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（はじめに） 

令和４年第１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。 

 

■新型コロナウイルス感染症への対応 

 一昨年から続く新型コロナウイルスの世界的流行で、日本におきましてもこれまで

感染拡大が度々繰り返されてきましたが、今年に入り、新たな変異株（オミクロン株）

はこれまでにない感染スピード、感染規模となっています。 

 

 本市も急速な感染拡大により、この１月には新規感染者数が１，０００人、２月に

は２，０００人を超え、市内の小中学校や認定こども園は、止むを得ず臨時休業や休

園する事態となっております。 

 各園・各学校の対応や感染予防にご理解・ご協力を頂いております子ども達やご家

族の皆様、教育・子育てをはじめ福祉の現場の皆様、そして医療に従事する皆様に心

から感謝申し上げます。 

 

 感染や重症化を予防する効果があるワクチン接種につきまして、本市の進捗状況は、

市民の皆様や医療機関のご協力のもと、これまで全人口の約８０％、６５歳以上では

約９６％が２回目接種を終えております。  

また、３回目のワクチン接種は、昨年１２月から医療従事者に対して、１月からは

６５歳以上の方に対して接種を開始しており、１８歳から６４歳の方に対しても当初

３月からの接種を前倒しして、既に始めております。 

  

 新型コロナウイルスワクチンは、時間と共にその効果が低下するとされていること

から、市民の皆様におかれましては、個々の命を守り、社会全体の感染拡大を抑制す

るために、引き続きワクチン接種にご理解、ご協力賜りますようお願いいたします。 

 

 長引くコロナ禍で暮らしや経済は大きく影響を受けており、令和３年度も、「暮

らしの支援」として、売上の減少した中小企業者等に対する１０万円の給付金や、

介護福祉や障がい福祉サービス事業者に対する支援金、地域公共交通事業者に対す

る支援金、認定こども園や放課後児童会従事者等への応援給付金、また、新型コロ

ナウイルス感染者が自宅療養となった場合の支援物資配送などの取組みを実施して

まいりました。 
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 「感染拡大の防止」としましては、集会所等の感染症対策に対する補助を行うと

ともに、公立小中学校のトイレ清掃委託の継続とあわせて児童生徒が日常的に触れ

る部分に対し抗ウイルス・抗菌コーティングを実施する他、学校や認定こども園、

介護施設などで感染者が発生した場合に濃厚接触者として特定されなかった方に対

するＰＣＲ検査の支援を実施してまいりました。 

 

「「新しい生活様式」等への対応」としましては、高齢者の積極的なＩＣＴ活用

の支援や、子育て中の方を対象とした講座や相談をオンラインで実施するなど、市

民生活におけるデジタル化や、庁内ネットワークの無線化・タブレット端末の導入

など行政のデジタル化を進めてまいりました。 

 

 また、昨年１２月、国におきまして子育て世帯と住民税非課税世帯を支援する補正

予算が成立し、本市では、子育て世帯への支援を迅速に行うため、現金１０万円を一

括給付することとし、１２月末までに対象世帯のおよそ３分の２に給付を完了いたし

ました。 

 住民税非課税世帯に対するプッシュ型の給付につきましては、令和３年度末までの

支給を目指し、現在、準備を進めております。 

 

 令和４年度における追加対策事業につきましては、本議会において改めて補正予算

にて提案してまいりますが、感染症の収束が未だ見通せない中、誰もが感染者・濃厚

接触者になり得る「ｗｉｔｈコロナ」の社会を受け入れながら、命や暮らしを社会全

体で守る感染症対策に、本市の皆様とともに取り組んでまいりたいと考えています。 

 

 

■市長戦略の取組み 

 さて、私が交野市長に就任してから７年を超え、二期目の市長戦略をお示ししてか

ら３年が経過しました。 

 

 これまでの市長戦略で、一貫して「安全・安心な環境で子ども達が元気に育ち、そ

こに若い世代が定着し集う、また、現役世代と高齢世代が支え合うまちを目指す」こ

とを掲げ、そのための取組みを進めてまいりました。 

 

「子どもが元気に育つ」「若い世代が安心して子育てをし、元気に働く」ために、

就任当時から待機児童の解消は大きな課題でありました。 

 



3 

 

平成２７年度に子ども・子育て支援新制度が施行され、それ以降、新たな認定こど

も園や小規模保育施設の開設、幼稚園の認定こども園移行に係る支援などを進めてき

たことにより、民間各園のご協力もいただきながら市内の保育定員はこれまで５００

人近く増え、昨年４月には待機児童ゼロを実現することができました。 

 

この間、市といたしましても、園舎の老朽化、待機児童の解消、子育て施策の充実

に向け、公立あまだのみや認定こども園を令和２年４月に公私連携認定こども園とし

て民営化し、令和３年４月には民間資本による「あまだのみやちどりこども園」新園

舎がオープンしました。 

 

民営化１年目に旧園舎にて実施した保護者アンケートでは、「公立園で実施してい

た教育・保育内容の継承」や、「民営化後の法人の取組み」について、９０％を超え

る方が安心・満足と回答されております。 

 また、新園舎へ移転した２年目に改めて実施した保護者アンケートにおいては、同

様の項目において安心・満足と回答いただいた方が約９５％という結果でした。 

 

 民営化に向けましては、様々なご意見や不安の声をいただきましたが、本市で初め

ての公私連携のこども園に、保護者の皆様にはご理解と一定の評価をいただいている

ものと考えております。今後も、民営化による財政効果を全市的な幼児教育・保育の

充実に活用していくとともに、民間園の新設や認定こども園の移行支援により待機児

童ゼロの継続を目指してまいります。 

 

 本市では、“生きる力を養い、多様性に富んだ人材の育成”を教育大綱の理念に掲

げ、予測が難しく変化し続ける社会に対応し、活躍できる子ども達の資質・能力を育

成する学校教育を目指し、これまで小学校全学年での少人数学級の導入、プログラミ

ング教育の推進、英語教育の充実、言語活用力の向上、１人１台のタブレットを活用

した授業などを進めてきました。 

 小中 9年間をこれまでの６・３制の大きな枠組みを維持しつつ、４－３－２の学年

の区切りごとに指導上の重点を設定し、子ども達の成長に合わせ、9年間を見通した

カリキュラムを実践することで、さらに幅広い年齢の交流や体験が生まれる学校生活

が可能となる小中一貫教育の推進にも取り組んでいます。 

  

 一方、ピーク時には約１万２千人の児童・生徒は現在６千人と少子化が進み、また

建設から年数が経ち、校舎の老朽化も進む中、学校環境の維持・向上はこれからの重

要な課題です。 
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 第一中学校区におきましては、これまで新しい学校整備について長きにわたり計画

の検討・議論を積み上げてまいりましたが、いよいよ新年度から新しい小中一貫校建

設に着手するとともに、校舎解体を機にこの４月から交野小学校と長宝寺小学校を統

合した「交野みらい小学校」を開校いたします。 

 

 将来にわたる教育環境の維持・向上に向け、具体的な一歩を踏み出しますが、工事

の安全はもとより、小学校統合という環境の変化に対し、特に地域のご協力をいただ

きながら市としての登下校の安全対策や、学校での指導体制の充実など、移行期にお

きましても子ども達が安心して元気に学校生活を送れるよう教育委員会とともに対

応してまいります。 

 

これまで魅力ある学校づくりの計画に関わり、あるいは様々な意見をお寄せいただ

きました保護者や地域、そして関係団体や教職員の皆様に対し、改めて御礼を申し上

げますとともに、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 本市はこれまで、幼児期の保育・教育、小中学校教育とあわせて、中学生以下を対

象とした子育て施策の充実に取り組んでまいりました。 

 高校生世代（１８歳以下のお子様）がいるご家庭では、子育ての経済的負担は大き

くなりますが、中学校を卒業すると市独自の公的支援はありませんでした。 

 若い世帯がより安心して子育てをしながら定住いただくために、また長引くコロナ

禍での生活への影響も考慮し、来年度には市の医療費助成の対象を中学生以下から１

８歳まで拡充し、所得制限なしで実施したいと考えております。 

 

先日、昨年一年間における全国の自治体の転入・転出の数、いわゆる社会増減数を

とりまとめた総務省の「住民基本台帳人口移動報告」が発表されました。 

昨年、全国では７割の市町村、大阪府でも４分の３の市町村が転出超過である中に

あって、本市は全世代の合計で１２８人の転入超過でありました。 

 

その世代の内訳でございますが、０歳から１４歳までの子どもが１９１人、３０代・

４０代の親世代が２３０人の転入超過でありました。 

 

この子どもと親世代の転入状況につきましては、２０１７年から２０２１年の５年

間を通算しても、０歳から１４歳までの子どもが８１７人増加、３０代・４０代が８

００人増加となっており、多くの若い世代から、子育てに適した定住先として選ばれ

続けていることが確認できます。 
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昨年、全線開通から１０年以上が経つ第２京阪道路について、交通・物流の増加や

交野における救急搬送エリアの拡大、沿道まちづくりなどの整備効果をまとめた国土

交通省近畿地方整備局のレポートが発表されました。 

「星田北地区」におきましては、大規模物流センターが２棟完成し、その内の一つ

は既に操業を始めております。将来的には関連業務も含め１，０００人規模のセンタ

ーになると伺っており、職住近接という新たなまちの価値に繋がるものです。 

 

 また、昨年の１２月にはＪＲ星田駅前に新しいロータリーが開通しました。「星田

駅北地区」の住居エリアには、今後約７００戸の住宅が予定されており、付近には民

間保育園の計画も進んでいます。 

星田北エリアだけでなく、倉治・私部南においても地区計画による良好なまちづく

りが進んでおり、新たな市街地は今後の若い世代の流入につながります。 

 

 こうした市内の動きを見据え、新年度はこれまで行ってきました移住・定住促進に

係る補助制度の対象者や補助金額を拡充するとともに、住宅を購入される方にとって

有利な融資に繋がる官民連携など、既存市街地の空き家対策にもつながる住宅流通施

策に取り組み、より一層の住民誘致を進めてまいります。 

 

  

■行財政運営と予算の概要 

 全国的な自治体財政の悪化や破綻を背景に、平成１９年に地方公共団体の財政の健

全化に関する法律（財政健全化法）が制定されました。多額の土地開発公社負債を抱

える本市も「財政健全化計画」のもと、当時、交野市駅のビルに地域・商工振興担当

の執務室兼窓口として設置されていたあいあいセンターの廃止や、各種事務・事業、

補助金の廃止・縮小、公有地の売却などにより財政の立て直しを図ってきました。 

二次にわたる「財政健全化計画」により、財政改善の効果はありました。 

ただし、「財政健全化計画」のもと、全ての施策・事業をコントロールし、財政の

健全化そのものを目標とすることに、私は大きく違和感を感じ、就任以降は政策目標

を達成するための手段という位置付けで、行財政改革を市長戦略に掲げることといた

しました。 

 

土地開発公社の負債処理により、一般会計の公債費比率は高止まりで経常収支比率

は依然厳しい状況でありますが、長きにわたる計画的な取組みにより負債残高は令和

２年度末現在で約７０億円まで減らし、また将来負担比率も６９．４％まで下がりま

した。 
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しかしながら、社会インフラや公共施設の老朽化は、将来にわたる都市機能の維持、

さらに今後の自治体財政にも大きく関わります。 

 

これまで、議会でも申し上げてまいりましたが、本市の公共施設に係る総合管理計

画において、今後４０年間で建物の更新コストは概算ではありますが総額８１８億円、

また集約・複合化をふまえた再配置計画では総額６３４億円と試算されています。 

この将来コストは、財政指標の将来負担比率に算入できるものではありませんが、

意味としては将来負担の規模を示すものであります。 

 

公共施設の改築、長寿命化、集約、再配置や設備も含めた施設の維持管理は、今後

の行政機能、行政サービス、そして財政に大きく関わる課題であり、より効率的・効

果的な業務を推進していくため、令和４年度から、これまで財産管理課や営繕課、新

庁舎整備室などに分散していた機能や専門知識を持つ職員を集約し、総務部内に財産

管理室を設置し、財産管理室と施設所管部署やまちづくり担当部署等とが緊密に連携

しながら、学校施設を除く公共施設の老朽化対策や営繕、施設機能の集約化、庁舎整

備など、公有財産管理に係る総合調整を進めていくとともに、未利用土地等の積極的

な利活用など、財源の確保に向けた取組みも進めてまいります。 

 

現在、検討を進めています庁舎整備につきましては、市有地を前提とした６ヶ所の

候補地について、今年度は整備機能や規模、概算事業費、あるいは事業スケジュール

等の検討を行い、実現の可能性が高いと思われる複数案の整備パターンの絞り込みを

行ってまいりました。 

令和４年度は、より具体的な整備内容や整備費用、事業の実現性等について検討を

行い、「庁舎整備基本計画」の策定を目指してまいります。 

 

 昨年９月、国においてデジタル庁が設置されましたが、整備が遅れていた公共部門

のデジタル化が、社会全体で加速度的に進んでいくことが見込まれます。 

 本市においても、最新のデジタル技術の活用による市民サービスの向上と、行政事

務の効率化を目的として、今年度中に「ＤＸ推進計画」を策定する予定です。 

 

令和４年度から、企画財政部内に新たに情報政策課を設置し、各種行政手続きのオ

ンライン化など推進計画のアクションプランを全庁的に進め、情報技術を活用した情

報発信やシティプロモーションについても取り組んでまいります。 
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 現在、企画財政部において、今後のまちづくりの指針となる「第５次総合計画基

本構想」の策定を進めており、令和４年度中に議会の皆様にお示ししていくことと

なります。 

 昨年開催されました市民ワークショップでは、まちの現状と将来の姿について、

活発な意見が交わされたと伺っておりますが、この長期計画では、市民の皆様方か

らいただいた意見を基に、将来都市像やまちづくりの目標を掲げ、それに向けた行

政運営を進めていくこととなります。 

行政ＤＸも含め、これからの行政機能、組織機構についても、次期総合計画策定

の中で精査してまいりたいと考えております。 

 

 かつての財政健全化計画では、財政状況の改善は進みましたが、主な取組みとして

は、事務・事業の廃止・縮小であり、行政資源（人・もの・金・情報）を有効に活用

し、政策目標を達成するための民間資本やノウハウを活かした官民連携や事業のスク

ラップ・アンド・ビルドは進んでいませんでした。 

 

 公立あまだのみや認定こども園の民営化では、これまで培ってきたサービスを公私

連携として一定維持しながら、民間資本による新しい園舎や財政効果による市内全体

の子育て施策の充実につながりました。 

 

 学校給食につきましては、これまで施設の老朽化対策として、３つのセンターを集

約して建て替え、業務につきましては平成２８年度から配送部門を民間委託してまい

りましたが、令和４年度からは調理部門も民間事業者に委託します。 

 献立の作成や食育啓発など、これまでと同様に市が直接行い、公設民営として委託

後も引き続き安全・安心で魅力ある学校給食を提供してまいりますが、この調理・配

送部門の民間委託によって、年間７千万円程度の財政効果が生み出されると見込んで

おります。 

 

 これまで、国・府と連携し、財政支援を行ってきました星田北エリアにおきまして

は、今後の住民誘致、企業誘致により、市税や上下水道料金をはじめ様々な経済効果

や地元雇用の創出が大いに期待されます。 

 

 第一中学校区の学校建設につきましては、多額の費用について不安の声もあります

が、そもそも老朽化対策には今後多くの財源を要することは先ほど申し上げたとおり

であります。 
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 ただし、新校整備費用につきまして、国の補助金とあわせて地方交付税措置のある

事業債の活用について、現在大阪府と協議を進めているところであります。財源確保

に努めながら、将来を見据えた行財政運営に取り組んでまいります。 

 

 少子・高齢化、人口減少は、今後の行政運営だけでなく民間事業にも影響しますが、

私達の暮らしは、官民を問わず様々な活動・サービスによって支えられています。 

 暮らしに関わる施策を将来にわたって維持していくために、従来の事業見直しや民

営化・民間委託の導入に取組み、様々なご意見をいただきながら、一定の成果につな

げてまいりました。 

ご理解いただきました市民の皆様、関係団体の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 星田北エリアでは、乱開発の防止・良好なまちづくりに向けた協議が長年続けられ

てきましたが、私が市長就任当時、行政の本格的な支援には至っておらず、具体的な

まちの予想図や整備効果はまだ見えない状況でした。 

官民連携によるかつてない規模のまちづくりがようやく具体的になってきました

が、土地区画整理事業の推進にご尽力いただいております地権者をはじめ地域の皆様

や協力企業の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 そして、議会の皆様には、主な政策、施策や行財政改革についてのご理解、また、

推進にむけてご指導をいただいてまいりました。さらに、各担当部署においても、こ

れまで先送りとなっていました課題の解消に真摯に取り組んでいただきました。 

 心より感謝申し上げます。 

 

新年度の予算でございますが、一般会計予算においては、こどもの医療費助成の

拡充や小中一貫校の整備事業を含む公共施設の更新、また、新型コロナウイルスワ

クチン接種関連等の経費の計上により、過去最大規模となっております。 

これらの投資に対する財源としましては、星田北エリアの土地区画整理事業の進

捗に伴い、市税の増加が見込まれる一方で、土地区画整理組合への補助が減少する

ことから、歳入・歳出ともに生じた効果などを活用してまいります。 

 

令和２年度に見直しを行った財政運営基本方針と、中・長期的な財政見通しのも

と、歳入・歳出のバランスを考慮し、本市の魅力を高め、まちを持続的に成長させ

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をご説明いたします。 

 

 

■危機管理室 

まず、危機管理室でございますが、機構改革により、令和４年度からは、災害や感

染症対策など、暮らしの安全・安心の確保により特化した組織として、取組みを進め

てまいります。 

 

感染症の影響で、市・地域の行事がなかなか開催できない状況が続いていますが、

昨年は５０周年記念事業の１つとして防災セミナーを開催しました。 

近年頻発する自然災害への備えといたしまして、自主防災組織への防災資機材助成

や地区防災マップ作成補助を行うほか、地区が主催する防災訓練への支援や市民向け

防災訓練の開催により、更なる地域防災力の向上を図ってまいります。 

また、地域の指定避難所への可搬型蓄電池の配備や、福祉避難所用に感染対策物資

を備蓄するなど、避難所の環境整備を進めてまいります。 

 

昨年、本市では大きな災害は発生しませんでしたが、全国各地では自然災害が発生

いたしました。 

阪神・淡路大震災が発生した１月には、毎年全庁的な防災訓練を実施していますが、

今年は、全職員を対象に、全ての公共交通機関の停止・運休を想定した参集訓練を行

いました。各部署の災害対応マニュアルをさらに精査するとともに、災害時に外部か

らの応援を速やかに活かせるよう、新年度は「受援計画」の策定を進めてまいります。 

 

新型コロナウイルス感染症に対しましては、国や府と連携し、迅速・適切な感染防

止対策を講じるとともに、感染状況に応じた市民への啓発や情報発信に取り組んでま

いります。 

 

防犯・交通安全につきましては、多発している特殊詐欺に対し、効果的な市民啓発

に努めるとともに、新たな取り組みとして、被害者の大半を占める高齢者に対し特殊

詐欺対策機器の無償貸与事業を実施してまいります。 

また、契約満了に伴う防犯カメラの更新につきましては、警察や教育委員会などと

連携し、増設を含めた適切な設置を行い、更なる安全・安心のまちづくりを進めてま

いります。 
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■総務部 

 次に、総務部でございますが、人権施策につきましては、男女が互いにその個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、各種調査の結

果を踏まえて「第３次男女共同参画計画」を策定し、取組みを進めてまいります。 

 

 また、子どもや高齢者の虐待、インターネットによる人権侵害、性的指向の多様化

など人権を取り巻く環境が変化する中、「人権尊重のまちづくり条例」に掲げる、す

べての人の人権が尊重され、誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを目指して、新

たに「人権施策推進基本方針」を策定することとし、その基礎資料とすべく市民意識

調査を実施してまいります。 

 地域振興につきましては、交野の地域資源を有効活用しながら取組みを進めるとと

もに、新たに「第二次産業振興基本計画」の策定作業に着手いたします。 

 また、経済団体や事業者とも連携したさまざまな事業を通じて地域の消費喚起を促

進するとともに、市内事業者を支援し、地域経済の活性化に取り組んでまいります。 

 

 主な行政運営の取組みでもふれましたが、財産管理室におきましては、施設所管部

署やまちづくり担当部署等と緊密に連携しながら、「公共施設等総合管理計画」や「公

共施設等再配置計画」、「公共施設２０カ年設計・改修・修繕計画」等に基づき、適切

に進捗管理と技術支援を進めるとともに、未利用土地等の積極的な利活用など、財源

の確保に向けた取組みも進めてまいります。 

 

特に、庁舎整備につきましては、令和３年度に実施した検討内容を踏まえ、より具

体的な整備内容や整備費用、事業の実現性等について検討を行い、「庁舎整備基本計

画」の策定を目指してまいります。 

 

 

■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な視点にたった市政運営を

行うため、各部局が実施する施策や事業について、しっかりと連携しながら政策・財

政面のコントロール機能を発揮してまいります。 

 

令和３年度より策定を進めている「次期総合計画基本構想」につきましては、これ

までの「市長戦略」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取り組みや考え方、基

本構想審議会での議論、市民ワークショップでのご意見等も踏まえ、令和４年度中の

完成に向けて、より具体的な議論を進めてまいります。 
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また、今後も非常に厳しい財政状況が予測される中、令和２年度に見直しを行った

「財政運営基本方針」の考え方を基に、将来の財政負担等の見通しを踏まえながら、

引き続き持続可能な財政運営に取り組むとともに、老朽化が進む公共施設の更新には

特に大きな財源が必要となりますことから、事業の実施にあたっては、事業の優先順

位付けやスクラップ・アンド・ビルドにより支出のコントロールを行うとともに、国・

府の補助金や交付金の活用など財源確保策のさらなる精査にも取り組んでまいりま

す。 

 

新たに設置いたします情報政策課におきましては、デジタル技術の活用による市民

サービスの向上と行政事務の効率化を目的として、「ＤＸ推進計画」に基づき、全庁

的なＤＸ推進の総合調整を進めてまいります。 

また、市民にとって有用な行政の情報を、正しく迅速に発信していく広報機能や、

本市が今後も「若い世代・子育て世代に選ばれるまち」であり続けられるよう、市内

外に向けて行うシティプロモーションについても、情報政策課が担ってまいります。 

 

令和４年度につきましては、「ＤＸ推進計画」に基づき、各種行政手続きのオンラ

イン化などにより、全庁的な市民サービスの向上と行政事務の効率化を進めてまいり

ます。 

情報発信につきましては、この１月に開設した公式ＬＩＮＥの積極的かつ安定的な

運用を始め、広報紙やホームページ等の様々な手段を活用し、市内外への情報発信・

魅力発進に取り組んでまいります。 

 

■市民部 

次に、市民部でございますが、国が主導して進めている社会全体のデジタル化の実

現において、基盤と位置付けられるマイナンバーは、オンラインで確実な本人確認や

電子署名を行える仕組みであることから、本市においても引き続きマイナンバーカー

ドの普及促進に努めてまいります。 

また、マイナンバーカードを活用した住民異動届の事前作成システムや窓口申請タ

ブレットの導入など、市民の利便性向上に繋がるデジタル化を進めてまいります。 

 

 国民健康保険につきましては、健康寿命の延伸及び健康の保持増進に向けて、特定

健診の受診率向上を図るため、健診受診者には大阪府健康マイレージ事業「アスマイ

ル」の健診ポイントに加え、本市独自のポイントを付与してまいります。  

また、脳血管疾患の早期発見・早期治療のため、新たに脳ドック検査費用の助成を

行ってまいります。 
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 高齢者の保健事業につきましては、介護の地域支援事業と国民健康保険の保健事業

を一体的に取り組むことにより、疾病の重症化やフレイルの予防に努めてまいります。 

 

市税や保険料の収納につきましては、従来のコンビニ納付、口座振替に加え、令和

３年度よりスマートフォン決済による収納をスタートさせました。令和４年度には、

市民がご利用いただける決済事業者も７社になります。納付に対する利便性を高める

ことで、さらなる収納率の向上に取り組んでまいります。 

 

 

■健やか部 

次に、健やか部でございますが、新型コロナウイルス感染症への対応につきまし

ては、市民の皆様の健康と命を守るため、市内の医療機関等の協力を得て接種体制

の構築を図り、希望する市民の皆様が円滑かつ早期にワクチンを接種いただけるよ

う取り組んでまいります。 

 

子ども子育てに係る施策につきましては、「第二期子ども・子育て支援事業計

画」に基づき、地域全体で子どもや子育て家庭への理解を深め、支援を進めること

により、安全で安心して子育てができる環境の実現に取り組んでまいります。 

本計画は、保育の受け皿確保や各種子育て支援事業の目標を定めているものであ

り、令和４年度に計画期間の中間年を迎えることから、今後のニーズに的確に応え

られるよう、人口推計や住宅開発の動向等を踏まえ、見直しを進めてまいります。 

 

保育の受け皿確保につきましては、昨年４月に待機児童ゼロを実現しましたが、

今後も増加が見込まれる保育ニーズに対応するため、民間保育施設の整備への補助

等により保育定員の拡大を図り、待機児童ゼロの継続を目指してまいります。 

 

また、本市では、子どもの健やかな成長と子育て家庭を支えるため、中学生以下

の医療費助成を行ってきましたが、高校生世代がいる家庭へも支援を広げ、令和４

年１０月から助成対象年齢を１８歳まで引き上げ、所得制限なしで実施してまいり

ます。 

 

 市民の健康づくりにつきましては、「第二期健康増進・食育推進計画」に基づ

き、妊娠・出産期から高齢期にわたり、ライフステージに応じた施策を推進し、生

活習慣の改善や疾病予防等に取り組んでまいります。 
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また、健康づくりの環境整備の一環として、各種がん検診に際して、受診者の

方々にご負担いただく検診費用について、診療報酬の改定等を踏まえ、一部数百円

の範囲で増額となりますが、乳がんにつきましては１，０００円減額するなど、そ

れぞれの検診費用を改定するとともに、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担

額の引き下げを実施してまいります。 

 

 

■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、「地域福祉計画」の

推進を図り、その重点的取り組みとして、複雑・多様化する地域課題に対応し、その

解決を図るため、分野を超えた地域福祉ネットワークを推進してまいります。 

 

日常生活などにおいて、判断能力が十分でない方の財産管理などを支える成年後見

制度の利用促進を図るため、地域連携の仕組みとして「中核機関」を設置し、権利擁

護に関する相談支援や成年後見制度の普及啓発に努めるとともに、法律・福祉分野の

専門職団体や関係機関、ＮＰＯ団体等で構成する「協議会」を運営し、必要な支援に

繋げてまいります。 

 再犯防止推進の取り組みにつきましては、「更生支援ネットワーク会議」を設置し、

関係機関と連携しながら、周知啓発など更生支援に向けた取り組みを推進します。 

地域におけるセーフティーネットにつきましては、おりひめ支え愛プロジェクトに

よる見守り・支え合い活動に地区と協働して取り組むとともに、災害対策基本法の改

正に伴う個別避難計画の作成に取り組んでまいります。 

また、これらの地域福祉に係る包括的な支援体制の構築に向けて、社会福祉法の改

正に伴い創設された「重層的支援体制整備事業」に基づき、必要な体制整備に取り組

んでまいります。 

 

生活保護制度につきましては、さまざまな事情により生活にお困りの方々の、最後

のセーフティーネットとして、制度の適正な運用に努めるとともに、被保護者の疾病

の予防、健康の保持増進や日常生活・社会生活の自立促進を図るため、引き続き、健

康管理支援事業に取り組んでまいります。 

 

また、長引くコロナ禍による生活状況の変化も踏まえ、生活困窮者自立支援制度の

適切な運用を図ってまいります。 
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障がい福祉施策につきましては、障がいの有無にかかわらず、共に生きる社会の一

員として地域で安心して生活が送られるよう、「障がい者（児）福祉長期計画」等の

推進を図り、障がいのある方の生活支援と暮らしの充実を進めてまいります。 

具体的には、相談支援のワンストップ窓口である「基幹相談支援センター」を適切

に運営することで、障がいのある方のライフステージを通じた総合的、専門的な相談

支援体制の構築を進めてまいります。 

 

また、障がいのある方の生活を地域全体で支える「地域生活支援拠点」の運営につ

きましては、地域移行や親元からの自立等に当たり、サービス提供事業者と連携しな

がら、障害福祉サービスの利用や一人暮らしの第一歩となる「体験の機会・場」の整

備を進めてまいります。 

個々の医療的ケアを必要とする医療的ケア児等に対しましては、地域において必要

な支援を受けながら、安心して生活し続けることができるよう、医療的ケア児等コー

ディネーターの配置を進めてまいります。 

 

高齢者施策につきましては、介護の必要性の有無にかかわらず、住み慣れた地域で

の生活の質の維持が図られるよう、高齢者の自立支援や地域包括ケアシステムの充実

など、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の推進に取り組んでまいります。 

認知症対策につきましては、認知症に対する理解促進や予防、また、認知症高齢者

本人が地域で希望をもって自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症サポー

ター等とともに地域で活動する仕組みづくりを推進してまいります。 

 

高齢者や障がいのある方などの外出支援制度につきましては、非課税要件の撤廃や

交通系ＩＣカード等活用運賃補助事業の補助額の増額を行い、より利便性の向上を図

ってまいります。また、地域における外出促進のためのサポートや居場所づくりに係

る取り組みに対し、提案型の補助制度を実施いたします。引き続き、制度の利用促進

に努めるとともに、効果検証を行い、必要かつ効果的な事業の実施に取り組んでまい

ります。 
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■環境部 

 次に、環境部でございますが、一般廃棄物の処理につきましては、コロナ禍であっ

ても、市民生活を維持していくために欠かすことのできない事業であることから、引

き続き感染予防対策を適切に講じ、安定的な収集体制を維持・継続してまいります。 

 現在、粗大ごみの予約につきましては、電話による申し込みとなっておりますが、

運用している予約システムが更新時期を迎えるため、この機会を捉えて、より利便性

の高い市民サービスを実現するため、インターネット受付が可能となるよう必要な改

良を行うことといたします。 

 また、プラスチック資源循環を促進するため、令和３年に「プラスチックに係る資

源循環の促進等に関する法律」が公布されましたが、これは製品の設計から廃棄物の

処理までのあらゆる主体が関わるものであり、本市におきましても、こうした国の動

きを注視しながら、プラスチック廃棄物のさらなる適正処理に向けた取組みを進めて

まいります。 

 施設の老朽化に伴う乙辺浄化センターの更新につきましては、引き続き施設の長

寿命化や効率的な施設運営の検討を進めるとともに、施設整備に関する基本的な方

針の策定に向け、関係機関等との協議・調整を進めてまいります。 

 

地球温暖化防止対策につきましては、昨年１０月、２０５０年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けて、「地

球温暖化対策計画」の改訂が閣議決定されました。 

本市においても、令和３年度中に策定する「第二次交野市環境基本計画」のも

と、気候変動や温暖化による影響に対応するため、国が掲げる「ゼロカーボンアク

ション」の普及啓発に取り組んでまいります。 

 

 

■都市計画部 

 次に、都市計画部でございますが、まず市内の公共交通につきましては、長引く

コロナ禍の影響を受け、利用者が減少している中、公共交通事業者は、継続した運

行に取り組まれているものの、経営状況が非常に厳しい状況に陥っています。 

 

本市といたしましても、感染症拡大の影響を受けている公共交通の運行継続に対

する支援を行うとともに、誰もが利用できる公共交通は、市民生活にとって必要不

可欠であるという事を市民の皆様と共有しながら、地域公共交通の持続可能な運行

に向けた利用促進などについて、地域住民や公共交通事業者、更には国・府や周辺

自治体と連携を図り、多様な取組みを進めてまいります。 
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 空き家対策につきましては、空き家の管理や活用などに関する相談体制の充実に

加え、福祉部局が実施する「終活セミナー」と連携しながら、地域単位での個別相

談会を開催するなど、市民の実情に合わせたきめ細やかな相談体制の充実を図って

まいります。 

 

市長戦略の主な取組みでもふれました住宅流通施策につきましては、住宅の購入

を予定している方が有利な融資を受けることができるよう住宅金融支援機構との連

携や金融機関との協定を締結するなど、民間の活力を活かした住宅流通策の充実を

図るとともに、既存の補助制度についても、一定の要件のもと、新婚世帯の補助上

限額の増額や、市内転居の場合も対象範囲に含めるなどの拡充を行うなど、より一

層の移住・定住促進に努めてまいります。 

 

また、昨年、地元からまちづくりに向けた要請がありました寺・向井田地区につ

きましては、第二京阪道路の整備に合わせて国･府･沿道５市で策定した「第二京阪

沿道まちづくり方針」の中で、星田地区と共にまちづくりの可能性がある地区とし

て位置づけられておりますことから、新年度からまちづくりの可能性について検討

を行う事といたします。 

 

市内の住宅等の耐震化につきましては、令和４年３月に改訂する「第二次耐震改修

促進計画中間検証」に基づき、耐震化の促進及び啓発を図ると共に補助制度について

周知を進めてまいります。 

また、がけ地の崩壊等の土砂災害により生命に危険を及ぼす恐れのある区域の住

宅につきましては、安全・安心を確保していただくための移転を促進するため、引

き続き「がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度」の周知を進めてまいります。 

 

 新たに都市計画部内に設置いたしますまちづくり推進室におきましては、これま

で第二京阪道路沿道まちづくり推進室が担ってきた機能と、都市整備部特定事業推

進室が担ってきた機能を統合し、今後のまちづくりに係る個別事業に取り組んでま

いります。 

 

星田北エリアのまちづくりにつきましては、星田北地区、星田駅北地区の両土地区

画整理組合により工事が進捗しており、昨年１２月に駅前広場が移転・開設されたほ

か、都市計画道路星田駅前線の第二京阪道路との交差点が間もなく完成するなど、着

実に施設整備が進められてきました。 
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令和４年度につきましては、星田北地区においては、換地処分に向けた最終的な事

業計画等の変更等が行われます。星田駅北地区においては、都市計画道路星田北中央

線の整備を中心に、基幹となる都市施設の整備並びに周辺の宅地造成を進めることと

されており、市としても引き続き両地区に対し、土地区画整理事業の進捗が着実に図

れるよう、国・府からの補助金の確保や市の技術的・財政的支援を行ってまいります。 

 

これまで、特定事業推進室において進めてきた星田エリアにおける課題解決に向け

た取組みにつきましては、昨年度に引き続き、各種現況調査・計画・実施設計を行い、

関係機関との協議・調整を行うとともに、事業効果及び採算性を定量的・定性的にと

りまとめ、事業実現に必要な解決策を見出だし、行政目的を達成しつつ時代に合わせ

たまちなみの形成を目指して取り組んでまいります。 

 

 また、市長戦略に掲げております寺作業所の跡地活用につきましては、廃棄物埋立

処分場という土地の特性を考慮したスポーツ施設の整備に向けて、実施設計を目指し

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、都市機能を維持向上し、「安全・安心なまちづ

くり」を進めるため、都市基盤施設の長寿命化対策を実施しつつ適切な維持管理に取

り組んでいるところでございます。 

 

 道路河川事業につきましては、橋梁や道路などの道路管理施設を適切に維持管理す

るため、「長寿命化修繕計画」に基づく補修を実施するとともに、良好な移動空間の

確保に取り組んでまいります。 

 

 また、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対して、被害を最小限に抑えるため、

準用河川の構造物の補修や、排水機能向上を図る施設整備を実施するとともに、定期

的な除草・清掃を実施し、河川管理施設等の維持管理に取り組んでまいります。 

 

公園事業につきましては、遊具を安全に使用していただくため、５年毎に行ってい

る定期点検を実施いたします。とりわけ施設の老朽化が進んでいる免除川緑道におい

ては、舗装補修や排水処理整備、照明灯のＬＥＤ化を行うなど、安全かつ安心して利

用していただける緑道整備を進めてまいります。 
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下水道事業につきましては、「下水道事業経営戦略」に基づき、経営基盤の強化と

財政マネジメントの向上に取り組み、安定した下水道事業経営の継続に努めてまいり

ます。また、施設の維持管理として、「ストックマネジメント計画」に基づいた点検・

調査を実施し、予防保全に向けた改築・更新を推進するとともに、未整備地域の解消

に向けた整備にも取り組んでまいります。 

また、令和３年度に試行的に実施している維持管理業務の包括的民間委託を来年

度から本格的に実施することとし、官民連携のもと安全で安心な下水道の適正処理に

努めるとともに、効率的で効果的な維持管理業務による健全な下水道事業運営を図っ

てまいります。 

 

農業施策につきましては、令和３年度に引き続き、「人・農地プラン」の作成が

可能な全ての地区において作成に取り組み、担い手不足の解消や農地保全に繋げて

まいります。 

また、災害時に活用できる防災協力農地登録制度の更なる登録を進めるため、広

報等の周知を図るとともに、市民の方々に農業に対する理解を深めて頂く場を提供

するなど農業の振興に取り組んでまいります。 

 

 

■教育総務室 

次に、教育委員会事務局でございますが、いよいよこの４月に、交野小学校と長宝

寺小学校との統合により、交野みらい小学校が開校することとなります。 

コロナ禍の中、子どもたちの学校生活や地域の様々な活動を継続していくため、引

き続き、学校や社会教育施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹

底していく必要があります。 

教育総務室では、教育委員会事務局の総合調整を図り、教育施策の着実な推進に取

り組んでまいります。また、教育委員の見識を深める機会の創出など、教育委員会の

活動を充実させてまいります。 

 

 

■学校教育部 

次に、学校教育部でございますが、交野みらい小学校の開校を円滑に進めるとと

もに、(仮称)交野みらい学園の実施設計や旧校舎等の解体工事等に取り組んでまい

ります。また、第一中学校区においては、「地域とともにある学校」の実現を目指

し、この４月より、本市で初めてとなるコミュニティ・スクールを導入してまいり

ます。 
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他の学校施設につきましては、計画的な改修等を進めるとともに、引き続き学校

の規模適正化及び適正配置を進めてまいります。  

 

また、学校現場において児童・生徒が安全・安心な環境で学べるよう、引き続き

感染症対策等の衛生管理に取り組むとともに、「子供の移動経路に関する交通安全

プログラム」や、登下校見守りシステムの活用による通学路の安全対策を進めてま

いります。就学援助につきましても、支援の充実に努めてまいります。 

 

学校教育につきましては、引き続き全市的に小中一貫教育を推進してまいりま

す。 

具体的には、９年間を見通した教育課程の編成において、「４－３－２」の学年

の区切りごとに指導の重点を設定し、中学校教員による小学校専科指導(教科担任

制)を取り入れるなど、発達段階に応じた学びの充実と、９年間の円滑な学びをめざ

します。 

また、今後も子どもたち一人ひとりの学びを保障するため、タブレット端末を活用

した教育活動を一層推進していくとともに、先進校視察等による教員の授業力向上に

取り組んでまいります。 

 

学校給食につきましては、令和４年度から調理業務等を民間に委託し、引き続き安

全・安心で魅力ある学校給食を児童・生徒に提供するとともに、食育啓発についても

引き続き取り組んでまいります。 

 

■生涯学習推進部 

次に、生涯学習推進部でございますが、社会教育施設のうち、「星の里いわふ

ね」につきましては、市議会（総務文教常任委員会）からの提言頂いた内容も踏ま

え、「星の里いわふねの管理運営方法の今後の方向性」として取りまとめ、既存施

設を活かした民間活力による「賑わい創出の場づくり」と社会教育施設の両立を目

指して取り組んでまいります。 

 

また、社会教育施設の老朽化対策につきましては、市の修繕計画に基づき、引き

続き適切な管理と、計画的な修繕・改修に取り組んでまいります。 

 

文化財施策につきましては、計画的な文化財の保存・活用を促進するため、令和

４年度中に、国の認定を得て「交野市文化財保存活用地域計画」の完成を目指して

まいります。 
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 放課後児童会につきましては、持続可能な児童会制度に向け、放課後児童会の今

後のあり方について、引き続き検討を進めるとともに、児童に適切な遊びや生活の

場を提供するため、より良い環境整備に取り組んでまいります。 

 

 図書館につきましては、昨年度に更新した図書館ネットワークシステムを活用

し、図書館サービスの向上を目指すとともに、令和３年度に策定した「第４次交野

市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境の整備に取り組んでまい

ります。 

 

 

■消防本部 

 次に、消防本部でございますが、コロナ禍においても消防業務が継続出来るよう、

感染防止対策を講じながら、市民の安全・安心の確保に取り組んでまいります。特に、

増加し続ける救急需要に対しましては、一件一件の要請に対し、迅速、的確な対応を

行い、市民の皆様の命、暮らしを守る救命救急活動に取り組んでまいります。 

 

昨年暮れに大阪市で大型倉庫火災や痛ましい雑居ビル火災が発生しました。お亡く

なりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。大規模火災を未然に防ぐた

め、工場・事業所の警防査察や立入検査を実施し、また、火災による死者をなくすた

めの住宅用火災警報器の普及啓発にも、引き続き取り組んでまいります。 

 

 地震や台風などの広域災害に対しましては、地域防災力の向上が必須であることか

ら、消防団とさらに連携しながら、地域防災訓練に取り組み、顔の見える関係を構築

しながら、地域防災力の向上を目指してまいります。 

 

 広域連携につきましては、消防指令業務の共同運用や隣接機関との広域災害の総合

訓練を実施しながら、消防広域化を含めた、相互応援体制の構築などにより、消防力

の充実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、令和３年７月より、自己水であります地下水の割合

を７割から８割に引き上げ、よりおいしい水の供給に取り組むとともに、企業団水と

の２系統を堅持することにより、持続可能な安定供給に努めております。また、ペッ

トボトルウォーター「星のしずく、きらり☆」を活用し、本市水道水の価値や魅力を

引き続き発信してまいります。 
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将来にわたって安全で強靭な水道を維持していくため、「持続」・「安全」・「強靭」・

「環境」を基本的理念とした「水道ビジョン」に基づき、「水道施設整備」と「経営

戦略」を推進してまいります。 

昨年９月に私市地区で配水管が破損、緊急の安全装置が作動したことにより、かつ

てない規模の断水が起こり、約１万世帯にご不便、ご迷惑をおかけしました。改めて

お詫び申し上げるところでございます。「水道施設整備計画」に基づく老朽施設の更

新・耐震化につきましては、私市ポンプ場及び企業団水受水管の更新が完了いたしま

したことから、今後は、破損した場合に広範囲に影響が及ぶ配水池への送水管に対し、

優先的に更新を進めてまいります。 

「経営戦略」に基づく水道事業経営につきましては、財政収支の均衡や水道事業運

営の効率化及び経営健全化に引き続き取り組んでまいります。また、広域連携につき

ましても継続的に調査・研究を行い、今後も安全・安心な水道水を安定的に供給でき

るよう努めてまいります。 

 

 

（予算編成） 

 以上の方針により編成いたしました令和４年度の各会計の当初予算は、 

 

一般会計           ２８０億７，３７７万６千円 

国民健康保険特別会計      ７７億８，１４４万９千円 

介護保険特別会計        ６２億８，０５４万５千円 

公共用地先行取得事業特別会計   ２億５，４３１万円 

後期高齢者医療特別会計     １５億５，０７２万４千円 

水道事業会計          ２４億  ７６６万５千円 

下水道事業会計         ２１億４，００６万９千円 

総 額            ４８４億８，８５３万８千円 

 

でございます。 
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（おわりに） 

 昨年の１１月３日、本市は市制施行５０周年を迎えました。 

 あらためて、本市の素晴らしい文化・風土、これまでの発展をふり返り、交野へ

の誇り・愛着、そして、このまちを築いてこられました先人達への感謝を深める大

きな節目となりました。 

 

 記念事業の市民フォーラムでは、まちづくりや産業の各分野でご活躍の方々か

ら、広域幹線道路がもたらす効果、今後の阪神高速道路淀川左岸線や新名神高速道

路整備もふまえた第２京阪道路沿線都市の可能性と交野のポテンシャルについての

ご意見、人流・物流、民間資本を呼び込むまちづくりにより生まれる新たな経済効

果や、地域活力を市民生活向上の施策に活かしていくという好循環の大きなスター

トとなる公共投資による都市基盤整備の重要性についての力強いメッセージをいた

だきました。 

 

 交野の強みを活かし、まちの成長と活力維持にむけた「地方創生」、若い世代が

集い、現役世代が高齢世代を支える「持続可能な地域社会」への道のりはまだまだ

続きます。 

 

 私の任期も残り少なくなってきましたが、「住みたい、住み続けたい、住んで良

かった」と思えるまちを目指し、引き続き感染症対策に取組みながら、市民の皆様

とともに次の５０年の第１歩を踏み出してまいりたいと考えております。 

 新年度の予算並びに市政運営に議会の皆様、市民の皆様のご理解・ご協力を賜わ

りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 


