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兵庫県議員の政務活動費の不正支出により、多く方から政務活動費の 

あり方やその使用用途について、多くのご質問やご意見を頂いています。 

 

政務活動費と支給額＝7 万円 

政務活動費とは「議員の調査研究その他に資するために必要な経費の1 部」として交付 

されるもので、条例に定められています。税金を使用していますので、使途の透明性を確保し、 

市民の方に説明責任を果たしていくことが求められています。 

芦屋市議会の政務活動費は１議員につき、月に7 万円が会派に支給されています。 

市議会では、制度発足時から1 円の使用から領収書の添付が必要となり、5 年間の保存期間 

が義務付けられています。請求があれば、どなたでも閲覧していただけます。 

 

政務活動費マニュアルの策定 

これまでも会派ごとに使用ルールを定めてきましたが、平成25 年4 月からは、「議会全体 

  のルール」として、使途や上限金額などを定めた「政務活動費マニュアル」を作成しています。 

議員の仕事は、議会活動、政党活動、後援会活動、選挙活動、プライベートを明確に、 

線引きすることが難しい仕事です。そこで、電話代、ガソリン代などは実態に即して、 

按分することになっています。 

また、支出できないものとして、飲食代、名刺代、議員の親族（3 親等以内）に対する 

賃金などがあり、1 万円以上の事務機器に対しては備品台帳の作成が必要となります。 

 

政務活動費支出の事例 

 

上限を5,000 円とし実費の1／2 の額が認められています。 

私の7 月のガソリン代の実費は、6,657 円でしたので、3,328 円を 

ガソリン代として政務活動費から使用しています。 

 

交通費は実費、領収書を徴することが出来ない場合は、支出証明書を添付します。 

         ある勉強会に出席した場合は、勉強会の次第や資料とともに、勉強会等の 

参加費の領収書と交通費の支出証明書を添付しています。 

 

「発送物」と「郵便局の領収書」を添付することになっています。 

 ＊この活動報告書は「政務活動費」を使用しており、議員活動には大切なものです。 

ガソリン代 

勉強会や 

研修費 

切手代 



    ＜＜９月議会で決まったこと＞＞ 

平成2６年度の議案の審査と 

平成2５年度の決算審議が行われました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◆一般会計の補正予算。 

 歳出、歳入ともに約7600 万円追加し、総額が 

430 億63700 万円となりました。 

（主な補正内容） 

・潮芦屋の親水公園で放火されたトイレの 

改修費用       ・・・・  2850 万円 

・ビーチの防犯カメラ設置費用（県と費用折半） 

・・・ 700 万円 

・学校園図書への寄付金  ・・・ 100 万円 

・水疱ワクチンや高齢者の肺炎球菌ワクチン等の 

 定期接種費用    ・・・ 約4460 万円 

 

◆市営住宅集約計画についての補正予算。 

・事業費    ・・・ 約67 億4700 万円 

（平成26 年度～平成30 年度まで） 

・土地購入費  ・・・ 約38 億3000 万円 

（平成26 年度～平成27 年度まで） 

 

◆保護者の就労に関わりなく、「保育」を行う 

ことと定めました。 

  保育園を利用するには、これまでは、保護者が 

就労していることが必要条件でしたが、新年度 

からは、就職活動、就学等の理由を 

含めて、希望者には等しく保育園に 

通っていただけるようになります。 

 

◆家庭的保育事業の設備＆運営方法を定めました。 

  待機児童を解消するために、６人～１５人 

程度の小規模施設での、保育施策について、 

保育士以外の看護師や研修を受けた方も、保育 

を担うことになります。保育士不足が背景に 

ありますが、小規模施設でも、保育の質を確保 

することを目的とした基準を定めました。 

◆留守事業家庭施策の設備＆運営を定めました。 

遊び及び生活の場としての機能と、静養する 

ための機能を備えた場所の確保と、支援員・ 

補助員の確保により質の向上を目指した基準を 

定めました。 

 

◆芦屋市庁舎南館空調設備改修工事の事業者が 

決定しました。 

  １年遅れの計画で改修工事が実施されます。 

契約金額：約２億３９６５万円 

契約相手：伊丹産業設備株式会社 

＊工事期間は平成27 年3 月31 日まで 

 

◆開森橋架替え工事の業者が決定しました。 

工事中には、現在の橋の南側に仮橋架を 

設置します。動線が異なりますので、交通には 

十分にお気をつけください。 

契約金額：約1 億9400 万円 

契約相手：大木建設株式会社 

＊工事期間は平成28 年7 月29 日まで 

 

 

 

◆潮見中学校の給食＆特別教室棟建て替え工事 

業者が決定しました。 

敷地の南に、ランチルームを備えた給食＆ 

美術室と木工・金工室を備えた２階建の棟が 

新設されます。潮見中学校では、平成27 年の 

2 学期を目途に給食が開始される予定です。 

契約金額：約4 億0328 万円 

契約相手：株式会社 明和工務店 

＊工事期間は平成27 年6 月30 日まで 

 

学校園の図書費へのご寄附 

 

  今議会では、子どもの教育に役立ててほしいと 

いうご婦人から 100 万円のご寄附を頂きました。 

 

芦屋市では、子供の 

「読書教育」に力を入れて 

 いることから、「図書費」 

として利用されます。 

  ご寄附いただいた方には、 

心から感謝いたしますとともに、 

今回のご厚意が、多くの子どもさんの未来に 

役に立つことを願います。 



 

  
 

   今議会では、市営住宅集約計画について、①PFI 手法による集約計画のための付属機関の設置、 

②集約計画の事業費、③集約地となる芦屋学園高浜グラウンドの土地の購入が決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

①PFI 手法 

PFI 手法では、民間業者により集約住宅と消防署の設計＆建設・住民

の引越し作業・現市営住宅地の売却を行います。PFI 手法のメリットと

しては、民間による効率的な事業費運営があげられて、芦屋市は事業の

進捗状況に応じて年度ごとに費用を支出することが可能となり、長期的

に安定した財政運営が可能となります。 

付属機関では、詳細な事業範囲の決定や業者の選定を行う予定となっ

ています。 
②集約計画の事業費 

約67 億4700 万円の予算（住宅の建設費

および諸費用）を平成26 年度～平成30 年度

までの5 年間に使用する予定としています。 

この事業費は、PFI 手法を用いた場合の事業

費は、従来手法時と比較して、VFM（Value for 

money）が13.6％軽減されると試算されてい

ます。 

集約住宅の建設後に、現在の市営住宅の土地

を一部売却し、事業費に充当すること

による、事業費軽減が予定されて 

います。 

③芦屋学園高浜グラウンド購入 

約38 億3000 万円でグラウンドを購入します。 

前議会で購入が決定した潮芦屋浜（約1 万8210 ㎡、

23 億9650 万円）の土地＋差額14 億650 万円を 

購入に使用します。 

市営住宅のほか、老朽化した高浜消防分署の移転と 

社会福祉施設が予定されています。 

＊社会福祉施設については、詳細は未定ですが 

障がい者向けのグループホーム、高齢者・障がい者 

向けの住居施設、障がい者の労支援、小規模多機能型住 

宅介護、訪問看護施設、異世代交流多機能スペース 

などが予定されています。 

●●いとうまいの考え●● 

市営住宅集約計画は100 億円を超える大きな事業となります。単なる住宅の集約計画に 

留めるのではなく、芦屋市が担うべき施策の充実と、「芦屋のまちづくり」とし、て取り組む 

ことが、納税者に納得していただけると思います。 

現在の市営住宅の売却にあたり人の流れを予測し、駅などの許容範囲の確認の必要性や、 

国道43号線以南での公共施設のバランスから、潮芦屋に警察分署などの安心安全施設の設置、

地域外からの来場が容易となるアクセスの工夫と駐車場確保、民間業者利用の中においても、 

職員の育成の機会となるようを要望しています。 

●今後のスケジュール 

平成27 年6 月 集約計画の事業者決定 

平成27 年度    住宅の設計および確認申請 

平成28・29・30 年度  住宅の建設 

平成30 年度   現市営住宅土地の売却開始 

＊社会福祉施設について、住宅建設の進捗状況に 

合わせて決定されます。 



 

 

 

       

 

●平成 25 年度の決算は、土地開発公社の解散 

精算と謝金の繰り上げ償還を行いました。これ

は、将来への負担を軽減し、長期的に安定した

財政運営を念頭においたものです。 

 

・一般会計歳入歳出総額は、464 億 7,772 万 3 

千円で、前年度に比べて約 91 億円の増加とな 

りました。これは、土地開発公社の解散を行う 

ために、土地の精算を行ったこと（約 59 億円） 

と繰り上げ償還（約 20 億円）により、多額 

の増額となりました。 

 

・市税収入（個人市民税・法人市民税）が昨年に 

続いて微増。市税総額は、歳入全体の約半分

（46.1％）を占め、約 214 億 2,000 万円で 

昨年より約 5 億 8,915 万円増加しました。 

 

・福祉等の費用は約 7 億万円の増加（6.8％）、 

教育費は約 4 億 8300 万円の増加（14.1％） 

となりました。 

 

・借金の返済となる公債費は、約 13 億 200 万 

円（16.9％）の増加で、約 90 億 2,550 万円 

となりました。 

 

・「47 万 2,243 円／人」 

赤ちゃんから高齢者の方まで、市民一人当たり 

（赤ちゃんからお年寄りまで）に使用された額 

です。昨年度より 9 万 430 円増加しています。 

1 人当たりに換算すると・・・ 

総務費 112.999 円 消防費 14.475 円 

民生費 114.492 円 教育費 40.494 円 

衛生費 37.040 円 公債費 93.529 円 

土木費 47.174 円 その他 12.040 円 

合 計 472.243 円 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市債残高の推移＞ 

震災後、「震災関連市債」が「震災関連外市債」

をはじめて下回りました。 

平成 13 年に約 1300 億円であった「震災 

関連市債」は、約 267 億円まで減少しました。 

 

平成 2５年度決算の認定 

平成 25 年度の主な実施事業 

●市立芦屋病院における病児保育の実施 

●朝日が丘、陽光町の民間介護施設への 

建設費助成 

●楠町、竹園町でのグループ型家庭的 

保育事業の実施 

●宮川小学校の空調改修および、打出浜 

小学校の教室棟改修工事 

●奥池地区集会所の改修およびハイカー 

用トイレの設置 

●仲ノ池緑地の護岸設備の改修 

●本庁舎東館建設事業にかかる事業用地 

の取得 

●●●市立芦屋病院は、49 年来の黒字決算となりました●●● 

平成 25 年度の総収益は、約 45 億 2600 万円とり長期借入金を行いませんでした。 

病院の存続が危ぶまれた時期もありましたが、市民の方のご理解と職員の努力に 

より、経営が改善されつつあります。 

しかしながら、病院の欠損金はまだ約 97 億 9600 万円も残されています。 

今後も、信頼される病院を目指しての運営を期待したいと思います。 


