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平成２８年度当初予算編成に対する要望

日本の景気は、実質賃金の伸び悩みに伴う個人消費の低迷や建築費の高騰、中

国の景気減速などに伴う輸出減少、民間在庫の増加などにより、横ばいで低迷、

足踏み状態にあります。政府には経済の好循環を着実に動かし、日本経済に力強

さを取り戻すための成長戦略と、骨太な経済財政運営が望まれるところです。

本市における財政状況は、平成２６年度決算において、一般会計と特別会計

の総額では、実質収支・単年度収支とも黒字ではありますが、経常収支比率は４

年連続で悪化しており、財政の硬直化は依然として続いている状態であります。

そうした中、年々増加する社会保障費、医療費、公共施設の維持・更新費への対

応や、新統合病院や広域ごみ処理施設の建設、子ども・子育て関連事業や中学校

給食事業など、大きな財源を必要とする事業を着実に推進するために、安定的か

つ持続可能な財政基盤を構築していくことが不可欠であります。 岡田市長には、

「地方創生」の政策を柱に「いつまでも住み続けたい、ウェルネス都市加古川」

を実現するため、柔軟な発想と強いリーダーシップを発揮し、市政運営に取り組

まれることを期待いたします。

われわれ加古川市議会公明党議員団は、『生活者の目線』『庶民の目線』『現

場の目線』を大事にする視点から、平成２８年度予算編成に対し以下の項目を掲

げ、各部局の具体的施策の実現を強く要望いたします。
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I．総務・教育関係

1. 議 会

1. 議会事務局体制を強化すること。

（1）人員を増強すること。

（2）機能の強化を図ること。

2. ＩＣＴ化の推進を図ること。

2. 企画部

1. 行財政の地方分権化と地方自治の確立をめざすこと。

（1）地方財政健全化法に基づく、健全化判断比率向上とともに行政サービスの

低下を招かないように努力すること。

（2）行革緊急行動計画については、広く意見を求め実施し検証すること。

2. 行財政改革の推進を図ること。

（1）行政機構の機能充実と効率化を図ること。

（2）市民意識調査やパブリックコメント制度を積極的に活用し、行政運営に反

映させること。

（3）指定管理者制度の円滑な運用を図ること。

①市民サービスの向上を図ること。

3. 人口減少・少子高齢社会に対応できるまちづくりの推進を図ること。

（1）地方中枢拠点都市制度の活用で、より良いまちづくりを推進すること。

（2）二市二町の連携を更に強化すること。

（3）地域で支える協働型福祉社会の推進を図ること。

（4）ボランティア型ポイント制度の導入を図ること。

（5）２４時間健康相談体制の構築を図ること。

4. ＩＣＴ（情報通信技術）の推進を図ること。

（1）電子自治体の充実を図ること。

（2）ユビキタス社会構築に向けてシステム導入を促進すること。

（3）ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を拡充し、有効な活用を

図ること。
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（4）労務管理の効率化を図るためＩＣカードの導入を推進すること。

5. 男女共同参画社会の推進を図ること。

（1）ワーク・ライフ・バランスの取り組みの推進を図ること。

6. 公共料金改定時には、市民負担に配慮すること。

7. 東西市民病院の跡地利用については、市民ニーズに応じた有効な活用を図るこ

と。

3. 総務部

1. 職員の人材育成強化を図ること。

（1）市民サービスの向上を図るため、職員の資質向上と適正配置を図ること。

（2）職員の安全衛生管理の強化を図ること。

（3）女性管理職の登用を促進すること。

2. 入札・契約制度の公正且つ適正化を図ること。

3. 防災・減災に向けたアセットマネジメント計画の推進を図ること。

4. 防災・減災体制の確立を図ること。

（1）防災施設や資器材の整備を図ること。

（2）地域力を高めるため、自主防災組織の育成と協働による地域防災力の更な

る向上を図ること。

（3）避難所の充実を図ること。

①福祉避難所の体制整備を図ること。

（4）女性の視点を活かした防災対策の推進を図ること。

（5）災害時要援護者避難支援制度の充実を図ること。

（6）防災訓練（ＤＩＧ、ＨＵＧ等）と防災教育の充実を図ること。

①防災士の育成を図ること。

5. 防災・防犯等の情報伝達の充実を図ること。

（1）緊急地震速報の充実を図ること。

（2）河川氾濫予測システムの活用を図ること。

（3）災害時の情報伝達手段として、町内会放送設備の活用を検討すること。
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4. 税務部

1. 的確な課税客体の把握と自主財源の確保に努めること。

2. 市民の義務と税の公平性を明確にし、滞納解消に努め、収納率向上に全力を尽

くすこと。

3. 債権管理条例を制定すること。

5. 消防本部

1. 消防力の整備充実と防災対策及び、査察の強化を図ること。

（1）消防施設や機動力の増強を図ること。

（2）化学消防に対しての機能の強化・充実を図ること。

（3）消防水利施設の整備を図ると共に、常に点検を実施すること。

（4）高層ビル等の火災予防対策の強化を図ること。

①予防査察の強化を図ること。(雑居ビル、化学工場等の特別査察の強化)

（5）消火困難地域の防火体制の強化を図ること。

（6）自然火災や不審火等への防火安全対策を図ること。

2. 市民の生命と財産を守る災害対策の充実を図ること。

（1）住民の防災意識の高揚を図るため、防災訓練と教育の徹底を図ること。

（2）石油化学施設など防災体制の強化を図ること。

（3）震災対策の強化を図ること。

（4）水害対策の強化を図ること。

（5）救急医療体制を強化充実すること。

①救急救命士の育成を図ること。

②広域救急搬送情報共有システムの導入を推進すること。

（6）女性消防士を積極的に採用すること。

（7）住民の救命措置の訓練と教育の徹底を図ること。

①ＡＥＤの普及促進と定期的な講習を実施すること。

（8）住宅用火災警報器設置を促進すること。
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5. 教育総務部

1. 子ども・子育て支援制度に基づき、就学前教育の充実を図ること。

（1）２年保育希望者の完全入園を図ること。

（2）幼児教育費の負担軽減を図ること。

2. 義務教育の充実を図ること。

（1）教育費負担の軽減と、特別教育活動等に要する費用の無償化を図ること。

（2）中学校給食の早期実施を図ること。

（3）猛暑対策や学習環境改善の為、全教室に空調設備を設置すること。

（4）学校健診の内容の充実を図ること。

（5）学校園の安全管理と衛生管理対策の強化を図ること。

（6）ＡＥＤの複数設置を図ること。

（7）きめ細やかなアレルギー対策の充実を図ること。

（8）エコスクールの取り組みを充実・強化すること。

（9）児童クラブの拡充と放課後子供プランの充実を図ること。

（10）交通安全教育の充実を図ること。

①交通規則（自転車等）の周知とマナー向上の徹底に努めること。

6. 教育指導部

1. 義務教育の充実を図ること。

（1）教職員の資質の向上を図ること。

（2）トライやるウイーク、自然学校等の体験学習の充実を図ること。

（3）英語教育と国際交流の充実を図ること。

（4）読書運動の推進を図ること。

（5）学校図書館の整備充実を図ること。

（6）ＩＣＴ教育の充実を図ること。

（7）キャリア教育の充実強化を図ること。

（8）部活動等に十分な予算と学校施設費の増額を図ること。

（9）部活動指導員を積極的に配置すること。

2. 特別支援教育の充実を図ること。

（1）就学、進路指導の適正化を図るため、教育相談を充実すること。
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（2）教育内容の充実を図ること。

（3）教職員の適正配置を図ること。

（4）通学支援の充実を図ること。

3. いじめ、自殺、不登校、校内暴力等の対策を強化すること。

（1）いじめや不登校の未然防止と早期発見に努めること。

（2）いじめ･犯罪などにつながる「ネットトラブル」の対策強化を図ること。

4. 学校園における防災教育の強化を図ること。

5. 認知症や障がい者など、弱者に対する理解を深める教育を推進すること。

6. 生涯学習活動の推進を図ること。

（1）生涯学習施設の整備拡充を図ること。

（2）各種学習活動の推進を図るため、指導者の育成を図ること。

7. 地域総がかりで青少年の健全育成を積極的に推進すること。

（1）中学校区連携ユニット１２の充実を図ること。

（2）保護者の教育相談活動の充実を図ること。

（3）青少年活動の充実と指導者の育成を図ること。

（4）｢少年を守る店｣運動を積極的に推進すること。

（5）こども１１０番事業の内容の精査と充実を図ること。

（6）薬物に関する防止対策の強化を図ること。

8. 文化財の調査研究と保存強化を図ること。

9. スポーツ、レクリエーション活動を推進すること。

（1）生涯スポーツ指導者の育成と増員を図ること。

（2）総合型地域スポーツクラブの育成充実を図ること。

10. 図書館機能の充実を図ること。

（1）各公民館等とのネットワークを強化し、貸出返却体制の充実を図ること。

（2）Ｗｅｂ図書館の導入を図ること。



- 7 -

II．建設・経済関係

1. 地域振興部

1. 商工業の振興により活気あるまちづくりを推進すること。

（1）中心市街地活性化事業を推進すること。

（2）小規模事業者の活性化を図ること。

2. 中小企業、地場産業の活性化を図ること。

（1）中小企業の経営基盤の強化と安定を図ること。

①経営相談、雇用の安定化、融資制度の拡充等を図ること。

（2）起業者支援の促進を図ること。

3. 勤労者対策の充実を図ること。

（1）住宅施策の拡充を図ること。

4. 雇用対策を図ること。

（1）若年者雇用（ニート、フリーター）対策を積極的に図ること。

（2）再就職支援の拡充を図ること。

（3）高齢者・障がい者雇用対策を積極的に図ること。

5. 公設地方卸売市場の活性化を図ること。

（1）望ましい市場の方向性を早期決定すること。

（2）施設の整備、充実を図ること。

（3）市場まつりの振興と支援を図ること。

6. 特色ある農林水産業の振興を図ること。

（1）農業生産技術の開発、改良農業経営の体質改善を図ること。

（2）用水、ほ場、農道整備等の基盤整備事業を積極的に推進すること。

（3）農業法人への積極的な支援や担い手の育成を図ること。

（4）治山事業の充実を図ること。

（5）有害鳥獣対策の強化を図ること。

（6）栽培型水産業の振興を図ること。

7. 観光事業を推進すること。

（1）観光協会の支援強化を図ること。

（2）観光大使を通じて積極的にPRすること。

（3）「地場産業活性化」事業を積極的に推進すること。
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（4）加古川魅力発信事業を積極的に推進すること。

8. 国内・国際交流の促進を図ること。

9. 文化・芸術・スポーツ事業の充実を図ること。

（1）各種文化・芸術団体への支援を拡充すること。

（2）「棋士のまち加古川」の充実とＰＲの強化を図ること。

（3）ツーデーマーチ・市民レガッタ等の各種イベントを拡充すること。

（4）文化・スポーツ施設等の充実とバリアフリー化を図ること。

10. ウェルネススポーツ推進事業の充実を図ること。

2. 建設部

1. 社会的インフラの総点検を図ること。

（1）路面下等の空洞化調査と対策を図ること。

2. 都市計画道路の整備等、総合的な道路計画を積極的に推進すること。

3. 交通安全対策の強化を図ること。

（1）高齢者、子ども、障がい者に配慮した交通安全対策を強化すること。

（2）交差点改良事業の推進を図ること。

（3）通学路整備事業の推進を図ること。

（4）道路危険箇所の交通安全施設を整備すること。

（5）自転車専用レーンの整備を促進すること。

4. 良好な住宅を確保し、市民の住宅供給に対応すること。

（1）公共住宅の供給拡大を推進すること。

（2）家賃補助制度の創設を図ること。

（3）市営住宅のバリアフリー化と耐震化を促進すること。

（4）公平性･公正性の観点から外部委託も視野に入れ、収納率向上を図ること。

5. 緑化事業の推進を図ること。

6. 加古川河川敷緑地及び各種公園の整備・充実を図ること。

7. 魅力ある権現総合公園事業の早期整備を図ること。

8. 防災・減災と生活を中心とした河川の改修整備を促進すること。

（1）市民生活の安全と自然環境に配慮した河川の整備を促進すること。

（2）集中豪雨等の治水対策を積極的に促進すること。

（3）県管理河川の整備やヘドロの浚渫を、県に対し積極的に要望すること。
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（4）津波・高潮対策事業を推進すること。

9. 教育施設の充実を図ること。

（1）更なる耐震対策(非構造部材）を図ること。

（2）老朽施設の改修を図ること。

（3）防災機能の強化を図ること。

（4）トイレの改修整備を図ること。

3. 都市計画部

1. 市民が安心して暮らせるユニバーサルデザインのまちづくりを推進すること。

（1）公共施設等にパーキングパーミット制度の導入を図ること。

2. コミュニティ交通の積極的な整備促進を図ること。

（1）交通空白地域の解消を図ること。

（2）かこバスの更なる拡充を図ること。

①休日や時間等の増便を図ること。

（3）地域主体のデマンド交通など実効性のある施策を推進すること。

3. 個性豊かで魅力あるまちづくりを推進すること。

（1）調整区域及び用途地域の見直しを図ること。

（2）田園まちづくり制度を積極的に活用すること。

（3）都市景観形成事業を積極的に促進すること。

（4）公園墓地の整備と利便性の向上を図ること。

4. 基幹道路整備事業の積極的な推進を図ること。

（1）中心市街地活性化のため、国道2号線の拡幅と相互通行及び防災道路の延伸

を促進すること。

5. 空き家・空き地対策を積極的に図ること。

（1）空き家・空き地をつくらない為の施策の促進を図ること。

（2）空き家バンク制度等、空き家・空き地を活かす施策の拡充を図ること。

4. 上下水道局

1. 上水道整備の充実を図ること。
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（1）安全でおいしい水の供給に努めること。

（2）老朽水道管の布設替えを推進し、有収率の向上に努めること。

2. 水源の確保と渇水対策を図ること。

3. 上水道と簡易水道の早期一元化を図ること。

4. 快適で衛生的な生活環境づくりを推進すること。

（1）水洗化促進への啓発に努めること。

（2）雨水幹線整備事業の推進を強力に進めること。

（3）雨水貯留施設の普及を図ること。

5. 経営の合理化を更に進め、効率的な運営を図ること。

6. 長期的な展望にたって適正な料金設定を図ること。
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III．福祉・環境関係

1. 市民部

1. 窓口取り扱い業務の更なる充実を図ること。

（1）ワンストップサービスの導入を図ること。

2. マイナンバー制度の円滑な導入を図ること。

3. 国民健康保険事業の健全化を図るとともに、国に制度の改善を要望すること。

（1）中学３年生までの医療費完全無料化を図ること。

4. ウェルネスライフ（健康マイレージ事業）の導入を図ること。

5. 防犯のまちづくり支援事業の拡充を図ること。

6. 各種相談事業の充実を図ること。

2. 環境部

1. 環境基本条例の推進を図ること。

（1）環境監視体制の強化と環境衛生事業を推進すること。

（2）５Ｒ運動の推進を図ること。

2. 快適な生活環境を推進すること。

（1）ゴミの分別処理の徹底で資源化・減量化を図ること。

（2）ゴミステーション設置に対し、積極的な支援策を図ること。

（3）事業系ゴミの分別指導の強化を図ること。

（4）不法投棄対策の強化を図ること。

（5）ポイ捨て禁止条例の適正な運用を図ること。

（6）ペット飼養マナーの更なる向上を図ること。

3. 原発に依存しない社会の構築への取り組みを図ること。

（1）省エネルギーや再生可能エネルギー対策の推進を図ること。

①ＬＥＤ照明の普及促進を図ること。

②太陽光発電等の普及促進を図ること。

③ＥＶ車の導入を検討すること。
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3. 福祉部

1. 地域包括ケアシステムの早期構築を図ること。

（1）地域包括支援センターの拡充と機能強化を図ること。

2. 高齢者福祉施策の推進を図ること。

（1）介護保険事業の円滑な運営を図ること。

（2）介護予防施設の普及と指導体制の充実を図ること。

（3）各種高齢者対策の充実を図ること。

（4）高齢者虐待の防止と支援対策の充実を図ること。

（5）高齢者への地域支援の強化を図ること。

（6）認知症対策の充実を図ること。

3. 生活困窮者対策の充実を図ること。

（1）生活困窮者自立支援事業の更なる周知を図ること。

（2）相談体制の充実を図ること。

（3）学習支援の導入の検討を図ること。

4. 障がい者(児)福祉施策の推進を図ること。

（1）障がい者の利用者負担の軽減を図ること。

（2）障がい者の自立と雇用機会の拡大の援助を図ること。

（3）各種障がい者対策の充実を図ること。

（4）小規模作業所の支援と育成を図ること。

（5）障がい者虐待の防止と支援対策の充実を図ること。

5. 健康増進を推進すること。

（1）各種健診と予防接種の充実を図ること。

①ピロリ菌検査の導入を図ること。

（2）ガン予防と治療体制の充実を図ること。

①予防ワクチンの費用負担の軽減を図ること。

（3）うつ病・不安障がい等の総合対策の推進を図ること。

①早期発見・早期治療の推進を図ること。

②社会復帰するための支援体制の構築に取り組むこと。

（4）生活習慣病対策の充実を図ること。

①住民の生活習慣の意識向上を図ること。

②認知症予防対策の強化を図ること。

（5）食育に関する住民意識の向上を図ること。
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（6）食中毒対策の強化を図ること。

（7）薬物乱用防止対策を図ること。

6. 地域完結型医療の推進を図ること。

（1）地域の医療機関相互の連携を強化すること。

（2）地域医療体制の周知と住民意識啓発の向上に努めること。

（3）地域医療情報システムの有効活用と充実を図ること。

3. こども部

1. 児童福祉の充実を図ること。

（1）児童虐待の防止と支援対策の充実を図ること。

（2）母子・父子家庭の自立援護対策の推進を図ること。

（3）｢ウイズプラザ｣「ファミリーサポートセンター」の充実を図ること。

（4）子ども・子育て支援事業の円滑な導入を図ること。

①各園の設備の充実を図ること。

（5）障がい児保育の充実を図ること。

（6）病児・病後児保育の推進を図ること。

2. 認定こども園へ円滑な移行を図ること。

（1）待機児童の早期解消を図ること。

（2）幼保一元化については、適正な整備に努めること。

3. 各種健診と予防接種の拡充を図ること。

4. 各種相談事業の充実を図ること。
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