選挙公約進捗状況（H29.4.1 現在）
H27.8.30 執行の枚方市長選挙に当たり、選挙公報、ホームページ並びに広報紙においてお
示ししました公約の進捗状況について下表のとおりご報告致します。
（下表の「進捗」欄の記号についての説明は脚注をご覧ください。
）

公約

選挙公約

No

実施状況または今後の方向性

市民からの意見・要望を聞き、 特命チームについては必要性に応じて設置を判断
1

機動的に対応する特命チーム

進
捗

※

する。

を市役所に設置します。
H28 年度から副市長 3 人体制を実施。

◎

全事業の点検を行い、優先順

事務事業・補助金見直し計画を H29.1 に策定し、

○

位の低い事業を廃止・見直し

順次取り組み中。

副市長を 3 人体制とし、重点
2

施策の早期実施に向け、市役
所が一丸となって取り組みを
進めます。

3

し、財源を確保。
4

5

公共施設の運営に民間企業の

H28.11 に「PPP/PFI 手法活用優先的検討の基本方

参入を促進。

針」を策定。H29.3 に「枚方市指定管理者制度に

施設の管理・運営の委託先選

関する基本指針」を策定。

◎

社会教育や生涯学習の意味を

使用料、手数料に関する設定基準の作成に向け検

△

考え、施設使用料・駐車料金

討中。

○

定に際し、競争原理が働く制
度を構築します。

6

の見直しを行います。

7

定住促進・人口誘導プロジェ

H28.5 に定住促進・人口誘導対策検討委員会を設

クトチームを設置し、3 世代同

置。三世帯家族・定住促進事業を H28.10 から実

居世帯への優遇策など人口増

施。

○

施策に重点的に取り組みま
す。
8

9

上記 3 と同じ。

○

重要政策については、政策の

H28 年度から市 HP「オープンひらかた」等によ

◎

立案、実施過程をすべてオー

り公表。

各種団体への補助金をゼロベ
ースで見直します。

プンにし、評価の段階で市民
1

の参加を保証します。

10

官公庁団地エリアの国・府・

H29 年度の早期に市庁舎の移転先を決定する予

市の公共施設を統合するとと

定。

△

もに、民間施設も合築した合
同庁舎の整備を早期に実現し
ます。

11

12

13

◎

市内の大学に協力を求め、学

各大学のグラウンドやホール、図書館等において

術・運動施設の共同使用を推

市民利用が可能となるよう協力を頂いている。

進します。

（利用可能施設は大学によって異なる。）

住民からの要望と市役所の対

H28 年度より「市長への提言」として寄せられる

応の進捗状況をインターネッ

市民からの意見や要望について、その対応結果を

トで公表します。

月 1 回公表している。

校区コミュニティ制度の課題

H29 年度を目途に検証を完了予定。

△

すべての小・中学校の通学路

650 台の防犯カメラを増設し、H29.10 から運用開

□

に防犯カメラを設置し、子ど

始予定。

〇

を整理し、制度の再構築に向
け検証を進めます。

14

もたちの安全を確保します。
15

中央防災センターの設置。

△

上記 10)
H28 年度より相談員を増員するなど体制を充実。

◎

市長給与を 2 割カットし、退

H28 年 3 月定例月議会で特別措置条例可決。市長

◎

職金をゼロにします

就任時に遡って実施中。

民間に比べて高額な職員給与

技能労務職員の給与について、職務内容等を見極

の適正化を図ります。

め検討を行う。

消費者センターを充実し、身
16

新庁舎の整備に合わせて、検討を進める。(関連－

近で便利な消費者相談を実現
します

17
18

事務所使用料の適正化など、
19

労働組合への便宜供与を見直
します。

職員のやる気を引き出す、職
20

務・職責に応じたメリハリの
ある人事・給与制度を構築し
ます。

H28 年度より 2 組合から事務所の賃料徴収を開始

△
◎

すると共に事務所内においては職員の勤務条件の
維持改善、福利厚生の活動に限るよう厳格化して
いる。
H28 年度に勤勉手当成績率の適用割合の拡充、国

〇

の最高号給を超える経過措置号給の廃止などを決
定。H29 年度から実施。
さらにメリハリのある人事・給与制度の構築を図
るための審議会設置に向け、H29 年 3 月定例月議
2

会で附属機関条例を改正。
21

22

タブレットを使用したペーパレス会議を試行中。

〇

利害関係者による市長への寄

枚方市長の職務に係る倫理に関する条例を制定。

◎

付や供応を禁止する「倫理条

H28.10 より施行。

市役所のペーパレス化を推進
します。

例」を制定します。

23

不当要求、不正請求には、コ

既に「不当行為調査等委員会」が設置されており、

ンプライアンス委員会を設置

不当要求、不正請求の記録の公開が義務付けられ

し、その記録の公開を義務付

ている。

※

けます。
24

市役所に対する口利きについ

「口利き」の定義の明確化と公開基準の作成に向

ては、すべて文書化し、公開

け検討中。

△

を義務付けます。
25

26

各種審議会、諮問委員会は原

枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程によ

則公開で行い、その文書・情

り原則公開としている。枚方市 HP「オープンひら

報は市民と共有します。

かた」等において公表。

公共施設の役割や利用者ニー

H29.3 に枚方市公共施設マネジメント推進計画を

ズを検証し、統廃合に向けた

策定。H29 年度に個別施設の統廃合の検討に向け

計画を策定します。

た施設評価基準を作成する。
市有財産等の有効活用に関する基本方針等に基づ

27

市所有未利用地の処分や有効

き取り組み中。

活用をおこないます。

H29 年度に施設へのネーミングライツ等民間事業

◎

□

△

者等から提案を募集する制度を構築する。
28
29

公会計制度（大阪府方式）の

H27 年度決算数値をもとに国の統一的な基準によ

導入。

る財務諸表を作成。

ふるさと納税の寄付額を増や

H28.7 からふるさと寄附金に対する返礼品を設

すための方策を検討します。

置。H28.12、H29.4 に返礼品を拡充。
H29.10 に、市制施行 70 周年記念事業として、
「音

30

市民の力で「くらわんか花火

と光のファンタジーナイト」を実施予定。淀川に

大会」の復活を目指します。

てウォータースクリーンでの映像と効果照明を駆

◎
◎
＝

使したイルミネーションショーを行う。
31

32

香里ケ丘中央公園の美術館整

美術館条例の廃止が決定。
（H28 年 12 月定例月議

備計画を白紙に戻します。

会）

公共施設のロビーや空間を活

生涯学習市民センター等において、ロビーコンサ

用し若手芸術家の育成に努め

ートや展示等について一部実施中。

◎
※

ます。
3

商店街の空店舗を活用したイ

空店舗の活用も含めた空家等対策計画の策定に向

ンキュベーションセンターの

け取り組み中。

△

設置など、中小企業の支援制
33

度を充実します。

また、街

巡り隊や店舗(空き店舗、にぎ
わい亭)の情報発信にも力を入
れます。

34

第六次産業やシルバー世代の

枚方の特産物を創出し、販路の拡大を図るべく検

力も使い、枚方の雇用、ブラ

討中。

△

ンド、シンボルづくりを考え
ます。

35

36

森林、田園の保全に努めます

里山保全計画に基づく計画の推進、農業ふれあい

※

遊休農地、生産緑地、竹林の

ツアーなど市民が農業に触れる機会の推進に取り

〇

活用や、教育との協働で近郊

組んでいる。

農業や里山の保全・活性化を

また、農業の維持を目的とする農作物の販路拡大

図ります。また、棚田保全等

について検討中。

自然保護や鳥獣被害対策にも

鳥獣被害対策は H28 年度から猟友会の協力のもと

力を入れます。

一部実施。

農林業従事者と NPO が協働
37

※

し都市部に住む市民の農林事
業参加の仕組みづくりをおこ
ないます。

△

農業ビジネス特区で誰もが気
38

軽に参入できる支援もおこな
います。

39

小中学校給食の米飯化に努

米飯率（週 5 回への拡充）
・枚方産食材使用率の向

め、地産地消の考え方から枚

上を目指す。

△

方産の食材をできるだけ使用
することを目指します。

40

弁護士会との連携にて医療過

市内の全病院や有床診療所等の立入検査を毎年実

誤等の相談窓口をつくった

施しているほか、無床診療所についても必要に応

り、医療監視等の強化、診療

じて適宜実施するなど、大阪府の医療監視手順に

報酬の適正化を図り、良質な

準じた対応を行っている。

※

医療の発展を目指します。
41

地域保健医療の充実としてク

大阪府では、保健医療計画の中で｢がん｣｢脳卒中｣

リティカルパスを構築し、地

「糖尿病」等について地域連携クリティカルパス

※

4

域医療を後押しします。

を含む医療連携体制の構築を目指している。枚方
市については「糖尿病」の事務局を務め、運用状
況や課題の情報共有などを行い、医療連携の推進
を図っている。

42

43

44

45

子どもの医療費助成を高校 3

今後の収支見通し等を見極めながら実現を目指

年生まで拡充します。

す。

健康診断受診等への補助や受

｢スマホ等の活用による特定健診早期介入保健指

診機会の拡大を行い、予防医

導事業｣を H28 年度から開始。｢住民健康診査事業｣

療、予防介護にも力を入れ、

「各種がん検診促進事業」
「歯科口腔保健推進事

市民の健康保持増進に努めま

業」について H28 年度から一部事業を拡充。H29

す。

年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始。

ホスピタル・カーを導入しま

H29 年度よりドクターカーを導入。

＝

生活保護の不正受給を徹底的

H25 年度に開設された「生活保護ホットライン・

※

に排除するとともに真に必要

適正化推進チーム」による取り組みを推進。

△
〇

す。

な困窮者を救済します。
H28 年度に「障害者社会参加促進事業」について、
46

障がい者が自立して社会生活

グループホームの新規開設・定員増に対する支援

を送れる居住の場・労働の確

やスプリンクラー等の設置助成、
「障害者就労支援

保に向けた制度を充実します

事業」について、就職支度金の支給対象に精神障

○

害者等を含める等の一部拡充を実施。
重度障害者が入院した場合、日ごろから介護して
47

障がい者が入院中にヘルパー

いる事業者を派遣することで医療機関とのスムー

を利用できるよう支援しま

ズなコミュニケーションを図るための「重度障害

す。

者コミュニケーション支援事業」を H28.10 より

◎

実施。
正確性、迅速性の向上に向け取り組み中。

※

元気な高齢者同志が共同で生

高齢者サポートセンターと連携を強化し、適切な

※

活するグループホームを支援

情報提供に努めている。

介護認定の正確さを向上しつ
48

つ、スピードアップもはかり
ます。

49

します。

50

経費の削減とサービスの向上

走谷保育所について H32 年度からの民営化に向け

を実現するため、市立保育所

検討中。

□

の民営化を進めます。ニーズ
に合った保育を実現するため
5

市立保育所の民営化を進めま
す。
新たな場所（駅ナカ・駅前等） 年間を通じての待機児童ゼロを目指し、H31 年度
51

への保育所設置や幼稚園との

□

当初までに入所枠を 500 人分拡大する。

連携を図り、待機児童の解消
を図ります。

52

第２子以降の保育料を無料に

年間を通じての待機児童ゼロを優先することと

します。

し、今後の進捗状況を見極め判断。
企業における推進については入札等の評価基準ガ

△
○

イドラインの中で「男女共同参画への取組」が既
に盛り込まれている。市役所内の推進については
53

父親の子育て参加を推進しま

庁内報において実際に育児休暇を取得した男性職

す。

員のインタビューや制度の紹介等を行っており、
今後パンフの作成や講座の実施等を検討し、啓発
していく。H28 年度に「イクボス」養成講座を実
施。

特別保育事業を拡充します。 H29 年度に、枚方市病児保育室の拡充、ファミリ
54

55

（駅ナカ保育所、24 時間保育、 ーサポートセンター事業の無償体験の仕組みづく
日曜保育、病児・病後保育）

りを進める。

発達障がい児のサポートを拡

H31 年度運営開始に向け児童発達支援センターを

充します。

整備。
家庭児童相談やひとり親家庭等自立相談などの相

56

〇

子育て支援センターの相談業

談窓口を一元化し、臨床心理士、精神保健福祉士、

務を強化し、児童虐待防止体

保健師など、さまざまな専門相談員を配置する子

制を強化します。

ども総合相談センターを H28.10 サンプラザ 3 号

□
◎

館で運用開始。
57

福祉部門と教育部門が連携

子どもの課題対策検討委員会を H28 年度に立ち上

し、虐待、非行、不登校等の

げ、関係課間の情報共有、連携強化を図っている。

〇

問題を改善します。
上記 57 と同じ。

◎

電気自動車・エコカー、カー

カーシェアリングの市域全体の普及に向け「枚方

△

シェアリングなどの普及を促

市地球温暖化対策実行計画」に盛り込むべく検討

進し、環境未来都市づくりを

中。

市役所や保育所・学校等にお
58

ける児童虐待防止体制を強化
します。

59

進めます。
6

太陽光発電、太陽熱利用、風
60

力発電、小水力、バイオマス
などの導入を図ります。

61
62

63

64

「枚方市地球温暖化対策実行計画」において、新
設する公共施設には原則として太陽光発電を導入
する事を位置づけている。太陽光以外は現時点で
は導入困難。
道路照明灯、防犯灯の LED 化を進めている。

※

空家が解消されるよう仕組み

空家等対策計画の策定に向けて実態調査を実施

□

づくりを検討します。

中。H29 年中の計画策定をめざす。

市の玄関口となる枚方市駅前

北大阪商工会議所を中心に設置された枚方市駅周

に賑わいと活気を取り戻すた

辺活性化協議会において市駅周辺の活性化に向け

め、民間の活力を導入し魅力

た検討や、京阪 HD(株)、
（株）ソウ・ツー及び本

ある商業施設などの再整備を

市との三者協定に基づく連携会議において市駅周

進めます。

辺再整備の実現に向けた検討を進める。

省エネルギー対策として、Ｌ
ＥＤの利用促進を図ります。

電線の地中化に取り組みま
す。

0.5h 以上の新規開発における電線地中化の努力義

住宅の耐震化を促進。

△

○

務の規定を技術基準に盛り込んだ。(H29 年度から
運用)
H29 年度から木造住宅の耐震化促進を図るため、

65

※

○

耐震改修等補助制度について、耐震設計・工事の
対象範囲拡大。
国による第二京阪道路と国道 307 号の交差点の改

66

渋滞の解消に取り組みます。

○

良が H28 年度に完了。その他、都市計画道路の整
備を計画的に進めている。

67

68

淀川渡河橋の整備を推進しま

大阪府による府道牧野高槻線の橋梁整備が決定。

す。

平成 30 年度に正確な位置が確定予定。

誰もが安心して歩けるユニバ
ーサルデザインの導入。

大阪府福祉のまちづくり条例に基づき、総合文化

※

施設等公共施設の整備の際にはユニバーサルデザ
インの原則を踏まえて取り組んでいる。
公共施設、拠点を結ぶ自転車道通行空間のネット

69

□

△

歩道、自転車道の整備を促進。 ワーク化を図る路線を選定し、整備を行うための
計画を策定中。

70

71
72

通学路の安全対策を強化しま

現状を見極めたうえでハード面の安全対策を検

す。

討。また、防犯カメラを設置予定（上記 14）。

民間活力を利用し、放置自転

放置自転車をなくすため、指導・警告・移送を適

車ゼロやルール無視の迷惑自

宜行っている。市立小学校全 45 校の交通安全教室

転車ゼロを目指します。

を民間委託で実施中。

浸水対策に予算を重点的に配

下水道浸水被害軽減総合計画に基づき、蹉跎・楠

□
○

※
7

分し、水路や貯留施設などの

葉排水区の雨水貯留施設の整備を進める。また、

整備を進めます。

新安居川・溝谷川ポンプ場の排水能力向上に向け
た整備等を行う。

73
74
75

コミュニティスクールについて検討を進める。

△

学校運営について、校長に予

学校園活性化事業において各学校からの計画書に

※

算要求権を付与します。

基づき予算を配分している。

選択制の中学校給食を全員喫

実施手法の検討などを進め、平成 29 年度中に今後

食に変更します。

の方向性をまとめる。

教育行政に民意が反映される
よう改変します。

H26 年度から「学校給食における食物アレルギー
76

きめ細かいアレルギー対応の
給食に取り組みます。

△
〇

対応マニュアル」により一人ひとりの状況を把握
しきめ細かな対応を行っている。H28 年度より実
施した中学校給食では、7 大アレルゲンを使用しな
い給食を提供。

77

1 クラス 35 人以下の少人数学

H27 年度から 4 年生までの 35 人学級を実施して

級編制を現行の小学校 4 年生

おり、H30 年度にその効果を検証予定。

△

までから 6 年生にまで拡充す
るとともに、小学校 3 年生ま
でについては 30 人以下の学
級編成を実施します。

78

校長については目標達成度、

教育委員会による校長の評価、及び校長による教

教員については人事評価の結

員の評価の精度を高める方策を検討中。

△

果を給与に反映させます。

※

教員の任用や人事評価につい
79

て校長の意見を反映させま
す。
H27 年度から教職員の事務を軽減すること等を目

80

教員が、授業に専念できるよ

的とした校務支援システムを運用開始。

うな支援体制を整えます。

H28 年度から市立中学校部活動指導協力者派遣事

○

業を拡充。
81
82
83

上記 73 と同じ。

△

専門家の配置を含め、支援教

平成 28 年度から支援教育コーディネーターの配

〇

育を充実させます。

置時間の拡大を実施。

子どもの考える力を育む新し

アクティブラーニングを活用した新しい授業につ

い授業の研究を促進します。

いて、現在調査研究を進めている。

コミュニティースクールと教
育行政の連携を図ります。

△

8

84

すべての小・中学校に司書を

H28 年度から 10 中学校区に学校司書を配置。H30

配置し、子どもたちの読書活

年度から全中学校区に配置予定。

〇

動の充実を図ります。

小中一貫教育の推進と、
85

私立小中学校を積極的に誘致
し、教育の選択機会を増やし
ます。

H28 年度に全中学校区に専門のコーディネーター

〇

を配置するとともに、中学校教員による小学校 6

△

年生を対象とした外国語活動の教科担任制を導入
し、英語のコミュニケーション能力のさらなる充
実を図った。
私立小中学校の誘致については、長期的視点に立
って取り組む。

86

中学校のクラブ活動を抜本的

H28 年度から市立中学校部活動指導協力者派遣事

に見直し、外部人材を活用し

業を拡充。

〇

指導者の確保を図ります。
87

88

89

90

学校の判断により、土曜日授

土曜日授業については年 3 回実施。内容は各校で

業及び放課後授業を可能にし

決定。放課後自習教室を H28 年度から週 2 回から

ます。

4 回に拡充。

習熟度別の少人数授業を拡充

全小中学校で習熟度別指導を実施。少人数指導に

し、習熟度に応じた教育を実

ついては各小中学校の実情に応じて教科単位等で

現します。

実施。

枚方のまちに愛着を感じられ

国旗については全小中学校で掲揚。国歌について

る教育、国旗・国歌の意味を

は全小学校で歌唱指導に取り組んでいる。小中学

正しく教える教育をおこない

校において市旗及び国旗の掲揚方法等に関する運

ます。

用要領の遵守を確立した。

教員の質の向上、質のムラを

H28 年度に初任者指導など、指導主事が現場に訪

なくすため、研修を強化しま

問して支援・助言を行う回数を拡大した。

※

※

〇

〇

す。

91

92

市立図書館に民間のノウハウ

蹉跎・牧野図書館に H28 年度から指定管理者制度

を導入し、開館時間の夜 9 時

を導入。開館時間を夜 9 時まで延長した。生涯学

までの延長や 365 日開館を実

習市民センターとの複合施設 4 施設において H30

施します。

年度からの指定管理者制度導入予定。

大阪府が誘致を目指す 2025

必要面積を満たす用地が確保できないため誘致は

年の万博を枚方に誘致しま

断念。大阪府への協力を行っていく。

〇

＝

す。
93

大広場を設置しイベントや祭

枚方市駅周辺再整備において、岡東中央公園のリ

りが頻繁に行われるよう市民

ニューアルを含め検討する。

活動を支援します。

H28 年度に北大阪商工会議所が実施するオクトー

〇

9

バーフェストを含む「枚方市駅前大収穫祭」を支
援。今後は同会議所を中心に設置された枚方市駅
周辺活性化協議会において市駅周辺の活性化に向
けた検討を行う。
94

子育て支援する NPO、市民団

H28 年度から子ども食堂を実施する 11 団体への

体を支援します。

支援を行っている。

男性の育児休暇の取得やノー

上記 53 と同じ

〇

上記 57 と同じ。

○

子育て支援の拠点として保育

公私立保育所（園）や認定こども園、公私立幼稚

※

所、幼稚園を位置づけ、子育

園で子育て相談を実施しており、今後も充実に向

て相談に応じます。

けた検討を行う。

受付時間の延長や専門家の増

上記 56 と同じ。

◎

高層マンションを誘致しま

枚方市駅周辺の一体的な再整備の中で誘致を働き

△

す。

掛ける。
（関連－上記 63）

香里ケ丘中央公園の美術館整

H28 年 12 月議会において美術館条例が廃止（上記

備計画を白紙に戻します。併

31）。図書館については民間活力導入による建替え

せて香里ヶ丘図書館のあり方

に向け検討中（H32 年度オープンを目指す）
。中央

も含め対話を通じた形で解決

公園については図書館とともに地域の活性化に寄

します。

与する施設となるよう一体的な整備に取り組む。

〇

残業デーを推進する企業に優
95

遇措置を講じるなど、父親が
子育てに関わる時間の確保を
促進します。

96

97

98

幼稚園、保育所、小学校の連
携を推進します。

員など電話による子育て相談
を充実します。

99

100

□

注）
・上表「進捗」欄の各記号は以下を表します。

◎

達成

○

一部実施中

□

達成に向け進行中

△

検討中または保留

※

既存の取り組みを継続するまたは、現在の手法を改善するもの

＝

公約の内容を変更して実施

10

