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（はじめに） 

平成３０年第２回議会定例会におきまして、予算をはじめとする諸議案をご審議い

ただくにあたり、新年度における市政の運営方針と予算の概要を申し上げ、市議会議

員並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

■自治体を取り巻く現状 

 さて、「平成」という時代も、今年で３０年を迎えることとなりました。 

平成元年当時における本市の人口は約６万５千人で、まだまだ人口増加のさなかに

あり、６５歳以上の割合を示す高齢化率も８％程度でございました。 

現在、高齢化率は約２７％、４人に１人が高齢者であり、社会保障のしくみでは、

高齢者１人を現役世代２人で支える時代となりました。 

 

政府においては、持続的な経済成長を成し遂げるための鍵は少子高齢化への対応で

あるとし、子育てや介護などの現役世代の不安を解消することで、希望出生率１．８、

介護離職ゼロの実現を目指すとしています。具体的には、来年１０月に予定されてい

る消費税率の引き上げを財源に、幼児教育の無償化や待機児童の解消を図るなどとし

ています。 

 

これらの政策の具体化については、本市にとっても大きな影響が生じるものであり、

今後の議論を注視してまいりたいと考えているところですが、先般、総務省から平成

２９年の住民基本台帳人口移動報告が発表されました。 

全国的な傾向としましては、三大都市圏の推移でみますと、東京圏へは２２年連続

の転入超過、大阪圏と名古屋圏は５年連続の転出超過となっており、依然として東京

一極集中の流れがあります。また、個別市町村の推移でみますと、全国の７６．３％

の市町村が転出超過であるという状況でございました。 

 

 このような中、本市においては、一年間の累計が１０５人の転入超過であるとされ

ました。その転入者の年齢別の内訳からは、３０代から４０代の若い親世代が、５歳

までの小さなお子さんと一緒に転入される傾向が見て取れます。 

ここ５年間の本市の状況は、平成２５年は－２５２人、平成２６年は－１３５人、

平成２７年は＋６７人、平成２８年は－１０人、そして昨年が＋１０５人であり、こ

れまでの転出超過から転入超過に転じたことで、本市が発表している住民基本台帳に

おける総人口も、平成２９年の年間累計は増加となりました。これは、平成２２年以

来のことでございます。 
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本市が活力あるまちとして持続し続けるためには、若い世代を呼び込み、人口減少

の流れを緩やかにすることが重要であり、市長戦略においても「住みたい、住み続け

たいまちづくり」というテーマを掲げ、重点的に取組みを進めているところでありま

す。 

全国的に自治体を取り巻く状況が厳しさを増す中、本市が子育ての地として、若い

活力のある世代から選ばれていることについて、非常に喜ばしいことと考えておりま

す。 

 

今後も、子育て世代を始め、子どもから高齢者までの全ての方々にとって、「住み

たい、住み続けたいまち」として選んでいただけるよう、「支え合う健康のまちづく

り」、「未来へつなぐ環境づくり」、「みんなで安全安心なまちづくり」を含め、市長戦

略における４つの政策の柱をしっかりと踏まえ、その進捗や成果を見定めながら、限

られた財源の中において、着実な市政運営を進めてまいりたいと考えております。 

  

「かたの」を、持続可能な形で後世に引き継いでいくためにも、社会情勢の変化を

注視しつつ、慎重かつ適確に財政運営を行っていくことが、この時代に市長の職を預

かった私の責務であると、改めて感じているところでございます。 

 

 

■全庁的に取り組むべき課題 

 さて、将来に向けて持続可能なまちを目指す中で、かねてより取り組んでまいりま

した「星田駅北エリアのまちづくり」、「公共施設の老朽化対策と再配置の具体化」は、

今後の本市のあり方に大きな影響をもたらす課題であります。 

 これまで慎重に検討・議論を積み重ねてまいりましたが、いずれも実質的かつ具体

的な段階へと進みつつありますことから、より一層、全庁的な取り組みとして進めて

まいります。 

 

「星田駅北エリアのまちづくり」につきましては、第２京阪国道開通後、資材置き

場など無秩序な土地利用の防止と、高いポテンシャルを活かした良好なまちづくりに

向けた取組みを、土地所有者や関係機関との連携のもと進めてまいりました。 

この３月末には、組合施行の土地区画整理事業を実施するにあたり、重要なステッ

プである「都市計画の決定・変更」について、大阪府及び本市において告示する運び

となりました。 
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今後も、第二京阪道路とＪＲ星田駅に囲まれた交通至便の地であるこのエリアが、

良好かつ魅力的なまちとなるよう、官民の連携のもと、着実に進めてまいります。 

 

 今後の公共施設対策につきましては、平成２８年度に策定された「公共施設等総合

管理計画」に基づき、更新時期を迎えた個々の公共施設のあり方について、市民や有

識者を交えて検討を進めてまいりました。 

これらの検討結果は、「公共施設等再配置計画」として、平成２９年度中にその方

向性をお示しするとともに、平成３０年度からは、より実質的な議論へと落とし込ん

でまいります。 

 

特に、公共施設として多くを占める市立小・中学校につきましては、平成２８年度

に策定した「学校規模適正化基本方針」に基づき、小中一貫教育導入や地域に開かれ

た学校施設のあり方についても視野に入れ、その適正配置や施設の管理方法について

検討を進めてまいりました。 

平成３０年度においては、保護者や学校関係者のご意見も十分に伺いながら、学校

施設の適正配置に向けた「学校規模適正化基本計画」、及び学校施設の管理方針を定

めた「学校施設等管理計画」として取りまとめ、新たな教育環境の整備に向けた具体

的な取組みへと進めてまいります。 

 

 我々行政には、市民の皆様の暮らしを支える上で、まちの将来を見据え、十分に議

論を重ねて計画を立て、着実に取組みを進めていく課題だけでなく、まちの現状を捉

え、今まさに取り組まなければならない課題も多くあり、特に全庁的に取り組むべき

課題として防災対策がございます。 

 

 昨年も、全国各地で自然災害が発生しました。１０月の台風２１号接近・通過に際

しましては、本市も土砂災害警戒のため、山手地域に避難勧告を発令しました。 

 災害時の初期対応から復旧・復興、命の確保から生活再建にかけて、それぞれのス

テージに応じて、自治体の果たす役割は重要であります。 

 

 昨年４月より、さらなる有事への備えと有事の際の対応の迅速化のために、危機管

理室を創設しましたが、災害を可能な限り防ぐ「防災」、人命などへの影響を可能な

限り抑える「減災」、そして、復旧・復興に向け社会的ダメージを可能な限り抑える

「縮災」に向けて、地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、大規模災害に対

し、出来る限りの備えを、全庁的に進めていきたいと考えております。 
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 時代の流れや、地方自治体を取り巻く環境をしっかりと踏まえ、本市が抱える課題

の解決や、交野の地域資源を活かした持続可能なまちの創造、また、市民の皆様の暮

らしを支える事務事業を着実に進めていくためには、行政資源（人・もの・お金・情

報）を最大限有効に活用していかなければなりません。 

 特に、財源の裏付けは重要であり、市長戦略では、「政策プラン」、「行革プラン」

とあわせて、「財政プラン」もお示ししているところであります。 

 

 これまで二次にわたる財政健全化計画により、将来負担比率は着実に減少してきま

したが、土地開発公社の負債１００億円近くを抱え、全国的には依然高い水準であり

ます。ここ最近の決算は、実質収支が黒字であり、将来に備えて基金を積み増しして

いる状況ですが、これは、健全化計画による事務事業の見直しや、市職員の大量退職

以降の採用抑制などに加え、いきいきランドやゆうゆうセンターなどに係る償還の大

部分が終了を迎えたことにより、公債費が落ち着いた時期に入ったことも要因の一つ

であります。 

ゆえに、この収支バランスは、ここしばらくの一時的なものと捉えるべきです。 

 

 実質公債費比率は、本市特有の土地開発公社に係る償還を抱え、府内市町村平均に

比べ約８％高く、これから給食センターや新ごみ処理場の償還が始まります。 

 高齢化が進むにつれ、社会保障関連の費用は今後も増加することが明らかであり、

少子化対策としての子育て支援の費用も増加しております。 

 安全・安心に向け、消防・救急体制の強化など、計画的な職員採用により、人件費

もこれから一定水準まで増加します。 

 

 財政健全化計画においては、公共施設老朽化対策について、多額の費用が見込まれ

る今後の課題としつつも、計画期間外として結果的に先送りの状態になっていました。 

 「公共施設等総合管理計画」、「公共施設等再配置計画」の検討を、これまで鋭意進

め、いよいよ事業の概要が見えてまいりましたことから、中長期的な財政見通しと財

源確保について、「財政運営基本方針」としてお示しをいたしました。 

 

「財政運営基本方針」では、現状の財政状況を踏まえたうえで、弾力性のある財政

基盤の構築と、将来に向けた財政基盤の強化という２つの視点から、財政指標上の数

値目標を掲げ、具体的な取組みを示すことと併せて、平成４０年度までの財政見通し

を試算しております。 
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試算では、平成４０年度までに累計で５０億円を超す財源が不足するとの予測とな

りました。本市の財政状況を直視し、「行革プラン」と連動した弾力性のある財政構

造、「政策プラン」と連動した将来に向けた財政基盤に向け、最善の手立てを打ちな

がら、市民生活への影響を精査しつつ、多角的な手段で財源の確保を図ってまいりま

す。 

 

議員の皆様方におかれましても、未来の交野市のために、いかにバトンをつないで

いくのかについて、建設的な議論を通して、お力をお貸しいただきますよう、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

■予算の概要 

新年度の予算につきましては、歳入の根幹をなす市税収入や地方交付税は一定確保

できているものの、社会保障関連費用の増加などの構造的要因から、厳しい予算編成

となりました。 

しかしながら、先ほどお伝え申し上げました「財政運営基本方針」を指針とし、財

政目標や中長期的な見通しを踏まえ、将来への備えをしつつも、子育て支援分野や防

災対策分野などに対するメリハリのある投資など、本市の魅力を高め、また課題を解

消するための配分となるよう編成いたしました。 
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（各セクションの重点的な取組み） 

 続きまして、各セクションにおける重点的な施策のご説明をさせていただきます。 

 

■危機管理室 

 まず、危機管理室でございますが、今年度中に、近年の地震、風水害から得られた

知見等を「地域防災計画」へ反映させる作業が完了するため、平成３０年度はこの計

画をより実効性あるものとするため、各部局における「災害応急対策活動マニュアル」

の改訂に着手してまいります。 

また、災害対策の中枢である「災害対策本部」を設置する別館及び第２別館に対し、

非常用自家発電設備を導入することで、大規模災害時における対応の迅速化を進める

とともに、行政データのサーバー電源を確保し、業務の継続が可能となる体制を整備

いたします。 

 情報システムにつきましては、組織内における情報管理を徹底するため、職員の情

報セキュリティ能力の向上を目指し、「情報セキュリティ監査」や「サイバー攻撃訓

練」等を通じた職員研修を実施してまいります。また、個別の業務システムに関しま

しては、導入・構築の段階から仕様の精査や調達方法の検討を行い、効果的なデータ

連携を図るなど、システム全体の最適化を引き続き図ってまいります。 

 

 

■総務部 

次に、総務部でございますが、人事行政については、目標管理型評価制度の勤勉手

当への反映について、平成２９年度中に一部の管理職を対象に実施したところですが、

平成３０年度からは、課長代理級までの全管理職に対象を拡大し、各部局目標との整

合と人材育成の観点を踏まえ、制度の運用に努めてまいります。 

 

産業振興・観光振興策につきましては、地方創生の取組として、地域再生計画に基

づき、本市の自然環境、交通の利便性を生かしたアウトドアプログラムである「かた

のツーリズム」の実施や、シティプロモーションの観点からＷＥＢサイトの構築等を

目指すとともに、産官学連携による「枚方・交野 天の川ツーリズム」を引き続き実

施し、地域経済及び観光の振興を進めてまいりたいと考えております。 
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■企画財政部 

 次に、企画財政部でございますが、引き続き行政経営的視点にたった市政運営を行

うため、政策・財政のコントロール機能を十分に発揮するとともに、平成３０年度は

市長戦略の最終年度となりますことから、各種施策の進捗管理や評価、今後の課題等

の整理を進めてまいります。 

また、今後も厳しい財政状況が予測される中、平成２９年度に策定しました「財政

運営基本方針」に基づき、将来の財政負担等の見通しをしっかりと踏まえ、持続可能

な財政運営を維持すべく、財政規律及び財源の確保に向けた取組みを進めてまいりま

す。 

 併せて、今後、本市の財政運営に大きな影響を及ぼす公共施設の老朽化対策等につ

いては、平成２８年度に策定した「公共施設等総合管理計画」、及び平成２９年度に

策定した「公共施設等再配置計画」に基づき、個々の公共施設の今後のあり方につい

て、企画財政部が調整役を担い、しっかりとスケジュール感をもって検討を進めてま

いります。 

 また、市の魅力発信事業、いわゆるシティプロモーション事業につきましては、本

市の定住人口を増やしていくためにも重要な取組みであり、その一つとして、平成２

９年度中には本市ホームページのリニューアルを行いますことから、今後、それらを

活用しつつ、本市の魅力アップの取組みを進めてまいりたいと考えております。 

 

 

■市民部 

 次に、市民部でございますが、マイナンバーカード交付手続きの利便性を高めるた

め、本年１月から新たに「申請時来庁方式」を実施し、従来からの「交付時来庁方式」

と併用しながら、更なる普及促進を図ってまいります。 

 

 国民健康保険では、持続可能な医療保険制度を構築するため、本年４月から大阪府

が財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、事業運

営において中心的な役割を担う所謂、広域化が実施されますことから、被保険者の皆

様に新たな制度の説明と周知に努めるとともに、保険料等の激変緩和措置を含め、適

切な国民健康保険制度の運営に取り組んでまいります。  

 また、本年３月に策定いたします「第３期特定健康診査等実施計画と第２期データ

ヘルス計画」に基づく保健事業の実施により、健康寿命の延伸及び健康保持の増進を

図り、医療費の抑制に努めてまいります。 
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■健やか部 

次に、健やか部でございますが、子ども・子育て支援につきましては、平成２９年

度において、「子ども・子育て支援事業計画」の中間年での見直しを行うとともに、

「子どもの生活実態調査」の結果をふまえ、同計画に「子どもの貧困対策」に係る具

体的な取組みを位置づけ、子ども・子育て施策全体として、その充実に向けて取り組

んでまいります。併せて、次期計画の策定に向けて、基礎資料となるアンケート調査

を実施いたします。 

 

幼児期の教育・保育につきましては、かねてより懸案事項であります、待機児童の

解消や公立認定こども園施設の老朽化、多様化する子育てニーズなどへの対策として、

平成２９年度に「認定こども園民営化基本方針」を策定し、公立認定こども園１園の

民営化に向け、取組みを進めているところです。 

平成３０年度におきましては、優良な移管事業者の選定や、移転先となる森新池の

埋め立て造成工事を実施し、円滑な移管が行われるよう準備を進めてまいります。な

お、移管に向けましては、何よりも、在園する子ども、保護者の方々への十分な配慮

が必要でありますことから、今後も、取組みの進捗に応じて、丁寧な説明に努め、保

護者の方々の不安解消に努めてまいります。 

また、市内の認定こども園等に対し、安全安心な保育環境の整備、及び業務負担の

軽減による保育士の確保、離職防止策として、ベビーセンス等のＩＣＴ機器導入への

補助を実施するとともに、保育士の保育補助者の雇上げに対する補助を実施し、全市

的な保育の質の向上に努めてまいります。 

 

保健分野につきましては、安心して産み育てることのできる環境整備の一環として、

妊娠から出産、産後の支援充実を図るため、妊婦健診の公費負担額を増額いたします。

また、出産直後の母子の健康、健やかな育ちを支援するため、産後ケア事業を視野に

入れた産婦健診の助成、及び新生児を対象とした聴覚検査への助成の検討を行い、平

成３０年度の早期実施に向け、医療機関をはじめ関係機関等との連携、調整を行い、

母子保健施策の推進に努めてまいります。 

 

健康分野につきましては、市民が心身ともに健康で、生涯を通して健やかな生活を

送ることができる環境づくりに向け、「第２期健康増進・食育推進計画」の策定に取

組み、生活習慣病をはじめとする健康課題の解決に向けた事業の推進を図ってまいり

ます。 
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■福祉部 

次に、福祉部でございますが、地域福祉施策につきましては、少子高齢化の流れが、

今後、より進展していくなか、市民の誰もが家庭や地域の中で安心した暮らしを送る

ためには、地域での繋がりを持ち、孤立を防ぐことが重要でありますことから、見守

りや支え合いといった、地域におけるセーフティネットの構築に、今後とも、努めて

まいります。 

  

生活困窮者への支援につきましては、生活保護制度の適正な運用に努めるとともに、

経済的理由等による生活困窮者に対し、経済的自立に向けた相談等の支援も含め行な

ってまいります。  

 

障がい福祉施策につきましては、大阪府の福祉医療制度の再構築により、本年４月

より、障がい者医療制度の適用対象範囲や医療費自己負担金額の改定が行われますが、

経過措置期間が設けられていることもあり、円滑な移行となるよう対応してまいりま

す。 

また、「障がい福祉計画」が、第５期計画として新たな計画実施期間を迎えると共

に、法改正に伴い、障がい児福祉に対しましても計画策定が求められることとなりま

したことから、併せて「第１期障がい児福祉計画」を策定し、取組みを進めてまいり

ます。  

これらの計画を基礎として、障がいのある方々の生活支援、暮らしの充実に努めて

まいります。  

 

高齢者福祉施策につきましては、新総合事業が前年４月から施行となりましたが、

引き続き、円滑なサービス体制の整備を図り、制度定着に努めてまいります。  

また、社会の高齢化が進むなかにおいて、介護における諸課題への対策は、今後ま

すます重要となってくるため、本年４月より改定実施となります、「高齢者保健福祉

計画及び第７期介護保険事業計画」に基づき、認知症・介護予防など高齢者施策の充

実を図るべく、関係諸機関と連携しつつ、高齢者の自立支援や地域包括ケアへの充実

に取り組んでまいります。 

 



10 

 

■環境部 

次に、環境部でございますが、これまで懸案事項であった新ごみ処理施設につき

ましては、施工業者による６ヶ月間の試運転期間も無事終了し、本年１月３１日に

施設の引き渡しを受け、２月１日より本格稼働を始めております。今後は、四條畷

市及び施設組合と協力し、施設の適正管理に努めてまいります。 

 

また、一般廃棄物の処理につきましては、市町村がその統括的な責任を有してい

るところでございますが、現時点でそのほとんどを直営方式により実施している収

集業務については、職員の退職等による人員の減少により、今後、その収集体制の

維持が困難となることが予想されます。市内の環境衛生を適正に保全するため、民

間活力の導入を含め、将来を見据えた安定的な収集体制の構築に向けて検討を進め

てまいります。 

 

施設の老朽化のため、本体機能を停止している乙辺浄化センターの更新につきま

しては、関連計画である「生活排水処理基本計画」を平成２９年度中に策定すべく

作業を進めております。今後は、下水道への希釈放流に向けて、府の関係機関等と

協議を進めるとともに、施設の更新に向けて、施設整備基本計画等を策定してまい

ります。 

 

市域の約半分を占めている山地の自然環境保全につきましては、数年前より被害

が発生していましたナラ枯れについて、緊急対策として、平成２８年度より３年間

の計画で、危険木の伐採を実施しております。現在のところ、枯れ枝の落下や倒木

による大きな被害の報告はございませんが、今後も監視等を継続し、被害の未然防

止と交野らしい環境の保全に努めてまいります。 

 

 

■都市計画部 

次に、都市計画部でございますが、市長戦略にも掲げる「星田駅北エリアのまち

づくり」につきましては、当該エリアに係る市街化区域編入などの都市計画決定・

変更がこの３月末までに告示予定であることから、星田北・高田地区及び星田駅北

地区ともに、夏頃に組合施行による土地区画整理事業が開始されるよう、組合設立

認可等に係る市の手続きを行うとともに、組合に対する技術的支援及び事業実施に

対する財政的支援を行ってまいります。 
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市内の公共交通につきましては、少子高齢化や人口減少が進展する中で、公共交

通を取り巻く環境は年々厳しさが増しており、現状の交通体系を維持していくこと

は大変な状況ではあるものの、誰もが利用できる公共交通は市民の生活にとって必

要不可欠であることから、地域の実情に合った公共交通体系の確立に向け検討を進

めてまいります。 

 

空き家等対策につきましては、平成２９年度において実施した空き家等の実態調

査の結果を基に、今後想定される課題に対する計画の策定に向けて検討を進めてま

いります。 

また、引き続き、他市在住の子育て世帯に、交野市在住の親世帯と同居、近居し

ていただけるよう「移住・定住の促進事業」を実施してまいります。 

 

市内建築物の耐震化につきましては、平成２８年度に策定した「第二次耐震改修

促進計画」に基づき、住宅においては平成３７年度までに９５％、多数の方が利用

する建築物においては平成３２年度までに９５％を目標とし、補助制度も活用しつ

つ、更なる耐震化の促進に努めてまいります。 

また、老朽化した公共施設の適切な管理を図るため、計画的な改修等のマネジメ

ントを実施してまいります。 

 

 

■都市整備部 

次に、都市整備部でございますが、災害に強いまちづくりを推進するため、京阪交

野線と府道交野久御山線の交差点部における冠水対策として、調整池(いけ)の整備に

着手することとしており、浸水被害の軽減を図ってまいります。 

 

 公園事業につきましては、平成２８年度に実施いたしました遊具点検に基づき、子

どもが安心して遊具を利用できるよう遊具の更新を行うとともに、健康増進を目的と

して健康器具の設置を行うなど、幅広い世代の方々にご活用いただけるよう整備して

まいります。 

 

下水道事業につきましては、「下水道長寿命化計画」に基づいた老朽管の更新事業

を引き続いて実施し、経済的・効果的な投資をもって下水道未整備地区の解消を図る

とともに、星田駅北エリアのまちづくりを見据えた幹線管渠の整備を進めてまいりま

す。 
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また、平成３１年４月の地方公営企業会計法の適用に向けて、円滑な法適化業務を

進めるとともに、明確な経営状況の把握を行い、下水道事業における更なる経営健全

化に努めてまいります。 

農業施策につきましては、災害に強い農業基盤をつくるため、松宝寺池において、

ため池改修工事を行います。また、市民の方々に、身近にある農業を体験してもらう

ことで、農業への理解を深めていただけるよう事業を展開し、農業者の高齢化、担い

手不足の解消へとつながるよう、引き続き取り組んでまいります。 

 

 

■教育総務室・学校規模適正化室 

次に、教育委員会部局でございますが、本市の教育、学術及び文化の振興に係る基

本理念である「教育大綱」を礎として、これまで「学校教育ビジョン」や「生涯学習

基本計画」を策定してまいったところであり、これらに基づき、具体的な教育施策の

推進を図ってまいります。 

 教育委員会を総括する教育総務室においては、組織の総合調整を図るとともに、更

なる教育委員会活動の充実、教育委員会会議の活性化を図ってまいります。 

 

また、「学校規模の適正化」につきましては、少子化に伴う児童生徒数の減少や学

校施設の老朽化に対応するため、平成２８年度に策定した「学校規模適正化基本方針」

に基づき、小中一貫教育導入や地域に開かれた学校施設の在り方についても視野に入

れ、学校施設の適正配置に向けた「学校規模適正化基本計画」及び学校施設の管理方

針を定める「学校施設等管理計画」の策定を進めてまいりました。 

平成３０年度においては、保護者や学校関係者等のご意見も十分に伺いながら、こ

れらの計画を取りまとめるとともに、新たな教育環境の整備に向けた具体的な取組み

を進めてまいります。 

 

■学校教育部 

次に、学校教育部でございますが、児童・生徒が安全・安心に学校生活を送ること

ができるよう、引き続き学校施設の維持向上、学校保健の充実に努めてまいります。 

平成２９年度には、市長戦略に基づき、学校施設の維持改善として、トイレの洋式

化、校舎の屋上防水等の学校施設の維持改善を進めて来たところです。平成３０年度

においても、引き続き残る屋上防水工事を実施するとともに、更なる教育環境の向上

を目指して、今後の活用が期待される学校図書館や、音楽室、理科室等の特別教室へ

のエアコン設置を進めてまいります。 
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学校給食につきましては、食物アレルギー対応をはじめ、安全・安心でおいしい給

食の充実に努めるとともに、学校給食費につきましては、更なる透明化を目指し、公

会計化を進めてまいります。 

 

学校教育につきましては、平成２９年度は、小学校における３５人以下学級編成を

全学年に拡大するとともに、言語活用力の向上や外国語教育の充実、プログラミング

教育の推進を小中一貫教育の柱と位置づけ、教育の質の向上に努めてまいりました。 

これらは、近隣市にはない充実した指導であり、その成果は、全国学力・学習状況

調査や大阪府中学生チャレンジテストにおいて、数値的に良好な結果として表れてお

り、また、児童・生徒が部活動や府内各種コンクールでめざましい活躍をしているこ

とからも見てとれます。 

平成３０年度においても、少人数学級編成によるきめ細かな指導、ロボット型プロ

グラミング教材の活用や英語の外部検定の導入などによる小中一貫教育の充実等、特

色のある学校教育をすすめ、学校教育の面からも「住みたい、住み続けたいまちづく

り」の実現を図ってまいります。 

 

 

■生涯学習推進部 

次に、生涯学習推進部でございますが、「交野市生涯学習基本計画」の着実な推進

に向け、施策を進めてまいります。 

とりわけ、生涯を通じた文化の振興を図るため、市民文化祭につきましては、学校

との連携を強化した形での開催を検討してまいります。 

 また、本年度から、新たに実行委員会の主催で開催される交野マラソンにつきまし

ては、地域におけるスポーツ振興の観点から、その活動の支援を行います。 

 続いて、文化財の保護につきましては、星田北・星田駅北地区における土地区画整

理事業や森新池造成工事に先立つ埋蔵文化財の調査を実施してまいります。 

 

次に、放課後の子どもの安全な居場所づくりにつきましては、フリースペースの実

施日数拡大に向けて、地域や団体等に協力を依頼し、安全管理員の増員に努めます。 

 図書館につきましては、「まちの図書館化事業」として、引き続き市内施設等に読

書棚を増設し、地域の読書活動とコミュニティーの推進に努めます。また、「子ども

読書活動推進計画」に基づき、地域において読み聞かせができる人材を育成する講座

や、市内小学校を対象に団体貸出本の配送を行い、子どもの読書活動推進を図ってま

いります。 
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■消防本部 

 次に、消防本部でございますが、救急体制につきましては、救急需要が増加する中、

円滑な救急活動に努めるとともに、高規格救急自動車の更新や、２名の救急救命士の

養成を行うなど、更なる救命率向上を目指してまいります。 

次に、火災による被害をできる限り軽減するため、住宅用火災警報器の普及啓発を

はじめ、引き続き火災予防に努めてまいります。特に、平成３０年度においては、地

域の高齢化への対応として、防火診断による高齢者世帯の見守りを実施するとともに、

広域災害への対応として、消防団員の増員を図り、地域に密着した防災活動を推進し

てまいります。 

また、消防体制につきましては、隣接地域での相互応援体制の構築などにより、消

防力の強化に努めてまいります。 

 

 

■水道局 

次に、水道局でございますが、上水道につきましては、「星の里浄水場」が本格通

水して５年が経過いたしました。この間、順調に稼働しており、自己水７、企業団水

３の割合で「おいしい水」の給水に努めております。 

当該浄水場の稼働により廃止となった私市浄水場跡地に計画している「浄水池」及

び「送水ポンプ棟」の築造工事につきましては、「浄水池」は既に完成を迎え、「送水

ポンプ棟」についても鋭意施工中であり、自己水８、企業団水２の割合での「よりお

いしい水」の給水に向けて取り組んでおります。 

なお、本市水道事業の方向性を示すため、５０年先を見据えた水道事業の理想像を

具現化するとともに、送配水管の更新・ 耐震化など当面の間に取り組むべき事項や

方策を具体的に示す「交野市新水道ビジョン」につきまして、平成２９年度より策定

作業に着手しており、平成３０年度中の策定に向け取り組んでおります。 

今後につきましても市民の皆様に、より安全で安心な水道水の安定給水に努めてま

いります。 
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（予算編成） 

 以上の方針により編成いたしました平成３０年度の各会計の当初予算は、 

 

一般会計           ２３４億８，７０２万５千円 

国民健康保険特別会計      ８６億２，０３７万３千円 

下水道事業特別会計       １６億５，３５２万３千円 

介護保険特別会計        ５９億７，５７２万４千円 

公共用地先行取得事業特別会計   ５億６，２５１万２千円 

後期高齢者医療特別会計     １４億８，８１０万５千円 

水道事業会計          ２７億８，３１７万９千円 

総 額            ４４５億７，０４４万１千円 

 

といたしました。 

 

（おわりに） 

 本年は、「市長戦略」や、「交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を軸とした

これまでの取組みが問われる年であります。 

 その進捗・成果につきましては、しっかりと取りまとめ検証し、皆様にお示しして

まいりたいと考えておりますが、過去の財政運営による制約の中、一定の成果や解決

の道筋がついたものについては、決して行政の取組みだけによるものではありません。 

 

 議会の皆様、市民の皆様のご理解と、地域や様々な団体、あるいは企業のご協力、

官民連携の中で、その成果が現れてきたものであります。 

 

 冒頭申し上げました人口移動の傾向を、これからもしっかりとした流れとし、まち

の活力を維持しながら、まちづくりの方向性や時代の変化によりこれからも生じる新

たな課題について、市民の皆様と共有し、子どもからお年寄りまでそれぞれの世代が

「住みたい」、「住み続けてよかった」と実感できるまちを目指して、組織を挙げて

全力で取り組んでまいります。 

  

議員各位並びに市民や事業者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、平成３０年度の施政方針とさせていただきます。 


