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バブリックコメンHま

市民参画の大きな機会です!

「パブリックコメント」は果 ,1や事業計画を決定する前に

その内容を公開して、皆さんのご意見を募集し 意見を反映する為の手続きです。

市長・議員を選
`撻

挙とは異なり、事業や施策に対して直接的に

行政に対して、意見を述べることが出来ます。

今年の年始年末は、多くのパブリックコメントが募集されています。

ご家族が集まる機会に、皆さまで、芦屋の今後についてご意見を頂けると幸いです。

①市役所庁舎・ラボルテ市民サービスコーナー・図書館本館 0

市民センター (公民図書室)・ 福祉センター・市民活動センター・
潮芦屋交流センターに設置しています。

②インターネット「芦屋市ホームページ」から情報を入手できます。

芦屋市議会議員 2017年 冬号 No,41 ご意見をお間かせ下さい!
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●「12月 26日～1月 25日」の期間で募集されている7つのパブリック・コメント

十画 (西宮市とのゴミの広域処理の課題を含めた意見募集です。)

②行政改革基本計画 (効果的&効率的な行財政運営の計画に対する意見募集です。)

画 (H29年から20年間の効率的な公共施設の

維持管理案についての意見募集です。)

④第2次文化振興基本計画 (H29～H33までの生活文化を柱とした魅力発信計画です。
⑤第3次地域福祉計画 (H29-H33までのltl或に根差した福祉施策事業案です。)

⑥芦屋市強靭化計画 (大規模自然災害に備えた、総合的な計画案です。)

C都市訓画マスタープラン (都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした計画です。)

●事業計画案はどこで手にはいるの?

●ご意見反映は?
すべてのご意見が計画に反映されるわけではないですべ
私たちの声の積み重ねが、行政を動かすと考えています。
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<<12月 議会で決まつたこと>>

議案数は少なかつたですが、

所管事務調査 (それぞれの委員会に

関わりのある事業や計画などについて

調査 )が多い議会でした。

◆ Π断がつながる手話言語条例」力滞」定されました。

手話を1つの言語として認識し

誰もが地域で支え含いながら
~2由

して暮らせる社会を実現するため

の「理念を示した新 」」です。

今後は、各事業で実際的な対応が

計画されることが期待されます。

◆国民健康保険の保険料の限度額が変更になります。

所得の中間層の保険料をlf「制するため、

保険料を決定している、下記の限度額をヨ|き

上げます。

・菱鍋楚販橋果鵬 頁

520,OOO円 → 540,○ ○○円

・後期高齢者支援金等員鵡果限度額

170,OOO円 → 190,OOO円

◆高浜町の市営住宅・高浜消防署建設の

PFIによる契約金額を約 2億円増額しました。

(変更理由)

①当地の上壌にフッ素等が基準値 ‐■

を超過している為、掘削および

残土の処理費

②景観アドバイザーの指摘による   .
言錦十変更の経費

(契約金額)

変更前 : 57億 2干 108万4千円

変更後 : 59億 2干790万4千円

契約相手 :東レ建設株式会などによる連含事業者

*完成時期は6ヶ月程度遅れ、平成30年 9月です。

◆職員給与が改定されます。

「人事院勧告」を参考として、給与月額を

(C一般職を平均O.2%(608円 )

②教育職を平均〇.18%K64_6円 )

増額します。年代別では、若年層

に対して手厚い反面、課長・部長級

での引き上げは行いません。

◆一般会計の補正が行われました。

歳出、歳入ともに約7億 7千 卸 万円を

追加し 総額が約 4‐67億 2干 300万円となり

ました。

(主な補正内容)

・学校園の整備事業の前倒し (景気対策)

(岩園小学校&浜風′」ヽ学校・潮見幼稚園)

。・・ +5億 3,1∞ 万円

・保育園と幼稚園の保育料軽減補助金追加

・・ 0+約 370万円

・臨時福祉給付金の追加・ +約 3億 2硼 万円

・」R芦屋駅南の再開発事業費の追加

・・ 0+am万 円

・職員の定数確定による給与等

・・・ ▲約9800万円

◆あ L/●温泉の指定管理者が決定 L/1した。

今期にヨ|き続き同事業者が運営します。

癸:蟄晰争上
平成 34年 3月 31日

指定管理料 :1億 7632万円6千円

◆芦屋公園 (松浜町のテニスコート)

指定管理者が決定しました。

名称 : 芦屋□―ンテニス・体協・

双葉 連合事業体

事業者 : 芦屋市松浜町 4番

指定期間 :平成 29年 4月 1日～

平成 34年 3月 31日

指定管理料 :事業収益で運営する。

*これまでは、非公募 (行政が団体にお願いを

していた)でしたべ 今回は公募を行うこと

により、透明性の高い管理事業者の決定に

なったと評価したいと思います。

の



質問 O Question O     について

∞ 〇年にわたり、幅の広い福祉施策を、

民間に委ねることの是ブロま?
②高齢者福祉・鍼灸院・障がい者福祉など

事業実績のない「一社会福祉法人」との

契約で大丈夫なのか?
Э事業責任を明確にするために、連携事業者

との「事業連合体」の契約にすべきでは?
御 年に及 Sヽ長期契約。福祉事業の需要変

化・制度変化に対応する事を担保した、

具体的な契約項目はあるのか?
⑥定期的に、事業実態や財務に対して、調査

できる体制となつているのか?

卒仁
・

回答・Anmer
①会議などでの手続きはない。

隣接する土地の購入を機に、

兼ねてから希望していた

建替えを決定した。

②「機能の集約イじ」と

「人権センター」としての

機能を拡充する。

CA・ 庁舎への移転はFo5題ない。ハートフルの

役割ま、高齢者福祉のセーフテイネット&
総合的なサービス提供であり、今後も必要。

B・ 相言牒 務時に、本庁と隣接し連携が取れる

ことがメリット。稼働率など目標設定はない。

④もともと、保育施設を検討した経緯があり、

再度見直しを行い、小規模保育事業所を決定。

回答・Anmer
lЭ問題ないと考える。

②法人に実績はないが、事業を広げようと

しておりFo3題ない。
13連携関係ではあるがヽ 契約内容には問題ない。

④制度改正時などに、協議してい<契約項目

がある。
16定期的な調査・監杏体制はない。

<いとうまい の考え>
lЭ庁舎施設は、どのような行政サービスを行う

のか?市の姿勢を示すものとなるので、市民

の立場で、一層の「事業目的斎哉・効率性の

高山 が必要だと考えます。

②議会の議決を要しなかつた2つの案件に

ついて質問を行いました。議決の有無に関わら

或 言新田な情報公開を求めたいと考えます。

③劣庁舎について|よ 人が集いやすい立地から、

市民活動センター0男女共同参画センター・

人権推進・ 更に拡充した “子ども施設"を

併設することで、「世代を超えた人の交洵

が可能となると考えます。

質問・Question・ 分庁舎について

①総合計画になかった建替え|よ いつ・だれ

が 0どのように決定したのか?
②の庁舎の建て替えにより、市民生活にどの

ように貢献できるの/Dh?

C分庁舎へ移転される事業について

AOハートフル福躊
0「一般財国法人」であるハートフルが、

庁舎に移転する妥当性について。

・ハートフリЫよ、高齢者福祉を目的とし

H4に設立されたが、その後、介護保険制

度が開始された。現在の事業内容の中に

は、民営圧迫となる事業もあり、スリムイヒ

すべきでない/Dh?

B・ 男女共同参画センター

・分庁舎へ移転のメリットと、相談件数など

含めた事業の稼働率増加の目標見込は?
④市内の喫緊の課題は、待機児童である。

9月議会で分庁舎を利用し 子ども施設を

要望していた。その後、小規模保育事業所

が追加されたが、その決定過程は?



「衆議院′」雌 の区割り如
についての意見書を提出L/1す。

国では、選挙区間の人□較差の是正措置

として、「暫定的」に選挙区害」りの見直し

が行われています。芦屋市議会では、

神戸市 (1区)と西宮市 σ 区)に市内を

2分される可育ヨ性を考慮して、以下の趣旨

の意見を国に提出することになりました。

「人□較差は早急に是正すべきであるが、地域

の代表として地域の実晴を国政に反映する

意味においては、市町村i或をやむを得ず分割

する場合は、有権者の混舌しを招<ことのない

よう、最大限の慎重さをもって判断すべき

肘 LttEttF言塞[案ほる‐メ酷 ・Anmer
①警察の情報をもとに、通学路含同点検の参加

団体等の意見を反映臥 選定した。

②情報を提供した際には、「芦屋市情報公開・

個人情報保護審査会」へ報告をする。

③他市の状況を調査・効果を見極めて

判断したい。

④防犯活動|よ 1世或の見守りが重要であり、
カメラは補完的な位置づけと考える。

*防犯カメラは設置済みの機体から運用が開始

されています。今年度中に全てが設置されます。

錮浜風町 0認定子ども園

H29.4完成予定 (仮言施 設により)

定員 60人 (0歳児～2歳児)

H30.4に施設完成により

定員 2∞ 人 (○ 歳児～5歳月

●高浜町・複含福祉施設の企業型保育所

H30完成予定

定員・対象年齢ともに調整中

錮分庁舎 0小規模施設

H30完成予定 ○歳児～2歳児

定員 19人

=お詫びと訂正=
2016年秋号 NQ40

「高浜町の複含福祉施設の事業決定」の記事で、

運営事業者の事業所及び理事長の名前に誤りが

ありました。申し訳ございませんでした。

違)・ 住所 :東京都西劉摩郡日の出町大久野

・理事長 :諏訪 勝三 氏

正)・ 住所 :福岡県行橋市大字道場寺字岩崎

・理事長 :岸野 雅方 氏

晰潮芦屋地区・認定子ども園

H30.4 完成予定

定員 180人 ⑥ 歳児～5歳児)

●ハートフル福祉公社跡地での保育園

H30以降～ 詳細未定

待機児詢解消を目指して
輪声屋市の待機児童数は315人です。(H28。 12.1現在)
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