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芦屋市総合計画

総合計画の基本構想と

「市民会議

基本構想・基本計画

地域主権が進む

 

  ◆芦屋の将来像 

自然やみどりを守り、歴史

市民がまちなみを美しく保

暮らしを楽しむことを芦屋

‘新しい暮らし文化‘を創造

 

◆芦屋のまちづくりの基本方針

・人と人がつながって新

・人々のつながりを安全

・人々のまちを大切にする

・人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる

ことを基本方針として、

 

 

◆基本計画では、「市民主体

難しいようですが、多くの

声があがりました。例えば

障がいのある人への正しい
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芦屋市総合計画とは芦屋市の今後の10 年の方向性を示す

と前期（5 年分）の基本計画を、多くの市民が

市民会議」のご協力を得て作成したしました。 

基本計画に基づき、実施計画がたてられ実施されます

む中、自分達のまちの姿となる大切な計画です

歴史を伝え、伝統を継承し、人々や文化が交流するまちで

保ち、人とのつながりやまちを大切にする心を

芦屋の個性や魅力と捉え、これからも時代の流れとともに

創造し、発信し続けるまちを芦屋の将来像として

基本方針 

新しい世代につなげる 

安全と安心につなげる 

にする心や暮らし方をまちなみにつなげる 

のつながりをまちづくりにつなげる 

、幅広く行政の施策計画に反映させています。

市民主体による取組」も提示されています 

くの市民の方から「積極的にまちづくりに参加したい

えば、子どもたちを育成する活動への協力、身近

しい理解・見守り・声かけなどの取組が揚げられています
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す、 

が参加する 

されます。 

です。 

するまちで、 

を育てながら 

れとともに、 

として掲げます。 

。 

したい」という 

身近な施設等の利用、 

げられています。 

                                                  



 

 

 

 

 

 

 

質問・Question 

①来年度から、正式に導入される芦屋市

語活動の位置づけは？ 

②「英語を教える」ことが前提となっていない

小学校の先生への支援体制や芦屋市全体

の協力体制は？ 

③英語の授業をサポートする地域人材

在り方について 

④小学校の外国語活動授業と中学校

への繋げ方について 

 

 

回答・Answer 

①言語と文化の理解を 

深めると同時に、積極的 

なコミュニケーション 

が出来ることを目的と 

する。 

②先生と地域人材との 

合同研修会、共通教材の 

配布など学校全体で支援を行う。 

③芦屋市では、日本語と英語のコミュニケーショ

ンが必要であるという考えから、ネイティブの

外国人を地域人材として採用はしていないが

機会を作り学校にゲストを招き、世界

人がいることの理解は深めている。

④情報交換だけでなく、双方の先生

出向き、授業を参観し、実質的な小

総合理解を目指す。 

また、一貫した指導を可能とする為

ムや指導方法の研修をすすめる。 

小学校・外国語活動

目指すもの 

いとうまい

芦屋市の外国 

となっていない 

芦屋市全体として 

地域人材の採用の 

中学校の英語授業 

 

のコミュニケーショ 

ネイティブの 

はしていないが、 

世界には様々な 

。 

先生が直接学校へ 

小・中学校の 

為のカリキュラ 

 

 

●なぜ、外国語や英語を

来年度から小学生の５・

学習が導入されるにあたり

グローバル化が進む、世界

済発展の為、また世界平和

お互いの違いを理解すること

意思や想いをしっかり伝

として、この取組みが必要

この為に、しっかりとした

まれると考えます。 

 

 

質問・Question 

①市民活動センターが開設

るが、その成果と課題は

②集会所の役割は？ 

③集会所の指定管理料（

とその体制（多くの集会所

ついて、今後の継続性を

るか？ 

④指定管理契約時の見直

⑤芦屋市の目指す市民参画

. 

回答・Answer 

①地域の課題に市民

自身が主体的に向か

い合い、行政と協働

しながらその課題を

解決するという 

「新しい公」による

まちづくりが進めら

れおり、多くの成果

があったと実感して

いる。 

課題点は、NPO における

②地域のコミュニティを

して身近な地域活動の拠点

外国語活動の 

いとうまい １２月 一般質問

植えた種に

市民参画

を学ぶ必要があるのか？ 

・６年生を対象に外国語 

されるにあたり、確認をいたしました。 

世界において、日本の経 

世界平和を維持するため、 

すること、そして双方の 

伝えるという手段の１つ 

必要であると感じます。 

しっかりとした教育体制の確立が望 

開設して約 3 年が経過す

は？ 

（年間 25 万円／集会所）

集会所では管理人が１人）に

を含めて妥当であると考え

見直し項目について 

市民参画について 

における人材育成と後継者育成。 

のコミュニティを高め、生涯学習の場と 

拠点としての役割がある。 

一般質問 

に花が咲く 

市民参画の在り方 



 

③運営による収益（約 1400 万円

に組み込めることから、役員と利用者

得て、体制としては定着していること

妥当であると考える。 

④団体の努力だけでなく、市からも

により、より効率的・効果的に円滑

出来る支援を行う。 

⑤職員による専門研修の実施。市民参画協働

担う人材育成を行いたい。 

 

●指定管理者制度という体制により

運営されている地区集会所は、最も

参画の形であると考えます。 

運営者のご努力によって収益もあがっていま

すが、利用者の増加や、初めに契約

らの変化もあります。指定管理の更新時

芦屋市は、これまでの契約内容で大丈夫

どの見直しを行い、市民参画というせっかく

えた「種」にしっかりと水をあげて

せる」という長期的な視点も必要で

あると考えます。 

  

 

 

 ＜＜１２月議会で決まったこと

 「美術博物館」の指定管理者を

 議案が否決となったり、

 再生資源の持ち去り行為を防止

 条例の決定が継続審査となる

 悩ましい議案が多かった議会でした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆芦屋市総合計画の基本構想及び前期基本

が定められました。 

10 年を単位として、今後の芦屋市

示す基本構想と、前期（5 年分）の

が多くの方が参加した「市民会議」

して決定しました。 

 

万円）も運営費 

利用者の協力を 

していること等から、 

からも提案する事 

円滑な運営が 

市民参画協働を 

により、住民で 

も身近な市民

もあがっていま

契約した状況か

更新時には、

大丈夫か？な

というせっかく植

をあげて「花を咲か

で 

まったこと＞＞ 

を決定する 

、 

防止する 

となる等 

でした。 

前期基本画 

芦屋市の在り方を 

の基本計画

」を出発点と

 

◆国民健康保険の保険料

被保険者の保険料負担の

限度額の保険料が値上がりします

（平成 23 年 4 月～） 

＜後期高齢者支援金等賦課額

現行）1２0,000 円 ⇒

改正後）130,000 円 

＜基礎賦課額の限度額＞

現行）470,000 円 ⇒

改正後）500,000 円 

 

◆一般会計の補正が行われました

歳入歳出それぞれに約 860

が約 423 億２００万円

長の給料減額は、職員の

反省・責任からのものです

＜主な使い減額＆増額＞

・市長・副市長の給料減額措置

・・・・

・市議会議員の報酬＆一般職員

・・・

・旧保健センター、使用目的変更

改修工事費    ・・・・

・子宮頸がん等ワクチン

 ・・・

 

◆公共用地取得費特別会計補正予算

現在、宮塚町に建設中の「

（シルバー人材センター）

円が追加されました。 

 

◆２地域での地区計画の

「月若町地域」「大原町地域

決定しました。これにより

物の高さなどの制限だけでなく

等の施設建設の制限が行

 

◆会派を脱会しました◆

11 月 18 日に、創政クラブを

なりました。会派にはこれまで

させていただき感謝！ 

脱会によって、会派で割

営委員・病院調査特別委員

残念ながら委員会に出席

１市議会議員として、これまでと

活動して参りたいと思います

保険料が改正されます。 

の均衡を図るため、上限の

がりします。 

 

後期高齢者支援金等賦課額＞ 

⇒  

 

＞ 

⇒  

 

われました。 

860 万円を減額し、総額

万円となります。市長・副市

の収賄事件に対する 

からのものです。 

＞ 

給料減額措置（1 か月分） 

・・・・▲１７１，６００円 

一般職員の給与減額等 

・▲約 1 億 590 万円 

使用目的変更の為の 

・・・・約 6350 万円 

ワクチン助成費 

・・・約 3000 万円 

公共用地取得費特別会計補正予算 

「シルバーワークプラザ」 

）の関連として、約 3570 万

の決定 

大原町地域」での地区計画が 

これにより、新たに建てられる建

だけでなく、ゲームセンター

行われます。 

◆ 

クラブを脱会し、無所属に

これまで、様々な事を勉強

 

割り当てられていた議会運

病院調査特別委員も辞職をいたしました。 

出席する機会は減りますが、 

これまでと同様に精一杯 

います。 



 

 

 

 

           国がワクチン

 

      「いとうまい」をはじめ

ワクチンの

来年 2 月から

 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

●来年度から芦屋市立幼稚園

幼稚園教育をしっかりと行

預かり保育

 

区 分

預かり保育料 春季・夏季

上記以外

＊経済的事情その他特別

保育料の免除や減額措置

 

「芦屋市の保育所及

保育園の待機児童解消、親の

既存施設の有効活用や、

弾力的な運営の必要性

この取り組みが待機児童解消

❤子宮頸がんは唯一ワクチンによって

予防できる癌とされています

半年間に 3 回の接種が必要

様の将来の為にも、接種をお

ます。（中学校 1 年生～高校

❤国の助成措置は平成 23

すが、平成 24 年度以降も

よって継続する意向が示されています

国では「定期接種化」が検討中

ワクチン助成を決定しました！ 

をはじめ、多くの議員や市民の方々が予防措置の

ワクチンの無料化を訴えておりましたが、 

から、国によるワクチン全額補助が始まります

  

 

 

幼稚園の教育時間後等に預かり保育が実施

行いながらも、保育の充実を図る事を目的としています

保育は午後 4 時 30 分までとなります。 

分 金額（１人につき

夏季・冬季の休業日 日額

上記以外の日 日額

他特別な理由により教育上特に必要がある場合には

減額措置があります。 

保育所及び幼稚園のありかた検討委員会からの報告

の就労形態などの変化を受けて、幼稚園・保育所

、先生・保育士の人材を柔軟に人事交流されるなど

必要性が、今年度 7 月に報告されていました

待機児童解消への一歩となることを願います

ワクチンによって 

とされています。 

必要ですが、お子

をお勧めいたし

高校 1 年生） 

❤子宮頸がんワクチンだけでなく

「ヒブワクチン」「小児に

菌ワクチン」に対しても、

2 月から、国による全額補助

ます。 

 
23 年度末までで

も芦屋の市費に

されています。 

検討中です。 

❤詳細はまだ不明なようですが

齢などがありますので、時期

「保健課」までお問い合わせください

☎３1-1586

                 

の為 

まります。 

 

実施されます。 

としています。 

につき） 

日額 800 円 

日額 400 円 

には、 

報告」 

保育所が連携して 

されるなど、 

した。 

います。 

がんワクチンだけでなく、 

に対する肺炎球

、同様に来年 

全額補助が開始され

なようですが、対象年

時期を見て 

わせください。 

1586 


