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平成 28年 7月 1日から広告物条例が適用されます。

・ この条例は、者板の大きさや色彩・枚数 0設置場所などを7つの1世或にわけて規制するものです。

・違反する琶板の撤去や改修にお金もかかるため、最長 10年の措置期間が設けられています。

・看板の撤去・改修費用については、最高 1∞ 万円で実費の1/2の補助金が支給されます。

・非営利活動などに対して新 1の除外規定もあります。

・違反者には、罰金が課せられる刹 1です。

規制が劇サられる店主の方にとって|よ 条例制定までの

告矢□不足だけでな<、 新 」内容の複雑さ等、多<の混乱の

お声を聞いています。  芦屋市には、「剰 」内容に沿つた

公平な説明と当人の立場にたった丁寧な説明」が

これまで以上に求められると考えます。

平成29年 4月に開園予定の 目認定こども園」の事業者、

社会福祉法人「夢工房」が事業辞退することになりまりL

・今年の 3月末で閉園となつた浜風幼稚園の跡地に、民FB3の「認定子ども園」の開園が

予定されていました。

・認定子ども園と|よ 幼稚園と保育園を併設した施設です。

・辞退の理由としては、同法人は、行政から支給されている補助金を含んでいる「運営費」の

不正流用PD5題がおこつたことにより、子ども園開設の工期が間に合わないというものです。

・芦屋市は、今後のスケジュールとしては、平成 29年 4月の開園にこだわりたいが、

非常に難しいので、平成 30年の開園を検討する。

*保護者の方に|よ 大きなご不安と混乱をきたしていると考えます。

平成29年度|よ 「緊急的で柔軟な動 が求められると同時に、

迅速な情報公開が必要であると考えます。
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<<6月 議会で決まったこと>>

新年度の議会の体制を決定しました。

議案数は少ない議会でした。

◆一般会計の補正を行います。

歳入・歳出ともに2億 5988万 6千円を

追加し 総額が 4‐55億 3988万 6千円と

なります。

(主な補正内容)

・総合戦略推進に要する費用追加

(市内の情報発信アプリ開発費・その他)

・ 。・ 03.1∞ 万円

・開森橋の架け替え工事費追加

(巨大岩石処理のための工法変更による)

・・・ 2億 2干 2∞ 万円

・学校での生徒の生活環境整備指導員&
日本語理解指導員の人件費 000約 290万円

*生活環境指導員とは?
「スクールソーシャルワーカー」と呼ばれて

います。子どもの家庭環境によるFo3題に対応する

ため、児童相談所と連携をするほか、教員を支援

する福祉の専門家です。

◆保育料金の軽減措置を拡充します。

C対象 :おおよそ360万円未満の年収の

「ひとり親世帯・障がい者・障がい児世帯」

・第 1子の保育料 → 半額、

・第 2子以降の保育料 → 無料

とする軽減措置を行います。
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*平成 28年 4月 1日から適用となるため、

4月以降分の保育料については還付予定です。

◆芦屋市市税獅 1の一部が改正されました。

② 固人市民税。

・医療費控除の文劇 広ヽ大します。

健康診断等を受けている人を対象に、特定

一般用医薬品の購入費のうち、1万 2干円を

超える額が 空除されます。

(年間 10万円上限)

*現行の医療費控除との選択制

*特性一般用医薬品と|よ

ガスター10・ ロキソニン等

自己服薬用のくすりです。
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*対象期間は、平成29年 1月 1日～

平成33年 12月 31日までの期間

*来年からですが、薬局などで購入した

領収書の管理をお勧めいたします。

⑦法人市民税

・修正申告により発生する延帯金に対して、

計算の基礎となる機関の「特例の見直L/」

を行います。

◎固定資産税

・平成30年 3月末までに、新設する再生可能

エネルギー発電設備 (事業用)に対して、最初の

3年度分に限り、課税標準率の割合を

1/2～2/3に弓|き下げます。

◆浜剛」ヽ学校の大規模工事の業者が決定しました。

契約金額 : 約2億 8干 290万円

契約相手 : 株式会社 巨勢工務店

工事期間 : 平成28年 10月中旬まで

工事内容 :

平成30年までの3期にわけて

の工事予定の初年度となります。

今期は、普通教室棟 (保育園部分以外)の
内装改修・ トイレ・建具・自動火災報矢□設備

などの改修を、夏休みを利用して行う予定。

●●入本L制度●●

130万円以上の工事については「入札」を

行い、施工事業所を決定しています。

今回は、10社から入札がありました。うち、

6社が同額を提示され、「抽麹 によつて事業者

が決定しました。

近年、「抽選による決定」事lpJが多くありますの

で、制度の見直しも必要に考えます。



庭□都市としての公園の

活性化:こつし1・て

師蜀・Question

①公園調査事業の目的と調査費用は?
②現在の公園施設の課題点の認識は?
③芦屋市総含戦略の中の公園の位置づけは?
④市内の公園の配置にばらつきがある。翠ケ丘

の元市営住宅跡地を、防災機能を備えた公園

として活用できないか?
⑥立派なスポーツ施設も大切だが、身近で

気軽に体を動かせる公園整備も必要

だと考えるが、どうか?

回笞・Anmer
①②公園の活用方法が

課題と認識している。

特に、総含公園の

佗彎|

「球技場」は活用方法の検討が必要であり、

利用率向上の為のアンケート調査を約 780万円

かけて今年度に行う。

③住宅都市としての魅力を高める為の、重要施策の

1つとして位置づけている。

・総合公園では、幅広い世代の活用

・身近な/AN園は、世代の交流拠点として活用

・庭園都市としては、全市的に花や緑のネット

ワークによって、散策が楽しめるような

まちづくりを目指したい。

④市内の北音剛ま公園施設が1)ないことは確かだ。

財源に限りがあるので難しいが、それも含めた

調査研究を行いたい。

C地元の方が主体となつた、ルール作りや見守り

を行いながら、身近にある公園の活用向上を

目指したい。

生き抜く力を授ける

子育て支援について

/鋼 ・QuestiOn

雀留守家庭学級の運営について

・ニーズの増力日こ対する今後の対応は?
・夏休み時期の朝8時からの受け入れ実施

について。

・待機児童の夏体み保育の実施について。

・キッズスクエア利用後の児童が留守家庭学

級に戻れるようなルール変更を要望。

②「自殺しない 0人を殺さない・

人に殺されない」命の教育について、

課題を抱えている子どもや家庭に

どのように文寸応しているのか?

回答・Anmer
C子育て未来応援プラン「あL/●」の

とおり、提供体制の整備を図つていく。

・朝 8B寺からの受け入れ|よ 多<の阪神間各市が

行つていないので、実施しない。

・待機児童の夏体み保育も、指導員や安全確保の

問題か ら実施しない。

・キッズスクエアとの連携については、まずは

キッズスクエアの定着を目指し その後に工夫

をしたい。また、コミスク関係者とも連携を

図りたい。

②丁寧な教育本囲気 励ま L/●勇気づけを繰り返し

生徒・児童が自らの課題を、乗り越えてい<
ことが出来るよう支援している。

<<いとうまい の考え>>
質Fo5に対して、留守家庭学級の将来像など、

具体的な回答が得られないものもありました。

現在だけでな<、 将来起こりうる課題について、

時を移さずに検討し 文寸応する子育て支援が

求められており、自)日本だけなでな<、 国との

協議も必要であると考えます。
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<平成 28年度の議会体舗
議長 冨」:議議尋 阪神水道企業団議員 監査委員

畑中 俊彦 田原 俊彦 福丼 美奈子 森 しずか

(順不同・敬称省略)

建設公共事業

常任委員会

◎山田 みち子 ○岩岡 りょうすけ

平野 貞雄 畑中 俊彦 徳田 直彦

中島 健一 いとう まい

1民生文教

常任委員会

◎帰山 和也 ○福丼 利通

長野 良三 福丼 美奈子 ひろせ 久美子

長谷 基弘 寺前 尊文

◎松本 義昭 ○大原 裕貴

前田 辰― 重村 啓二郎 森 しずか

中島 かおり 田原 俊彦

◎中島 健一 ○帰山 禾□也 森 しずか

福丼 利通 寺前 尊文 (オブザーバー) 山田みち子 (オブザーバー)

芦慶浜1南芦屋浜

■||まち―づくり|‐ ‐

1調査特騨委員会
‐

◎徳田 直彦 〇森 しずか 松本 義昭

福丼 利通 岩岡 りょうすけ 寺前 尊文

山田 みち子

(◎委員長 ○冨」委員長 順不同・敬称省略)

芦屋浜 。南芦屋浜まちづくり

調査特別委員会とは?

特別委員会は、会派の代表が集まり委員会が設置されます。 |■
以下の事項について、常任委員会の管轄をまたいで調査を行うことを目的としています。
①高浜町の大規模市営住宅建設事業および、同敷地内の福祉建設事業に関すること。
②芦屋浜・南芦屋浜におけるごみ処理問題に関すること。     /
③南芦屋浜教育施設用地の活用に関すること。
④芦屋浜・南芦屋浜の生活便利施設に関すること。

政務活動度の会計報告が

インターネットで公憫されます。

芦屋市議会では、会派もし<は議員に対して、7万円/月の政務活動費が支給されて

います。新任期が始まつた、平成27年 6月～平成28年 3月 (年度末)までの   .
9月間に支給された額は、1人当たり63万圧

議員は、議会活動・議員活動 0後援会活動・

難しいですが、「透明性を確保する」ために、

既に策定しています。また、これに加えて 8月

での公開も予定しています。
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