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:  ・今議会では、芦屋分庁舎に隣接する土地を安価に (4“.22面を 1億 2000万円)     :
:   購入 (平成 28年 3月)したことによって、これまで計画されていなかつた         :
:  「分庁舎の建て替え」事業が突女□示されました。                      :
:  。この土地の価格が 1億 5000万円以下であつたので、議会の承認は求められませんでした。  :
:  ・今後の議会の関与としては、分庁舎建て替え事業費の賛否が問われる予定です。        :
:  ・分庁舎の建替は、「東館建調 に続いて、芦屋市総合計画 (芦屋市の施策の計画書)で    :
:   計画されていなかった事業ですので、これまで以上に丁寧な説明が求められると考えます。   ::                                                        :

:   <分庁舎を立替えなかつた当初の計画>                         :
:   ・精道消防分団建替                                  :
:   ・一部土地を国売去l。 国による防災緑地の整備              ‐_       :
:    が計画されていました。          |._._‐  ―||■‐|||       :

|   <これまでの庁舎整備事業>  1111111

: 三粟饉]歩畠謀襲逼象唇11彎響
1         0・ ・約 5億 6千 595万F

<建替え後の分庁舎で― 内容>
・ハートフル福祉公社 (現・建物老朽化のため移転)

・男女共同参画センター&男女共同参画推進課

・メ嚇径施 果
。精道消防分団建替 ・防災緑地 (国への売却なL/m

が予定されています。

*計画に縛られることな<、 タイミングに応じて柔軟な対応も

必要であると考えますが、度重なる新しい計画の提示方法に疑間を抱いています。
*各施策・事業の性質や今後のあり方や、将来にわたる長期的な財政運営を

検討しながら、「建物ありき」でな<、 施策の充実を可能とする計画を求めたいと思います。
*将来に必要となる本庁舎北館・南館の建て替え時に|よ 現行の床面積が確保できませんので、

余裕をもつた敷地の確保には一定の理解を示すものです。
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<庁舎関連の施設>



◆一般会計の補正が行われました。

歳出、歳入ともに約 4億 470万円を追加し

総額が約 459億 4干 460万円となりました。

(主な補正内容)

・庁内の情報セキュリティ]剣ヒ事業費追加

・・・ +約 1億 740万円 4‐000万円

・庁舎 0周辺整備事業の経費追加 (土地購入)

・・・ +約 1億 7千 400万円

・介護ロボット等導入支援費・・ +約 278万円
0パイプライン維持費追加・ 000+1300万 円

(総事業費 約 17億 7千 670万円)

0予防接種に要する経費追力D

O・ ・約 1千 500万円

(B型肝炎の定期接種3回分。平成28年 4月 1日

以降生まれの○歳励 嵯ゝ乳 )

・中央公園整備費の追カロ  ・・・8千 5∞ 万円

徊諭静従冑筏 約 1億 5千万円。上の入れ替え整備

から人□芝牛撃備へ変更。現在はスポーツグラウ

ンドとしても使用されていますべ 10年を目途に、

他場所でグラウンドを確保臥 本来の芝生公園に

戻す計画が示されました。)
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◆芦屋市内のコンビニエンスストアで住民票等の

発行が開始されます。

個人番号カード (マイナンバー

カード)を利用することにより、

コンピニにある 曜琳賄勁嵩末機」を

使用して、住民票等を受け取る

ことが出来るようになります。

*手数料よ、窓□交付よりお安<なります。

A/手掛 が 2∞ 円のもの

*窓□では3∞ 円/1通
・住民税・県民税課税証明書 0住民票の写し

・住民票記載事項証明圭

・戸籍の附票の写し ・印鑑登録証明書

B/手数料が 350円のもの

*窓□では 4‐50円/1通
・戸籍の記録事項証明圭

市営住宅の集約イヒでは、敷地内に住宅・消防署・社会福祉複含施設が建設されます。

福祉複含施設は50年間にわたり、芦屋市が事業者に土地を貸u寸けて行われます。

土地の賃貸料は75万円/月で、施設建物は事業者が建設します。

運営事業者 :社会福祉法人 山の子会   理事長 :諏訪 勝三氏

事業所 :東京都西多摩郡日の出町大久野 8025番 11

<<予定されている事業内容>>
・子ども食堂  ・カフェ ・菜園 ・ベーカリー

・企業主導型保育所 病児保育&病後児保育
0地上或生活支援拠点機能 ・行動生活援助 &短期入所

・障がい者用デイサービス ・児童発達支援センター

・定期巡回 。随B寺対応型訪問介護看護

・高齢者用ディサービス ・放課後用ディサービス

・鍼灸治療院 0健康体操教室 ・セラピールーム

等が計画されています。

*施設のイメージ図です。

*平成 31年 4月に開所予定です。

<<9月 議会で決ま つたこと>>

平成28年度の議案の審査と

平成27年度の決算審議が行われました。
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?ヘルプカードとは?
赤字に自の十字とハートマークで作られた

「ヘルプマーク」力鴻画 されているカードです。

高齢者や、他人からはわかりに<い障がいを

お持ちの方など (視覚障がい 0矢目的障がい・

内部障がい)に所持してもらい、必要時に提示

してもらいます。

カードには「文字を書<ことに不自由があり

ます。」「数字はゆつ<り話して<ださい。」

など具体白釧こ必要な支援を明記します。

<ヘルプカードイメージ>

これによって、支援する倶」にとっても、どの

ような支援が求められているのか、理解する

ことが可能となります。災害時だけでな<、

日常生活でのスムーズなコミュニケーシ∃ンの

ツープロこなります。

|]カードに記載する個人情報の取扱や、

広i或で統一の様式により実施すべき

だと考える。県や近隣市の導入状況

を確認し 前向きに研究したい。

②積極的な声推‖サの奨励をはじめ、

助け上手な職員を増やしてい<。

質問・Question

①民間に運営を任せる指定管理者制度|よ

メリットがある反面、職員が市民の声を直

接聴<機会が少ないなどの、デメリットも

ある。短所を補完する仕組みがあるのか?
②職員を指定管理事業者や他の民FB5企業など
へ派遣して、民間の持つスピード感や、

広い矢□識 0経験を通した職員育成を提案。

③職員の個人の矢□恵や凶験を「芦屋市全体

としての財産」とする為の構築方法は?

回答・ Ansvver
IЭ管理者との定期的な会議などを ｀覇澤

「実施し 市民ニーズを管理者と共有している。

2民間への派遣石用1多は、実施に向けて本館寸する。

3[果内気義や業務打ち含わせ、事務処理検討委員

会など通じて、業務の過去の経緯などの共有

に努めている。

今後は、OB職員からも矢□識の継77K方法に

ついて検討したい 。

平成 29年度の緊急子育て施策

前号でお伝えした、浜風幼稚園跡で計画されて

いた「子ども園」の事業者力ヽ 辛退したことを受け

て、平成 29年度の緊急的な対応べ 求められて

いましたが、以下の対応を行います。

①閉園予定であった

浜風夢保育園を 1年継続し

新3歳児～5歳児の受け入れ

人数を含計60名確保します。

2子ども園予定地で仮言珈 設を不」用して、

203号の○歳児～2歳児の受け入れ

人数を合計 60名確保します。

*可能な範囲で、最大限の行政の迅速な対応が

行われたと目います。
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鋼 O Question

①ヘルプカードの導入・活用を提案

②職員さんの積極的な支援表明について

名札などに「手話ができます。」「英語が

話せます。」など具体的に、どのような支

援ができるのかを明記する事よって、より

幅広<行政サービスの提供が可能では?

回答 O Ansvver

l理装轟骰楼



●4年連続で市税収入1灘曽加していますべ

伸び率は前年比〇.5%に留まつています。

一方、投資的事業の増加に伴つて、新たな

市債 (1昔金)も増加しました。

(長年の目標であつた「市債残高」が 500億円

を下回つたことを受けて、大規模事業が開始

されました。平成 27年度の市債残高は、

475億円です。)

・ 3%増税分の消費税の使われ方

平成 26年 4月に、消費税が8%引き上げられ

た税収については社会保障経費 (年金 0医療・

介護・子育て)、 その他社会1剥章施策に要する

経費に充当するとされています。

歳入)国から支給された増税分のお金

6億 8千 564_万円

歳出)社会保障 4経費+その他経費 (一般財源)

55億 658万 9千円

0福祉事業にあてられている「民生費」は増加

しています。 1人当たりの金額の変化は 0・

4_54_1意 8千 898万 2干円

億5干 665万 4千円 +2.6%)
鵜 ○1意 6千 751万 8千円

1億 1干 217万 9干円 ▲〇.3%)

312億 3千 177万 6千円

308億 1干 469万 1千円

・決算収支の概要

「一般会計」

歳入総額

(青1生再Lヒ   11

歳出総額

(前年比

「牛寺別:会言十」

歳入総額

歳出総額¥140,000
¥120,000
¥100,000
¥80,000
¥60,000
¥40,000
¥20,000

¥0

・ 1箪万 8,251円/カ
赤ちゃんからご高齢の方まで、

に税金が賄われた額です。

市民 1人あたり

平菊文27戦 C庄艶U謝響妻業

●芦屋市倉」生総合戦略の策定

●中学生までの通院医療費の無料化

(所得制限あり)

●潮見中学校での自校式給食の開始

●芦屋本庁舎東館の完成

●プレミア付き商品券の発行

●体育館・青少年センター&
上宮川文化センターの大規模改修工

事

●芦屋市内のコンビニエンスストアに

AED靱 命装置)の設置

●市内保育園に防犯カメラ設置

議会でタブレットを導入L/1した。

平成 27年度決算とは異なりますが…

ペーパーレス化や、スムーズな情報伝達なと

を目的として、今議会からタブレットが

議会から貸与されています。

・初期費用 (53台分レンタル+Wi―Fi整備

として、約 1,575万円

・維持管理費として毎年約5了0万円

が予定されています。

*効果額は約660万円

樽檬「
式
鶉獣[蘇≧

)

麟 46.721円 )肖慨理彗 12,989円

民生費 13Q393円 教育費 53,299円

衛生費 4Q688円 権 53,680円

土木費 47360円 その他 Q997円

合 計 4_48,251円
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