
芦屋市議会議員 2017年 春号 No,42 ご意見をお間かせ下さい!

―

D
〒659-0064芦屋市精道町7-6 芦屋市議会事務局 丁EL 0797-38-2001

〒659-0012芦屋市朝日ヶ丘町 7-15-612 丁圧L&FAX 0797-62-8228
Matt ito―mai@pb3.so―net.ne^jp HP:http://www.ito― maicom

その他

借金返済
51億 1547万
111%

●市民提案型事業などの輔勘金 (新規事業)

。・・ 105万円

●避難所&主な施設に Wi―Fi導入

(イ ンターネット接続)・・約 856万円

●あしやキッズスクエア金だヽ学校で実施

・・・約 3,570万円

●屋外広告物の撤去などの補助金

・・・約 2,370万円

●障がい者などの医療費助成の拡充

・・・ 約 1,615万円

●分庁舎建て替え事業

目29/30 ・・・ 約 9億 6.900万円

●岩園小学校施設整備事業

・・・約 2億 6,400万円

●山手中学校建て替工事事業

目28～32・・ 約63億 Q000万円

●精道中学校建て替え設計事業

・・・2(意 2,500万円

●高浜町市営住宅集約事業 (H29年度分)

・・・ 291憲 8100万円

●高)発肖防分審を市営住宅集約地に移転

・・・約 5億 7,970乃円

●朝日ヶ丘町・さくら参道の無電柱化工事

総務費
71億8563万
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 <予算α識>

●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。

●市税収は、前年度L絲勺3億 1,962万円

(1.5%)の主割]L

●国から支給される地海交付税は4億
3,000万円 (33.1%)の減少。

●総務費はハートフル福祉公社土地買上、

分庁舎建替事業費などで約 19億
2,600万円 (36.6%)の増加。

●議会費 (その他に区劣)は、システム

の更新 0モニター設置事業などで

8770万円 (20.7%)の増加。

・・・2億 4,000万円
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<一般会計 歳出見込み>
463億 1,000万円
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<統廃合や民間移行 |

幼稚園&保育施設について、①待機児童解消の対策、

②定員害」れしている幼稚園の適正配置を目的とした

「幼稚園統廃含や保育所の民営化の計画」が示されました。

<具体的な計画として>
② 公立幼稚園 を8園 から4園に縮小

⑦ 公立保育所 を6ヶ所 から 2ヶ所に縮小

◎ 幼稚園と保育所を統合して、2園の公立の

<今後のスケジュールについて>
～今回の計画はまだ決定されていませんが～

①H29,6議会で「打出保育園を民間に移行する為の条例」

②H29年度中に「朝日ヶ丘幼稚園の廃園を決定する条例」

の上程が予定されています。

③H34までの間に順次必要に応じた手続きを予定。

?? こども園とは ??
幼稚園と保育所を合わせた施設です。

1日 の流れは、幼稚園の時FB5帯は、みんなで一緒に

幼稚園教育を行いますが、早朝や夕んは保育所の役害」に

なります。また、お昼はみんなで給食を食べます。
*子ども園での教育&保育内容の詳細は

今後決定されます。

●保育所の待機児童数は、平成 29年 2月末時点で 357人に

対して、幼稚園の利用者数は 530人程度の見込み (H29)
となり、定員に対 して園児数が下回つています。

市立幼稚園 8園→4園

【西山幼稚園】

定員140

鶴児数83(H29見 込)

【小撻幼稚爾】

定員175

箇児数94(H29見込)

【潮見幼雑爾】

定豊210

薗児数93(H29見込)

〔H33年 4月 統合】   J
精適幼稚園+精道保育所
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【H32年 4月 統合】
朝日ヶ丘+岩園幼稚園

晴綻 こども園」を新設する、変更案が提示されました。

〔H31年4月 民間移行】

〔H34年 4月 民ran移行】

【H30年秋以降新設】

【H30年 4潟 統合】
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<説明会時の住民さんの主な声 >
2月 28日～3月 11日 間に

「第 1回 目の説明会」が行われました。

0突然の計画発表で、決定過程が不明瞭で理解できない。

・ 公立幼稚園の需要を高めるために 3年保育が必要では ?
0地域の子育て支援の拠点をどのように確保するのか ?

・ 通勤に不便・ 送迎時と津波の安全確保が不安な場所での

こども園の計画は賛成できない。

・ 幼稚園の先生と保育士さんは、役害」や働き力が異なる

ので、こども園で連携できるのか不安。

・ 計画は机上の数合わせではな <、 公立保育園を新設 し、

より多<のお金を子ども施策に使用すべき。

・ 統廃含 した幼稚園跡地の利用方法が示されていない。

・ 不確定要素が多くある計画なので、とても不安。

・計画の発端は、幼稚園の定員害」れの問題であるので、
/AN立

保育園を巻き込まないでほしい。

・具体的な事業費が示されておらず、事業計画が妥当で

あるか否か判断がつかない。

市立保育所 6所…2F~E

岩爾保鷺所

定員斡

山手圏域

待機児童(H292現在)112人

待機児童(H29,4見 込,60人

増設見込(保賓部分)0人
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待機児憩 H29,4見 込;

増設見込(像蘭部分|
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・・・現実的には、お金も大切・・

<10年 間の財政収支見込 >

●2026年 (H38)までの収支見込は、▲53億円と予想

されています。 (不足分は基金を取り崩す予定)

●これは、主に人□減少と相反し「社会保障関係費の増加」

や「老朽化する公共施設の対応経費」の増加が原因です。

●公共施設とは、①学校や庁舎などの「ハコモノ」、

②上下水道や橋などの「インフラ」、③ごみ処理施設な

どの「プラント」に分けることが出来ます。

●芦屋市では、2036年までの「公共施設等総含管理計

画」を作成して、日寺代のニーズに対応した継続的な行政

サービスの提供に取組む予定です。

●留守家庭学級 (学童保育)は、昨年度から4年生まで
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・1保育所

新浜保書所
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織設見込:保爾部分: 65人

<いとう まい の考え> ■■‐

唐突感は否めませんが・ 00単なる幼稚園・保育所の統廃

含や施設配置の変更だけ留まらず、その場所でどのような

教育 &保育を行うのか ? どのようにして保護者の方への

サポー トを行うのか? など広i或 的な「子育てしやすいまち

づ<り 」の議論を行いたいと考えます。  11■
、                                  ・|:111:|111
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<<3月 議会で決まったこと>>

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

H29年度分の予算等の審査が行われました。

◆大学等への入学支援金を支給します。

経済的な理由で大学等への入学が困難な人に

対して、入学支度金を 20万円支給します。

経済的な教育格差を
|| |‐■な<したいと、5000万
111 円のご寄付を頂きました。

~市
嘲 50∞ 万円を

追力0し、含計 1億円を

もとに、基金を新設します。

*平成 30年入学の方から

支度金が支給されます。

つ ご寄付に,bから感謝いたします。

◆2つの基金を新設します。
“るヽるさと寄付金"を元金として、

「子ども・子育て支援基金」と「教育振興基金」

が、新し<作られます。

◆国民健康保険の保険料の軽激に係わる

「所得半」定基準」を拡充します。

軽減を受ける対象世帯が拡充します。

・ 5害」軽減の対象となる世帯

27万円 (現行は 26.5万円)

02害」軽減の対象となる世帯

‐■‐ ●■.  49万円 (現行は48万円)

◆一般会計の補正予算を行いました。

歳入・歳出ともに、約 34億 9,550万円

を追力Bし、総額が約 502億
1,850万円となりました。

(主な補正内容)

・各積立基金の追加 000約 14億 1,3∞ 万円

・聖徳園に防犯カメラ設置補助金 。・約 40万円

・ 山手中学校建て替え事業の工事費

・・・26億円
0」R芦屋駅南再開発事業  ・ 。・▲約 1億円
0芦屋病院事業助成費追加・・ 01億 5,OOO万円

・潮見中学校の体育館どん帳  ・・ 098万円

町,体育館どん帳も「寄付金」を使用させて

頂きました。感謝いたします。
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<建替え予定の山手中学校>

「高齢期移行助成事業」

「老人医療費助成事業」

「高齢期移行助成事業」

【対象区分 I】

を新たに設けます。

を廃止し、

を開女台します。

対象者 :所得金額が 80万円以下の万

自己負担害」含 2害」

自己負担限度額   外来 :8,OOO円/月
タト来以タト:15,∞○円/月

【対象区翁 I】

対象者 :所得金額が 80万円以下+
要介護 2～ 5の認定を受けている方

自己負担害」含 2害」

自己負担限度額  外来 :12,000円 /月

1攀:豫‐写写
螂a4∞円/月

ふるさと寄付金

芦屋病院で人間ドックを受診して頂けます。

「あしやる、るさと寄付金」に

10万円以上ご協力いただきますと・・ 0

●人間ドック費用から3万円を免除

●人間ドックのオプシ∃ン項目の脳ドック・

″__“I‐__「
「T_.彙運|

海の見える病院で、健康チェックと

気分転換をお楽しみ頂けます。

*芦屋市民の万もご寄附いただけます。
*詳 し<は 80797-38-2176(経済課)
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