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私立芦屋病院の老朽化の為の建替

平成２１年度～24 年度の間に約68

また、建て替え案に則して病院の病床数

他の病院または診療所からの文書により

（1000 円）が廃止されます。 

大きな予算を使用しての建替えですが

する大切な事業ですので、期待

（建て替え内容） 

●駐車場の拡充整備、●個室ベッドの

●共同部屋でのトイレ＆手洗いの

  ●検査施設の整備などが予定されており

より安全で快適な病院に生まれ変

建て替えの予定期間としては

平成22年4月～平成24年12
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福祉会館がリニューアルオープン 

 耐震補強工事・内装改修工事により9 月から

市民センター別館の工事が終了し、老人福祉会館

1 月6 日（水）から再開いたします。 

従来社会福祉協議会で実施していた「つどいの

されます。新しい開館をご利用ください。 

詳しいことは、芦屋市社会福祉協議会（電話

お問い合わせください。 

●尚、市民センター本館・ルナホール・駐車場

年3 月末まで継続されます。 

 

             

 市立芦屋病院建て替えへ

建替え起債予算が決まりました。 

68 億7600 万円の起債が予定されています

病床数が272 床から199 床に改定されました

により紹介のない場合に受けていた初心に係

えですが、長期にわたる安心した医療提供を

期待を持って見守りたいと思います。 

ベッドの拡充、●診察時のプライベート確保●

の確保、●ICU６床の設置、●電子カルテの

されており、 

変わります。 

としては、 

12月となります。 

 

 創政クラブ 

 
-62-8228 

http://www.ito-mai 

から休館しておりましたが、

老人福祉会館・福祉会館が 

つどいの場」等の事業も再開 

電話：32－7530）まで、 

駐車場などの工事は平成22

    

えへ！ 

されています。 

ました。これに伴い 

係る料金加算 

を確実なものと 

●緩和ケアの新設、 

カルテの導入、 



いとうまい ９月

般質問 
●マナー条例に基づき、喫煙者・非喫煙者

施策として禁煙区域内に灰皿が設置

るが、1 度に多くの人達が同じ場所

吸う状況にあります。 

喫煙者に一方的に責があるとは考

分煙施策の推進が必要であり、喫煙場所

を行うべきであると考えます。 

喫煙場所を撤去する場合には、予測

「歩きたばこ・たばこのポイ捨て・

への対応策対も要望しました。 

 

質問・Question 

①JR 芦屋南口前にただ 1 か所 

設置された喫煙場所からの煙 

や臭いに関して苦情をよく耳にする

市としては、これまでどのような

が行われていたか？ 

②分煙施策を充実したものにするために

の協力を得て喫煙場所の移動を提案

芦屋市としてはどう考えか？ 

 

回答・Answer 

① 禁煙場所の問題については、地元自治体

灰皿の移動要望もあり認識している

コンビニエンス横に移動することを

議したが協力は得られなかった。

② 引き続き JR とも協議を行い、結果

がない場合には、灰皿を撤去することも

したい。 

＜質問を行うにあたり、実際に 

喫煙場所利用者数を調査しました

11 月 16

時間 人数 時間

６：５０ １４ ７：５０

７：００ ２１ ８：００

７：１０ ２２ ８：１０

７：２０ ２１ ８：２０

７：３０ ２２ ８：３０

７：４０ １９ 合計

 

JR 南口の喫煙場所移動

いとうまい

月 一

非喫煙者の分煙

設置されてい

場所でたばこを 

考えないが、 

喫煙場所の移動

 

予測される 

て・隠れたばこ」

 

にする。 

これまでどのような調査・対策 

したものにするために、JR 

提案するが、 

地元自治体から

している。 

することを JR と協

。 

結果として適地

することも検討

 

しました＞ 

16 日（月）実施 

時間 人数 

５０ ２６ 

００ １７ 

１０ １８ 

２０ １７ 

３０ １８ 

合計 ２１５ 

 

質問

①インフルエンザによる

学校行事

 学級閉鎖

②度々行われる学級閉鎖

 よる授業の遅れに対する

また、留守家庭学級および

伴う保護者の理解・協力

③今年度予定されていた

制度変更等により見送

今こそ病後児保育のサービスが

いると考えるがどうか

④高齢者の肺炎による重症化

「肺炎球菌ワクチン」接種

⑤10 月末に策定が予定

フルエンザ対策計画」

がなぜ遅れているのか

  

回答・Answer 

① 「子どもの命を守ること

を第一義」として予防指

導と行事の中止や学級閉

鎖を行っている。 

11 月末時点で延べ小学校

中学校 29 クラス、幼稚園

2 回以上の学級閉鎖が

3 回以上の学級閉鎖が

② 学習指導要綱に定められた

すると共に、時間の確保

留守家庭学級の運営については

では、閉級に対する措置

内に集中した学級開設

現在は現行の運営方針

に理解を得ている。 

③ 病後児保育に関しては

必要性も強く認識して

おり、実現化に向けて

取り組んでいく。 

 

喫煙場所移動を 

いとうまい １２月 一般質問

新型インフルエンザの

現状と課題

質問・Question 

インフルエンザによる 

学校行事の取り扱いと 

学級閉鎖の現状は？ 

学級閉鎖に 

する対応は？ 

および保育所の閉鎖に 

協力は？ 

されていた病後児保育の実施は 

見送りが決定された。 

のサービスが、望まれて 

どうか？ 

重症化を防ぐために 

接種の公費負担を要望 

予定されていた「新型イン 

」はまだ完成していない 

か？ 

こと

予防指

学級閉

小学校 116 クラス、 

幼稚園 17 クラス、 

が 20 クラス、 

が 1 クラスあった。 

められた内容をすべて覆修

確保にも取り組んでいる。 

については、5 月の時点

措置として、臨時的に市

学級開設の要望があったが、 

運営方針

 

しては、

して 

けて 

一般質問 

インフルエンザの 

課題について 



④ 芦屋市で費用負担は行わないが、

会を通して厚生労働省に要望をあげており

引き続き努力する。 

⑤ 10 月に兵庫県の新型インフルエンザ

計画が策定されたので、今年度中

たい。計画の内容としては、発生段階別

市が行うべきことや市民の皆様にお

ることを盛り込んだ内容となる見通

 

● 今年 5 月新型インフルエンザ感染

混乱を来して、半年が経過しました

の弱毒性が判明し、混乱は収まりましたが

時の課題に基づく対応や、新たに検討

題を確認することにより、危機管理体制

につなげたいと考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜12月議会で決まったこと

 政権交代による事業の中止や

 伴った補正予算や経済情勢に

 職員給与の引き下げなどが行われました

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

❤❤肺炎球菌ワクチンについて

 

今回の一般質問にも取り上げた「

ワクチン」には、高齢者の方が、

インフルエンザに感染した後の肺炎

や肺炎による重症化を防ぐ、抗生物質

きやすい効果がある、肺炎球菌という

へのワクチンです。 

ワクチンの効果は 5 年程度です。

接種するには、おおよそ 8000

費用が必要ですが、かかりつけの

医師・病院にご相談する事を 

おすすめ致します。 

、全国市長

をあげており、

インフルエンザ対策

今年度中に策定し

発生段階別に

にお願いす

見通し。 

感染により大

しました。ウィルス

りましたが、当

検討すべき課

危機管理体制の推進

まったこと＞＞ 

や復活に 

に則した 

われました 

◆一般会計の補正の報告

11 月から行われている

チン接種開始に伴い、市民非課税世帯

世帯への接種助成として

の追加を行った報告がありました

 

◆一般質問の補正がありました

約 8 億 9500 万を追加

歳入歳出共に約 416 億

（主な補正内容） 

西田房子基金の創設    

子育て応援特別手当中止

子育て創生事業費の追加

学校園耐震他整備事業費追加

生活保護扶助費追加      

（母子加算復活と保護者

他に、学校園の太陽光発電設備整備

数減少による給与費減額

 

◆あたらしく自転車駐車場

＜JR 芦屋南自転車駐車場

開始時期 平成 22

車種＆台数 原動機付自転車

 

＜阪急芦屋川南月若自転車駐車場

開始時期 山手幹線開通時

車種＆台数 自転車 

使用料金などのお問い合

道路課（☎３８－２０６３

38-2063 

◆一般職員の給与等の条例改正

住居手当の支給限度額を

職員を対象に行政職給料表

引き下げる等の改定が行

これにより、平均 16 万

下げとなります。 

 

◆あしや市民活動センターの

活動法人あしや NPO センター

として 5 年間お任せすることになりました

 

◆介護保険事業特別会計

ます。正規職員 1 名の採用

円を追加し、歳入歳出それぞれ

円となります。 

 

 

ワクチンについて❤❤ 

「肺炎球菌

、風邪・ 

肺炎の併発

抗生物質が効

という細菌

。 

8000 円ほど 

かかりつけの 

報告がありました。 

われている新型インフルエンザワク

市民非課税世帯・生活保護

として約 6230 万円 

がありました。 

がありました。 

追加し、 

億 4500 万円となります。 

    約 2 億 3900 万円 

応援特別手当中止       ▲約１億円 

追加      約 250 万円 

学校園耐震他整備事業費追加 約 5 億 1400 万円 

       約 6450 万円 

保護者の増加） 

太陽光発電設備整備の追加や職員

給与費減額などが内容となります。 

駐車場が開設します。 

芦屋南自転車駐車場４＞ 

22 年 4 月 1 日～ 

原動機付自転車 79 台 

芦屋川南月若自転車駐車場＞ 

山手幹線開通時 

 222 台 

合わせは、 

２０６３） 

条例改正がありました。 

を 350 円、30 歳以上の

行政職給料表を改定し、平均０．２％

行われます。 

万 6７00 円の年収の引き

センターの運営を「特定非営利

センター」に、指定管理者

せすることになりました。 

事業特別会計の補正予算がおこなわれ

採用により、約 1000 万

それぞれ約 62 億 600 万



 

◆西田房子福祉基金を創設。 

故西田房子氏からの寄付金により、

目的とする福祉基金を創設します。

基金の一部は、権利擁護施策として

①相談支援機能 

②ネットワーク機能の充実 

③成年後見人制度の推進に

使用される予定です。 

また、西田様からは他に 

故人の自宅（親王塚町）を 

公園とする為の土地と資金

のご寄付がありました。 

＊親王塚町には公園がありませんでしたので

喜んで利用させて頂きたいと思

 

 

 

 

 

 

       「みんなでつくるまちづくりのルール

建物を建築する際は、建築基準法等

しかし、この建築基準法は全国一律

に不十分である場合、住民の生活

地区の特性に応じたきめ細やかなルールを

 

  

○地区施設の配置及び規模 

 道路・公園・緑地・広場などを

○これから新しく建設される建物

ものです。 

制限の範囲は地区により異なりますが

壁面の位置の制限・緑化率の

建築物の用途の制限・屋根や

○芦屋市では、現在 15 地区において

○地区計画は個人の財産にも制限

ありますが、地域の住みよい

  ○地区計画の作成には、兵庫県

○地区計画をつくる為には、住民及

最低でも 1 年～2 年の期間が

 

私のまちはどうなっているの

ご質問がございましたら

お問い合わせは

ご存じですか？

、高齢者福祉を

。 

として 

がありませんでしたので、 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでつくるまちづくりのルール」 

建築基準法等で、誰もが守るべき最低限のルールが

全国一律のものであり、その地域の特性や意向を

生活に身近な地区を単位として、住民の理解を

やかなルールを定めることが出来る制度です。 

などを地区施設として定めて確保します。 

建物に対し、現在ある法律に上乗せして規制

なりますが、例えば、建ぺい率の最高限度・

の最低限度・敷地面積の最低限度・広告看板

や外壁の色彩などがあげられます。 

において地区計画が策定されています。 

制限をすることになるため、慎重に話し合いを

みよい住環境を守る為には大変に有効な制度です

兵庫県・芦屋市からの助成金や専門家の派遣などの

住民及び関係権利者の理解が必要となりますので

が必要となります。 

のまちはどうなっているの？私のまちにも地区計画は必要

がございましたら、芦屋市へお問い合わせください

わせは、都市計画：まちづくり・開発事業☎３８

芦屋大原町マンション

継続に関する

が議会で採択

請願項目） 

①地域住民に建設計画縮小等

会が十分に与えられること

②住民との合意が得られるよう

指導されること 

＊大原町の戸建て地域に

マンション建設が予定

一方、地元では住環境

計画を策定中であり

協力が求められています

？ 地区計画 

 

のルールが定められています。 

を反映するまちづくり 

を得ることにより、 

 

規制する 

・建物の高さ・ 

広告看板の制限・ 

いを重ねる必要が 

す。 

などの支援があります。 

となりますので、 

必要？など 

わせください。 

３８－２１０９） 

マンション計画説明会 

する請願書 

採択されました。 

 

建設計画縮小等の要望の機

えられること 

られるよう、市当局が

に 5 階建ての 

予定されています。 

住環境を守る為に現在地区

であり、長期的な街づくりの

められています。 


