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「まちづくり協定」を定めることが可能となります。 

芦屋市は「国際住宅都市」として位置づけられています。 

恵まれた住環境を維持・保全するための条例改正が行われました。 

 

＜条例の改正内容＞ 

◆これまでの「地区計画」に加えて、「まちづくり協定」を定めることが可能となります。 

   ・地域のより細かなまちづくりに関し、地域で尊守されるべき事項を定める協定です。 

（例えば、隣の家との窓のお見合いや、室外機の設置の向き等の事項） 

・地区計画を定めていなくても、まちづくり協定は策定できます。 

  ・市長は、協定区域において建築等を行おうとする事業主などに対し、 

まちづくり活動団体と協議を要請できるようになり、協議の場が広がります。 

  ・活動区域の面積が0.5ヘクタール以上、構成員が10人以上で団体が結成できます。 

  ・建築主・事業主の保全義務も一部強化されます。 

  ・施行日は、平成25年1月1日です。 

（お問い合わせ：都市計画課・まちづくり開発指導課 ☎38-2109） 

 

 

 

まちづくり協定： 
条例に規定すること
で，内容の自由度を
残したまま実効性を
高める。 

 

地区計画・ 建築
協定： 
内容の自由度が
低い代わりに，法
的実効性が高い。 

 

自主協定： 
内容の自由度
が高い代わり
に，実効性が低
い。 

 

http://www.ito-mai.com/


いとうまい １２月 一般質問 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答・Answer  

①市外からの利用者が多く、利用者 

のマナーの課題はあると考える。 

（ゴミ問題）・・・緑地は駐車場清掃と併せて

委託している。護岸ではボランティアで清掃が

行われているが、管理者は尼崎港管理事務所で

あるので、ゴミ対応の申し入れを行いたい。 

（駐車場）・・・不足している駐車場は、不法

駐車が発生しないよう、平成25年度に新たに

40台の供用開始を予定している。 

②尼崎港管理事務所からは、護岸は「自由利用」

なので、つりの禁止はしていない。 

事故が起こった場合は自己責任であるとの回答。 

③潮芦屋浜のビーチ利用者のマナー問題がある。

今後は、交通の利便性の向上、 

ＡＴＭ設置など生活環境の 

向上を目指したい。 

 

＜いとうまいの考え＞ 

南芦屋浜は、開発の進捗状況によって、新し

い課題が産まれると考えます。「住宅都市」で

ある芦屋市は、まず、その場所に住む人の豊か

な生活環境を第一として、まちづくりを行うこ

とが大切であると考えます。 

質問を通して、地域を開発した「兵庫県企業

庁」、護岸を管理する「尼崎港管理事務所」、

市民の生活を守る「芦屋市」との管理体制のあ

り方について、更なる協議が必要であると感じ

ました。 

？少子化は何が問題？ 

人口全体で見たときに、15歳から64歳まで

の働く人の人口が減り、経済の縮小や、若者が

高齢者を支えている年金の安定した継続性が問

題視されています。 

？どうして少子化になるの？ 

共働きの世帯の増加や、核家族化が進んでおり、

子育てが難しくなっています。 

また、若者の就職難、経済情勢、晩婚化などが 

要因であるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答・Answer 

①平成2年の出生数は824人、出生率1.28、 

平成22年の出生数は840人、出生率1.32 

で、増加している。児童手当の拡充や妊婦健康 

診断の助成など、様々な施策の実施に取り組ん 

できた結果である。 

②「仕事と子育ての両立の推進」により、女性も

働き続けることのできる環境づくりを通して 

経済面で貢献できると考える。 

③本年度、男性職員には各育児制度の利用者は 

いない。残業時間は男性が16.46時間、 

女性は6.13時間（1か月あたり） 

④非正規職員のうち女性の比率は93％である。 

30歳以下が16％、30歳代22％、 

40歳代25％、50歳代27％、60歳代10％ 

となっている。 

管理職登用は、年齢構成や男女比が大きく影響 

しているが、個人の能力に見合った登用を行っ 

ている。 

南芦屋浜の目指す 

まちづくりについて 

質問・Question 

①護岸のつりレジャーの利用状況と周辺の 

生活環境について 

・観光地と化している利用状況について 

・ゴミの問題について 

・駐車場の問題について 

②転落防止柵がない「潮芦屋ビーチの岩場」

の利用許可と安全対策・管理について 

③南芦屋浜で解決すべき他の問題点は？ 

少子化対策について 

質問・Question 

①芦屋市の出生数・出生率の変化と、その 

要因について 

②少子化対策の経済効果について 

③男性・女性職員の育児休業制度・育児短時

間勤務の利用状況と残業状況について 

④女性の非正規職員の割合と、 

女性管理職の登用について 

 



 

＜いとうまいの考え＞ 

 芦屋市では、「少子化は改善している」認識

ですが、私はまだまだであると考えます。 

 女性が「仕事か子育てか」の２者選択ではな

く、「安心して産み育てられる環境づくり」の

推進がもっと必要であると考えます。この為に

は、「男女が共に子育てができる働き方」の 

見直しが大切だと思います。 

少子化問題を、将来の経済問題 

と捉え、女性の雇用体制・ 

経済の改善など多角的な施策を 

願いたいと思います。 

また、働く環境を決定する場へ 

の女性の進出も不可欠であると 

考えます。 

 

＜＜１２月議会で決まったこと＞＞ 

  市域に限りがある芦屋市ですが、 

各駐車場に関する条例の改正が 

多く行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市立芦屋病院の駐車場料金が変更になります。 

＊詳細は次頁でご確認ください。 

 

◆新しい駐車場の設置と、一部の公共施設の駐車

場が24時間利用可能になります。 

（平成25年4月1日～） 

＊詳細は次頁でご確認ください。 

 

◆あしや温泉の駐車場が有料になります。 

これまで無料としてきましたが、温泉の駐車場

が大変に混雑して問題になっていました。 

多くの人に、効率的に利用してもらう目的で有

料化になります。（最初の1時半は無料） 

駐車場は、現在の5台から８台に拡大します。    

＊詳細は次頁でご確認ください。 

 

 

◆火葬場の指定管理者が決定しました。 

 指定管理者が2社の応募による選定が行われ、 

実績が評価された会社が、前回に引き続き選定 

されました。 

管理会社：太陽築炉工業株式会社 

管理期間：平成25年4月1日～ 

平成30年3月31日の5年間 

 管理事業費：約1億6000万円（５年間分） 

 

◆一般会計の補正予算を決定しました。 

約４３８０万円を減額し、歳入・歳出ともに総

額が、約380億9000万円となります。 

（主な補正内容） 

・衆議院選挙費用 ・・・・＋約2400万円 

・海浜プール改修費・・・・＋約1000万円 

・職員人件費    ・・・▲約7700万円 

＊職員の人件費は、平成24年1月1日の 

職員数・職員体制での予算額を新年度の実際

職員数・職員体制に修正したものです。 

 

◆「芦屋市住みよいまちづくり条例」の一部が改 

正となります。 

 地区計画より、細かなルールを 

 定めることが可能となります。 

（詳細はトップページ参照） 

 

◆「あしや市民活動センター」「男女共同参画 

センター」が移転します。 

それぞれ現在の場所から、［公光町５－８］ 

に移転をします。移転に伴い貸室の使用料が 

決定されました。（平成25年4月1日～） 

 

❤あしや市民活動センター❤ 

室 人数 施設使用料金 

 10：00～

12：00 

13：00～

15：00 

15：00～

17：00 

Ａ 12人 400円 400円 400円 

Ｂ 12人 400円 400円 400円 

Ｃ 32人 1100円 1100円 1100円 

Ｄ 28人 1000円 1000円 1000円 

 

❤男女共同参画センター❤ 

室・人数 施設使用料金 

セミナー室 
9：30～ 

12：00 

13：00～

15：00 

15：00～

17：00 

28人 1200円 1000円 1000円 



 

 

    

 

施 設 最初の利用料金 その後の料金 上限 

1／15～ 

市立図書館 

（伊勢町） 

施設利用は、はじめの 

60分は無料 

8：00ＡＭ～8：00ＰＭ 

100円／30分 

8：00ＰＭ～8：00ＡＭ 

100円／時間 

8：00ＰＭ～8：00ＡＭ

開館日800円 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

閉館日1000円 

1／15～ 

市立美術博物館 

（伊勢町） 

施設利用は、はじめの 

60分は無料 

8：00ＡＭ～8：00ＰＭ 

100円／30分 

8：00ＰＭ～8：00ＡＭ 

100円／時間 

8：00ＰＭ～8：00ＡＭ

開館日800円 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

閉館日1000円 

1／23～ 

市民会館・ 

市民センター 

（業平町） 

施設利用者は、はじめの 

60分は無料 

8：00ＡＭ～9：00ＰＭ 

100円／30分 

9：00ＰＭ～8：00ＡＭ 

100円／時間 

8：00ＰＭ～8：00ＡＭ

開館日800円 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

閉館日1000円 

1／23～ 

芦屋中央公園駐車場 

（若葉町） 

はじめの30分は無料 
100円／30分 

24時間利用可能 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ 

800円 

1／23～ 

芦屋公園駐車場 

（松浜町） 

はじめの30分は100円 

（施設利用は30分無料） 

100円／30分 

24時間利用可能 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

800円 

1／23～ 

海浜公園駐車場 

（潮見町） 

はじめの30分は100円 

（プール利用は30分無料） 

100円／30分 

24時間利用可能 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

800円 

4／1～ 

朝日ヶ丘公園 

（市民プール） 

はじめの30分は100円 

（プール利用は30分無料） 

100円／30分 

24時間利用可能 

8：00ＡＭ～8：00ＡＭ

800円 

4／1～ 

あしや温泉・浴室 

（呉川町） 

はじめの30分は100円 

（浴室利用は1時間半無料） 
100円／30分 上限なし 

4／1～ 

あしや温泉・足湯 

（呉川町） 

はじめの30分は100円 

（足湯利用は30分無料） 
100円／30分 上限なし 

市立芦屋病院 

（朝日ヶ丘町） 

はじめの30分は無料 

（外来・入院時の送迎 

などは2時間無料） 

30分～4時間は200円 

4時間以降100円／時間 

24時間利用可能 

1600円 

各公園・駐車場 はじめの30分は無料 100円／30分 上限なし 

 

＊駐車場は台数の限りがあります。 

 出来るだけ、公共交通のご利用にご協力ください。 

＊詳しくはそれぞれの施設にお問い合わせください。 

 

 


