
景観重要建造物・ 

景観重要樹木に関する規定 

景観重要建造物および樹木を定めることもできます。定められ

た建造物・樹木はその保全に努めることが求められます。 

景観アドバイザーの設置 

景観形成施策の実施に必要な事項を 

調査するため、景観に関し優れた識見を

有する者を「景観アドバイザー」として 

新たに専門委員会を設置する予定です。 

  芦屋市議会議員 あしや新風会 ２０１４年 春号 No,３０ 

   
〒659-0064 芦屋市精道町 7-6 芦屋市議会事務局 TEL 0797-38-2001 
〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町 7-15-612 TEL&FAX 0797-62-8228 
Mail: ito-mai@pb3.so-net.ne.jp HP: http://www.ito-mai.com 

 
               

  

芦屋市は「景観行政団体」へと移行します 

 

 

景観行政団体とは 

     景観法に係るさまざまな仕事を行うことができる自治体を言います。 

    通常は都道府県・政令指定都市・中核市の大きな規模の自治体が景観行政を 

担っています。芦屋市は、小さな規模の自治体ですが「国際文化住宅都市」 

として住環境を重んじた市政運営を目指して兵庫県と協議を行い、芦屋市が 

景観行政を担うことが決定しました。 

大きな看板設置等をはじめとする、景観法に基づいた項目に該当する地域に 

ついて、「景観計画」を策定し、建築や建設など景観に係る開発を行う場合に、 

設計計画などの届け出が必要となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模建築物の景観協議 

大規模建築物等の景観協議が行われる際、 

必要な場合は景観アドバイザーの意見を聞き、 

景観の配慮方針などのアドバイザーの意見を公

表することが出来るようになります。 

これは、内外ともに、地域のまちづくりの特性

を共有認識することを目的としています。 



    ＜＜３月議会で決まったこと＞＞ 

平成2５・2６年度の議案の審査と 

平成2６年度の予算審議が行われました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◆平成2５年度一般会計の補正。 

①年度内の各事業費や財源の確定によって、 

約1.688 万円を減額しました。 

②消費増税の導入時に経済が落ち込まないよう、

早期に事業に着手するために、平成26 年度事業

を平成25 年度に前倒しを行います。約5 億

4.590 万円を追加して、歳入・歳出の総額が約

48８億7.352 万円となりました。 

（主な補正内容） 

・海浜公園プール施設整備費 ＋2 億3000 万円 

・公営住宅改修工事追加分と 

翠ケ丘町市営住宅建替え中止分の合算 

            約▲1 億6300 万円 

・東館庁舎新設工事経費追加分と 

庁舎省エネ工事延期分の合算 

          約＋1 億4750 万円 

・公園緑地の照明整備事業    ＋5000 万円 

・打出浜小学校の体育館などの大規模改修費 

              ＋2 億2000 万円 

・精道幼稚園のトイレ改修＆ 

宮川幼稚園のバリアフリー化改修事業費 

             約＋2 億1200 万円 

 

 

 

 

 

◆平成25 年度宅地造成事業会計補正。 

  高浜町の松韻の街の残区画について、早期完売 

を目指して一括売却を試みましたが、実施に至ら 

ず、2 億6.390 万円を減額し、歳入・歳出とも 

に総額を約6700 万円に改めました。 

＊多くの議員は早期完売を求めています。 

 

◆国民健康保険の保険料を軽減する対象世帯が 

 拡大します。 

  消費増税に伴う法的措置となりますが、 

5 割軽減および2 割軽減の対象となる世帯 

の一部条件に合致する世帯が対象となります。 

＊詳しくは、市民生活部保健課まで 

☎ 0797－38－2035 

＊施行期日は平成26 年4 月1 日～。 

 

◆動物・ペットは所有者による「終生飼養の責務」 

（一生ペットの面倒をみる）が定められました。 

法律によって、ペットの終生飼養 

責務が定められました。 

これを受けて、芦屋市では、 

「安楽死を目的した引き取りを 

行わない」ことになりました。 

かわいぃ！だけなく、責任を持っ 

た飼養をお願いいたします。 

 

 ◆福祉医療費の助成の範囲の見直しを行いました。 

   兵庫県の福祉医療助成の改正に伴う条例改正 

  ですが、芦屋市は母子家庭等を対象とした助成 

  事業は単独で従来の所得基準を維持しています。 

 ＜老人医療費＞ 

 ・所得を有しない者の 

自己負担割合が2 割 

（現行は1 割）となります。 

・低所得者の一部負担金の限度額が外来に係る医 

療について、1 カ月当たり12.000 円（現行 

8.000 円）、入院に係る医療費について、 

35.400 円（現行は24.600 円）となります。 

 ・現行の対象者（65 歳から69 歳）は、経過措 

置として年齢が70 歳になるまでは、現行の助

成どおりとなります。 

 

 ＜母子・父子家庭の母父およびその児童＞ 

 ・低所得者に該当しない者の 

外来等の療養に係る一部 

負担金の限度額が1 日につき 

800 円（現行は600 円） 

となります。 

・入院療養に係る一部負担金の 

限度額は3.200 円（現行2.400 円）と 

なります。 

＊共に施行期日は平成26 年7 月1 日～。 



 

 
 

   ・芦屋市では老朽化する市営住宅について現地での替え計画がありました。 

   ・しかし、市有地の売却整理等を行う中で、市営住宅を 1 ケ所に集約する計画が 

新たに浮上し、現在集約化に向けた計画が進められています。 

   ・集約化とは、朝日が丘町市営住宅、朝日が丘町公営住宅、翠ケ丘町 22 番Ａ－１棟、 

    南宮町、浜町、西蔵町の公営住宅を１つ場所にまとめる計画です。 

   ・集約計画の場所は、高浜町の現・芦屋学園グランドで計画されており、地上 5 階建て 

350 戸、集会所、駐車場 105 台、駐輪場の他、高浜分署消防署の移転や福祉施設が 

予定されています。 

   ・市営住宅の集約化は、今後の芦屋市のまち全体にも影響があると考えています。 

  

＜＜集約計画の流れ＞＞ 

①南芦屋浜の下水処理場予定地（県所有）を芦屋市が２４億円で購入 

②下水処理場＋約 12 億円と高浜町の芦屋学園グランドと交換する 

③芦屋学園グランド内に一部空き地ができた場合は売却する可能性あり 

④今の市営住宅の土地を売却して、土地の差額にあてる 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊6 月議会では、下水処理場の土地購入の議案提出が予定されています。 

 

「病院ネットワークバス」が増便されます。 

 

多くの方にご利用いただいています「病院ネットワークバス」が 

４月１日から、2 時代のバスが増便されることになりました。 

芦屋病院は、およそ 30 分間隔で芦屋病院までの無料巡回バスを運行しています。 

法律上バスの停留所を設置できませんが、以下の 4 箇所に停まります。 

診察を受ける方また、お見舞いの方にご利用いただいております。 

＊詳しくは芦屋病院にお尋ねください。 ☎0797‐31－２１５６ 

http://www.ashiya-hosp.com/byouin/bus.html#joukou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立芦屋病院 

芦屋セント 

マリア病院前 

（ＪＲ北側） 

福祉センター・芦屋

温泉玄関（呉川町） 

南芦屋浜病院

（陽光公園前） 

＜＜計画のメリット＞＞ 

・建て替え計画の早期実現 

・スケールメリットによる事業費の削減 

・新規の福祉施設の整備 

・西蔵町や浜町市営住宅住民の環境変化小 

 

＜＜計画のデメリット＞＞ 

・朝日ヶ丘市・公営住宅住民の環境変化大 

・潮芦屋浜の下水処理場での建設に比べて 

 当初事業費が 12 億円増加 

・高層住宅側での 5 階建て建設の是非 



市税
213億5,184万円

49.8%

繰入金
52億8,148万円

12.3%

その他の

自主財源
45億9,491万円

10.6%

国からの

歳入
37億3,058万円

8.7%

借入金
27億9,760万円

6.5%

地方交付税
21億7,000万円

5.1%

県からの

歳入
16億2,630万円

3.8%

その他
13億4,729万円

3.2%

【歳入の見込み】

民生費
121億9,300万

円

28.4%

公債費
85億3,696万円

19.9%総務費
51億296万円

11.9%

土木費
46億168万円

10.7%

教育費
45億7,652万円

10.7%

衛生費
35億2,967万円

8.2%

諸支出金
25億337万円

5.8%

議会費・

その他
18億5,584万円

4.4%

【歳出の見込み】

 

 

 

 

一般会計は 429 億円・予算総額は 770 億 8.579 万円の見込み 

      

              

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜財政指数＞ 

区分 2５年度 2６年度 

経常収支比率 105.8 102.5 

公債費比率 32.5 26.8 

実質公債費率 13.7 11.7 

 

平成 2６年度予算の決定 

＜予算規模＞ 

一般会計 429 億 0000 万円 ▲11.1％ 

特別会計 232 億 6900 万円 ▲16.9％ 

企業会計 約109億489万円 ＋32.4％ 

財産区会計 1.190 万円 ▲88.3％ 

総計 約770億860万円 ▲8.9％ 

 

＜予算の特徴＞ 

 

●個人市民税は 4.9％増えています。 

市税収入全体では約 7 億 9.200 万円増 

で、3.9％の増加を予定しています。 

●平成 26 年度末の市債残高は 509 億円 

（平成 25 年度の決算見込みは 554 億円 

で 8.3％％減）まで減少する見込みです。 

●市営住宅大規模計画のための土地取得費 

等が約 25 億円で 297.7％増加の予定 

となります。 

●特別会計の国民健康保険は約 2 億円増の

9７億 6７00 万円の予定です。 

 

＜主な新規・拡張事業＞ 

●市役所東館庁舎新設工事     約 11 億円 

●指定管理者の外部評価関連費   132 万円 

●震災 20 周年事業        778 万円 

●自校式給食のための潮見中学校 

施設整備事業      約 4 億 7.000 万円 

●小中学校タブレットＰＣ導入  3.000 万円 

●岩園幼稚園建替え＆小学校施設整備事業 

                7.240 万円 

●子育て世帯臨時特例給付金事業 

               1 億 513 万円 

●阪急芦屋川スロープ新設工事  1.620 万円 

●開森橋架替工事       1 億 500 万円 

●交通安全施設整備事業   1 億 5.481 万円 

●無電柱化概略設計        616 万円 

●市営住宅大規模集約化設計   5.000 万円 


