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●一般会計歳入

●一般会計歳出

消防鐵

圏某支出金
16.496

市税 460億
.19ら 1,967万 円

地方交付税
3.0%

麟与税・交付金

震災の際に生 じた市債の償還は順調に進んでいる。

単年度別の市債額は増加傾向。ただ、市債の追加は必要な投資的経費が支出されてい

ることを意味するため、この数字だけで財政状況の悪化を判断することはできない。

基金残高については、取り崩しが進んでいる傾向にある。直ちに問題が生じるという

ことではないが、基金残高の注視は必要と考える。

歳入 (468億 1,820万 2,000円 )一 歳出 (460億 1,967万 9,000円 )=7億
9,852;万 3,000F≡ |。

うち、次年度 (30年度)に繰り越して実施する事業費 (4億 4,146万 1,000円 )を除
しヽた実質的な収支は 3億 5,706万 2,000円と黒字となつている。
なお、国民健康保険事業や下水道事業など、別途切り出している特別会計を含めた

合計は以下の通り。いずれにせよ、実質収支は黒字となつている。

歳 入 760億 7,171万 7,000円

歳 出 ア42イ意7,240;雇「3,000円

翌年度繰越事業費 4億 4,616万 5,000円
[コ 討 13億 b,314カ リ,000円

(単位 :万円)

26年度末 27年度末 28年度末 29年度末

基金残高 1,161,628 1,433,326 1,565,274 1,313,962

市債残高 4,844,569 4,751,518 4,895,925 4,981,011

4.29も

1)経常収支比率

経常的経費に充てられた一般財源が経常一般財源に対しどの程度の割合

となつているかを示す数値。地方財政においては財政構造の弾力性を判断す

る指標として用いられる。

H28年度決算 99.2% H29年度決算 112.6%

平成 29年度決算は、前年度よりも 13.4ポイン ト悪化 している。また、

100%を超えているため、恒常的に必要な経費が収入では賄えていない状態

になつており、財政が硬直化していると言える。

悪化は公共用地先行取得等事業債が満期を迎え、一括償還したことに起因

する。なので、今後も慎重な運用は必要であるものの、数値の悪化そのものに

大きな問題はないと見ている。

問い合わせ
市議会事務局 TEL0797-38-2001

2)将来負担比率

地方公共団体の一般会計等の借入金 (地方債)や将来支払つてしヽく可能性の

ある負担等が決算年度末にどねだけ残つているかを示す比率。数値が大きい

ほど将来財政を圧迫する可能性が高い。

H28年度決算 96.0% H29年度決算 90.4%

年々改善されつつある。また、100%を下回つているため、市債総額が基金

と 1年間の収入を返済に回せば、1年で完済できる状況になつている。

各種の投資を行わずに貯めこんだ場合も将来負担比率が低くなる。なの

で、将来負担比率が低い=健全運営とも言いきれなしヽ。ただ、少なくとも今の

ように 100%を切り、90%程度を推移 しながら減少傾向にある状況を見る

限りでは、健全な財政運営が行われていると見ている。

賛成多数で認定。会派としても以下の理由で賛成。

●事業推進について 限りある資源を有効活用し、総合計画等を推進 してきたことを評価する。

●財政指標について 経常収支比率は悪化 しているが、その他の指標は概ね改善。経常収支比率の悪化も、満期を迎えた市債の一括償還があつたことに起因

し、基本的には安定 した財政運営が行われてきたものと考え、評価する。

●今後の展開について 今後も厳 しい財政状況が予測されるため、以下の取り組みの継続を要望する。
→限りある資源の有効活用の継続。慎重な財政運営の継続。持続可能な行財運営を目指した取り組み

第 1部 平成 29年度決算報告について 第2部 テーマについて意見交換会 ※事前申し込みは必要ありません
会場 :市役所南館 4階 大会議室 テーマ :ごみ処理について

‐                会場 :市役所南館 4階 大会議室 テーマ :無電柱化の取り組みについて

・                  会場 :福祉センター 3階 会議室 1 テーマ :公共施設等総合管理計画について
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1,320万円
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～IC丁部門の業務継続計画について～

①大災害発生時は交通インフラの麻痺によリベンダーの到着遅延が予想され

る。職員のみで復旧は可能なのかつ

②年次の訓練では、どこまでの訓練を実施しているのかつ

<当局答弁>
①契約上、各システムベンダーが復旧作業を行う。職員等の作業手順書はない

が、ベンダーの技術者をサポートできるよう取り組んでいる。

②年次訓練は情報の伝達訓練や職員だけで主要サーバの異常を見分ける訓練

を実施している。また、今年度はサーバの復旧訓練を計画しており、災害等に

備えている。

倣)胤欄 1朧勒 論ヽ《

～市ホームページのアクセス解析について～

市ホームページのアクセス解析は行つているのかつ解析データは、利用者

二一ズを測る上で有効と考えるが、市としての見解はどうか。

<当局答弁>
平成32年度のシステム更新に向け、更にアクセス解析機能の利用範囲を拡

充し、広報発信力の向上を図っていく。

～インターネット環境での情報発信について～

①市ホームページの新着情報を取得できるアプリ「マチイロ」の広報を強化する

予定 |よ無いのか?

②各所管課にて活用されているSNSについて、どう評価しているか。フォロワー

数を見ると、有効活用できているとは言い難いものもある。今後、どのように

して有効活用をしていく予定なのか?

Inst● 9raい (広報国腋 流譲)

恥ceboo<広 報国際交流誅)

,witeく防災安全誅)

Facebook(61カメt'こ 1全麟時

和 燎er(澤方本部総務誅)

Twiteく地域率獅買擦興課)

0 100 200     300 400 500 600 フ00

※SNSアカウントのフォロワー数 (H30.9.1021:00時点)

丁witterについては100を切つているアカウントも存在する。

<当局答弁>
①『マチイロ』は広報あしややホームページなどとも相乗効果が発揮できるよ

う、SNS等で周知していく。

②SNSでの情報発信は、複数のアカウントの運用により、幅広いユーザーに対し

て多様な選択肢を提供するために行つている。今後は各アカウントの特性を

生かしながら、機を捉えた効果的な情報発信に努めていく。
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9月 4日 に上陸した台風21号は、高潮の影響により南芦屋浜や宮川下流域の河畔で浸水被害をもたらしました。このような高潮被害の再発防止、また30年以内に

ア0～80%の確率で発生が予想される南海トラフ地震による津波から、芦屋市民の生命と財産を守るために取り組むべき課題は何でしょうか。

台風21号による芦屋の最高潮位は、観測史上最高の第2室戸台風 (1961年 )よりも60cm高 い324cmと記録を更新しました。ここに瞬間最大風速50m近い強風

が加わり、防潮堤を超える高潮が越波しました。宮川の氾濫も、潮位の上昇により宮川を流れる雨水が海へ流れ込めなくなったことで溢れ出たものです。

また南海トラフ地震で想足される最大渾波高 (満測位宮む)は 5mとされています。再声屋次の護岸局は約40cmの地盤況 卜によりb.02m(2018年 9月口1司奮:)です

が、想定外が重なった東日本大地震の教訓を踏まえると、津波高や最大震度もより大きい規模を想定しておくべきでしょう。

芦屋市民の生命と財産を高潮や津波から守るには、海岸沿岸部の防潮堤の改修や、南芦屋浜の沖合約3kmにある西宮防波堤の延伸が必要と考えます。

蝙鼈籐辮i雌蠍囀島ゝ寡'漱
|!「
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芦屋浜、南芦屋浜共に防潮堤は約5mの高さが保たれています。しかし、海岸沿岸部は地盤沈下を起こしやすく、コンクリートが塩分と強風で劣化するため、適宣

点検と改修が必要です。実際に、南芦屋浜護岸部は造成時に比べ約40cmの地盤沈下が確認されており、芦屋川河□部の防潮堤にも細かいヒビ割れが目視で確認

できます。

最高潮位が60cm更新したこと、地盤沈下が40cm進行していることを踏まえ、特に高潮が越波したエリアではlm程度のかさ上げを国に求めるべきでしょう。

曜儡[勘 蒲脚揖描蜘伸繭‖1化佛‖イ申
西宮防波堤とは、声屋市から尼崎市沖にかけて延びる全長4,433mの防波堤で、かつては日本―長く、別名「武庫川一文

字」として有名でした。

国内2番目の長さを誇りますが、芦屋沖にはスッポリと空間があります。元々は西側へ約400m延伸する計画でしたが、事

業凍結してしヽます。延伸された場合、南声屋浜への津波の侵入を緩衝できます。

高さは約4mありますが、私が視察した時の印象では、満潮時には3m程度しかないように感じました。南海トラフ地震の

最大津波高は5mが想定されていますので、想定外が複合的に重なつた東日本大震災の教訓を踏まえ、堤の高さを2m以上

カサ上げする必要を感じました。

仁褥謳慮爾瑕眩蜀吻が鰺謳務
かつて尼崎西宮芦屋港の沖合には常時50～ 100のタンカー船が停留していましたが、近年 r警…

は20隻程度に減少しました。しかし、係留船隻を含めると西宮防波堤の内側には約800隻の船

や∃ットがあります。停留船隻はタンカー船が多く、台風21号の高潮と強風によつてコンテナが

漂着したように、タンカー船や∃ットも巨大な塊として沿岸部を襲います。

私は以前、南海トラフ地震によつて発生する津波は、紀淡海峡や防波堤で減衰するから大き

な被害はないだろうと考えていました。しかし、台風21号による高潮被害を契機に、津波防災へ

の既成概念も改める必要を感じています。

_                              西宮防波堤とタンカー船  南芦屋浜護岸に漂着したコンテナ(9月 5日撮影)

9月に発生した被害を踏まえ、国が設置した「大阪湾港湾等における高潮対策検討委員会」の

中で、声屋市沿岸部の防潮堤対策も検討に含めて議論されます。声屋市として市民の生命と財産を守るため、防災対策への主張を明確に示すよう、今後の議会でも

取り上げてまいります。

椰揚聰ダ鼈軸黎鶉潮儡柵‖Ⅲ嚇鸞
平成 30年 8月をもつて、メンバーの寺前尊文は政党「日本維新の会」を離党し、党籍は無所属となりました。党の運営方針に対する見解の対立が主な理由

です。なお「日本維新の会芦屋市議会議員団」は、今任期中いつぱいは現状の会派体制にて「徹底行革」「議会改革」の推進を目指して活動してまいります。

西宮防波堤 位置図

大原 裕貴

寺前 尊文
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