
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

   

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

    

    

    

  

     

＜予算＞平成 28 年度一般会計は前年度に比べて 3.9％増の 452 億 8000 万円、特
別会計、企業会計、財産区会計を含む総額で 4.3％増の 858 億 9280 万円が計上さ
れました。 
＜歳入＞歳入の約半分を占める市税が前年度に比べて 1.2％増の約 2 億 5167 万
円。財産収入については土地売払収入が減少しましたが、市営住宅大規模集約事
業等の実施に伴う市債が 34 億 9710 万円 120.6％増加しています。 
＜歳出＞総務費では財政基金積立金や庁舎整備事業費が減少する一方、土木
費は市営住宅等大規模集約事業（高浜町）などによる増加がみられます（約 43
億5556万円88.8％増）。また、消防費についても高浜分署の整備事業費などにより
6 億 1214 万円 46.9％増となっています。特別会計では JR 芦屋駅南地区再開発事
業費が 3 億 1190 万円 1,411.3％、また後期高齢者医療事業費が広域連合への納付
金増加により 2億 300 万円 10.9％、それぞれ前年度に比べて増加しています。 

◆定例会は 3/18 に閉

会し、新年度予算を含

むすべての市長提出議

案は可決されました。 

◆福井みな子の要望が

実現！「芦屋市犯罪被

害者等支援条例」制定

（裏面参照） 

平成 28 年度第 1 回定例会報告 Vol.20 春号 

福井みな子の市政報告 
芦屋市議会議員  

福井みな子 
平成 28年度予算が決定しました 3月議会トピック 

歳出   

まちづくり・環境 

高浜町に集約する市営住宅大規模集約事業 ········ 40億 9808万円 
JR芦屋駅南地区再開発事業費 ···················· 3億 1036万円 
屋外広告物条例に向けて看板の改修・撤去に伴う補助金 ··· 847万円 

防災・安全 

市内全域に 80台の防犯カメラを設置 ············ 3156万円 
防災ラジオの設置費に対する補助金等 ············ 1130万円 

教育・子ども 

認定こども園の誘致 ··· 3 億 7602万円 
私立保育所の誘致 ····· 1 億 2348万円 
 

その他 

「ご当地ナンバープレート」の導入 ···· 360万円 
ふるさと納税の寄付推進事業 ········· 1010万円 

 

平

成

28

年

度

の
主

な

事

業 

 

市民 1人当たりに使われるお金：468,020 円 

歳出合計：452億 8,000万円 

 

28年度は第4次総合計画後期計画が始まり、芦屋

市創生総合戦略に掲げる施策を実行に移す年で

す。予算はこれに基づく「安全と安心」「芦屋市

の魅力発信」「子育て」「教育」に重点を置く予算

編成であり、評価します。 

景気の回復に伴い市税は増加していますが、公債費が財政

を圧迫しています。市債は順調に減少していますが、平成

28 年度から再び 500 億円を超えると思われます。市営住宅

の大規模集約、JR芦屋駅南地区の再開発や中学校の建替え

等の事業を控え、慎重な行財政運営が求められます。多くの

方に夢と希望を持って選ばれる芦屋市を目指し、明確なビ

ジョンのもと創造的なまちづくりを推進して参ります。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

福井みな子プロフィール 
1962 年生まれ。茨城キリスト教短大卒業。東京海上火災保険株式会社
本店、日本航空株式会社、外資系航空会社、㈱ＪＡＬエクスプレス勤
務。ホスピタリティツーリズム専門学校大阪講師を経て、平成 23 年
芦屋市議会議員初当選。平成 25 年度建設公営企業常任委員長、平成
27 年度総務常任委員長、自由民主党芦屋支部 常任顧問。 
。 

 あしや真政会所属 福井みな子 市政報告 No.20 平成 28 年 3 月発行 

〈連絡先〉芦屋市浜町 14-6-303  TEL＆FAX：34-0240 

http://www.fukui-minako.com  E-MAIL：fukui.minako＠gmail.com 

 編 集 後 記 

平成 25 年度より定例議会で要望を続けてきた｢芦屋市犯罪被害者等支援条例｣が 4 月 1 日より施行

されます。以前より犯罪被害者等基本法には犯罪者被害者等の支援の責務は国のみならず、地方公

共団体にあると定められ、条例制定が待ち望まれていました。犯罪被害者やそのご家族が再び平穏

な生活を取り戻すためには国レベルの取り組みだけでは十分とは言えず、被害者等にとり一番身近

な行政窓口である自治体だからこそ実現できる支援の充実が重要になります。このたび犯罪被害者

    ｢芦屋市犯罪被害者等支援条例｣制定  

あしや真政会 

福井 みな子（自民党） 

市立芦屋高校跡地の売却が決定 

廃校から 10 年近く経過し、ようやく学校跡

地の売却先が決定しました。このたび提案競

技により大阪市のアーク不動産が事業予定

者に選定され、売却予定額は12億3000万円。

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホ

ーム計 93 戸が建設される予定です。今まで

買い手がつかないまま荒れ地になっていま

ふるさと寄附事業が好調です 

2015年 11月よりスタートしたふるさと納税の記念品制度

は、わずか 1 ヵ月半で、2014年までの平均件数の 25倍に

あたる 462件が寄せられ、金額は 6倍近い 2300万円とな

りました。新年度は記念品代の予算を 10倍以上の 1010万

円を計上。また、寄附の使い道として、新しく「ヨドコウ

迎賓館」の保存修理事業が加わりました。より具体的な使

途を選べることでいっそうの増額が期待されます。 

  
 納付書による納入の他に、インターネッ

トのふるさと納税ポータルサイト「ふる
さとチョイス」にてクレジット決済も可
能になりました。 

＜問い合わせ先＞ 

 企画部 政策推進課  

電話38-2127 

 

これまでの経緯 
平成 25 年 6 月議会にて提案 

平成 26 年 6 月議会にて再提案 → 条例化の回答を得る 

等に対して芦屋市による支援金の支給、家賃の助成や転居費用の助成等

のほか芦屋市営住宅の一時使用もできるように定められました。今まで

もこの市政報告で随時お知らせして参りましたが、これまでの経緯を思う

と、この条例制定には感慨深いものがあります。今後も引き続き皆様のお

声を芦屋市に届け、要望の実現に向けて歩んで参ります。 

平成 28年 4月 1日施行 

したが、高齢

者施設に活用

されることに

期待します。 

図書の返却ポストが増設されます 

多くの議員が要望してきた図書の返却

ポストが平成 28年度中に JR 芦屋駅北

側に増設されます。開館時間に返却が不

可能な場合には、返却ポストをご利用頂

打出交差点の改良工事が 
始まります 

地元の皆様からのご要望により、

国道 43号線打出交差点の改良工

事が行われることになりました。

自転車横断帯を撤去し、横断歩道

を拡幅することにより、横断者の

安全性を確保します。 

平成 28年第 2回定例会予定 

6/9 議会運営委員会 
6/10 本会議開会 
6/13 建設公営企業常任委員会 
6/14 民生文教常任委員会 
6/15 総務常任委員会 
6/17 議会運営委員会 
6/20 本会議(一般質問)  
6/21 本会議(一般質問) 
6/22 本会議(予備日) 
6/23 委員会(予備日) 
6/30 議会運営委員会 
7/1 本会議閉会 

 

 
福井みな子

質問予定 

今年も美しい桜の季節が訪れました。 
春は卒業や入学、就職そして転勤と生活環境
が大きく変化し、希望に満ちた季節でもあり
ます。別れを惜しみつつ、新たな出会いを大

切にしていきたいものです。 

       

 

けるようになり利用者にとっ

ては利便性が向上します。 

http://www.fukui-minako.com/

