
の保育料の改正 

 

 

現在の所得制限（世帯合算でなく、個人所得）

を維持しつつ、通院医療費の無料化を中学 

3 年生まで拡大します。 

（平成27 年7 月～） 

＊大きな子育て支援となりますが、 

適正な受診を心掛けてください。 

小規模保育園の保育料の改正 

●保育所・認定子ども園の保育所部・ 

●公立幼稚園・認定子ども園の幼稚園部 

 

 

 これまで幼稚園は、所得に関係なく一律の 

入園金と保育料でしたが、所得に応じた負担 

となります。 

入園金は毎月の保育料に組み込まれます。 

預かり保育料は、春・夏・冬の休業日は800

円／日、それ以外は400 円／日のままです。 

●小規模保育事業所の開設 
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  待機児童解消のため、特に需要が高い0 歳児～2 歳児を対象とした小規模な保育事業所が 

  平成27 年4 月から2 箇所で開設されます。 

名称 住所 
受 入 定 員 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 

あゆみＳＥＩＤＯ保育園 精道町12－14 6 人 6 人 7 人 

蓮美幼児学園 芦屋打出プリメール 打出町2－3 2 人 5 人 5 人 

 

 

 

 

・保育時間を保育の必要に応じて、「通常時 

間」と「短時間」保育に区分します。 

・開園時間は、これまでよりも30 分早い 

7 時からとなります。 

・延長保育料は、登録料2,000 円／月、 

利用料200 円／回となります。 

 

●子ども通院医療費の無料化拡充 

新しい子育て支援の改正 

＊就学前の子育てに関する行政情報を集めてい

ます。スマートフォンからも利用できます。 

「子育てタウン」で検索してください。 



＜＜3月議会で決まったこと＞＞ 

１年の事業の利用状況や、 

国からの補助金などの確定に伴う 

予算の補正が行われました。 

新年度から、重要な制度の変更もあり、 

盛りだくさんの議会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一般会計の補正予算が行われました。 

  歳入・歳出ともに20 億5,300 万円を 

追加し、平成26 年度の一般会計総額が 

451 億9,400 万円となりました。 

（主な補正内容） 

・体育館・青少年センター改修費追加 

（赤ちゃんの駅新設費）・・・・・・4200 万円 

・岩園幼稚園建て替え事業費追加・・約900 万円 

・プレミアム商品券事業 ・・・・約7800 万円 

・公債費（借金）の繰り上げ返済 

・・・・約１億8,600 万円 

・各基金への積み立て ・・・10 億8,600 万円 

・国民健康保険繰出金  ・・・・約4,700 万円 

・ごみ焼却場工事費減額  ・・・・▲7,000 万円 

 

◆教育長の役割が変更となります。 

  大津のいじめ問題に端を発し、教育委員会の 

組織変更が行われます。 

教育委員会の委員長と教育長を一本化し、 

責任所在を明確にするとともに、迅速な対応を 

目的としています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆市長・副市長・教育長の給料が改正されます。 

教育長のポジションが変わることから、特別職の

報酬を改めます。報酬額については「報酬審議会」

が設置され、議論された額が反映されています。 

＊議員も特別職ですので、改正されました。 

（改正内容） 

①特別職の報酬に「地域手当」はそぐわないことか

ら、地域手当を廃止し、給料にまとめる。 

②平成８年から給料の減額を開始し、平成19 年 

から市長は22％、副市長は19％、教育長は17％ 

減額してきたものを、それぞれ12％、9％、7％

と10％の減額率までに戻す。 

③退職金の支給割合を引き下げる。 

 ＊地域手当は、退職金の対象になっていません。 

今改正で地域手当てを給料にまとめましたので、 

退職金が高くならないように割合を下げました。 

＜現行の報酬＞            単位：円 

 給料 地域手当 合計 

市長 836,000 83,600 919,600 

副市長 724,000 72,400 796,400 

教育長 614,000 61,400 675,400 

           

＜変更後の報酬＞           単位：円 

 給料合計 

市 長 1,061,000 

副 市 長 885,000 

教 育 長 732,000 

 

◆指定管理者の評価委員会を設置します。 

指定管理者制度とは、「最小のコストで最大の 

サービス」を目的として、体育館や美術博物館 

など、公共施設を民間の管理者に任せている制度 

です。 

サービスに焦点を当て「事業計画 

とおりに運営がされているか」 

を外部の第３者によって評価を行い、 

より満足度の高い施設運営を目的と 

しています。 

 

◆行政指導に対して「中止等」を求めることが 

できるようになります。 

  法令に違反する行為の是正を求める行政指導に 

対して、違反に適合しないと考える場合は、市に 

対して、その旨を申し出て、中止やその他の必要 

な措置を求めることが出来るようになりました。 

 

教育委員会 学校教育部 

教育長 教育委員長 



◆介護保険料が改正されます。 

 3 年に一度の介護保険料金の改正の年となります。

増加する介護支援に伴い、保険料も増額します。 

少しでも保険料を抑えるために、 

これまで所得額による10 段階での 

保険料を14 段階に増やし、負担を 

抑える工夫をしています。 

（平成27 年4 月1 日～） 

＊詳しくは、高齢福祉課 ☎38－2044 

まで お問い合わせください。  

改正後  単位：円 現行  単位：円 

保険料段階 保険料／月 保険料段階 保険料／月 

第１段階 2,740 
第1 段階 2,540 

第２段階 2,790 

第2 段階 3,840 
第3 段階 

（特例） 
3,560 

第3 段階 4,110 第3 段階 3,810 

第4 段階 4,940 
第4 段階 

（特例） 
4,580 

第5 段階 5,490 第４段階 5,090 

第6 段階 6,030 第５段階 5,590 

第7 段階 6,860 第６段階 6,360 

第8 段階 8,230 
第７段階 7,630 

第9 段階 8,260 

第10 段階 9,600 第８段階 8,900 

第11 段階 12,260 
第９段階 9,540 

第12 段階 10,290 

第13 段階 10,980 
第10 段階 10,180 

第14 段階 11,250 

  

◆一般職員の給与及び退職手当の改正。 

・12 月議会では、課長級以上の55 歳から昇給 

 停止が決定していますが、今議会では、役職に 

関係なく、すべての55 歳以上の職員の昇給が 

停止となります。 

・すべての職員の給料を平均2％引き下げる。 

・給料を引き下げたことにより、退職金が大幅に 

減少するため、退職手当を引き上げ調整する。 

＊退職金については、すでに総務省の通達により 

おおよそ400 万円程度引き下げられています。 

・単身赴任手当を30,000 円／月 

とする。（現行は23,000 円） 

＊単身赴任先は、東日本復興事業 

支援として石巻市に出向いて 

います。 

  

 

 

◆議会定数議員が1 名削減となりました。 

 「いとうまい」は、議案に反対をしました。 

 理由は様々ありますが、以下が主なものです。 

①選挙パフォーマンス？ 

選挙前ごとに1～２名の削減案が提出されていま

す。削減をするのであれば、住民投票の導入も含

めた「芦屋市議会の定数やあり方」について、深

い議論をすべきだと考えました。 

②制度変更の時期が遅い。 

 4 月の選挙に向けて、すでに活動を始めている新 

人さんもいます。「定数がどうであれ、芦屋の為 

に頑張る！」という精神論でなく、制度を変更す 

る場合には、十分な周知・告知期間が必要だと 

考えました。 

 

◆議員報酬の改正がありました。 

市長の報酬改正と同様に、報酬審議会の答申に 

基づいた議案です。議員報酬は、平成11年～10％、

平成14 年～5％、平成19 年～10％の削減を行っ

てきました。今回の議案は5％まで戻すものでした。 

 改正後 現行 

議長 737,000 円 698,000 円 

副議長 653,000 円 618,000 円 

議員 591,000 円 560,000 円 

「いとうまい」は、議案に賛成をしました。 

芦屋の市民の代表として、仕事に打ち込める 

報酬額は、汚職事件などの不正抑制に繋がると 

考えました。 

＊議員には、退職金や議員年金、経費控除はありません。 

 

 

上の２つの改正による、全体の議会費の 

増減は、ほぼありません。 

 

 

議員の報酬は大切な税金から支払われています。

経費は、少ないことに越したことはありませんが、

議員の報酬を、必要な経費と理解していただける

かは「議員の姿勢」次第だと考えます。 

「現状課題から、未来を語り、創り出す。」 

そんな議員の姿に、子どもさん達が夢を持って 

「将来は、議員になりたい！」と思ってもらえる 

議会を目指したいと思います。 



市税
215億9,815万円

49.6％

財産収入
36億1,272万円

8.3％

繰入金
31億9,847万円

7.3％

使用料・手数料

14億6,506万円
3.4％

国庫支出金

38億61万円
8.7％

県支出金
19億7,819万円

4.5％

地方交付税
14億9,000万円

3.4％

借金
28億9,980万円

6.7％

その他
35億2,700万円

8.1％

民生費
130億8,542万円

30.0％

総務費
92億6,921万円

21.3％
教育費

53億6,622万円
12.3％

借金返済
52億4,017万円

12.0％

土木費
49億422万円

11.3％

衛生費
37億4,948万円

8.6％

消防費
13億410万円

3.0％

その他
6億5,118万円

1.5％

歳出

見込み

         

 

 

           

 

一般会計の事業では、市民一人当たり「44 万 8,861 円」が使用されます 

一般会計の予算額は 435 億 7000 万円で、前年度に比べて 1. 6％の増加となります。 

平成 26 年 4 月に 3％増税された消費税が使用される予算となります。 

      

＜主な事業計画＞ 

 

●中学校3年生までの通院医療費無料化 

（所得制限あり） 

●市立保育園に防犯カメラ設置 

●市内のコンビニにＡＥＤ設置 

●体育館・青少年センター改修工事 

●本庁舎北館・南館の改修工事 

●個人番号カード交付開始 

（10 月から番号の通知が開始） 

●無電柱化事業の取り組み 

●上宮川文化センター大規模改修工事 

●潮見中学校で給食開始 

●朝日が丘集会所の改修事業 

＜予算の特徴＞ 

 

●福祉・医療・教育＋安全・安心に重点を 

置いた予算編成。 

●市税は、前年度比約 2 億 4,600 万円

（1.2％）の増加。 

●増額された3％消費税分、約5億2000 

万円の消費税交付金を予算に編入。 

（医療・介護・子育て施策に活用予定） 

●国民健康保険事業費は、前年度比 13 億 

7,600 万円（14.1％）の増加。 

●土地の売却により財産収入が、約 24 億 

5,000 万円（210％）の増加。 

＜平成 27 年度予算に対する「いとうまい」の考え＞ 

震災後 1119 億円にまで増加した、借金が 500 億円を切るまでになりました。 

しかしながら、中学校の建替え事業をはじめ、老朽化したインフラの改修工事＆整備事業、

高齢化社会に対応するためのバリアフリー化、増加する福祉事業費を考えると、引き続き 

慎重な行財政運営が求められると思います。緊急的にダイエット型の財政改革に依存する 

のではなく、未来に繋がる体質改善型への財政改革が重要になると考えます。 

 

歳入 

見込み 


