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福井みな子の市政報告
芦屋市議会議員

福井みな子
定例会は 12/22 に閉会し、すべ
ての議案が可決されました。

12 月議会トピック
◆「心がつながる手話言語条
例」が制定されました。
◆学童保育の時間延長と休
会日の開会を求める請願が
採択されました。

環境処理センター（浜風町）今後の方向性
～芦屋市と西宮市によるごみの広域化処理を検討～
市は、「芦屋市と西宮市による可燃ごみと不燃ごみの広域化処理」
について検討する協議会を来年4月から設置することを明らかにしま
した。芦屋市の施設は既に 20 年以上経過しており平成 32 年までの延
命化は実施しているものの、その後のあり方は示されておらず、検討
すべき段階です。今後、共同で建設し処理することで約 190 億円程
度の経済効果が想定されます。大型の焼却炉により効率の良い発電
が可能になりますが、西宮市とは分別方法が異なること、また災害
廃棄物の仮置き場の問題、そしてパイプラインの問題が
生じてきます。芦屋にとり最良の方法を見出せるよう、
将来を見据えて慎重に判断をして参ります。

◆高浜町1 番住宅等大規模集
約事業の実施設計の概要が
示されました。
◆教育施設用地（涼風町）に
おける認定こども園運営事
業者が社会福祉法人 山善福
祉会に、土地活用事業者がミ
ズノスポーツサービス株式
会社に決定しました。
◆福井みな子の一般質問で
は、
「充実した図書館の実現に
ついて」
「ごみの減量化に向け
て」について取り上げました。

英 語 教 育 一歩前進

福井みな子は、9 月一般質問と決算特
別委員会で取り上げて来ました！

～山手中のみ実施している英語検定

精道中、潮見中は？

英語教育の充実については、9 月議会において「英語検定の案内はす
～
べての生徒に平等な機会を与えるべきである」と強く訴え、私の市政報
告秋号(英語教育についての拡大版)にてお知らせしたところです。
今議会では松木議員が同様の質問を行い、教育長より｢英語検定に関
しては取り組んで行く」との答弁がありました。現中学 2 年生より対象の
新テスト（現大学入試センター試験）では TOEFL や英語検定等民間試験
の成績が大学合否に活用される為、積極的な取組みを期待します。英語
検定料補助に関しては既に尼崎市が導入してお
り、引き続き芦屋市での導入を求めて参ります。

（裏面参照）

分庁舎建替計画
～小規模保育事業所を開設～
平成30 年度完成予定の市役所東側に位
置する分庁舎の 1 階には、あらたに小規
模保育事業所（入所定員 0 歳児 6 名、1
歳児 6 名、2 歳児 7 名の計 19 名）が設置
されることが明らかになりました。1 階に
は男女共同参画推進課・人権推進
課執務室のほか個人交流スペー
ス、 ス、赤ちゃんの駅や相談に訪れた
方の為の保育室も併設されます。

奥池ヘリポート離着陸訓練実施
奥池あそびの広場がヘリコプター離着陸場として兵庫県に登
録が完了したのを機に、防災ヘリコプターによる離着陸訓練が
実施されました。
災害時の孤立化が予想される奥池地区のヘリポート設置は、早
急に活用できる場所の調査を行い、地権者との調整を図り、有事
に備えて準備を進めるべきと考え、平成 24 年 12 月と平成 26 年 9
月に一般質問で取り上げました。あわせて場所の選定に関して
も、様々な場所を提案してきましたが、基準に適合できず決定ま
でに 3 年以上も要しました。ヘリコプターによる救
助や避難、物資の搬送等の活動は大いに期待でき
る有効な手段です。長い道のりでしたが、万一の災
害時における対策が実現し、大変喜ばしい事です。

福 井 み な 子 の 一 般 質 問

充実した図書館の実現について
私 の 考 え
近年、従来のイメージを払拭する新たな取り
組みを試みる図書館が増えています。
様々な社会変化の中、その時代に沿った「生涯学習の場」
として、また、地域住民の課題を解決するための図書館への
進化は、今や必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。
平成 30 年度に図書館設備の改修工事が予定されていますが、
それを機に本を貸すだけではなく、多くの市民が交流できる
図書館作りにチャレンジしてほしいと願います。
例えば、高齢者を対象のサービスは、子ども対象
のサービスに比べ、まだまだ発展途上だと思います。
高齢者が豊かな老後を過ごす為にも、図書館は
大きな働きを担うものといえるでしょう。
なお、市民の声を受け、3 点目の質問として、
図書館の開館時間を現在の 10 時よりも早める
ことが可能かどうかを伺いました。

質問① 今後の図書館のあり方について問う
(回答) 来年 1 月に図書館に関するアン
ケート調査を行い、今後の図書館のあり
かたや方向性を探るとのこと。アンケー
ト調査は来館者、ホームページ、広報あ
しやでお知らせする。
質問② 超高齢社会の流れの中で図書館の果た
す役割について問う
(回答) 高齢者の方のニーズを踏まえた
資料整備と情報提供を行うとともに、
高齢者の方が利用しやすい読書環境や
地域の人々が交流できる場を提供して
いく事が重要であると認識している。
質問③図書館開館時間の拡大について問う
(回答) 開館時間については利用実態
や利用者のニーズについて調査を行な
い、今後、図書館運営に関する見直し
や拡充を検討する中で総合的に判断し
ていく。

ご み の 減 量 化 に 向 け て
質問 ① 1 人 1 日当たりのごみの排出量の削減に向けての市の役割について問う
(回答) 芦屋市の役割は策定中の「ごみ処理基本計画」において、ごみを出
さない「リデュース」を明記し、率先して市民、事業者との協働で計画を
推進していくこと。

私 の 考 え

先日発表された兵庫県の市
質問 ②循環型社会の形成に向けた市として３R の取り組みについての市の認識
町別ごみ排出量について、1人 1
を問う
(回答) リサイクルを含めた３R に市民一人ひとりが意識をもって取り組め 日当たりの生活系のごみの排
出量を確認したところ、県内各
るよう啓発に努め、循環型社会の形成に取り組んでいく。
地に比べ排出量がかなり多い
ご存知ですか？
ことが分かりました。平成 26
とは？
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古紙リサイクル

編 集 後 記

福井みな子プロフィール

2017年は酉年ですが、酉(トリ)のつく年は 1962 年生まれ。茨城キリスト教短大卒。東京海上火災保険(株)本店、日
本航空(株)、外資系航空会社、(株)JAL エクスプレス勤務。専門学校講
商売繁盛に繋がるとされ、運気やお客を取 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
り込め、成果が得られると言われています。 常任委員長、平成 27 年度総務常任委員長、平成 28 年度阪神水道企業団
皆様におかれましても、よい運 議会議員、平成 28 年度決算特別委員長。自民党芦屋支部 常任顧問。
気を沢山取り込める、実り多き
あしや真政会所属 福井みな子
一年となりますよう、お祈り
市政報告 No.23 平成 28 年 12 月発行
申し上げます。
〈連絡先〉芦屋市浜町 14-6-303 TEL＆FAX：34-0240
あしや真政会 福井 みな子（自民党） http://www.fukui-minako.com E-MAIL：fukui.minako＠gmail.com

