
・近年「lel葬 :」釦  蟷 劉 「ひと 。まち・ しごと」とよ<耳にする言葉。  ・´
・

これは、国ドX□減少に対する施策を、各自治体の牛寺性を生かしながら、策定するように

求めた事業で、芦屋市の更なる「魅力づ<り」と 副青報発信」についての計画を策定します。

・第 1弾として「Cityプロモーシ∃ン事業」と「偏在する公園の言塵動 が行われます。

・平成28年度の予算では、この事業に要する費用として、1億円の特別枠を確保しています。

目標人□ (長期目標):
平成 72年に人□ 86,OOO人以上

*平成28年 1月時の人□は96748人

基本目標 1:安全 0安心で良好な住宅地としての

魅力を高め、それを継承する。   ■ ||‐‐

・良好な住まい 。住環境の形成 ―=| ・

11     0地 l或における医療・福祉の充実. 0安
全・安心なまちづ<りの推進

基本目標2:若い世代の子育ての希望をかなえる. |‐■‐

0妊娠 0出産。子育ての支援     ‐|‐|

、       ・教育環境の充実

***創生総合戦略への取り組み***
①役所内では、部署や役職を超えた「ワーキング・チーム」が結成されています。

②各チームが商工会などの「市内の団体」と協働して事業計画&実施力滑十画されています。
総合戦略もИ要だと考えますが、子育て世帯の「パイを各自治体で取り含う」のではな<、

国の主導で、経済も含めて、若い世代が安心して結婚・出産・

子育てができる仕組みを、構築することも必要だと考えます。
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<<3月 議会で決まつたこと>>

1年の事業の進捗状況や

国からの補助金などの確定に伴う補正と

H28年度分の予算等の審査が行われました。

◆犯罪被害者等の支援が開始されます。

犯罪行為による死亡・重傷病のご本人や家族に

対して、平穏な生活を取り戻すまでの間、
(Э一時的な生活資金

②家事援助と一時保育費用

③主居の提供や引つ越し費用

◎ 目談文」応

等を行うことが決まりました。

◆芦屋市の住宅に関する手数料の一部を改正します。

「長期優良住宅」と「エネルギー消費l性能の

向上」の認定に対して手数料を定めます。

既に、新築建物に対しての措置はありました力ヽ

新たに既存の建物が対象に加わります。

認定を受けるには手数料がかかりますが、

認定によるメリットがありますので、

ご相談をお勧めします。

C長期優良住宅認定の認定を受けると '・
→住宅□―ン減税などの

税制優遇処置があります。

②エネルギー消費性能の向上の認定を受けると
→容積率の緩禾□が受けられます。

◆特別職の期末手当を改正します。

人事院勧告に準じて、市長・冨」市長・病院事業

管理者・市議会議員の期末手当について、6月期

を202.5/100(現行 197.5/100)、
12月期を217.5/100(現行 222.5/100)
引き上げます。

これにより、議員の年間期末手当は、7Q920
円ハ曽加します。

◆芦屋市職員等の給与等を改正します。

C戸屋市職員の給与基準となる人事院勧告を

参考に、行政職員の給料月額を平均O.40°/Q

教育職給料月額を平均O.36%引きあ1哄

期末勤勉手当を〇.1月分引き上げます。

(部課長級の給料弓1上げはありません。)

②職員給与のラスバイレス指数が高いことから、

芦屋市の独自策として、部長級・課長級の

給料月額を、日28年 4月から2年FB5

引き下げます。

部長級は5°/Q課長級は3%を F
それぞれ弓1下1或 引下1酬縦到ま、1

年間約 1520万円となります。

?ラスパイレス指数とは?
国家公務員と比較して、地方公務員の給与

水準を表す指数です。

芦屋市は阪神淡路大震災後、職員採用の抑制が

行われた結果、課長などの役職に若い人が就任

することにより、この指数が高<なつています。

芦屋市の平均給料月額は、全国の 1721自治

体中、587番目です力ヽ ラスパイレス指数を

使用すると第 1位となり、職員の給与が高い

と言われています。

*職員の年齢構成のゆがみが正常化すると伴に、

、ラスパイレス指数は下がる見込みです。

◆行政不服審査の請求方法の改正

芦屋市が行つた行政処分に文」して、不服や疑問

があった場合に行うことができる「異議申し立て」

と「審査請求」の不」便1性が向上します。

ミゞ入平性を目的とし 「審理員制度」の導入。

②吏いやすさを目的として、審査請求期間を3ヶ
月に延長 (現行60日 )、 争点整理手続き・

情報提供&公開の努力義務イヒ。



◆一般会計の補正予算を行いました。

歳入・歳出ともに、9億 1,786万 3000円
を追加し 総額が 45DI意 9032万円となりま

した。

(主な補正内容)

・マイナンバーカード交付に要する経費
00・ ▲1,000万円

0年金生活者等臨時福祉給付金 G菫所イ話 に対して

3万円(所含付)    ・ 00約 2億 9,450万円

・る、るさと寄付推進事業    ・・・ 100万円

・保育所事業費 (保育料軽減事業助成金追加や

私立保育所等の経費追加)・・・ 約 3,500万円
0山手中学校建て替え事業の追加調査費

…・6,OOO万円

・岩園幼稚園建て替え事業費 00・ ▲約 900万円

・公園緑地等施設整備費・・ 0▲約 1億 500万円
0芦屋病院事業助成費追加・ 。・ 3億 5,OOO万円

・総合戦略推進に要する経費追加

0青報発信と偏在する公園の調査)・ 06,OOO万円

◆◆マイナンバー交付の1犬況◆◆

・マイナンバーカードの交付済数は2,254枚

(約 2.3%)です。  H28.3。 16現在

*「通矢ロカード」をお受け取りになつていない方は、

お問い合わせください。

◆「在宅医療・介護連携」に関する相談支援が

開始されます。

平成 23年から連携事業が進められています。

本条lp」により、医療 ◆介護関係者の連携を支援す

るコーディネーターを迎えて、在宅医療・介護連

携に関する機関 。団体に対して、相言耀 □を設置

臥 連携の更なる取り組み支援を行います。

●‐,  |■ |‐  ■■|、

●●●芦屋川の改修工事●●●

平成26年の台風により、多<の上砂が芦屋川に蓄積されていました。

「安全安心なまちづ<り」と「景観を大切にする

まちづ<り」観点から、芦屋川の河底土砂を撤去

するご要望を多<の方から頂いていましたが、

この度、兵庫県のご協力を得て、芦屋川全域に

わたる改修工事が行われました。

◆市立芦屋高校跡地を売却します。

平成 J9年 3月に高校が廃校となり、長期間、

活用方法が検討されていた土地が

売去口されることになりました。

土地面積

契約金額

契約企業

土地活用

:17,692扇
:121意 3,OOO万円
。 っ  ハ r=h立 丼 一 ∠:アーク不動産株式会社

:サービス付き高齢者向け賃貸住宅・

住宅型の有料老人ホーム・

ギャラリー等。

完成予定 :平成 30年 8月

◆円戸屋浜教育用地を購入します。

先の議会で予算編成が行われていましたが、

兵庫県企業庁からの土地の購入が決定しました。

土地面積 :27,561.55面
契約鉗 19億 8,814万 3,000円
土地活用 :認定子ども園・サッカー場兼

フットサルコート・テニスコート・

地l或交流施設等。

*いとうまいは、この議案に反対をしましたが、

「子ども園」をはじめ、公共施設が建設される

ことから、近隣道路での「信号機設置」などの

安全整備が不可欠だと訴えています。

ヽ

饒 贄‐
苺露再

◆◆◆市役所北館・南館の改修工事◆◆◆

東館の完成に伴い、北館・南館の改修工事が

始まっています。各窓□や∧丁Mの移動力海十画

されていますので、ご主意<ださい。

また、工事中はご迷惑をお力ヽすしますべ

ご協力をお願いいたします。

、、 工事完了は平成 28年 12月末の予定です。 /



一般会計の事業では、市民一人当たり「46万 8,020円」が使用されます

一般会計の予算額は 452億 8000万翔で、前年に31き続き、

前年度に比べて 3´9%の1曽な0となります。

 ヽ <一般会計歳出見込み>

11   <い とう まいの予算要望>   ・
||

:■   予算審査は、全議員が3つの分科会に

分かれて行います。私は、土木関係と上下水道

などの特別会計について質疑を行いました。

●広告物 (看板)条lpj施行に対して、担当者を

増やし丁寧な説明と対応を要望。

●」R芦屋駅南再開発事業について、駅利用者の人

の流れを考慮した設計と、エスカレーター設置に

ついて」Rに協力を得るように要望

●阪急芦屋川駅周辺整備はスケジュールをたてて

確実に実施することを要望。

●高浜町の市営住宅集約予定地での特定団体への

無償による禾」用提供の是正要求。

●潮芦屋ビーチ 0南護岸のパ ト□―ル確認

●南護岸の鉤りの有料化施策を提案。     |

<芦屋病院 の その後>
平成25年度は黒字決算となっていた病院ですが、①診療報酬‖改正

②消費1曽税 (経費の増カロ)等の要因によって、再び厳しい経営と

なつています。公の病院という立ち位置から、利益最優先の経営が

望ましいと考えませんが、信頼される病院として存続するためには、

更なる地1或や近隣病院との連携強イじが必要だと考えます。
|
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<予算の特徴>

●総含戦略に基づき「芦屋の魅力を高め、

発信する」ことを目指した予算編成。

●市税は、前年度比約 2億 5,15了 万円

(1.2%)増加。

●国から支給される地方交付税は 1億

9000万円 (12.8%)の減少。

●土木費は、市営住宅大規模集約事業によ

り約 43億 5,556万円 (88.8%)増加.

●都市再開発事業特別会計は、」R芦屋駅

南の再開発事業により、3億 1,190万円

(約 1,411%)増加。

<主な事業計画>

●高浜町の市営住宅大集約事業に伴う、

新規社会福祉複含施設の準備

●高浜消防分庁舎移転のための解体事業

●市内に防犯カメラ 80台設置

●観光協会フェイスブックを活用した

芦屋市の魅力発信事業の補助金

●防災受信ラジオ設置の補助金

●中学生のモンテベロ市派遣 (6人)

●中央公園広場のグラウンド改修

●大原集会所の大規模改修工事

●阪神芦屋駅西駐輪場整備事業

●コンピニでの各種証明書発行事業

■■■墨量盤聾理盤量難聾豊菫墨盤壺盤墨盤壼壼盤通壺:盤:理菫量J■■
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