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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
3 月議会は 2 月 18 日(火)の市長による「平成 26 年度施政方針演説」に始まり、新年度予算を含む全
ての議案が可決され、3 月 24 日(月)に閉会しました。

平 成 26 年 度 予 算 が 決 定 し ま し た
新年度予算の一般会計は、土地開発公社からの土地購入で増えた前年度に比べて 11.1%減の 429 億円と
なり、減少に転じました。また、特別会計や企業会計を含む総額では、前年度比 8.9%減の約 770 億円とな
りました。8 年連続で増加を続ける生活保護経費は 12 億 9,418 万円を計上する見込みとなり、これは、1
月末現在、生活保護世帯が約 20 世帯増（前年度比）の約 490 世帯になったことによります。引き続き自立
に向けた就労支援体制の強化を求めて参ります。
歳入に関しては、個人市民税が景気の回復を受けて前年度比 4.9%増になる見通しではありますが、財源状況
は依然として厳しく、基金の取り崩しが行われるため、26 年度末の基金残高は約 79 億円となります。なお、
阪神大震災で膨らんだ市債の償還は進み、ピーク時（2002 年）より半減の約 509 億円になる見込みです。

教

育

潮見中学校の給食棟新築工事 ······ 4 億 7,010 万円
小中学校へのタブレット端末導入 ······· 3,000 万円
あしやウォーキングマップ更新 ···················· 558 万円

健康・福祉

阪急芦屋川駅スロープ新設事業補助 ··········

1,620 万円

開森橋架け替え工事費 ···································· 1

都市基盤整備

億 500 万円
芦屋川無電柱化概略設計 ········································ 616 万円
国道 43 号精道交差点歩道橋にエレベーター設置 ········ 7,047 万円
その他

歳出

本庁舎東館新設工事 ····· 10

億 8,250 万円
震災 20 周年事業経費················· 778 万円

を見ると税金が何に使われるかがわかります。

市民 1 人当たりに使われるお金：443,109 円
総務費11.9%

その他 7.3%
公債費
19.9%
教育費
10.7%
消防費
2.9%

民生費
28.4%
土木費
10.7%

衛生費
8.2%

歳出合計：429 億円 （前年度比 11.1%減）

予算特別委員会
における
私の発言より
景気回復の影響が徐々にあらわれ、

将来が見通せる状況になったとはいえ、
本市の公債費負担は依然として大きく、経常収支比率をはじ
め各種財政指標は未だ改善されておらず、財政状況は厳しい
状況にあります。今後の財政運営に関しては、「借金返済を
優先した財政運営方法を続けていると、その他の
分野にしわ寄せが来る」ということを忘れずに、
効率的運営に努めることが求められます。
＊公債費：震災の復興事業等による借金の返済額

市営住宅大規模集約事業について
～高浜町の芦屋学園グラウンド用地へ市営住宅が集約されます～

♡ 私の考え ♡

市営住宅の老朽化に伴い、建て替えコストを抑える目的で高浜町の芦屋学園グラ
ウンドを購入し、市内の 6 団地が集約されます。
平成 26 年度予算には、設計業務として 5,000 万
円が計上されました。建て替え予定地における
建物は地上 5 階で 350 戸、集会所・駐車場・消
防署・福祉施設等が併設される予定です。今後、
市営住宅大規模集約事業が効率的に推進される
よう、その手法が検討されます。

予算特別委員会での賛成
討論では、入居者以外の
市民も利用できる施設を
設置するなどの対応をと
り、市民の理解が得られ
る内容で計画されるよう
要望しました。

潮芦屋海洋町フリーゾーンにリゾートホテル建設予定

建設予定地

兵庫県企業庁は南芦屋浜地区への施設誘致
で公募していた事業者に、会員制リゾートホ
テルを展開するリゾートトラスト株式会社
（名古屋市）が決定した事を発表しました。
開業予定時期は平成 30 年春。建設が予定さ
れているフリーゾーン敷地の南端には災害
時に救援物資集積拠点となる広場を設け、隣
接する耐震護岸と一体的な運用を行うこと
も計画されています。

♡ 私の考え ♡
フリーゾーン敷地の南側は、
災害時に芦屋市唯一の救援物
資集積拠点となります。私は
昨年度から都市計画審議会に
委員として参加しております
が、この拠点が、動線の確保
も含めてしっかり機能する拠
点となるよう要望しました。

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

病児保育の今

芦屋市は 7 月 1 日より、
「弁護士や司法書士等の代理人や第三者

私は 24 年度議会の一般質問で毎回病児保育事
業の必要性を訴えて参りましたが、その結果、
昨年 7 月から市立芦屋病院敷地内でスタートし
ました。今年 2 月末までの利用者数は延べ 120
人で、現在順調に稼働していることをご報告い
たします。今後も子育て支援のセーフティーネ
ットとして、しっかりとその役割を
果たしていく事を願います。

が住民票や戸籍謄本などを取得した場合には本人に通知する」と
いう制度を開始します。この制度は人権擁護の観点から住民票等
の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害防止
を目的とします。制度の利用には市民課への登録が必要と
なり、第三者が証明書を取得した場合、交付された年月
日や証明書の種類が通知されます。

高齢者バス IC カード
「高齢者バス運賃割引証」が 4 月
から「IC カード」に変更になりま
す。芦屋市が行っている高齢者のバ
ス助成は、現在阪急バスのみです
が、市内を運行する「みなと観光バ
ス」や「阪神バス」への助成も拡大
されるべきであると考え
ます。
お問合せ先：高齢福祉課 ☎38-2044

図書の返却ポスト

平成 26 年第 2 回定例会予定

市民の皆様への利便性 6 月
の向上を図り、市役所地
下1 階と阪神芦屋駅とを
結ぶ連絡通路に、図書の
返却ポストが設置され
ます。サービス開始日
は、4 月17 日（木）です。

編 集 後 記
▼予算議会も終了し、新しい季節の到来です。新入生
の姿が初々しく心も弾む春。初心を忘れず春の様な爽
やかな気持ちを持って市政に取り組んで参ります。
▼これまでの議会改革の集大成として、議会のマニフェ
ストともいえる「議会基本条例」の制定に向け、議
会閉会中も継続的に委員会が開催されます。
委員としての責任をしっかり果たしてい
きたいと考えております。
福井みな子

9日
10 日
11 日
12 日
17 日
18 日
19 日
20 日
27 日

（月） 本会議開会
（火） 建設公営企業常任委員会
（水） 民生文教常任委員会
福井みな子
（木） 総務常任委員会
登壇予定
（火） 本会議 一般質問
（水） 本会議 一般質問
（木） 本会議 予備日
（金） 委員会 予備日
（金） 本会議閉会

是非、傍聴においで下さい。議会事務局 ☎31-2001
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