
 

高槻市長 濱田 剛史 様 
 
 
 
 本年 4 月、｢正義と信頼｣の旗印のもと高槻市第 20 代市長が誕生し、濱田市政

がスタートした。若さと民間出身の市長として、市民の期待はいや増して大き

いものがある。12 年にわたる前奥本市長の業績のもとに進める市政運営におい

て、明年は本市の新たな歴史の大きな転換点となる。 
 しかし、その期待とは裏腹に、国の民主党政権誕生以後ますます募る政治不

信に加え、3 月 11 日に発災した東日本大震災、東京電力福島第一原発事故は、

わが国に今まで経験したことのない未曾有の大惨事をもたらした。 
 震災復興に必要な資金は 19 兆円ともいわれ、国の財政状況が一段と悪化する

のは必至である。その上、長引く円高ドル安による国内産業への打撃的な影響

に加え、EU による見通し不明な海外の経済情勢は、日に日にわが国の経済基盤

の根幹部分にまで、その影を落とすことはもはや避けられない状況である。 
 このような状況下での本市を取り巻く情勢も、これまでとは大きく異なる厳

しいものになっていくとの見解には誰しも異論がないことであろう。 
 本市はこれまで、他市に先駆け 7 次にわたり行財政改革に取組み、現在の健

全財政を維持してきた。その努力は評価すべきものである。 
しかし、今後は税収入の減に伴う自主財源比率の低下、また社会保障に要す

る費用の増加の傾向は続くことが予想される。 
 本年 5 月、地域主権改革の関連 3 法案が可決、成立し、地方分権が一歩進ん

だ形になった。今後、国の地方財政の制度の変更も可能性があるとの見識に立

ち、柔軟に対応ができる体制の構築、また国への依存度から脱却し、独自のア

イデアや見識に基づく自立した地域経営が必要である。 
 濱田市長におかれては、2 年目となる明年、行政経験の不足といった言い訳は

もはや通用しない。ならば、民間での経験、そしてその若さをフルに発揮し、

高槻市政に新しい風を巻き起こされんこと期待する。厳しい状況下だからこそ、

濱田市長にしかできない市民と協働の「住みやすさナンバー１」の高槻の構築

に尽力されるよう強く要請する。 
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【重点要望事項】 

［１］中長期的な見通しにたった第 5 次総合計画の実現に向けて 
 本年度から第 5 次総合戦略プランにおける第一次実施計画がスタートした。

優先的かつ重点的な事業の実施にあたり、ＰＤＣＡサイクルを確立し、進行管

理をはかるというものである。 
新予算編成にあたり、大きく変化した要点の 1 点目が、3 月 11 日に起きた東

日本大震災での各自治体での影響と対策、 2 点目に、今回の民間出身の市長の

誕生は、市民がマニフェストにあるように市民目線での行財政改革のさらなる

推進と、財政基盤の維持、新たな時代に対応した市民サービスの提供を求めて

いるととらえることが重要である。 
 初の市長のもとでの予算編成にあたり、既存の事業の形態を基本とした実施

計画での具体化だけなく、市長のマニフェストの実施計画を部単位で作成し、

その上での戦略的な事業の再構築が必要である。財政状況の弱体化が数値とな

って現れてからでは、遅い。今こそ 10 年後の財政状況の厳しさに耐えうる事業

形態にすることが重要である。 
 これは、マニフェストの重要性はいうまでもないが、今後中長期的に続く財

政状況のきびしさを考えれば、当然のことと言える。 
 今後同じ手法で適正化を図っていくこととなった場合、もともと総合計画か

ら事業の継続が前提となっている事業については、一律の予算削減のため、結

果的の真に必要な市民サービスの低下につながる可能性もでてくる。 
 また中長期的に財政状況を見た場合、今後は既存事業の実施を問うまでもな

く、これまで通り継続していく財源と体制を維持することが困難になっていく

可能性もある。積極的に施策・事業を絞り込み、資源を集中していかないと経

営自体が成り立たなくなる恐れもあることを視野に入れなければならない。 
 
１ 機構改革について 
   新市長のもと改革される機構改革は、市民から見える最も市政改革の骨

格部分となる。行財政改革のもと機構のスリム化が予想されるが、まず、

改革の目的、趣旨が明確でなければならない。さらに編成をかえることで

市民サービスの向上がどのように図れるのか、その効果の説明が必要であ

る。 
２ 大胆な改革の推進 
   市民の理解と協力を得るため、また継続的によりよいサービスを提供し

続けるためテーマを設定した高槻版「事業仕分け」を実施し、改善すべき

点を市民目線で明確にしていくこと。 



 

3 職員の活性化・人件費の適正化について 
今後の財政指標の動向を握る一つの重要な位置を占めるとともに、機構改

革とともに職員の適正配置・育成は、市の今後の発展の鍵を握るものである。

徹底的に現状の検証し、課題解決への道筋を明確に示すこと。 
４ 今後の財政状況への対策について 

都市経営という観点から、マニフェスト具体化にむけての責任、推進体制

を明確にし、外部有識者からの助言も含め全体を見渡すシナリオを明確に示

すこと。また、今後ますますコスト削減と、住民理解に基づく受益者負担の

適正化が求められていく。同時にそれは、市民に財政に対する正確な認識の

必要性を意味するものである。通常の広報だけではなく、財政に関する説明

会等開催するなど、市民の理解を得られるよう努力することが重要である。 
 
 
 
 
［２］東日本大震災での教訓をいかした安心・安全の体制へ 
今回の大震災は、市民の防災に対する意識を大きく変えるとともに、地域防

災計画の弱点も明らかにした。自然の災害はこれまでの想定をはるかに超えて、

いつでも起きるという認識のもと、地震・災害に強い高槻への取組みが重要で

ある。 
また防災対策とともに、市民は福島原子力発電所による放射能汚染に関して

も不安を募らせている。市民への情報提供、また市として今後、災害廃棄物の

受け入れも要請される可能性もあることから、放射能汚染に対する取り組みも

必要である。 
 

１ 自治体の役割の大きな分野である危機管理課の職員体制の増強を行うこと。

また防災会議に女性委員の登用をすると同時に、危機管理課へ女性職員を登

用し、防災対策に女性の視点をいかすこと。 
２ 地域防災計画、ハザードマップ等の見直し及び啓発の充実、及び地域ごと

の防災計画の策定をはかること。 
３ 被災者支援システムの早期導入をはかること。 
４ 住民の声をいかした避難所運営マニュアルの策定すること。防災拠点から

の運搬が不可能な場合に備えて、避難所の備蓄倉庫の備品の点検を行い、飲

料水などの整備すること。 
５ 突発的な給水不能事態での応援給水活動に対応するため、加圧給水車の配

備を行うこと 



 

６ 自主防災組織の結成の促進と、地域ごとに実効性ある防災訓練を実施し、

より多くの市民が参加できるようにすること。 
７ 学校園での教職員の防災意識の向上とともに、防災教育の実施につとめる

こと。 
8 災害発生時に必要な情報を記入する高槻版「命のパスポート」を作成し、全

市民に配布すること。 
９ 放射能汚染に対する全庁的な対策委員会の設置し、市民に周知すること。 
また放射能に対する正確な知識の伝達にも努めることが必要である。 
 
 
 
［３］指定管理者制度の運用について 
指定管理者制度は、行財政改革の主要なものであり、市は積極的にとりいれ

てきた。いうまでもなく、経費の削減と外部委託による民間のサービスの技術

をいかした業務内容にするためであるが、現状の課題解決の対策が必要である。 
 

1 市民の声、利用者の声を施設ごとに集約し検証する外部評価制度を作り、適

正な運営をはかること。 
２ 通常の業務の把握など、市としての責任の範囲を明確にすること。 
３ 経費の削減は人件費の削減となり、雇用者の働く意欲を阻害する要因にな

りかねない。しいては、利用者への不安、不満へと連動していく。入札に関

しては適正な人件費を積算するよう明示すること。 
 
 
 
〔４〕にぎわいと魅力あふれるまちづくりについて 
１ 都市の特徴を利用した活力あるまちづくりの実現のために、高槻ブランド

の確立、本市の魅力の発信・広報の充実に努めること。 
２ 本市の魅力を市内外に周知するためには、情報の収集・発信を担う部局の

設置、及び専門家・民間人のノウハウを活用すること。 
３ 「文化振興ビジョン」、「産業振興ビジョン」については、本市の新たな魅

力を引き出すためのビジョンの策定である。既存のものと異なり、高槻の特

徴・魅力があきらかになるような内容にしていただきたい。策定後の活用の

仕方、周知の方法も充分検討すること。 
 
 



 

［５］歩行者と自転車にやさしいまちづくりを目指して 
 警視庁が危険な自転車運転に対し、車両として取り締まりを強化することを

発表した。原則として自転車は車道の走行である。しかし現状では自転車の車

道走行は危険な場所が多く、しかも環境整備には相当な時間と費用が必要であ

る。 
 今後の環境問題、高齢者が増加する人口動態、道路整備に要する費用面を考

慮した場合、次世代の安全なまちづくりへの整備を計画的にしなければならな

い。歩行者の安全、自転車の運行の安全を優先したまちづくりに取り組むべき

である。 
 
1  道路の車両通行規制、いわゆる一方通行規制をすることで、車両の通行量

を減らし自転車通行の確保をすすめる。その規制に伴うボトルネックの安全

対策を優先して道路整備を計画的に行い、市民全体の安全な交通環境を整備

すること。また将来、その計画に合わせ、公営交通として市バスの路線の整

備を図ることが必要である。 
2  自転車の安全運転への啓発として、交通安全教室で「自転車免許証」の交

付をすることで、自転車が車両であることの意識を持たせること。 
 
 
 
［６］安満遺跡芝生公園等整備について 
 先の安満遺跡芝生公園等整備に関する提案については、審議内容不十分の故、

継続審査の選択となった。 
 市の貴重な財産、また大きな予算規模が予想される当該土地の利用計画の検

討経過が非常に不透明なのは、はなはだ遺憾である。 
 今後どのような経過をたどるか今のところ不明であるが、議会軽視にならな

いよう丁寧な説明と詳細な資料の提示を要望する。 
 
 
 
［７］新名神の関連するまちづくりについて 
 平成 28 年供用開始に向け、新名神のジャンクション工事が始まった。本市に

とっては、新しいまちづくりという意味で重要な時期が到来することとなる。 
 高い立地ポテンシャルを有効に活用したまちづくりが求められ、税収入の脆

弱な本市にとっては、収入源の確保も力点をおいて取り組まなければならない

課題である。しかし成合付近の整備は企業誘致も含め検討されるが、すべての



 

地元住民の意向を十分に尊重しながら、意識形成には丁寧な対応をお願いした

い。 
 
１ 法整備についてはできるだけ早期に取り組むこと。 
２ まちづくり、企業誘致については、関係機関との十分な調整、働きかけな

ど大胆に行い、市の姿勢、熱意が理解していただけるよう計画的な準備の上、

取り組むこと。 
3 インターチェンジ整備に伴うまちづくりにおいては、関係部局の蜜な連携を

はかり、プロジェクトチームを立ち上げ進めること。 
 
 
 
〔７〕高槻の副都心としての富田地域のまちづくりの推進 
 富田のまちづくりを加速化するため、未整備のターミナル型富田行政サービ

スコーナーを含めた複合庁舎の建設の推進をはかる。また、阪急富田駅高架化

事業や（府道）富田奈佐原線の早期整備を国、府に積極的な要望を行うこと。 
 
 
 
［８］子育て環境整備について 
子育て環境整備については、これまでの多種多様な事業の成果について、検

証するとともに、短期的、重点的に取り組まなければいけない。 
 

１ 保育所待機児童ゼロに向けては長年取り組んできたところであるが不況の

影響もあり、なかなか解消には至っていないのが現状である。子育て施策の

基礎的施策でもあり、重点的、かつ優先的な取り組みが必要である。 
２ 認定子ども園がスタートするが認可施設の新設、定員の増加についても積

極的に対処すること。 
３ 認定保育施設制度の更なる充実を図ること。また施設改善や保育士の処遇

改善については、認可保育所に準じて施策の充実に努めること。 
４ 病後時保育の拡充をはかること。 
５ 子育て総合支援センター「カンガルーの森」の機能の強化と適正な職員配

置に努めること。 
６ 産後ママサポート事業の継続と拡充をはかること。産後の母親の負担を具

体的に軽減するこの事業は、開始直後から評価が高い。しかし、しかし現行

の産後 5 ヶ月未満という基準については、1 歳までの利用期間の延長が最も効



 

果的であることから、期間の延長、および回数の増加を図ること。 
７ ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンの助成制度の無償

化、及び恒久化をはかること。 
８ 乳幼児医療助成制度の小学校 6 年生までの拡充と所得制限の撤廃を推進す

ること。 
９ 妊婦健診の助成額の拡充をはかること。 
10 増加している発達相談の窓口の一本化をはかるため、「子ども発達支援セン

ター」の創設を推進すること。 
  
 
 
［９］学校教育の充実について 
 本市教育委員会は、児童生徒の学力向上や学校における授業の工夫・改善の

ため、「授業改善推進事業」や「放課後学習室事業」により、教員の「授業力」

や児童生徒の「自学自習力」の向上を目指した取り組みを進めてきた。 
本年 10 月に公表された平成 23 年度「大阪府学力・学習状況調査」結果報告に

よると、課題は残しつつも、一定の成果を収めてきたものと考える。 
 
１ 団塊の世代の大幅な退職に伴い、若い教員が多くなる教育現場において、

人材の育成を図り、十分な教育がなされるよう教育委員会が責任をもって対

応すること。 
２ 現在取り組んでいる教育改革・改善事業をさらに、充実させること。 
３ 小中連携型一貫教育の推進については、平成 28 年度全校区実施に向け、特

に課題のある校区（小学校から複数学校への進学）について課題解決に向け

た取組み（研究）を早期に実施すること。 
４ 学校図書館における図書標準の達成地は、率直に評価するものであるが、

図書館の整備、人員整備において課題が残る。 
① 図書館の100万冊蔵書をいかすためのきめこまかな創意・工夫をすること。 
② 小学校図書館支援員配置により、一定の成果が収められておいる。よって

中学校図書館の図書支援員の配置すること。 
5 図書館整備計画の着実な進展をはかること。空白地。東部（五領・上牧地区）、

南東部（大冠・大塚地区）の図書館を早期建築すること。 
6 着実な校舎の耐震化工事は 27 年度完了にとらわれることなく、前倒しも踏

まえた推進とエレベーターの設置をはかること。 
7 建設から 50 年を経過する学校施設においては、老朽化に伴い経年劣化が著

しい施設の修繕改修をはかること。 



 

8 中学校給食の実施については、財政負担、品質の維持管理、職員体制等幅広

く課題を明確にし、導入すること。 
 
 
 
 
 
［10］健康都市たかつきを目指して 
１ 本市が誇る地域救急医療体制の充実をはかるべく、三島救命救急センター

と夜間応急診療所の建替えについては、一次救急と三次救急をあわせての機

能をあわせた施設にすることと早期建替え計画を検討すること。 
２ 「生活習慣病・健康管理センター」の設置の検討について、その役割、財

政負担などを考慮し、新規の建設だけでなく、多角的な検討を進めること。 
３ 受診率の向上、市民の健康増進に向け、各種健診体制の充実をはかること。 
４ ５大疾患に位置づけられる精神疾患に対して、市の役割を認識し、適切な

対応を講じること。 
 
 
 
 
〔11〕高齢者福祉について 
 人口減少・超高齢化社会の到来という大きな時代の転換にあって、高齢者の

暮らしやすさを確保するまちづくりが求められる。 
 
１ 介護予防事業の充実を図る。 
２ 地域包括センターの強化・充実を図ること。 
３ 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の見直しに伴い、地域密着型サ

ービスの基盤整備を着実に実現すること。 
４ 緊急通報システムの対象者を夫婦・実質単身者に拡充すること。 
 
 
 
 
 
 
［11］ごみ処理施設更新事業について 



 

昨年の 6 月以降、議会に報告が無い状況が続いている。ＤＢＯ方式の検討経

過、課題を提示することで、議論を一歩でもすすめるべきである。住民への理

解、市民への周知など時間をかけて取り組みことが重要である。住民の不安、

声を考慮しながら、検討をすすめるべきである。 
 
 
 
〔12〕快適都市たかつきを目指して 
  喫緊の課題について他市に先駆けて取り組むことで、本市の方向性を市民    
 にアピールすることが重要である。 
1 快適な環境づくりと近年の課題となっている熱中症対策として、屋外スポー

ツ施設等にドライミストの導入を図ること。 
2 「スポーツ振興基本条例」の早期策定をはかること。 
3 「住みやすさナンバーワン」のまちを実感できる環境整備に向けた行動プラ

ンの検討をはかること。超高齢社会を迎えても、市民が健康で生きがいを持

って暮らし、「住みやすさ」を実感できる各種制度の研究を進め、自助・共助

の社会を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


