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芦屋市議会は、高浜町1 番への市営住宅大規模集約に加えて当該地を利用した消防施設・ 

福祉施設建設事業について十分な調査を行うため、特別委員会を設置することなりました。 

 

＜市営住宅等大規模集約計画＞ 

◆集約計画は、老朽化した西蔵町、浜町、南宮町、翠ケ丘町、朝日が丘町の市営住宅と 

公社を高浜町（現芦屋学園グラウンド）に移転集約し、5 階建て350 戸の住宅・集会所 

（200 ㎡）・駐車場105 台＋来客者駐車場・自転車＆バイク駐輪場・消防施設・ 

福祉施設を建設する計画です。 

 

   ◆この計画は「PFI」手法を活用して行うことが計画されています。 

    PFI とは、Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 

    の略で、公共施設等の建設・維持管理・運営などを民間の資金・経営能力及び 

    技術的能力を活用して行う手法で、行政が直接行うよりも効率的だとされています。 

    PFI の中にも様々な種類がありますが、現計画では、施設の建設と芦屋学園 

敷地内で予想される余剰地、南宮町などの移転後の市営住宅用地の 

売却など広範囲の事業をPFI に任せることが予定されています。 

    現在は、福祉施設事業についてはPFI に含まれておらず、詳細な 

計画の提示はこれからになります。 

 

 ◆単なる市営住宅施策に留まらず、消防施設の移転を含めて「まちづくり」や 

「人の流れ」が大きく変化する計画ですので、長期的に多くの市民の方に納得して 

いただける結論を出したいと考えます。 

 

 ◆9 月議会において多くの関連議案の提出が予定されています。 

    特別調査委員会のメンバー（順不同・敬称省略） 

委員長 都筑 省三 副委員長 徳重 光彦  

委員 
青山 暁 畑中 俊彦 重村 啓二郎 長谷 基弘 

木野下 章 徳田 直彦 前田 辰一  

 



 

 
  6 月議会では浜風幼稚園の廃園の議案が決議されました。（次頁掲載） 

 

●廃園の背景 

    芦屋市では、幼稚園と保育園の適正配置を 

見直す方針が出され、幼稚園では各学年で 

１クラス続いた場合、廃園や統合を検討する 

こととしていました。 

現在、浜風幼稚園・朝日が丘幼稚園・精道 

幼稚園がそれに該当しますが、園庭の大き 

さや預かり保育の状況等により、昨年度から 

浜風幼稚園の廃園と跡地を利用して「認定 

子ども園」開園が検討され、今議会で浜風 

幼稚園の廃園を決定しました。 

 

●認定こども園とは 

           就学前の子どもに幼児教育・保育を提供している「幼稚園」と地域における 

子育て支援を提供している「保育所」を１つにまとめ、同じ場所で小学校就学前 

子どもさん達に対するための施設です。 

国で決定した子ども・子育て支援新制度に伴う補助金を利用して、芦屋市の 

全子どもに対して支援を行う制度とされています。 

新しいこども園は、平成29 年4 月に開設の予定です。 

 

●今後予想される主な課題や問題点 

・子ども園に対する将来像の提示がなく心配。 

・車での送迎が予想されるので、地域の交通安全の確保が必要。 

・民間の子ども園では、保育料が高くなるのではと不安。 

・来年度から園児の募集停止が計画されているが、残される園児への影響が心配。 

・他の幼稚園や保育園との連携を強化して、在園児の教育への対応が必要。 

・年子ゆえに、異なる幼稚園への送迎や対応が大変。 

・残る保護者と市の直接的な話し合いが今後も必要。 

・小学校との連携がこれまでと同様に保たれるのか不安。 

・芦屋の公立幼稚園の良さを民営にどれだけ引き継げるのか不安。 

    ・民間施設においても芦屋市の教育レベルを保つ工夫の必要性。 

 

●「いとうまい」の考え 

いとうまいは、浜風幼稚園の廃園の議案に賛成をしました。 

働く女性が増加し、子育て施策のニーズが変化する中で、柔軟に芦屋市全体の子どもに 

何が必要なのかを考えて結論を出しました。ただ、廃園決定過程については、情報公開の 

時期や話し合いの場が不十分な点など反省点も多くあったと思います。 

    よりよい子育て施策の為には、保護者の方、地域の方と行政との協力が不可欠であると 

考えます。今後の課題点や問題点については、より丁寧な話し合いが重要であると考えます。 

 

浜風幼稚園の廃園について 

＜芦屋市教育委員会の資料より＞ 



    ＜＜６月議会で決まったこと＞＞ 

毎年6 月議会は、常任委員会のメンバー 

  が改選された新しい委員会がスタートします。 

議案数は多くありませんでしたが、 

重要な案件の審議が複数ありました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆芦屋市市税条例の一部が改正されます。 

 （主な改正内容） 

・法人市民税 

法人税割合の税率を12.1％（現行は14.7％）、

課税の特例を適用する際の税率を9.7％（現行

12.3％）に引き下げます。 

（平成26 年10 月1 日以降に 

開始する事業年度から適用） 

 

・軽自動車税 

①原動機自転車、二輪の軽自動車、 

小型特殊自動車、二輪の小型自動車の標準税率を 

約1.5 倍引き上げます。（平成27 年4 月1 日～） 

②平成２7 年4 月1 日以降に購入した軽四自動 

車等の標準税率を引き上げます。 

③平成28 年度から購入から13 年経過した軽自

動車には、標準課税の概ね20％分の「重課税」

が新たに設けられます。 

 

◆芦屋市立浜風幼稚園が廃園となります。 

平成28 年3 月に浜風幼稚園が廃園となります。 

幼稚園跡地には、「認定子ども園」を設置する 

予定が発表されています。 

  

◆火災予防条例の一部を改正しました。 

花火大会、祭礼、縁日、展示会 

など不特定多数の人が集まる 

催しでは消火器等の準備が必要 

となります。 

地域で開催する火器を使用する催し 

についても消火器の設置の指導を行います。 

◆潮芦屋の土地を取得します。 

兵庫県の企業庁が所有し、芦屋市が将来「下水 

処理場用地」として使用を予定していた土地を、

市営住宅の集約計画事業の代替用地として使用す

る計画で購入します。 

約1万8210㎡の土地を約23億9650万円

で取得します。 

計画では、この後、この用地を高浜グラウンド

に12 億円を追加して交換し、高浜グラウンドに

市営住宅を建設する予定としています。 

  

◆宮川小学校のプール棟渡り廊下新築工事及び 

宮川幼稚園大規模改修工事の工事業者が決定。 

改修内容：プール渡り廊下新築と幼稚園の大規 

模改修工事（トイレ・建具をアルミ 

製建具に交換・外壁の補修＆塗装） 

 

契約金額：約1 億9950 万円 

契約相手：株式会社 林建設 

 

◆打出浜小学校の大規模改修工事業者が決定。 

昨年度から計画的に行っている改修工事ですが、 

今工事の業者が決定しました。 

改修内容：管理・特別教室棟及び屋内運動場の 

     改修（外壁の補修＆塗装・屋上防水 

改修・アルミ製建具に交換など） 

契約金額：2 億0682 万円 

契約相手：西本建設株式会社 

 

 ◆芦屋市庁舎東館新築工事業者が決定。 

   旧消防庁地と新たに購入した隣接地を合わせ 

  た用地に地下1 階・地上3 階建ての（仮称） 

  芦屋市庁舎東館の建設計画が進んでいます。 

東館は、万一の際の災害 

本部拠点の設置が大き 

な目的となっています。 

通常時は、建築関連部署や 

住宅課と複数の会議室が 

予定されています。 

また、屋上には一時的な 

避難場所も確保しています。 

＊完成予定は平成27 年8 月です。 

 

   契約金額：17 億2044 万円 

   契約相手：美樹・進藤特定建設 

工事共同企業体 



         

6 月議会から新しい体制となりました。 

 

議長 副議長 阪神水道企業団議員 監査委員 

中島 健一 いとう まい 帰山 和也 松木 義昭 

（順不同・敬称省略） 

建設公共事業 

委員会 

◎木野下 章 ○徳重 光彦  

畑中 俊彦 中島 かおり 長谷 基弘 

都筑 省三 徳田 直彦  

民生文教常任 

委員会 

◎重村 啓二郎 ○森 しずか  

青山 暁 中島 健一 寺前 尊文 

帰山 和也 山口 みさえ  

総務常任 

委員会 

◎田原 俊彦 ○長野 良三  

福井 美奈子 松木 義昭 平野 貞雄 

前田 辰一 いとう まい  

議会運営委員会 

◎青山 暁 ○長谷 基弘  

福井 美奈子 木野下 章 田原 俊彦 

長野 良三（オブザーバー） 前田辰一（オブザーバー）  

◎委員長 ○副委員長

 

 

  
 

 今任期から議会で本格的に議論してきた「議会改革」の事項を含め 

「議会基本条例」の骨子（案）が完成しました。 

議会基本条例は、我々議員が市民の皆様の代表として、活動するための 

基本的なルールを示した条ものです。 

この条例を制定するにあたり、市民の方のご意見を募集いたします。 

どうぞ、お時間を作ってご参加ください。 

  ●意見募集 

   募集期間：7 月 10 日～8 月 11 日 

   提出方法：ご意見を文書（自由様式）して、テーマ（件名）・住所・氏名・電話番号 

        を明記し、郵送・ファックス・E メールまたは市議会事務局へご持参ください。 

    Fax 0797- 38-2170  ✉info@city.ashiya.lg.jp  〶659-8501 精道町 7－6 

   原案の閲覧：市議会 HP・市議会窓口・市役所北館 1 階行政情報コーナー・ 

ラポルテ市民サービスコーナーで閲覧できます。 

http://www.city.ashiya.lg.jp/shigi/kaikaku.html 

 

  ●議会基本条例（案）の説明会 

   日時：7 月 23 日（水） 13：30～15：00 ／ 18：30～20：00（2 回） 

場所：市民センター203 室 

      ＊ご参加は申込み不用です。 

説明会では、議会基本条例について意見交換が予定されています。 


