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＜平成２9 年度予算に対する提言事項＞  

 

は じ め に 

 

日本の総人口が国勢調査開始以来、初の減少に転じたことが判明。社会や経済など多

方面に及ぼす影響が懸念される中、日本の針路を示す政治の役割が、今ほど問われてい

る時はありません。今、国で重要法案が審議される中、2016 年度第 2 次補正予算が成立

しました。その予算は未来への投資を実現する経済対策として編成され、公明党が掲げて

いる「希望が、ゆきわたる国へ。」のスローガンに基づく主張が随所に反映されています。 

その中には「生活密着型インフラ整備」として、上下水道や浄化槽の整備などを主張。

特に、耐用年数を超えた水道管の老朽化による破損や水漏れトラブルの増加などの対策

が盛り込まれています。また、「1 億総活躍社会」の実現に向けた取り組みの強化、中小企

業事業者への資金繰り支援や経営力強化の推進。東日本大震災や熊本地震などの災

害復興や多様化する自然災害に備えるための施設の老朽化対策など、多岐に亘ってい

ます。これらをしっかりと見据えながら、地域が抱える諸課題に積極的に取り組んでいか

なくてはなりません。 

 我々は今後とも、「小さな声を、聴く力」をもとに現場第一主義に徹し、不変の原点であ

る「大衆とともに」の立党精神をさらに深く胸に刻み、公明党のネットワーク力を最大限に

発揮しながら、国民の信頼に基づく政治をめざしてまいりたいと思います。 

 

多田市長におかれましては、更なる行財政改革に取り組まれるとともに、市政の

発展に努められることを期待し、ここに、公明党議員団として、市民要望に基づく

「政策提言書」を提出致します。  

 平成 29 年度の予算編成にあたって、多様化する市民ニーズに応えるため、市民

生活に直結した事業の運営とキメ細やかな配慮をお願い致します。  

 

   平成 28 年 11 月  

   富田林市長  多田  利喜  殿  

 

 富田林市議会公明党議員団  

                      幹事長    高山  裕次  

                     副幹事長   草尾  勝司  

  遠藤  智子  

村山  理恵  
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＊ 重  点  項  目  （１６項目） 
 

１．本市行財政の健全化に努めると共に、行財政改革については積極的にその推

進を図ること。 
 

１．新公会計制度の導入にあたっては、専門家による職員研修を実施すること。 

併せて、事業別財務諸表を整備し、効果的に活用すること。 
 

１．こども医療費助成制度の更なる拡充（高校卒業まで）を図ること。 
 

１．地域医療の充実を目指した市民病院（富田林病院）としての体制強化と共に、

救急医療体制の充実・強化を図ること。 
 

１．広域連携も視野に入れるなど、交通不便地域・空白地域の交通対策を  

早期に講ずること。 
 

１．情報技術の進展を受けて、庁内情報化を一層推進し、「電子自治体」の実現

に努めること。 
 

１．国民健康保険の管理システムにレセプト点検の充実、効率化や情報分析等を

導入した医療費適正化に向けたシステムの構築を図ること。 
 

１．子どもから高齢者まで、魅力ある「金剛地区再生」を早期に実施し、人口増加

を目指すこと。 
 

１．地域の活性化や雇用促進のため、大型商業施設等も含めた企業の誘致に積

極的に取り組むこと。 
 

１．発達障がい児のための療育施設を早期に設置するとともに、支援教育の更な

る充実を図ること。 
 

１．高齢者が安心して暮らすため、富田林版地域包括ケアシステムの充実に取り

組み、地域に根差した施策にすること。 
 

１．子育て世代包括支援センター（富田林版ネウボラ）を立ち上げ、妊娠期から子

育て期にわたる切れ目のない支援を実施すること。  
 

１．2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会は、本市市制 70 周年に当たること

から、積極的にホストシティ・タウン構想に参加し、活性化につなげること。  
 

１．本市各施策の周知については、サービスを必要とする人に確実に伝わるよう、

広報誌や Web デザインを創意工夫し、発信力を強化すること。 
 

１．富田林の歴史と伝統を守るために、文化財保護条例の制定をすること。  

又、文化財保護のため、地域の活性化のために、日本遺産の認定に向けたプロ

ジェクトチームを発足し、積極的に取り組むこと。  
 

１．金剛地区青少年スポーツホールを多目的に利用出来るよう、新設すること。  
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＊ 市長公室関係  （５項目） 
 

１．行政パートナーシップ制度を創設し、活力あるまちづくりを推進すること。 
 

１．人口増を目的とした本市独自の施策の更なる推進と共に、シティセールスに積

極的に取り組むこと。 
 

１．女性活躍推進法の趣旨に基づき、職員研修の充実とともに、女性管理職の登

用を図ること。 
 

１．本市の政策アピールの一環として、広報誌の充実を図るとともに、市 Webサイト

のスマホ対応化を進めること。  
 

１．教育文化スポーツ等で全国大会や世界大会等に出場する市民を顕彰するとと

もに、費用等の一部を助成すること。  

 

＊ 危機管理室関係  （６項目） 
 

１．小・中学校をはじめとした各避難所の、防災用資機材及び食料備蓄の充実を

図ること。 
 

１．避難誘導のための表示板の更なる増設と充実を図ること。 
 

１．火災や土砂災害などの災害情報をサポートする体制の見直しと更なる充実に

努めること。（防災無線や防災情報音声案内サービスを除く） 
 

１．女性の視点からのきめ細かな防災体制の強化を推進すること。 
 

１．市独自の防災リーダーを作り、災害時の地域連携力を高めること。 
 

１．公共施設等の防災・減災対策の基本計画を策定すること。  

 

＊ 総務部関係  （１３項目） 
 

１．地方税源の拡充、地方交付税の改善、超過負担の解消などを引き続き国に

強く働きかけること。 
 

１．国の行政改革における国庫補助金の見直しに当って、地方に負担を転嫁する

ことのないよう国に強く働きかけること。 
 

１．市域に有る［国・府の遊休地］の総点検を実施し、市有地としての確保に努め

ること。また、公有財産に対して、適正管理に努めること。 
 

１．公共工事等の発注に際しては、「改正入札契約適正化法」の趣旨に則り、透

明性の確保並びに不正行為排除の徹底、適正な施工の確保など適正化を図

ること｡ 
 

 



- 4 - 
 

１．市内住宅に入居する高齢者や子育て世帯に対する家賃補助制度や購入補助

制度の導入を検討すること。 
 

１．公害防止及び環境保全条例（枝条例）の早期制定を図るなど、環境問題に積

極的に取り組むこと。 
 

１．公共施設の照明の LED 化を推進すること。 
 

１．国の地震防災対策特別措置法の改正による耐震化補助率の引き上げなどと

併せ、公共施設の耐震化を早期に推進すること。 
 

１．大規模災害や火災などの対応として、市内北部地域の状況がリアルタイムに

把握できる高所監視用カメラ（金剛東配水池に設置されている機器と同程度も

の）の設置を図ること。 
 

１．女性活躍推進法に基づき、女性が働きやすい環境づくりのために、各種女性

施策の充実を図ること。 

また、女性の職業生活における活躍についての推進協議会の策定を図ること。  
 

１．ユニバーサルデザインの精神に基づいた行政運営に努めること。  
 

１．金剛駅周辺地区の防犯対策として、警察と地域住民の連携による「地域安

心・安全ステーション」を設置すること。  
 

１．事務事業評価表の作成に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを活用し、事業の課題

や今後の取組みについても表示すること。 

 

＊ 子育て福祉部関係  （６項目） 
 

１．生活つなぎ資金の貸付金額の増加（現行最高 20 万円を 30 万円に）と共に、

貸し付け条件の緩和を図ること。 
 

１．社会保障拡充に向け低所得者世帯に対し市独自の軽減措置を講ずること。 
 

１．子ども・子育て支援 3 法に基づき、子育て支援の更なる充実と認定こども園の

創設を図ること。 
 

１．障がい者給付金の充実等、様々な障がい児者支援施策を強力に推進する 

こと。 
 

１．私立幼稚園の就園奨励費補助金の増額を図り、公・私保護者負担の格差是

正に努めること。 
 

１．学童保育の施設整備と、室内の備品の落下・転倒防止など、災害対策を図る

こと。 
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＊ 健康推進部関係  （８項目） 
 

１．国民健康保険会計の健全化を図るため、国庫負担の増額を国に強く要望する

こと。 
 

１．シルバー人材センターの育成指導を強化し運営の効率化と充実を図ること。 
 

１．「老人憩いの家」を小学校区単位に建設促進を図ること。 
 

１．アレルギー性疾患の対応の充実を図ること｡  （学校・保育園・幼稚園でのアレ

ルギー対応を含む） 
 

１．女性特有のがん対策の受診率向上を目指し、受診勧奨（コール・リコール）など

施策の充実を図ること。 
 

１．富田林病院の処方薬に、ジェネリック医薬品の更なる活用を図ること。 
 

１．胃がんリスク（ABC）検診の助成制度を創設すること。  
 

１．福祉の手引きにある各種サービスについては、利用者の意見に耳を傾け、きめ

細やかな対応を図ること。  

 

＊ まちづくり政策部関係  （１５項目） 
 

１．小規模事業者によるミニ開発に対する指導強化を図ること。 
 

１．本市活性化のため市街化調整区域については現状に即した見直しを含め、検

討を加えること。 
 

１．一般市道にＬＥＤの安全灯・街路灯の設置を行ない、定期的に保守・点検を実

施する事。尚、市内の各所管道路については、市民の安全・福祉向上の為、街

路灯を一定区域以外にも万遍なく設置するよう、国・府に対し強く要望するこ

と。 
 

１．河川堤防を市道認定するために引き続き府・市協議の上、促進策を講ずるこ

と。 
 

１．街路の植樹の維持については計画的に実施し、国道・府道についても同様の

要望を行うこと。 
 

１．高齢者や障がい者等が行動しやすいように、傷んだ歩道の早期補修や拡幅な

ど、道路の環境整備を進めること。 
 

１．歩道の新設や再整備にあたっては、ベンチのある休憩スポットの設置や公共用

地残余地を活用したポケットパーク事業の推進を図ること。 
 

１．視力障がい者用信号機の設置を警察に要望するとともに、点字ブロックを増設

し、保守点検に努めること。 
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１．市内要所の市道歩道敷きにインターロッキング舗装の導入を図ること。 
 

１．市内全域の交通安全対策などを図るため危険箇所に横断歩道、ガードレール、

安全柵及び各種道路標識を設置すること。 
 

１．災害時を考慮し、緊急車両の通行に必要な道路巾を確保する為、生活道路の

見直しを図ること。 
 

１．カーブミラーの設置にあたって従前の規則に固執せず、危険箇所においては設

置要綱の緩和など、安全面に配慮した要項の見直しを図ること。 
 

１．自転車の安全利用のため、交通ルールの広報活動の徹底や安全に通行でき  

る道路空間の整備・確保を図ること。 
 

１．通学路の安全対策について、迅速かつ計画的に実施すること。  
 

１．空き家問題の解決に向け、仮称「空き家等の適正管理に関する条例」の制定

など、空き家対策に積極的に取り組むこと。 

 

＊ 産業環境部関係  （７項目） 
 

１．地域に根ざした商工業の活性化を推進すると共に、若者の就労支援を引続き

積極的に行うこと。 
 

１．伝統産業の保護育成と後継者の確保・技術の保存および向上を図ること。 
 

１．山の傾斜地やため池等の危険箇所に災害防止対策を行うと共に、集中豪雨

などの災害対策に努めること。 
 

１．公園・児童遊園等の遊具の定期点検と樹木の維持管理に引続き努めること。 
 

１．農業振興を図るために、技術支援や継承者の育成など、農業施策の充実に努

め、地域ブランドの積極的な推進と６次産業の発展に引続き尽力すること。 
 

１．有害鳥獣被害の防止対策について、先進事例なども参考にしながら積極的に

取り組むこと。 
 

１．健康長寿社会を推進するため、公園に体力づくりの健康遊具を設置すること。  

 

＊ 上・下水道部関係  （５項目） 
 

１．水道料金は企業努力によって抑制するとともに、逓増制料金体制を堅持し、市

民の過重な負担にならないよう十分に検討すること。 
 

１．流域下水道の整備とそれに伴う面整備及び老朽管対策の早期促進を図る  

こと。 
 

１．河川・下排水路の安全管理、定期的浚渫事業の促進を図ること。（府・市）  
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１．公共下水道・敷地内改修に要する費用［貸付制度］の条件［保証人］の緩和を

検討すること。 
 

１．水道管の老朽化対策として、敷設替え等の管理及び耐震化対策を図るととも

に、併せて災害時の給水対策などに万全を期すこと 

 

＊ 教育委員会関係  （１８項目） 
 

１．全ての小・中学校図書室の整備充実を図ると共に、蔵書の増冊及び学校間格

差を是正するとともに、図書室の積極的活用と専任司書の配置を進めること。 
 

１．小・中学校の余裕教室については、目的に合った改修を行い、有効利用を図

る事。併せて、地域住民に積極的に開放すること。 
 

１．早期に小学校の普通教室などにエアコンの設置を図ること｡ 
 

１．小・中学校に文化・芸術をとおし、健全育成に努めるとともに、豊かな心を育む

施策を強力に推進すること。 
 

１．食育推進計画に基づいて、小・中学校児童生徒の健康保持に関する対策を

充実すること。（子どもの成人病・脊柱側腕症・肥満など） 
 

１．子どもたちへの環境教育の積極的な取り組みを図ること。 
 

１．既設校改修時においては、多様化する教育内容の充実を図り、それに適応し

た環境整備とユニークな施設整備を図ること。 
 

１．市内各スポーツ施設の整備充実と用具の点検整備を定期的に実施すること。 
 

１．グラウンドゴルフ等のスポーツ振興を図り、高齢者の介護予防や健康増進はも

とより、地域コミュニティーの向上に努めること。 
 

１．スポーツ公園多目的グランドに照明設備の設置と人口芝の敷設を図ること。 
 

１．市立図書館に図書の増冊と、利便性を図ると共に、高齢者や障がい者に好評

の大活字本の増冊を図ること。 
 

１．石川の清流に育くまれた豊かな自然環境と先人が築いた長い歴史と  

生活を、教育的観点で将来に保存展示する郷土資料館の整備を行うこと。 
 

１．学校施設の老朽化対策として、国の「長寿命化改良事業」などを積極的に  

活用し、施設の長寿命化に努めること。 
 

１．全児童を対象にした放課後「居場所づくり」事業の積極的な推進と運営面に  

おける充実強化を図ること｡ 
 

１．中学校給食の更なる喫食率の向上に積極的に努めること。 
 

１．学校ＩＣＴ事業をさらに推進し、タブレット型ＰＣを活用した授業を検討すること。 
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１．学校給食センター新設時に「（仮称）食物アレルギー対策委員会」を創設し、 

随時新たな食物アレルギーを検証し、対応できるようにすること。 

 

＊ 市民人権部関係  （５項目） 
 

１．差別問題解消のため学校・社会教育・就職等の面で機会均等を図り、差別を

目的とした悪質な営利行為に対する厳しい措置等の実現を、引続き国・府に強

く要望すること。 
 

１．地区集会所の新設について補助金の適正化を図り、集会所のない地区には

地域コミュニティーの発展の為、地元の要望を聞きながら、市がその充実に努め

ていくこと。 
 

１．富田林公園墓地の霊園使用料において、市民が利用しやすいよう、分割支払

い方式や融資制度などを新たに創設すること。 
 

１．公園墓地の使用率向上のため、募集方法を工夫し販売促進に努めること。  
 

１．コンビニエンスストアにＡＥＤの設置推進と収納業務の更なる充実を図ること。  

 

＊ 消防署関係  （５項目） 
 

１．消防体制の充実（救助隊員の増加、女性消防士の登用、消防機材の整備充

実）を図ること。 
 

１．防火水槽の充実整備及び消火栓の点検を実施し、効率的な初期消火の充実  

を期すこと。 
 

１．救急救命士の充実により、救急業務体制の更なる充実を図ること。 
 

１．各地域の防災体制（自主防災組織の設置・育成など）の確立・救助活動・避

難訓練の実施など、防災知識の普及を図ること。 
 

１．地域防災力強化のため、消防団支援法に基づき、報酬・出動手当の引き上げ

等消防団の処遇改善と装備の充実強化を図ること。 

 

 

 

以  上   


