岸和田市まちづくりビジョン
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●

予算って何なん？
2011(平成23)年度～2022(平成34)年度を計画期間とする「岸和田市まちづくりビジョン（第４次
総合計画）」に掲げられた目標の達成に向け、毎年、４月から翌年の３月までの１年度間に入って
くる収入を見積り、どのような事業にどれくらい使う予定なのかを示したものが予算です。

●

どんな予算があるん？
市役所のような地方自治体は、どの収入をどこに使うのか、収入と支出の関係をはっきりさせる
ために、３つの会計（一般会計・特別会計・企業会計）に区分して予算をつくっています。

●

平成30年度の予算は？
平成30年度の当初（骨格予算※1）と６月補正予算（肉付け予算※2）の歳出（支出）予算は、す
べての会計を合わせると、市全体で1,759.8億円となっています。
病院事業会計
下水道事業会計

138.6 億円
(7.9％)

161.3 億円
(9.2％)

上水道事業会計
財産区
特別会計

64.6 億円
(3.7％)

15.2 億円
(0.9％)
個人所有でない「ため池」な
どの処分金を管理する会計
で、他の会計とは性質が違っ
ています。

企業会計
364.5 億円
(20.7％)

市全体

介護保険事業
特別会計

1,759.8 億円

168.6 億円
(9.6％)

751.9 億円
(42.7％)

(100.0％)

特別会計

後期高齢者医療
特別会計

25.3 億円
(1.4％)

一般会計

643.4 億円
(36.6％)

土地取得事業
特別会計

11.0 億円
(0.6％)
市が行う事業がスムースに進め
られるよう、事業に必要な土地を
あらかじめ購入するための会計
で、主に所有している土地を一般
会計に売った代金でまかなわれ
ます。

※１

自転車競技事業
特別会計

204.6 億円
(11.6％)

国民健康保険事業
特別会計

218.7 億円
(12.4％)

法律に基づいて、体育・社会福祉などの公益の増進や地方財政
の健全化などを目的に実施している競輪事業を行うための会
計で、主に投票券の売上収入でまかなわれています。

平成30年２月４日に市長選挙が行われ、新市長の施策方針を反映するための時間を確保できない状況であったため、経常的に必要な
経費（人件費や施設管理費など）を中心に編成した予算
※２ 骨格予算に反映しきれなかった市長の施策方針を反映して編成した予算
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高齢者や障害者、子どものための福祉事業、ごみの収集、道路や公
園の整備、学校の運営など、私たちの生活全般に関係する基本的な
仕事に使うお金を、主に皆さんが納めた税金でまかなうもので、市

751.9億円

前年度比

643.4億円

前年度比

(754.9億円) －0.4％

の仕事の中心となる会計です。

(702.8億円) －8.5％

岸和田市の特別会計
◎ 国民健康保険事業特別会計

218.7億円

◎ 自転車競技事業特別会計

204.6億円

◎ 土地取得事業特別会計

11.0億円

◎ 後期高齢者医療特別会計

25.3億円

◎ 介護保険事業特別会計

168.6億円

◎ 財 産 区 特 別 会 計

15.2億円

加入者の皆さんが支払う保険
料で支えられている国民健康
保険や介護保険、後期高齢者
医療などのように、原則、仕
事に必要なお金を特定の収入
でまかなう会計で、岸和田市
には、現在、６つの特別会計
があります。

(287.1億円)

(198.8億円)

(17.5億円)

(23.7億円)

(163.3億円)

(12.4億円)

364.5億円
民間企業と同じように、仕事
◎ 上 水 道 事 業 会 計

64.6億円

◎ 下 水 道 事 業 会 計

138.6億円

◎ 病

161.3億円

まれる収益でまかなう会計
で、岸和田市には、現在、３
つの企業会計があります。

院

事

業

会

計

(70.8億円)

(138.6億円)

(158.0億円)

1,759.8

億円

(1,825.1億円)
※（

＋2.9％

－37.1％

＋6.8％

＋3.2％

＋22.6％

前年度比

(367.4億円) －0.8％

岸和田市の企業会計
に必要なお金をその仕事で生

－23.8％

－8.8％

±0％

＋2.1％

前年度比

－3.6％

）は前年度
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●

市民一人当たりにすると？
平成30年度の市全体の予算を「岸和田市まちづくりビジョン」に掲げられた10個の基本目標ごと
に分類し、市民１人当たりに換算すると、およそ90万円となります。

基

本

目

標

平成30年度予算
市民一人当たり
億円

ま

市民一人ひとりが生涯にわたり生きがいをも
ち、より充実した人生を過ごせるまちづくりに

次世代を育てる

家族だけではなく、地域全体で子どもの心身
の健康と安全を守り、将来の岸和田を担う次
世代が健やかに育つまちづくりに

191.1

暮らしの安全性・快適性を
高める

将来の暮らしの環境をも見据えた的確な対策
を講じ、岸和田に暮らすみんなが、安全かつ
快適を実感できるまちづくりに

74.4

人も街も災害に強くする

不測の事態に備え、日ごろから危機管理意
識をもち、被害を軽減するための予防に備え
る災害に強いまちづくりに

14.6

健康を育み、地域医療を
充実させる

市民一人ひとりが心身の健康を保持し、万
一、病気やケガをしても安心して医療が受け
られるまちづくりに

192.5

海から山までをつなげ、新し
い価値と活力を創出する

海から山までの地域特性をつなげ、住みた
い、訪れたいという、個性豊かで活気のあるま
ちづくりに

29.6

豊かな自然を未来につなぐ

市民一人ひとりが自然の重要性を認識し、そ
の保全に取り組み、豊かな自然があふれるま
ちづくりに

201.5

みんながみんなを大事にし、
見守る

心豊かでゆとりある生活を実現できるように、
すべての人が互いを尊重し合い、対等に能
力と個性を発揮できるまちづくりに

647.0

市民と議会、行政が
それぞれの役割を果たす

市民と行政がお互いに主体的な役割と責任
を自覚し、地域の課題を解決していくことがで
きる仕組みづくりに

8.1

適正で、分かりやすい
行財政運営をする

市民と行政の信頼関係を高めるために、無駄
を省き、公平・公正で分かりやすい行政運営
に

381.3

ち
づ

19.2

生きがいを創造する

（19.8）

(182.6)

(80.1)

(14.1)

前年度比

円

-3.0%

9,854

＋4.7％

98,055

－7.1％

38,166

＋3.5％

7,478

＋1.8％

98,782

－14.2％

15,186

－2.4％

103,367

－8.1％

331,975

－6.9％

4,143

－1.0％

195,610

－3.6％

902,616

く
り
目
標

仕
組
み
づ
く
り
目
標

合

計

※（ ）は前年度
※平成27年国勢調査人口確定値（19万4,911人）で割っています。
※Ⅱ‐１には議員報酬等を含みます。
※合計には予備費を含みます。
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(189.1)

(34.5)

(206.4)

(704.1)

(8.7)

(385.2)

1,759.8
(1,825.1)

用語の解説
岸和田市まちづくりビジョン
岸和田市が行うすべての施策や事業の根拠となる最上
位の計画で、2011(平成23)年度から2022(平成34)年度を
計画期間としています。みんなで目指す将来の岸和田の
姿を「元気あふれる躍動都市 岸和田」とし、それを実
現するための10個のテーマ別基本目標（８個のまちづく
り目標と２個の仕組みづくり目標)を掲げ、「将来構想」
「戦略計画」「経営計画」の３つの計画で構成されてい
ます。

岸和田市まちづくりビジョン
将来構想

長期的な指針

戦略計画

中期的な目標

経営計画

短期的な施策・事業

基本目標Ⅰ－２

基本目標Ⅰ－１

生きがいを創造する

暮らしの安全性・快適性を

次世代を育てる

高める

98,055 円

9,854 円

38,166 円

(10.9％)

(1.1％)

基本目標Ⅱ－２

基本目標Ⅰ－３

(4.2％)

適正で分かりやすい

基本目標Ⅰ－４

行財政運営をする

人も街も災害に強くする

195,610 円

7,478 円

(21.7％)

(0.8％)

仕組みづくり目標

基本目標Ⅰ－５

199,753 円
(22.1％)

健康を育み、
地域医療を充実させる

市全体

98,782 円

902,616 円

基本目標Ⅱ－１

(10.9％)

(100.0％)
基本目標Ⅰ－６

市民と議会、行政が
それぞれの役割を果たす

4,143 円

702,863 円
(77.9％)

(0.5％)

海から山までをつなげ、
新しい価値と活力を創出する

まちづくり目標

15,186 円
(1.7％)

基本目標Ⅰ－８

みんながみんなを大事にし、
見守る

331,975 円

基本目標Ⅰ－７

豊かな自然を未来につなぐ

103,381 円
(11.5％)

(36.8％)

平成29年度から事業費の算出方法を変更しています。
2017（平成29）年度版経営計画から、人件費の算出方法を変更しています。事務事業ごとに
必要な工数を算出し、平均給与を掛け合わすことで、人件費を概算し、事業費に上乗せしていま
す。このことにより、これまで基本目標Ⅱ‐２に大部分を計上していた人件費をテーマ別に振り
分けることが可能となりました。
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●

本市の財政状況
本市では、今、消費税率の引き上げ延期や、国からの地方交付税の減収に加え、社会保障費の継

続的な増加などにより、非常に厳しい財政状況を迎えています。
こういった状況下で、平成28年度財政推計に基づく試算結果によると、平成30年度から平成33年
度までに約21億円の収支不足が生じることが見込まれました。これに加え、地方交付税の算定誤り
による過大交付分の返還及び後年度の下方修正の要因も重なり、今後４年間で、約56億７千万円の
収支不足が見込まれる危機的状況です。

●

岸和田市行財政再建プラン（案）の概要
見込まれる収支不足に早急かつ計画的に対応するために、「岸和田市行財政再建プラン（案）」

を策定し、これに基づく行財政改革を着実に実施していくこととしています。

【計画期間】
平成30年度（2018年度）～平成33年度（2021年度）の４年間

【基本方針】
（１）集中改革期間の重点的な財政健全化
（２）持続可能な市政運営を実現するための構造改革

●

集中改革期間の重点的な財政健全化

「岸和田市行財政再建プラン（案）
」における計画期間を「集中改革期間」とし、危機的な財政
状況を打開するため、即効性のある取組を実施します。
主な取組と想定効果額は、以下のとおりです。
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●

聖域なき、抜本的な行財政改革に取り組みます
即効性のある取組によって財政危機を回避した後も、再び同じような状況に陥らないよう、行

財政の構造改革に取り組み、持続可能な市政運営を実現します。
市では、直面する収支不足を確実に解消するとともに、持続可能な市政運営を実現するため、
行財政改革プロジェクト・チームを立ち上げました。行財政改革プロジェクト・チームでは、平
成30年度末を目処に、行財政再建プラン（案）に掲げる取組に追加して実行する財源確保策や持
続可能な財政構造に転換するための構造改革を取りまとめ、聖域なき行財政改革に取り組みます。

●

行財政改革の３つの視点
構造改革に向けた総点検と改革メニューの取りまとめについては、大きく次の３つの視点で実

施します。

◆ 民間ができることは民間に任せ、行政は規制や基準の緩和など、民間が参入しやすい環
境を整える

◆ 本市の市民サービスの水準について、人口や財政状況など同規模の自治体を調査し、比
較することで本市の規模に応じた施策に転換する

◆ 歳入の確保とともに、歳出の抑制に向けては、事業手法や費用対効果を検証した上で事
業費の縮減を図る

行財政再建プラン（案）の取組に加えて、行財政改革の３つの視点に基
づき、再度、事業の総点検を実施するとともに、効果的かつ効率的な予算
の活用を進めます。
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●

限られた資源を有効に

～選択と集中～

目指すまちの姿を実現するための中期的なシナリオと位置付けられている戦略計画は、市長が
掲げるローカルマニフェストとの連動とともに、何に重点を置くのかといった「選択と集中」を
明らかにする役割を担っています。この「選択と集中」を具現化したものが『最優先目指す成果』
『優先目指す成果』です。社会情勢、市長公約、市民意識調査を総合的に勘案し、第２期戦略計
画（H27年度～H30年度）では、以下のとおり設定しています。これらについては、本市が有する
資源を集中的に配分し、行政評価等とも連動しながら、限られた資源を効率的・効果的に活用し
ます。

◆ 子どもを生み育てやすい環境が整っている
◆ 仕事と子育てが両立できている
◆ 子どもが感受性や社会性を身につけている
◆ 市内の移動がスムースにできている

◆ 安全で快適な教室で児童・生徒が学習活動に取り組んでいる
●

主な取組を紹介
次ページから、平成30年度当初（骨格予算）及び補正予算（肉付け予算）で予定されている主
な取組の内容を紹介します。表の見方は以下のとおりです。
基本目標Ⅰ－１

生きがいを創造する

「達成された姿」ごとに分類し、該当する
事業費（30 年度当初予算額及び補正予算
額（肉付け予算）の合計）と人件費の概数
の合計を記載しています。

生涯にわたって能力を伸ばすことができている

【12 億 3,554 万円】

生涯学習に取り組む市民が増えている
【4億7,484万円】

定期講座等の実施

図書館の充実

地域課題や生活課題が多様化、細分化してきている状
況に対応できる人材の育成等に取り組むため、定期講座
をはじめ、短期講座（職業能力の開発及び向上等）
、子育
て講座、高齢者大
学等の充実を図
るとともに、さま
ざまな学習機会
や場を提供しま
す。

市民が利用しやすい図書館を目指して、図書館分館の
窓口業務を民間に
委託するとともに、
「目指す成果」ごとに細
祝日の開館や平日
分類し、該当する事業費
の開館時間の延長
の計（30 年度当初予算額
など、市民サービス
及び補正予算額（肉付け
の向上と業務の効
率化を図ります。
予算）の合計）と人件費

30 年度に予定する取組
を、文章と写真等を用
いて紹介しています。

の概数の合計を記載して
います。

スポーツを楽しむ市民が増えている
【3億2,962万円】

「スポーツ推進計画」の推進
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「スポーツ推進計画」に基づき、運動・スポーツを通
じて幼児から高齢者まで、全世代の市民がスポーツに親
しみ、体力向
上と健康づく

ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ 2021 関西
BMX 競技開催に向けた準備の推進
生涯スポーツの国際的な総合競技大会であるワールド
マスターズゲームズ2021関西の競技種目の一つであるＢ
ＭＸ競技の開催に当たり、競技の円滑な運営と地域の活

基本目標Ⅰ－１

生きがいを創造する
生涯にわたって能力を伸ばすことができている

【12 億 3,554 万円】

生涯学習に取り組む市民が増えている
【4億7,484万円】

定期講座等の実施

図書館の充実

地域課題や生活課題が多様化、細分化してきている状
況に対応できる人材の育成等に取り組むため、定期講座
をはじめ、短期講座（職業能力の開発及び向上等）、子
育て講座、高齢
者大学等の充実
を図るととも
に、さまざまな
学習機会や場を
提供します。

市民が利用しやすい図書館を目指して、図書館分館の
窓口業務を民間に
委託するととも
に、祝日の開館や
平日の開館時間の
延長など、 市民サ
ービスの向上と業
務の効率化を図り
ます。

スポーツを楽しむ市民が増えている
【3億2,962万円】

「スポーツ推進計画」の推進
「スポーツ推進計画」に基づき、運動・スポーツを通
じて幼児から高齢者まで、全世代の市民がスポーツに親
しみ、体力向
上と健康づく
りに取り組む
ことができる
よう、スポー
ツ活動に関わ
る多様な施策
を推進しま
す。

ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ 2021 関西
BMX 競技開催に向けた準備の推進
生涯スポーツの国際的な総合競技大会であるワールド
マスターズゲームズ2021関西の競技種目の一つであるＢ
ＭＸ競技の開催に当たり、競技の円滑な運営と地域の活
性化に向けた準備を進めます。

多くの市民が豊かで創造性のある芸術・文化に親しんでいる
【4億3,108万円】

「文化花咲かそう推進プラン」の推進
文化施設の機能を保持するため、施設の整備に努めます。また、「文化花咲
かそう推進プラン」に基づき、文化会館を
中心として、特に子どもたちが文化・芸術
に触れ、体験できる事業展開を行います
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誰もが活躍する場が増えている

【6 億 3,701 万円】

就労機会が確保され、市内で働く人がいきいきと働いている
【3,046万円】

就労支援の推進
関係機関と連携し、就職面接会や企業説明会を通じて地元企業の魅力を発
信するとともに、就職希望者との的確なマッチングを行い、雇用の確保・定
着を目指します。また、就労に役立つ資格取得講座やセミナー等を開催し、
就労支援を図ります。

障害者がいきいきと暮らしている
【5億4,573万円】

障害者の社会参加を促進
障害者スポーツの振興については、障害者スポーツ大会実行委員会（障害者団体）と連携
し、引き続き、国・府・阪南地区のスポーツ大会への参加支援や市主催のスポーツ競技大会の
運営を行い、障害者の機能維持向上、相互交流や社会参加の促進を図ります。また、誰もがお
互いの個性と人格を尊重して、共に生きることができる地域社会を実現するため、手話が言語
であるとの認識に基づき、手話言語条例の制定に取り組みます。

高齢者がいきいきと暮らしている
【6,082万円】

高齢者の社会参加を促進
高齢者が地域の社会活動に参加し、誰もが活躍できる社会の実現に向け、様々な支
援を実施します。

郷土への愛着心が育まれている

【4,813 万円】

郷土の文化がしっかりと引き継がれている
【4,813万円】

岸和田城庭園（八陣の庭）の保存と活用
歴史・文化を次世代へ引き継ぐため、市内の文化財を保存・活用し
た施策・事業を実施するとともに、国の指定名勝である岸和田城園庭
（八陣の庭）を適切に保存・修復し、景石の状況調査や石製標識を設
定します。
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基本目標Ⅰ－２

次世代を育てる
安心して子どもを生み育てている

【121 億 4,873 万円】

【最優先】 子どもを生み育てやすい環境が整っている
【61億5,546万円】

妊産婦・乳幼児の相談体制の充実

子ども医療費助成の推進

産前産後を通じて妊産婦が助産師や保健師等に相談で
きる体制を整えます。また、乳幼児健康診査や各種相談
等を通じて、乳幼児の健
康状態の確認や成長発達
の支援に努めます。

子育て家庭の不安や負担の軽減に向け、子ども医療費
を、引続き中学校３年生まで助成します。

入院

中学校３年生まで

通院

中学校３年生まで

子育て支援センターの充実
市内２ヶ所で開設していますが、保護者のニーズを的確に捉え、更なる事業の充実と公立保育所及び民間保育施設で
の子育て支援の充実を図ります。

母子健康包括支援センターの設置に向けた準備
妊娠期から子育て期まで、切れ目のない子育て支援を行うため、母子健康包括支援センターの開設に向けた準備を進
めます。

【最優先】 仕事と子育てが両立できている
【59億9,328万円】

保育所とチビッコホームの待機児童解消

病児保育の充実

子育て家庭が働きながら安心して子育てできるように
認定こども園の施設改修などを促進し、併せて定員の増
員も図るなど、待機児童の解消を図ります。また、「子
ども・子育て支援事業計画」に基づき、チビッコホーム
の待機児童解消に向けた取組を進めます。

３か所目の病児保育を開始するとともに、今後も利用
者のニーズや利用状況を鑑みながら、施策の充実を図り
ます。

一時預かり事業の充実
一時預かり事業の更なる充実など、保護者のニーズに
対応した保育サービスの提供に努めます。

保育に関する総合的な相談体制の充実
幼児教育や保育などの施設利用に関することや各種子
育て支援サービスの案内などについて総合的に相談に応
じる保育コンシェルジュを配置します。
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子どもの健康と安全が保たれている

【19 億 2,746 万円】

子どもの心身の健康が保たれている
【8億7,036万円】

学校給食の充実
食物アレルギーに確実に対応し、安心して学校給食が食べられるように一元管理できるシステ
ムを導入するとともに、学校での食育推進のため、地場農産物の利用拡大と定着に努めます。

子どもたちの人権と安全な生活環境が保たれている
【10億5,711万円】

子どもの安全を確保
地域の子どもは地域で守るという視点に立ち、地域住民の協力のもと、通学路の安全を見守り
ます。

子どもの個性や能力が育まれている

【41 億 5,955 万円】

等しく教育を受ける機会が保障されている
【11億3,073万円】

公立幼稚園における３歳児教育の実施
豊かな心や生きる力の基盤となる幼児教育の充実を図るため、公立幼稚園９園において３歳児
教育を実施します。

学校園の適正規模・適正配置の推進
少子化に伴い、学校園の小規模化が進む中、適正な規模と配置を考え直し、子どもたちにとって最適な教育環境を整
や伝統文化などの地域資源を生かした体験学習を取り入れるなど、特色ある教育方針を示した上で、希望する児童や保
護者に市内全域からの入学を認める小規模特認校として、来年春に開校できるよう取り組みます。

子どもが個性や能力にあった教育を受けている
【8億6,404万円】

特別支援教育の充実
障害のある子どもたちや支援を必要とする子どもたちのため、介助員や特別支援教育支援員を配置するとともに、専
門家による相談を実施するなど、特別支援教育の充実を図ります。

【優先】 安全で快適な教室で児童・生徒が学習活動に取り組んでいる
【21億6,478万円】

学校園へのエアコンの設置
子どもたちの学習の場、生活の場である普通教室等で快適な教育環境を実現するため、小中学校及び
幼稚園に空調設備整備を完了し、9月からの一斉稼働を目指すとともに、設置された空調設備の維持管理
を行います。
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岸和田の担い手が育っている

【8 億 7,618 万円】

【最優先】 子どもたちが感受性や社会性を身につけている
【1億9,624万円】

学校内における読書活動の推進
子どもたちの豊かな学びにつながる小中学校への図書
館コーディネーターの配置を継続
し、読書活動の拠点としての充実を
図るとともに、学習活動でも活用し
やすい学校図書館となるよう、機能
の充実に努めます。

理科教育等の教材・教具の充実
子どもたちの教育効果を高め、児童・生徒の基礎的・
基本的な学習理解を助ける上で重要であ
る教材・教具等の整備を図ります。

外国語活動・外国語教育の充実
小中学校ウェブページの充実

全ての中学校に半期ずつ外国語指導助手を派遣すると
ともに、授業改善のための研修会を実施するなど英語教
育の充実を図ります。また、小学校の英語教科化に向
け、児童の英語に対する興味関心を高め、教員の指導力
向上を図るため、外国語活動補
助員の派遣に加え、中学校に派
遣している外国語指導助手を各
小学校に派遣し、児童がネイテ
ィブスピーカーに触れる機会を
増やします。

家庭や地域への情報提供手段の一
つとして、必要な情報をいつでも簡
単に入手できるように各学校園のウ
ェブページの充実を図ります。

授業改善の推進
子どもたちが確かな学力を身につけることができるよ
う、小中学校に授業改善アドバイザーを派遣し、教員の
知識や技術の向上に努めます。

青少年の育成

教育コミュニティづくりの推進
放課後子ども教室や学校支援地域本部での活動を通じ
て、地域住民の教育活動への参画を促し、学校と地域が
一体となった教育コミュニティづくりを推進します。ま
た、チビッコホーム（放課後児童クラブ）との連携も推
進します。

野外活動を通じて自然とのかかわりを深め、共同生活
や仲間づくりの大切さを学ぶ場を提供するほか、キャン
プ等を実施します。

子どもたちが夢や目標をもって健全に育っている
【8,326万円】

子どもたちの健全な育成をサポート
学校内におけるいじめ防止や相談体制の充実など、各種支援を実施します。また、家庭
や地域内においても、関係団体等とも連携しながら、様々な活動を実施し、子どもたち
が、活動等を通じて、健全かつ着実に育つような環境を整えます。

あらゆる分野での人材が育っている
【5億9,668万円】

産業高等学校における人材の育成
外国語指導助手を活用し、生きた英語を習得する教育を推進します。
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基本目標Ⅰ－3

暮らしの安全性・快適性を高める
健康的で快適な暮らしができている

【69 億 6,785 万円】

生活を脅かす環境要因が改善されている
【5,785万円】

良好な生活環境の改善・維持
大気汚染や、騒音、振動など、市民の生活を脅かす環境問題に対応するため、行政だけでなく、市民・事業者も一体
となって意識を高め、良好な生活環境の改善・維持に努めます。また、災害の防止や生活環境の保全を図るため、「土
砂埋立等の規制に関する条例」を適正に運用します。

衛生的で美しい生活環境が維持されている
【1億8,430万円】

地域美化活動を支援

不法投棄の防止

「きれいなまちづくり条例」を公民協働で推進し、ご
みのポイ捨てや落書き、ペットのフンの放置等の防止に
努めるとともに、河
川の清掃活動等の地
域の美化活動を引き
続き支援します。

不法投棄防止に向けては、府や警察などの関係機関、
市民やボランティア団体との連携を図り、啓発やパトロ
ールなどの取組を強
化します。

安全でおいしい水が安定的に供給されている
【64億5,201万円】

安全で良質な水道水の安定供給
「水道ビジョン」に基づく取組を着実に進めるとともに、老朽管路等の更新や耐震化を効率的・
効果的に行うことで、災害に強い水道を推進するなど、安全で良質な水道水の供給に努めます。

良好な住環境が維持・改善されている
【2億7,369万円】

空家等の利活用の推進
「 空家等 対策計 画」 に基づ
き、市民の安全・安心を確保す
る空家等対策を推進するととも
に、空家等を活用した地域の活
性化推進に取り組みます。
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市営住宅のあり方の検討
岸和田市内の公営住宅、民間賃貸住宅の現状や将来
予測などを分析し、改めて岸和田市内に確保すべき市
営住宅の必要戸数を再度検証し、集約や建替えの方針
をつくり直す必要があることから、「市営住宅ストック
総合活用計画」を見直します。

安全な食が生産され、身近に購入できている

【2 億 9,795 万円】

地域で安全な食が生産され、消費されている
【2億9,795万円】

地産地消の推進
岸和田産農産物の情報を広く発信し、より多く市
民の理解や認識を高め、農業振興と地産地消を推進
します。また、府内有数の漁獲量を誇る水産業の振
興を支援し、地域の活性化と地場産品の定着化を図
ります。さらに、丘陵地区農整備エリアでの農業基
盤の整備を推進するとともに、農業従事者や農業団
体に加え、市民や企業の参画も得ながら、地産地消
や担い手の育成を進めます。

不安なく日常生活を送っている

【1 億 7,323 万円】

安心して消費生活を送ることができている
【2,553万円】

消費者意識の向上
巧妙化する手口による消費者被害を防止し、安心して日常生活が営めるよう、消費
者意識の啓発に努め、消費者団体との連携をより強めることにより、市民の消費生活
の安全と向上を図ります。

交通事故の不安を感じることなく外出している
【1億352万円】

交通安全対策の推進
交通安全施設を整備するとともに、運転者と歩行者が互いの立場を理解して交通安全意識
を高められるよう、正しい交通ルールの普及・啓発を推進します。

犯罪の不安を感じることなく暮らしている
【4,418万円】

防犯対策の推進
「暴力団排除条例」の推進を図るとともに、青色防犯パトロール活動に加え、犯罪情報や防犯対策についての迅速
な情報提供を行います。また、町会・自治会が設置する防犯灯や防犯カメラへの補助を継続します。
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基本目標Ⅰ－4

人も街も災害に強くする
災害に対する備えと予防ができている

【12 億 3,655 万円】

地震や台風などの災害に対する防災対策が講じられている
【1億9,356万円】

「業務継続計画」の推進

建築物の耐震化を推進

「地域防災計画」に基づき、地震津波被害の軽減に向
けた対策を進めるとともに、
「業務継続計画」に基づ
く、災害発生時の優先的に実施すべき業務について対応
できる体制の整備を図ります。

「住宅・建築物耐震改修促進計画 第2期」に基づ
き、耐震化の積極的な普及啓発に努め、耐震バンク登録
者の拡大を進めるとともに、耐震診断や耐震改修工事、
耐震シェルター設置工事、除却工事への助成を継続し、
建築物の耐震化を推進し
ます。

浸水被害を防ぐための河川整備
牛滝川等の２級河川については、引き続き積極的に、
府へ整備要望を行うとともに、準用河川轟川の整備を図
ります。

農業用排水施設の整備
災害の未然防止が強く求められる中、安定した営農活動が行える
ようにするためにも、諸井水路地区と神於山土地改良区において、
農業用排水路等を整備する土地改良施設整備事業を実施します。

火事が減っている
【10億4,299万円】

火災予防の推進

消防車両等の整備
防火意識や住宅用火災警
報器の設置率の向上に努
め、防火対象物等への立入
検査の強化や、放置ボンベ
撲滅の取組を進めます。
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消防機能が最大限発揮できる環境を整えるために、防
火水槽を補強したり、消防車両を整備します。また、災
害対応特殊ポンプ自動車及び災害対応救急自動車を更新
し
ま
す。

災害が起こったとき、迅速・的確な対応ができている

【2 億 2,107 万円】

災害被害を最小限に抑える危機管理体制が整っている
【2億2,107万円】

災害時必要物資の計画的な備蓄

消防団・水防団の充実

災害時に必要な非常食や日用
品等の重要物資、避難所の円滑
な運営に必要な物資を計画的に
備えます。

消防団・水防団を中核とした地域防災力の充実強化を
図り、地域の災害対応力を高めます。

地域防災福祉コミュニティ活動を支援
要支援者への支援の要となる防災福祉コミュニティに対
し、地域住民や関係機関と連携し、積極的な支援と育成に努
めます。地域の防災リーダーを養成する「市民ぼうさいまち
づくり学校」の継続のほか、地域で行われる訓練や防災力の
向上の取組を積極的に支援します。

J アラート受信機等の機器の更新
災害時に必要な情報を的確に伝えるため、Jアラート受信機等の機器の更新を進めます。
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基本目標Ⅰ－５

健康を育み、地域医療を充実させる
一人ひとりの健康が維持・増進されている

【20 億 5,697 万円】

市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、心身の健康が維持されている
【20億5,697万円】

健康寿命の延伸及び健康の保持・増進
感染症の発病やまん延、重症化を防ぐための予防接種事業を実施するととも
に、がん検診の受診率向上のため、個別受診勧奨の充実を図ります。特定健康
診査、人間ドックなどの疾病の発症や重症化を予防する事業を積極的に実施す
るなど、健康寿命の延伸や健康の保持・増進に努めます。

誰もが、いつでも、安心して医療が受けられる

【171 億 9,681 万円】

必要な医療が安心して受けられる
【6億343万円】

救急体制の充実
救急隊員の資質と機器の性能の向上に努め、ハード・ソフト両面
から、救急体制の充実強化を図ります。

市民病院が地域の基幹病院としての役割を果たしている
【165億9,338万円】

市民病院の充実
市民病院での高度・専門医療や救急医療を充実させるとともに、患者支援センターを拡充し、患者の入退院支援や
地域医療ネットワークの構築を推進することにより、地域の医療機関との連携を強化します。また、病院経営の効率化
を進めるとともに、医師や看護師など、医療スタッフの確保に努め、診療体制の充実による安全で安心した安定的な医
療の提供を図ります。
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基本目標Ⅰ－6

海から山までをつなげ、新しい価値と活力を創出する
多彩な地域特性を活かした景観や拠点が形成されている

【5 億 4,266 万円】

拠点の整備が計画的に進んでいる
【5億2,177万円】

春木駅・久米田駅周辺のまちづくりを推進
駅周辺地域にふさわしい安心・安全で利便性の高い
地域とするため、久米田駅周辺では駅西側改札とアク
セス道路の整備を進め、春木駅周辺では春木駅周辺ま
ちづくり基本構想に基づき、道路整備を進めます。

丘陵地区の整備推進
丘陵地区「ゆめみヶ丘岸和田」では、みどり豊かな魅力あるまちづくりを目指し、丘陵地区土地整理組合を積極的
に支援し、関係機関とも連携を図りながら、企業誘致や市有地の売却を進めます。また、定住人口の増加に向け、丘陵
地区区画整理組合と連携し、住宅メーカーへの事業用地の売却を促進し、住環境の整備を進めます。一方、自然保全エ
リアでは、伐採竹林等の有効活用による地域振興や、アドプトフォレスト活動など民間企業と連携した里山再生を図り
自然環境の保全に努めます。

良好な景観が形成されている
【2,089万円】

岸和田らしい景観の形成
「岸和田らしさ」が感じられる景観を形成するために、市民、事業者、行政
が、総合的かつ多面的にお互いの立場を理解しながら協力し、優れた景観をつく
り、守り、育む取組を進めます。
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人や物が盛んに市内を行き交っている

【17 億 3,500 万円】

【最優先】 市内の移動がスムースにできている
【17億3,500万円】

泉州山手線の整備推進及び沿道まちづくりの取組
泉州山手線は岸和田の丘陵部における広域幹線であり、沿道において住む
人、働く人を増加させる地域活性化効果をもたらす大変重要な路線です。府
による2020年度の事業着手が確実に行われるよう、これと併行した関連開発
の着実な進捗のために、土地区画整理事業の事業化に必要な調査等を実施し
ます。

「岸和田市地域公共交通網形成計画」の推進
交通とまちづくりとの一体的な取組みを進めるため、
「岸和田市地域公共交通網形成計画」に基づき、公共交
通の利便性向上施策に取り組みます。

JR 阪和線東岸和田駅付近の周辺整備
高架化の完了に引き続き、側道や駅前広場などの周辺
整備を進めます。

道路・橋りょう等の維持保全と施設改修
道路や橋りょう等の維持管理を適切に行うとともに、老朽化した施設への対応を計画的に進めます。

岸和田港福田線の整備
臨海部と丘陵地区のアクセスネットワーク機能を向上させるため、ミッシングリンクになっている岸和田港福田線
の道路整備を進めます。
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１年中を通じて多くの人が岸和田を訪れ、市民と交流している 【3 億 1,727 万円】
地域の中で多文化共生が行われている
【1,486万円】

国際交流の活性化
姉妹・友好都市間での青少年やスポーツ、文化交流等を実施するとともに、国際交流団体へ支援を行います。

市民が観光資源に親しみ、多くの観光客でにぎわっている
【3億242万円】

「第２次観光振興計画」の推進

インバウンド観光の受入れ環境の醸成

「第２次観光振興計画」に基づき、観光振興協会や商
工会議所等の関係団体と連携し、観光振興を推進しま
す。

泉州観光プロモーション推進協議会、華やいで大阪・
南泉州観光キャンペーン推進協議会、及びKIX泉州国際
マラソン実行委員会の組織を統合した一般社団法人KIX
泉州ツーリズムビューローを中心に、関連自治体や関連
団体が一体となり、観光地経営の視点から「稼ぐ力」を
引き出すことで、地域経済の活性化を図り、賑わいの創
出に取り組みます。

牛滝温泉やすらぎ荘のあり方の検討
温泉宿泊施設として市外からも多数の観光客が訪れているいよやかの郷は、市が誇る山間部の貴重な観光資源であ
り、10年間の指定管理期間が本年度末で終了します。より魅力にあふれた、多くの人でにぎわう施設となるよう、今後
のあり方について検討します。
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経済活動が活発に行われている

【3 億 6,502 万円】

多様な資源を活かしあい、市内の事業所に活気がある
【3億5,173万円】

市内企業の経営力向上
市内で創業する人に対して、初期投資の支援を行うほか、商工会議所や
地域金融機関と連携した継続的な経営支援に加え、市内企業に対しては、
販路開拓、人材獲得・育成及び技術力向上のための支援を行い、経営力向
上を図ります。また、岸和田ブランドについては引き続き市内の優れた産
品を追加認定するとともに、情報発信や販売促進の強化に努めます。

臨海部の活性化に向けたプロジェクトの推進
岸之浦町の阪南２区整備事業推進事業用地である市有地の売却を
進めながら、都市計画上の地区計画を設定し、将来の土地利用を適
切に誘導します。また、大型商業施設や浪切ホール、漁業水産施設
でにぎわう旧港地区周辺地域では、道の駅やみなとオアシスなど国
の制度を活用したさらなる魅力づくりやホテル等観光施設の誘致の
可能性について検討するとともに、大阪市夢洲への統合型リゾート
（ＩＲ）誘致を見据えた対応なども検討します。

ホテル・旅館誘の推進
地域活性化の拠点となるホテル・旅館誘致を積極的に進めます。

身近に利用できる商業施設があり、にぎわっている
【1,329万円】

商店活性化やにぎわいの創出
身近になじみのある商店があり、地域のふれあいの場所となるよう、施設維持の
支援や協働によるイベントの開催などを実施します。
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基本目標Ⅰ－7

豊かな自然を未来につなぐ
海から山までをつなぐ、水と緑のネットワークが機能している

【163 億 5,378 万円】

みどりが保全され、まちの緑化が進んでいる
【1億8,443万円】

農地の適正な保全と活用

森林の適正な保全と活用

担い手不足による遊休農地増加等、農業の抱える問題
の解消となるよう、都市住民と地域の人たちが、楽しみ
ながら交流しあえる農業体験などの取組や農空間を守り
育てる活動を進め
ます。

国土の保全、水源の涵養、土砂災害防止機能等の本来
森林の有する多面的機能が十分に発揮されるように、国
や府および市の支援のもと、放置森林等の整備を推進す
るとともに、未整備森林の解消
に努めます。

公共用水域の水質が向上している
【160億8,043万円】

下水道施設の計画的な維持管理
「管理計画基本構想」及び「ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した下
水道施設の計画的な維持管理に取り組むとともに、未整備区域の解消を進め、快適な
生活環境の向上に努めます。

自然環境が保全されている
【8,892万円】

自然環境保全活動の支援
貴重な自然との共生を目指し、里山ボランティア育成
入門講座を継続するとともに、生物多様性の保全に配慮
しながら、自然再生活動に参加する市民ボランティアや
事業者のＣＳＲ活動を支援します。

豊かな自然を活用した
情操教育・体験学習の実施
生物多様性の保全と理解につながる取組を、自然資料
館と学校園が連携して進め、本市の豊かな自然を子ども
たちの情操教育・自然体験の場として活用します。
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心安らぐ場所が身近にある

【1 億 8,880 万円】

公園を快適に利用している
【1億8,880万円】

公園の適正な管理と利活用を推進
良好なみどりを確保し、市民が安全で快適に公営を利用できるよう、「みどりの基本計画」に基づき、施設の維持修
繕に努めつつ、スポーツ関連事業と連携した各種の教室やイベントを開催するなど、多彩な利活用を推進します。

地球環境への負荷が減っている

【36 億 486 万円】

ごみの減量化・資源化が進んでいる
【35億8,212万円】

ごみの減量化・資源化と適切な処理の実施
環境への配慮を最優先した循環型社会が形成に向け、市民や事業者と協
働し、ごみの減量化・資源化を図るとともに、事業効率と高齢者などへの
配慮も含めた検証を行いながら、適正な処理と処分に努めます。

地球環境に配慮して行動している
【2,274万円】

地球温暖化対策の推進
市域内における温室効果ガスの削減に向け、温室効果ガスの排出量を低減する設備
の導入を促進し、環境にやさしい住宅並びに集会所及び地域住民のコミュニティ活動
のための施設の普及・促進や市民に対する地球温暖化対策等の環境意識の啓発を図り
ます。
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基本目標Ⅰ－8

みんながみんなを大事にし、見守る
平和の尊さが実感できている

【1,584 万円】

非核平和への市民の意識が高まっている
【1,584万円】

平和意識の高揚
市民とともに、平和を愛し、核兵器のない世界の実現に
向け、非核平和資料展をはじめ、被爆地・ヒロシマへの平
和バスや巡回平和パネル展などを実施します。

互いの人権を尊重しあっている

【7,873 万円】

あらゆる差別がなく、すべての人が互いの人権を尊重しあっている
【3,920万円】

人権擁護意識の啓発
「人権尊重のまちづくり条例」に基づいた意識啓発を推進し、人権の擁護に努めます。

男女共同参画が実感できている
【3,953万円】

「男女共同参画推進計画」の推進

被害者支援とＤＶ防止の啓発

市 民、 事業 者、教 育関係
者と連携して、「男女共同参
画推進計画」を進めます。

「ＤＶ対策基本計画」に
基づき、被害者への支援と
ＤＶ防止の啓発に努めま
す。
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ともに支えあう地域社会になっている

【292 億 969 万円】

お互いに助けあう地域の関係ができている
【6億1,186万円】

「地域福祉計画」の推進

新福祉総合センターの管理・運用

「第４次地域福祉計
画 」に 基づき 、高齢 者の
見 守り 活動等 の住民 主体
の 地域 福祉活 動を継 続的
に 支え ること ができ るよ
う 、担 い手づ くりや 仲間
づ くり を重点 項目と して
推 進し ます。 また、 時代
に 即し た地域 福祉施 策の
再 構築 も念頭 に、継 続的
に 開催 する計 画推進 検討
委 員会 におい て進捗 状況
や課題等について審議します。

地域における福祉の総合的な拠点づくりとして整備さ
れた新福祉総合センターの管理・運用を指定管理者とと
もに適正に努めます。

斎場建替えに向けた調査

市営墓地のあり方を検討

老朽化した斎場の
施設機能の保持に努
めるとともに、葬儀
や埋葬が支障なく行
われるよう、斎場の
建替えに備え、調
査・検討を進めま
す。

「墓苑基本計画」に基
づき、都市計画墓園であ
る流木墓苑の魅力を高め
る景観形成整備や市営墓
地のあり方について、検
討を進めます。

相互扶助の精神に基づき、医療保険制度が適正に運営されている
【285億9,783万円】

国民健康保険等を安定的に運営
誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制度を実現するため、府と市が共同保険者とな
って運営する新たな国民健康保険制度について、府とともに制度の安定的、効率的な運営に努めると
ともに、高齢者を対象とする医療制度の安定的な運営にも努めます。

高齢者・障害者が安心して活動している

【2,858 万円】

ユニバーサルデザイン化が進んでいる
【2,858万円】

視覚障害者の転落防止対策の推進
視覚障害者の駅ホームからの転落防止対策を推進するため、鉄道事業者が南海本線
蛸地蔵駅に設置する内方線付き点状ブロック設置工事を支援します。
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誰もが必要な支援を受けることができている

【353 億 7,276 万円】

必要な介護サービスの支援を受けられる
【186億6,396万円】

適切な介護サービスを提供
介護保険制度を安定的に運営し、質・量ともに適切な介護サービスの確保を進め、高齢者がいつまでも住み慣れた
地域で、安心して暮らし続けられる生活環境づくりを推進します。

高齢者が必要な支援を受け、安心して日常生活を送っている
【4億9,376万円】

地域包括ケアシステムの推進

年金制度の普及、周知

いきいき百歳体操の普及拡大
などに努め、介護予防を一層充
実 さ せ る と と も に 、 総 合 事業
（介護予防・日常生活支援総合
事業）を実施し、地域包括ケア
システムを推進します。また、
口腔機能の向上に効果があるか
みかみ百歳体操を推進します。

改正された国民年金
制度、生活困窮者や失
業者等に対する年金保
険料免除制度など、広
く市民に普及、周知を
図ることにより、加入
の促進、年金受給権の
確立、年金制度の維持に向けた取組を進めます。

障害者が必要な支援を受け、安心して日常生活を送っている
【47億8,629万円】

ニーズに対応した総合的な支援等の供給
障害によって生じる経済的な負担を軽減するための支援を実施するとともに、ニーズに対応した障害福祉サービス
等を適正に供給し、障害者が地域社会で安心して暮らせるよう努めます。

生活困窮者などが必要な支援を受けている
【114億2,875万円】

就労支援による自立の促進

貧困の連鎖を防止するための学習支援

一般就労が難しい生活困窮者には、コミュニケーション
能力の形成、社会自立に関する相談、
技能の取得、就労体験等の就労準備支
援を促進するとともに、庁内のハロー
ワークの常設窓口を活用し、就労によ
る自立の促進を図っていきます。

貧困の連鎖を防止するた
め、生活保護世帯と生活困窮
世帯の中学生への学習支援を
継続します。

生活困窮者に対する継続的な支援
「生活困窮者自立支援法」に基づき、自立相談支援事業をはじめ関連する事業を実施し、複合的で多様な課題を抱
えながら制度の狭間に置かれてきた生活保護受給者以外の生活困窮者に対する支援を継続して強化に努めます。
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基本目標Ⅱ－1

市民と議会、行政がそれぞれの役割を果たす
意欲をもって地域活動にかかわっている市民が増えている

【2 億 2,051 万円】

公共を担う市民や事業者が増え、地域の活動が活発に行われている
【2億2,051万円】

地域コミュニティ活動への支援
本市まちづくり活動の中心となる地区市民協議会や地域コミュニテ
ィの基礎である町会・自治会の活動を支援するとともに、町会等が設
置する施設整備への助成を継続します。

市民活動サポートセンターの充実
ボランティアやＮＰＯの活動がより一層活性化するよう、市民活動
サポートセンターの運営、活動の充実に向けて取り組みます。

三者が、互いの立場を理解しながら問題解決に取り組んでいる

【2 億 4,786 万円】

お互いが、ともに学び育ちあう関係が築かれている
【6,628万円】

自治基本条例の普及・啓発
自治基本条例の趣旨普及をより一層推進するとともに、本条例が本市にふさわし
く、社会情勢に適合したものであり続けているかを確認するため、自治基本条例推進
委員会で検証作業を行います。

お互いの情報交換が活発に行われている
【1億8,158万円】

市政情報提供の充実
ウェブサイトやフェイスブックの活用等を通して、
本市の魅力を戦略的に市内外へ積極的に発信し、イメー
ジアップにつなげます。また、広報きしわだの充実を図
り、分かりやすく利用しやすい市政情報の提供に努めま
す。

情報セキュリティの徹底
情報セキュリティポリシーに基づいた対
策を実施し、個人情報を含む行政情報の
安全を確保するとともに、マイナンバー
制度の運用に則した、より高いセキュリ
ティ対策の実施に努めます。

積極的なシティセールスを展開
本市の都市イメージを向上させ、定住促進につなげる
ため、主に子育て世代をターゲットにしたシティセール
スを実施します。
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基本目標Ⅱ－２

適正で、分かりやすい行財政運営をする
行政の責務が果たされていることを市民が実感できている

【3 億 6,322 万円】

新たな行政課題や業務改善に取り組む職員が増えている
【2億1,337万円】

職員の積極的な採用、人材交流の推進
多様化する市民ニーズに対応できるよう、専門的な知
識や経験を有する職員の積極的な採用を進めるととも
に、民間企業との合同研修による人材交流を推進しま
す。

明確な目標設定と評価により行政運営が行われている
【1億4,985万円】

「まちづくりビジョン」の推進

事務事業評価制度の再構築

平成31年度を始期とする「まちづくりビジョン第３期
戦略計画」を策定し、施策目標とＰＤＣＡサイクルに基
づいた適正な行政運営に努めます。

目標達成のため、制度再構築に向けた事務事業評価の
試行実施に取り組みます。

持続可能な財政運営が行われている

【307 億 3,751 万円】

自主財源が安定的に確保されている
【213億1,194万円】

岸和田競輪場の充実

ふるさと寄附の充実

施設整備については、以前の建替え方針から改修へと
整備内容を変更し、岸和田競輪場施設整備計画を策定の
上、必要な整備に取り組みます。また、競輪競技実施に
係る環境改善を図ることによって、特別競輪やグランプ
リシリーズの招致、入場者数の増加や売上げの向上を目
指します。

ふるさと寄附の地
元お礼産品を一層充
実し、本市の魅力発
信に取り組みつつ、
募集・ＰＲ方法を拡
大することにより、
寄附額の増加を図り
ます。

計画的に財政運営が行われている
【94億2,556万円】

持続可能な財政運営の確保
財政構造の改善を図るとともに、国や府の動向、社会経済情勢の変化に機敏に対応した行財政運営が求められていま
す。選択と集中の観点から事務事業を厳しい目で検証するとともに、計画的な事業実施を図るなど、経費の平準化と低
減化を進めます。
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事務を効果的・効率的に行うための体制が整っている

【63 億 2,925 万円】

効率的かつ円滑に業務が実施されている
【41億13万円】

社会保障・税番号制度の適正・円滑な運営
社会保障・税番号制度について、他団体との情報連携システムの利用を進めるとともに、
個人番号を活用し、市民サービスの向上に努めます。

広域行政の推進
市民サービスの向上を目指すとともに、行政の効率化を図りコストを削減することで連携自治体がそれぞれの行政力
を高め、お互いにメリットを享受する関係づくりを目指します。今後、消防・救急サービスや新しい斎場の整備、清掃
施設の運用、し尿処理施設などの分野で、本市がリーダーシップを発揮しながら、近隣市町と協議し、効果的な広域連
携の方策を検討します。

資産が適正に管理・運用され、有効に活用されている
【22億2,912万円】

公共施設の適正な維持と配置
老朽化の著しい大宮青少年会館と女性センターを、「岸和
田市公共施設最適化計画」に基づき統合し、平成31年春か
ら新たな複合施設として、岸和田サン・アビリティーズ跡に開
館できるよう整備を進めます。

インフラの適正な維持管理
安全で快適な暮らしを支えるインフラの適正な維持管理と
着実な整備を図るため、「公共施設等総合管理計画」に基づ
く、持続可能なマネジメントサイクルシステムを推進します。

市庁舎の建替えに向けた取組の実施
建替えに向けての資金計
画 と 並 ぶ 重 要 な 課 題と し て
「場所」の問題があります。交
通量調査などの詳細な調査
を行い、その結果を踏まえな
がら、市民の利便性や安全
性、経済性などの視点から、最適な建設予定地を今年度中
に決定します。併せて、新庁舎の適正な規模の検討や民間
事業者から広く意見を求め、対話を通じて案を策定していく、
いわゆるサウンディング型市場調査により整備手法や選ばれ
なかった候補地の利活用についても検討を進めます。

市民にとって利用しやすい市役所になっている

【6 億 9,654 万円】

必要な行政サービスをいつでも手軽に受けられる
【6億9,654万円】

コンビニエンスストアでの証明等の交付開始
市民サービスの向上を図るため、マイナンバーカードを利用した住民票の写し、住民票
記載事項証明書、印鑑登録証明書及び所得・課税証明書のコンビニ交付を実施します。

パスポート発行窓口の開設
府からの旅券発給事務の移譲を受け、パスポートの発行等を平成３０年１０月１日から本市の窓
口でも実施します。
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