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   ●新病棟や駐車場棟の完成により、多くの方にご利用いただけるようになりました。 

    しかし、来年度から診療報酬改正が予測されるなど、厳しい経営が予想されています。 

「これまで以上に、信頼される医療を行いたい」という発言もありました。 

 既決予算量 補正予算量 計 

年間入院患者数 58,689 人 3,051 人 61,740 人 

年間外来患者数 79,088 人 77 人 79,165 人 

１日平均入院患者数 160.8 人 8.4 人 169.2 人 

１日平均外来患者数 324 人 0.4 人 324.4 人 

      ＊来院数増加により、約2 億円弱の改善の見込みとの報告がありました。 

 

   ●健康が一番です。万一の際は芦屋病院をご利用ください。 

    芦屋病院は、まだまだ再建途上です。 

改善点などお気づきの点は、ご遠慮なく病院に 

ご意見をお届けください。市民の皆様に信頼される 

病院になるよう、私も注視して参ります。 

 

芦屋病院：芦屋市朝日ヶ丘町３９－１  

電話：0797-31-2156 

ＨＰ：http://www.ashiya-hosp.com/ 

  

 

芦屋病院は、今年度4 月～9 月 

の来院数増加に基づき、 

黒字化に向けての補正予算を 

行いました。 

❤マチネーコンサート❤ 

 

芦屋病院では、平成８年１２月

から毎月１回、外来棟4 階ロビ

ーにて「黄色ピアノ」を奏でての

コンサートを開催しています。 

どなたでもご参加いただけま

す。日時などの詳細は、ＨＰなど

でご確認ください。 



  

 

 

 

 

コミュニティバス運行を望む声は、阪急バス運 

行がされていない地域や、毎日の買い物・通勤に 

ご不便を感じている方々から多くありました。 

住民さんのご協力を得ながら、バス運行を実現す

るための課題の洗い出しを試みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答・Answer  

①運行ルートや回数、費用負担など地元住民の合 

意があり、また運営についても、地元住民が自 

主的に運営する状況を望んでいる。 

②行政でなく、「住民が取り組みたい」と考える 

のであれば、行政は支援を行う。 

③自主運行の導入は、地域コミュニティの活性化 

に繋がり、行政が勉強会や運行計画の策定など 

に協力することで、市民と協働した取り組みが 

できると考えている。 

  行政としては、コミュニティバスの導入を 

 計画中の西宮市や宝塚市に出向いて、芦屋市で 

 導入を検討する場合の研究を行っている。 

今後は、地域が自主的に取り組まれるか、 

地元のご意見を聞き、判断していきたい。 

 

 

 

 

 

 

三木市のニコニコふれあいバスの概要 

 

公共交通の必要性から、住民さん主導によって 

コミュニティバス運行が開始されました。 

現在のバスの運営形態は「事業者は三木市で地域

に委託」となっています。 

 

主な住民さんの負担 

・ボランティア運転手とサポーターの確保 

・運転管理者、車両管理者等の代表者の選任 

・運転日報やボランティアのスケジュール管理 

主な市の負担 

・車両購入や維持管理の支払い 

・任意保険やボランティア保険の加入 

・ボランティアの実地弁償支払い 

   （半日：1000 円 １日：2000 円） 

・運転講習会の開催や事務事業費の支払い 

 

 

 

 

 

 

 

＊創政クラブ・公明党・あしや新風会で視察にお邪魔しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答・Answer  

①学校施設に限定した土地利用を見直し、 

 戸建て住宅や共同住宅、老人福祉施設建設を 

 可能とする民間売却への検討を進めたい。 

いとうまい １２月 一般質問 

市民協働による 

コミュニティバスについて 

質問・Question 
①コミュニティバス運行について、議会に対 

して行政これまで「地元住民が主体的に 

企画・運営に取り組む状態であれば、支援 

する」と回答しているが、具体的に、住民 

に何を求めているのか？ 

②三木市の「ニコニコふれあいバス」は住民

さんが主体となったバス運行方法である。

芦屋市で取り組むつもりはないか？  

③個々の住民の想いを１つの形に導く支援を

行政として積極的に行うべきではないか？ 

質問・Question 
①高校の閉校後、跡地は「学校・教育施設に 

限定した民間売却」の計画がたてられたが、

未だに実行されていない。計画を一旦、白紙

にもどし、市民グラウンドとしての利用を提

案するが、どう考えるか？ 

市立芦屋高等学校跡地を 

市民グラウンドに 



＜いとうまいの考え＞ 

  高校跡地は約1 万８６００㎡の土地で、手放 

すと、二度とまとまった土地は購入することが 

出来ませんので、売却については、慎重な議論 

が必要だと考えます。結論を得るまでの期間、 

使用されていない跡地の活用方法として、整備 

費が安価な、グラウンド利用を提案しました。 

（主な提案理由） 

①南芦屋の「暫定グラウンド」が閉鎖される。 

②近隣住民の理解が得やすい。 

③浜手に偏る公共施設の配置が是正できる。 

＊グラウンドであれば、万一の災害時に高台にも 

「空地」を確保することができ、安心安全な市民 

生活の生活環境の提供が可能だと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊一般質問で使用したパネル。まちの開発経緯により、

施設の偏りは理解するが、2 号線以北のスポーツ施設

が１つに対し、以南には10 施設が配置されいる。 

 

●●●●市立芦屋高校跡地の計画経緯●●●● 

平成19 年3 月 市立芦屋高等学校閉校 

平成20 年8 月 学校施設目的の入札 

→辞退者や書類不備で「合格者なし」 

平成20 年12 月 兵庫県から土砂災害防止法に 

基づく土地の基礎調査の通告 

平成21 年12 月 土砂災害特別警戒区域の指定 

平成23 年3 月～8 月 

    指定解除の為の改良工事実施 

平成24 年3 月 工事完了・審査・指定解除 

平成24 年８月 高校跡地＋南芦屋浜処理場用地 

の２箇所と芦屋学園グラウンド 

交換案の提示 

平成2５年６月   芦屋大学が高校跡地取得辞退 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ＜＜１２月議会で決まったこと＞＞ 

今議会は、多くの施設の運営管理を 

民間団体に指定する「指定管理者制度」 

についての議案が審査されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成2５年度の補正予算が行われました。 

 歳入歳出ともに約2900 万円を追加し、予算 

 総額が約483 億4500 万円となりました。 

 （主な補正内容） 

職員人数確定による給与補正 

             ▲1 億8800 万円 

 子ども・子育て支援システム追加費 

                ＋725 万円 

 グループ型家庭的保育関連追加費 

              ＋約2600 万円 

 生活保護医療費追加費 

               ＋6000 万円 

 海浜公園プール改修工事追加費 

（循環ろ過装置改修工事）  ＋7000 万円 

 

◆市民税の減免に係る規定を見直しました。 

（主な改正内容） 

・減免対象となる者の所得要件を合計所得金額350 

万円（現行は800 万円）以下とする。 

・公社債等および株式等にかかる 

所得に対する課税は、損益計算 

の措置をできることとする。 

 

◆芦屋市技能職員の給与体制の見直をしました。 

  現在、行政職の給与表に準じて支払われている 

技能職員（清掃職・調理職等）の給与を、国家公

務員の「技能職給与表」に準じて、支払いを行う

こととします。給与体系は、給料＋手当（扶養手

当、地域手当、特殊勤務手当など）となります。 

モデルケースでは。生涯給与が約１割減少し 

ますが、経過措置として現給保障を講じます。

市立芦屋高校跡地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆休日応急診療所◆ 

管理者：一般社団法人芦屋市医師会 

管理料：約 1 億 2300 万円（5 年間） 

❤公光町位置しています。困った時に頼りに 

なる施設ですが、お世話にならないよう 

日ごろの健康管理に気を付けましょう。 

 

 ◆総合公園◆ 

管理者：ミズノ・芦屋市体育協会・ 

理研グリーン共同体 

管理料：約 1 億 5200 万円（5 年間） 

 ❤新しい管理者となりました。 

  芝生競技場やバーベキュウー施設 

  があります。ルールを守りながら 

  多くの方のご利用を期待します。 

 

◆体育館・青少年センター＆ 

川西運動場・東浜公園・西浜公園・ 

中央公園有料公園施設◆ 

管理者：特定非営利活動法人芦屋市体育協会 

管理料：約 2 億 1900 万円（5 年間） 

 ❤みんながスポーツをする（スポーツ・フォー・ 

エブリワン）を目指し、気軽に楽しんで 

頂きたいです。 

 

◆あしや温泉◆ 

管理者：株式会社オーエンス 

管理料：約 1 億 600 万円（３年間） 

 ❤呉川町の福祉センターに隣接しています。 

  足湯は無料で楽しめます。 

初めての指定管理による運営となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各・地区集会所◆   

管理者：芦屋市地区集会所運営協議連合会 

管理料：約 2 億 1000 万円（5 年間） 

❤私たちの生活に一番身近な施設ですので 

 安定した運営環境を望みたいと思います。 

 

◆自転車駐車場◆ 

管理者：ミディ総合管理株式会社 

管理料：使用料により運営 

 ❤頻繁にお世話になる施設です。 

  「おはよう」など挨拶を交わしながら 

気持ちよくご利用ください。 

 

◆潮芦屋交流センター◆ 

管理者：ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会 

管理料：約 1 億 1１00 万円（5 年間） 

❤南芦屋浜に位置しており、南芦屋集会所と 

 一体となった建物です。貸室・調理室の他 

テニスコートの施設があります。 

 

◆朝日ヶ丘公園市民プール◆ 

管理者：特定非営利活動法人芦屋水練学校 

管理料：約 6800 万円（5 年間） 

❤夏だけの限定解放の施設です。 

 有料駐車場がありますが、 

 安全運転をお願い致します。 

 

◆海浜公園市民プール◆ 

管理者：ＯＧＳ・エスキューブ・ 

ＮＢＳ芦屋海浜公園水泳プール共同事業体 

管理料：使用料・自主事業により運営 

 ❤新しい管理団体となりました。 

改修工事のため平成２６年６月からの 

サービス開始となります。 

指定管理者制度とは、「最小の経費で最大のパフォーマンスを目指して」 

芦屋市が直接施設の運営管理を行うのではなく、 

民間企業や団体に運営管理をお任せする制度です。 

「指定管理選考委員会」が選んだ企業／団体について議会が承認を 

行うかたちで管理団体を決定していますが、 

選好方法ついて、今後の課題も見えた議論となりました。 

多くの施設の管理期間は、平成 26 年 4 月 1 日から 5 年間となります。 


