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平成２７年度の予算要望に向けて 

 
本市では、平成２６年度までに保育所待機児童解消に向けた取組みで、一定の達成をみ

た子育て施策や、中学校給食、３５人学級等、大きく拡充された教育施策、また、あら

ゆる世代が住みやすいまちづくりの取組みや、高槻市全域を対象とした大防災訓練の実

施等、確実な実績を挙げてきたことには大きな評価ができるところです。 
しかし、これらの取組みの最終目的は、安心・安全で、一人ひとりが輝く社会であり「魅

力ある高槻」の構築、「定住人口」の増加にあります。 
 
今後の少子高齢化や人口減少社会を考えると、地方自治体に将来的な財政確保の不安を

抱かせる状況下にあります。さらに言えば、高槻市が抱えるこれからの課題は、社会イ

ンフラの整備は勿論のこと、公共施設の更新時期による建替え等での大きな財政支出が

予測される中で、多様なサービスに取組まなければいけないということ、また、その取

組みが５０年後にも訪れるという現実感もあります。 
人口減少や超高齢社会が進展するこれからをどのように迎えていくのか、生き甲斐づく

りや負担のあり方の両面から考察していかなければなりません。 
 
国は来年１０月からの消費増税１０％にむけて、経済指標を慎重に図るとされながら今

年中に判断することがベストとしています。社会保障と税の一体改革は一定の理解をさ

れながらも負担増に対しては少なからず影響はあるものと考えられます。しかし軽減税

率の考え方のように、ともに支え合う社会が重要な観点ではないでしょうか。 
 
今後の取組みとして大切に思うことは、社会での支え合いである「共助」の考え方と「将

来」を見つめるまちづくりだと考えます。その上で、濱田剛史市政の４年間の取組みを

評価しつつ、来年度以降は、真に健全な財政運営と高槻市の魅力を活かしながら「とも

に夢が叶えられる」高槻のまちづくりに向けて、引き続き全力で取組んで頂けることを

期待し、平成２７年度高槻市政の施策と予算編成に関する要望書と致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２６年９月５日 
高槻市公明党議員団 
代 表  藤田 頼夫 
幹事長  吉田 章浩 
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【重点実施項目】 

 
Ⅰ．行財政改革と人材育成の取組み 

昭和５８年より黒字経営の行財政運営を行っていますが、経常収支比率は高 
い水準にあるものの今後の公共施設の老朽化や耐震化等の対策事業では大き 
な財政支出が予測され全体事業のあり方が重要になってきます。 
会計制度の見直しをはじめ、行政財産の適切な整理や公共施設の計画的な建替

え、機構改革による組織の効率化、第２次営業戦略に向けても新たな定住人口

施策に対する効果・効率的な取組みが必要となってきます。 
また、人口減少社会や超高齢社会が進展する中での職員のあり方も変化してく

るものと考え、人材の育成は急務であり今後の適切な取組みを強く求めます。 
 
Ⅱ．防災・減災対策と安心・安全なまちづくり 

南海トラフの地震対策の取組みをはじめ、地球温暖化や異常気象での全国的

な集中豪雨による災害が私たちの安心・安全を脅かす状況となっています。 
また、交通災害では交通事故が減少傾向にある中でも自転車事故が社会問題

化しています。防災等のこれからの取組みのキーワードは「共助」であり、

事業の促進が不可欠で取組みの加速化が重要です。 
特に市民意識では災害等に対する危機感は変化してきており、子ども、若者

女性、高齢者の世代を越えたさらなる防災等への強力な取組みを要望致しま

す。 
 
Ⅲ．超高齢社会を迎えるために 

現在の本市高齢化率２６％は、高槻市としての高齢社会をどのように迎えて

いくのかという最重要の課題です。 
昭和４０年代の人口急増期からは今日の姿は予測できず、本市も発展を遂げ

てきましたが、国においても社会の姿を変化せざるを得ない状況にあり、社

会保障と税の一体改革や医療介護推進法の成立に至った経過があり、これか

らの高齢社会は医療介護を必要とする高齢者や元気な高齢者など高齢者全体

の健康を祈りながらも互助の精神と「幸齢（高齢）社会」の実現に、健康志

向を重視しながらの取組みが重要です。 
変化する国の施策を注視しながら自治体の適切な役割を向上させる事業の前

進を求めます。 
 
 
Ⅳ．さらなる子育て・教育施策と女性や若者の活躍する社会 

子育て環境の社会形態は大きく変化しています。これからの子育てや教育の

重要性はさらに増し、また、女性や若者のライフワークバランスのあり方が

さらに重要となってきています。 
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国においては、「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成する

ため、文部科学省と厚生労働省が協力し、一体型を中心とした「放課後児童

健全育成事業」及び地域住民等の参画を得ての計画的な整備等を進められる

ところです。 
本市も、新しい取組みを積極的に検討し、次代を担うグローバルな人材育成

を目指し、現在の子育てや教育等のあり方をさらに充実し進めていく年度に

しなければいけないと感じます。 
高槻の未来づくりを着実に進めて頂けるよう強く要望致します。 

 
Ⅴ．快適都市「たかつき」に向けて 

賑わいある中心市街地のさらなる活性化をはじめ、本市の歴史遺産を活かし

た交流人口の増加、文化・芸術・スポーツ等の充実を求めるとともに、生産

年齢人口の増加や積極的な企業立地の促進等で、魅力や生き甲斐など安定し

たまちづくりが重要な取組みです。また、市のシンボルとなる市民会館や市

民生活に欠かせない水道庁舎やクリーンセンターの計画的、迅速な建替えは、

本市にとっては最重要な課題です。快適都市としてのあり方を明確な将来像

を描きながら確実に進めて頂けるように強く要望致します。 
 
Ⅵ．広域行政の拡充に向けて 

人口減少社会は約５０年後の平成７２年には８千万人台と総務省は推計して

おり、国の人口増加策や本市の定住人口増加策には期待をしていますが、現

在、微減する高槻市の人口動向を注視していると、来年度以降の取組みの方

向性としても大きな視点が不可欠だと感じます。 
現在も危機管理室や消防本部、水道部等の広域行政の「生命を重視した」大

切な視点がありますが、今後の広域行政のあり方としても、関西の中央都市、

中核市としてのあり方を検討するに相応しい時期ではないかと感じます。 
本市の行財政のメリットを最優先に考えながらも無駄のない効果・効率の事

業展開の促進が、今後の重要な鍵になってくるものと感じるところで、広域

行政の適切な検討を求めます。 
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【要望項目】 

 
【１】市政運営及び行財政改革について 

 
１．予算編成改革について 

（１） 財政規律を堅持するための中期財政計画の策定 
（２） 複式簿記発生主義会計の導入促進と固定資産台帳整備等、「財政の見える化」

の促進 
 
２．行財政大綱の実施に向けて 

（１） 経営型行政運営に向けて新行政経営ビジョンの策定 
（２） これまでの「行財政推進本部」における管理報告型の検討から、民間的視点

への変更へ明確な経営会議への方針転換 
（３） 報告内容の見直し、進捗状況の報告ではなく、事業別に経営的運営への経過

報告 
（４） 任意補助金交付ガイドラインの策定 

 
３．公共施設等総合管理計画について 

（１） 庁内体制の整備、現場セクションを中心とした計画策定と総務企画部門のフ

ォロー体制の整備 
（２） 公共施設等について、次のまちづくり、市民サービスの向上に向けて、市民

により理解を得るために（仮称）「公共施設あり方特別委員会」を設置し、

検討すること 
 

４．機構改革と行政改革について 

（１） 現行の体制の検証を踏まえ、定数問題も含めた次期改革の方針の策定 

（２） 総合戦略室の総合的な役割の強化と各部門との経営的会議の促進 

（３） 子ども未来部の体制拡充 

（４） 文化スポーツ振興の取組みについて、文化とスポーツのそれぞれの役割を明

確に分ける組織化の検討 

 
５．第２次営業戦略策定に向けての総括と検討 

（１） 第１次営業戦略最終年度としての総括と、第２次営業戦略に向けて部局を超

えての取り組みの強化 
（２） 女性の視点を重視する人員の配置 
（３） 定住人口増加策の新たな展開の促進 
（４） 平成２８年度供用開始、新名神やＪＲ高槻駅ホーム拡充等の市街地整備完了

（民間含む）という同時期を利用した新たなまち開き式典等を視野に入れた

検討 
（５） ＩＣＴ（ＳＮＳ等）を活用した発信力の強化 
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６．人事政策の強化について 
（１） 本格的な高齢社会、人口減少時代を支える自治体職員としてのあり方の検討 
（２） 職員のスキルアップの徹底した体制づくり（研修の予算化等） 
（３） 努力する職員の評価制度についての促進 
（４） 女性職員の積極的な管理職登用 
（５） 良好な人材の採用（技術系の社会人採用等は経験年数の見直しや各大学との

連携、募集チラシの検討などを実施） 
 
７．総合相談窓口の充実 

（１） 市民生活相談課による総合相談窓口の強化 
（２） 支所での総合案内力強化と本庁との連携強化 
（３） ＩＣＴ活用の総合案内や「やさしい日本語」等による窓口案内 
（４） 市営葬儀の夜間予約受付制の導入（電話予約可能に） 

 
８．市民協働のひとづくり 

（１） 高齢社会の充実に向けた地域人材の登録制度の検討 
 

 

【２】災害に強いまちづくり 

 
１．防災減災対策の強化 

（１） 市民の避難訓練実施を踏まえた地区防災計画の策定 
（２） 高槻市全域防災訓練を活かした避難場所の運営と各避難所マニュアルの早

期策定 
（３） 災害時の体制・環境整備の充実 

（ＢＣＰシステム計画の早期策定・被災者支援システムの早期導入） 
（４） 女性の視点を生かした防災対策の促進と「女性防災会議」の開催 
（５） 災害時の地域との連携強化 
（６） 民間との災害時連携強化の促進 
（７） 災害緊急時の職員体制の検証 
（８） 災害見舞金支給対象者の見直し 
（９） ホームページで降雨状況がリアルタイムに確認できる「Ｘバンド」等の活用 

（１０） ＩＣＴを活用した河川水位の確認（カメラ設置での災害状況確認） 
（１１） 災害時の一時避難情報の検証と適切なエリアメールの検討 
（１２） 災害時に有効なＦＭラジオ放送の活用検討と側面的な支援 
 

 

【３】安心・安全のまちづくり 

 
１．インフラの長寿命化耐震化対策 
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（１） 補助金を活用した道路、橋梁、水路等の長寿命化等の迅速な整備促進 
  
２．継続的な集中豪雨対策 

（１） 床上、床下浸水、土砂崩れ地域の安全対策の促進 
（２） 計画的な雨水貯留槽の設置促進 
（３） 国の制度を視野に入れながら、浸水被害軽減に資する対策について市民負担

分の補助制度の創設を検討すること 
（４） 土のうステーションやウォーターゲートについては、地域の実情に応じた積

極的な対応を図ること 
 
３．自転車の安全利用対策 

（１） 自転車安全利用条例の制定を受けて（仮）「高槻市自転車利用環境実施計画」

の早期策定 
（２） 自転車レーンの整備拡充 
（３） 自転車賠償責任保険の加入促進に向けた取組み強化 
（４） 教育委員会と連携した自転車安全教育の充実 
（５） 総合的な交通安全まちづくりの促進 

 
４．新名神高速道路開発に向けて 

（１） 迅速な周辺道路整備への継続的な取組み 
 
５．副都心富田のまちづくりと安心安全 

（１） 富田の副都心としての位置付けを検証（支所のあり方や複合庁舎のあり方等

を検討） 
（２） 阪急電鉄富田駅の立体交差化事業について市が実施主体で取組んだ場合に

ついての検証と総合的な判断 
 
６．ＪＲ高槻駅の安全対策 

（１） 駅ホーム新設に併せたホームドア設置による安全対策 
（２） 駅ホーム新設後の運用形式の申入れ（安全のために全ての特急電車の停止を

要望） 
 

 

【４】快適都市「たかつき」のまちづくり 

 
１．市民会館建替えに向けての取組み 

（１） 市民会館建替えを含む城跡公園一体整備構想の促進 
（２） 特徴を活かした高槻ならではの市民会館の建設 
（３） 運営経営手法の多角的な検討 
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２．安満遺跡公園の充実 
（１） 高槻の歴史ネットワーク化を目指す公園として市域の既存施設との連携・新

事業の検討強化 
 
３．コミュニティの充実 

（１） 「私たちのコミュニティ」をはじめ、新たな地域紹介の取組みの検討 
（２） 今後の地域力拡充のための仕掛けの研究 

 
４．文化・芸術・スポーツの充実 

（１） スポーツ推進実施計画の充実（２０２０年東京オリンピック等に向けて） 
（２） 高槻市スポーツ団体協議会の体制強化 
（３） （仮称）「芥川健康散歩道」の設置 
（４） 地域「スポーツ推進員」に光を当てた連携強化 
（５） スマートフォンなどのＩＣＴ活用の検討（文化講座等の案内） 

 
５．まちの活性化、交流人口増加策への取組み 

（１） 次期、中心市街地活性化基本計画の充実 
（２） 官民施設でのＷＩ‐ＦＩ環境の充実 
（３） 摂津峡の活性化（観光バスの停車スペース等）と地域経済圏の活性化 
（４） 今城塚古代歴史館の観光施策の充実 

 
６．女性、若者等の就労支援 

（１） 高槻ワークサポートセンターの拡張や就職説明会等の周知 
（２） 障がい者等への支援強化 

 
７．クリーンセンターについて 

（１） 施設保全マニュアルの見直しと職員の育成 
（２） 一般廃棄物の処理計画見直しと、将来を見据えた第一工場の適切な建替え計

画の促進 
 
８．再生エネルギーについて 

（１） 地球環境保護に対する継続的な再生エネルギーの取組み 
 

 

【５】健康都市たかつきの充実 

 
１．今後の医療介護総合推進法成立による対応 

（１） 適切で丁寧なサービス提供とサービス内容の周知 
（２） 地域支援事業の充実（ゴミのふれあい収集の導入や生活支援、移動手段等の

総合研究） 
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（３） きめ細やかな広報と出前講座メニュー「今後の福祉」の追加 
（４） 地域包括ケアシステム構築後の充実 
（５） 新しい総合事業における「生活支援コーディネーター」については、これま

でのＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の拡充と併せて再構築を図

る 
（６） 地域包括センターの相談窓口の充実と透明性の強化 

 
２．三島救命救急センターについて 

（１） 時代変化の中での、救命救急の本来の姿や役割のあり方を検証し、（仮称）

三島地域総合救急医療センター構想を基本に内容重視の建替え計画の検討 
 
３．保健所の充実について 

（１） 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い多角的な検討を行う 
（２） アウトリーチ支援（訪問支援）の体制・連携強化 
（３） 生活困窮者自立支援法施行後の体制強化による円滑な運用 
（４） 難病医療法施行をはじめとする全体的な取組みのための保健所職員の体制

強化 
（５） 保健所の機能化については全庁的な取組みを図る 
（６） コミュニティソーシャルワーカー増員と保健所との連携強化 
（７） 精神障がい者の医療費助成 
（８） ＩＣＴ活用の健康管理を検討 

 
４．総合福祉について 

（１） 手話言語条例の制定 
（２） 要援護者避難訓練を全地域で実施 
（３） 城西庁舎を総合福祉拠点とする社会福祉会館の再整備を図る 
（４） ＩＣＴ活用の研究 

 
５．国民健康保険について 

（１） ジエネリック医薬品差額通知発行による効果額の検証と健康づくり推進課

との連携強化 
 

【６】子育てナンバーワンのまち「たかつき」 

 
１．今後の子育て支援について 

（１） 学童保育事業の居場所づくり等、今後の進め方等を検討（児童館等、他市の

状況把握） 
（２） メディア中毒対策等、園庭開放での総合的な子育て相談の取組み強化 
（３） 「子どもが主役となる拠点」の基本計画、基本設計の充実 
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２．継続的な待機児童解消 

（１） 潜在的ニーズに対応した施策の充実 
（２） 保育事業企画及び立案の総合的な体制強化 

 
３．公立幼稚園・保育園の適正化 

（１） 子ども子育て支援法を基本に今後の適切な取組みを実施 
（２） 地域生活圏としての市立保育所の役割の充実（子育て総合相談の充実や研修

センターとしての活用等） 
 

 

【７】魅力ある教育の推進 

 
１．学力向上に向けて 

（１） 学習指導要領変更に伴い「確かな国語力」「確かな英語力」を促進しグロー

バル人材の育成を図る 
（２） ＡＬＴ（アシスタントランゲージティーチャー）の増員 
（３） 「土曜日の教育活動推進プラン」を活用して、土曜授業の実施について検討 
（４） ＩＣＴを活用したデジタル教材内容の充実（教育委員会予算） 
（５） 支援学級のパソコン充実 

 
２．いじめ防止対策の推進 

（１） 早期発見が重要であり核となるコーディネーターのさらなる充実を図る 
 
３．通学路の整備について 

（１） 安全対策を講じた箇所についてはホームページでわかりやすく公開する 
 
４．教育環境の改善 

（１） 学童保育と放課後子ども教室の一体化を前提とした学校開放で、施設の有効

性を図り、総合的な子どもの育成を検討。また、地域ボランティアの見守り

力で安全性を確保する。 
（２） 支援学級には、特別支援教育士の認定者が担当するように具体的な目標設定

を図ること 
（３） 中学校図書館支援員の配置 
（４） 普通教室のエアコン更新計画の策定 
（５） 学校校舎のトイレ改修計画（試算計画書の策定） 
（６） 特別教室へのエアコン設置（試算計画書の策定） 
（７） 給食費の公金化の検討 
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５．図書館７館構想の実現 
（１） 未整備地区の早期建設 

 

 

【８】高槻市営バスの今後の取組みについて 

 
１．市営バスと今後のまちづくり 

（１） 災害対策マニュアルのホームページでの公開 
（２） 災害防止訓練の公開事業 
（３） バス停留所からの最寄の避難所案内や防災マップの表記検討 
（４） 車いすなどに優しいバス停留所に改善（未設の停留所） 
（５） サイクルアンドバスライドの拡充 

 

 

【９】水道部の今後の取組みについて 

 
１．水道庁舎等の整備について 

（１） 水道庁舎建替えの基本設計、実施設計の迅速な取組み 
（２） 人口減少社会を見据えた適切な財産整理と効率的な施設の活用（効率的な広

域行政の取組み促進） 
（３） 災害時において迅速に対応できる高い防災機能を有した水道庁舎を確立 
（４） 災害時において市民生活に直結するライフラインとしての水を安定供給で

きる市民共助も含めた拠点給水の体制整備と強化 
（５） 下水道統合を視野にいれた効率的な経営拠点の検討 
（６） 災害時の樫田地区対策の検討 
（７） 施設の耐震化や老朽管の計画的な更新事業の展開 
（８） 適切な水道料金の維持努力 

 

 

【１０】消防本部の取組みについて 

 
１． 
消防・救急環境のさらなる充実 

（１） 消防署員の人員体制の強化 
（２） 火災予防の普及啓発活動等のさらなる充実 
（３） 広域行政活動の強化促進 

 


