

 
 
 

一般質問 

医療を結ぶ 

ネットワークについて 



 
質問・Question 
①太陽光発電設備設置について 

A・太陽光発電設備の普及状況 

B・新たに公共施設に計画されている

ギー・省エネルギー設備について

C・既存の集合住宅（マンション

する制度変更を国に訴えていくのか

②電気自動車について 

A・市役所での電気自動車や低公害車導入

計画について 

B・兵庫県では設置中であるが、

電気自動車普及の為の充電施設計画

ついて 

 
回答・Answer 

①太陽光発電設置について 

A・普及状況は市独自では 

把握していないが、 

関西電力で余剰電力購入の契約

家庭が約 260 件ある。 

B・潮芦屋文化交流センター（太陽光発電設備

みどり生活支援センター（太陽光熱利用給湯設

備）を新たに計画中。 

C・全国市長会を通じ、総合的な対策

財政措置も含め、支援体制の強化

＊また今年から、近畿市長会では「地球環境

るための地方自治体の今後の在り方」

特別委員会が設置された。研究成果がまとまれば

国対して提言要望を行いたい。 

 

②電気自動車について 

A・天然ガス自動車

低公害車開発状況

大の計画はなし

電気自動車は

活用しても価格

万円と高額であるので

普及状況と価格動向

しながら検討

B・現在芦屋市で充電設備の計画はないが

は県の計画、設置状況を見ながら

いきたい。 

 

身近な地球環境施策の

方向性について 

 

されている新エネル 

について 

マンション）にも通用 

えていくのか？ 

低公害車導入の 

、芦屋市による 

充電施設計画に 

契約をしている 

太陽光発電設備）、

太陽光熱利用給湯設

対策について 

強化を要望。 

地球環境と共存す

」を調査する 

がまとまれば、

自動車は他の       

低公害車開発状況に鑑み拡

はなし。 

は国の補助金を

価格が約２６６

であるので、 

価格動向を考慮 

検討したい。 

はないが、今後 

ながら検討して 

＜＜6月議会で決

 ４月１日から法律改正

（本来議会の議決が必要

要するので、市長の判断

に対する承認が多

 
 
 
 
 
 
 
 

◆国民健康保険の条例の

非自発的失業者に対する

３０／１００に軽減して

 

◆国民健康保険事業の補正予算

歳出歳入ともに 6600 万円追加

億 8300 万円に変更しました

給付費が上回ったことによります

 

◆芦屋市市税条例を改正

・65 歳未満で給与と年金所得

年金の税金も一括して給与

ました。（4 月 1 日から

・年少扶養控除（16 歳未満

個人市民税の非課税限度額

親族を含む「扶養家族に

もらうことになりました

・10 月 1 日より、市たばこ

300円のたばこへの市たばこ

92.36 円となります。 

（他に国・県の税も上がります

 

◆芦屋市立美術博物館の

で行うことになります。

理者は公募で決定する予定

 

◆みどり地域生活支援センター

建て替え工事の業者が条件付

一般入札で決定しました

契約会社：中林建設株式会社

契約金額：約３億３１４０

＊工事期間は平成２３年

 

 

の 決まったこと＞＞ 

法律改正に伴う専決処分 

必要な案件だが、緊急を 

判断で処理を行うこと） 

多い議会でした。 

の一部を改正しました。 

する保健料を、給与所得を 

して保健料を算定します。 

補正予算 

万円追加し、総額を約 90

しました。予想よりも医療

ったことによります。 

改正しました。 

年金所得がある場合、 

給与から徴収が可能となり

から施行されています） 

歳未満）の廃止に伴い、 

非課税限度額の判定の為、年少扶養

に関する事項を申告」して

もらうことになりました。 

たばこ税率を改正します。

たばこ税は65.96円から

 

がります） 

の「管理を指定管理者」 

。指定管

予定です。 

センター

条件付き

しました。 

中林建設株式会社 

３１４０万円 

年２月末までの予定です。 



  ＜いとうまい の 政務調査費

                                                                      
政務調査費は１人 7 万円／月を、会派

されます。使用方法は会派ごとにルールがあり

今回の報告は会派内で調整を行ったものとなります

平成２１年４月～平成

政務調査費支給額 840,000

支 出 額 1,340,415

合 計 ▲500,415

＊交通費・通信費は「その他の経費」に参入

＊創政クラブでは、ガソリン代・電話代・携帯電話代等

3500 円／月の上限設定です。               

＊マイナスの約５0 万円は報酬よりの持ちだしとなります

＊芦屋議会は１円から領収書が必要です。           

＊政務調査費は事務局で閲覧できます。            

 

平成２２年度

議長 副議長

徳田 直彦 幣原

都市環境常任 

委員会 

◎田原

幣原（創政

長谷（

民生文教常任 

委員会 

◎畑中（

都筑（創政

山口（

総務常任 

委員会 

◎いとう（

山村（創政

森（

行財政改革 

特別調査委員会 

◎帰山和也

幣原

森

市立芦屋病院 

特別調査委員会 

◎松木義昭

中島健一

木野下

議会運営委員会 
◎山村悦三

いとうまい

 

科目 金額 科目 

研究研修費 58,020 公聴費 

資料購入費 103,115 人件費 

広報費 917,970 その他の費用

合 計 

政務調査費＞ 

                                                                      
会派ごとに支給 

ごとにルールがあり、 

ったものとなります。 

平成２２年３月末 

840,000 円 

1,340,415 円 

500,415 円 

 ＜いとうまい の 

 

 

 

  ＊共済年金掛金・・・いわゆる

12 年掛ける事により支給資格

参入。         廃止される可能性があり議論

携帯電話代等は   ＊議員活動費・・・政務調査費

               やコンピュータの購入費等申請

ちだしとなります。  ＊残高・・・家賃などを含む

           仕事で車を使用していますが

            支出しています。 

年度の議会体制が決まりました。

副議長 阪神水道企業 

幣原 みや 長野 良三 

田原（公明党） ○助野（創政クラブ） 

創政クラブ） 中島（健）（イーブン） 

（無所属） 中村（無所属） 

（イーブン） ○長野（創政クラブ） 

創政クラブ） 中島（か）（イーブン） 

（新社会） 木野下（共産党） 

（創政クラブ） ○帰山（公明党） 

創政クラブ） 重村（イーブン） 

（共産党） 前田（新社会） 

帰山和也 ○長野良三 

幣原みや 中島かおり 

森しずか 前田辰一 

松木義昭 ○山村悦三 

中島健一 徳田直彦 

木野下あきら いとうまい 

山村悦三 ○中島かおり 

いとうまい 木野下彰（オブザーバー） 前田辰一

報 酬 

所得税 

市県民税 

共済年金掛金 

互助会会費 

会派積立金 

国民健康保険（年均等割）

国民年金 

議員活動費 

選挙積立金 

残 高 

金額 

 22,200 

 89,550 

費用 149,560 

1,340,415 

                                                                      
                     

 ６月会計報告＞ 

 

 

 

 

 

 

・・・いわゆる議員年金の掛け金です。 

支給資格がありますが、 

議論を呼んでいます。 

政務調査費の他に、市内移動費 

購入費等申請していない活動経費 

む生活費にあたります。 

いますが、車の経費等もここからの 

。 

（敬称省略・順不同） 

監査 

松木 義昭 

◎委員長 ○副委員長 

 

大久保（無所属） 

 

 

徳田（公明党） 

 

 

松木（イーブン） 

 

 

重村啓二郎 

 

 

山口みさえ 

 

田原俊彦 

前田辰一（オブザーバー） 

560.000 

24.310 

40.600 

89.600 

2.000 

5.000 

） 57.500 

14.660 

50.000 

50.000 

226.330 


