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「第六次島本町行財政改革プラン」（案）に関するパブリックコメントの結果 

募 集 期 間 平成 30年 5月 28日（月）～6月 26日（火） 

資料の閲覧方法 役場など 6か所に設置、町ホームページに掲載 

応 募 方 法 持参、郵送、ファックス、町ホームページの意見フォームからの送付 

意 見 提 出 件 数 106件（22人） 
 

 

はじめに ～ プラン策定の背景 

 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

1 ⑲ 
P1 

はじめに 

「はじめに」について 

地方自治法は、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本

とし、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う

ものとする。」と定めている。行政改革は必要だが、行政コスト削減のみが

目的になって、住民の福祉の向上、ひいては住民のセーフティネットの

役割を果たすという自治体の使命がおろそかになってはいけない。地方

財政は国の税制や地方財政計画に拠るところが大きいので、「憲法にも

とづく国の行政責任として『国民の安全・安心を守るための財源』保障を

求めつつ、行財政改革を進める」という主旨を明記していただきたい。 

 各種施策の推進にあたり、国・府への財源確保の要望・働きかけ等につ

いては、適切に行ってまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

2 ⑲ 

P2 

１ これま

での取組 

町営鶴ヶ池住宅跡地の売却・・公有地として残すことで町立第４保育

所新設建替えの場所として活用できたはずである。バイオ研究所に売却

したため、さらにバイオ災害の危険性が増えた。 

公募による民間保育園の整備・・公募要件に制限をかけなかったた

め、3 歳以上の保育の実績のない株式会社の参入を認めた。保育の質

の確保に不安がある。 

人事評価制度実施・・自治体に求められる役割が大きく変化する中、

職員の能力開発や人材育成、やりがい・働きがい・住民サービス向上に

つながる目的の人事制度は必要である。「公平性・公正性」「透明性」「客

観性」「職員の納得」を原則にし、処遇に反映しない制度であるべきだ

が、それに沿って、導入した町制度の改善を求める。 

 平成 23 年４月策定の第五次行財政改革プランでは、取組方針の一つと

して、遊休地等の売却や資産の有効活用などによる新たな収入を確保し、

その資金を基金に積み立て、将来の施策展開の財源や公債費対策に充

てることを掲げました。町営鶴ヶ池住宅跡地につきましては、同方針に基づ

き売却を行い、財源の確保を図ることができたほか、企業立地の促進による

安定した税収の確保にも寄与することができたものと考えております。 

現在取り組んでいる民間保育園整備の運営予定事業者につきまして

は、院内保育所等ですでに受入れ経験をお持ちであり、また、当初から保

育人材の派遣を取り扱っているため、全年齢保育所での勤務がある保育

士の確保を進めておられます。本町においては、適切な保育が行なわれる

よう、適宜査察や指導を行い、事業者と連携して保育の質を確保してまいり

たいと考えています。 

人事評価制度については、地方公務員法において実施が義務づけら

れ、任用、給与など人事管理の基礎として活用することとされております。

職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績を公平

に把握することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力をもった

公務員を育成するとともに、能力・実績に基づく人事管理を行うことにより、

公務能率の向上や住民サービス向上につなげることを目的としておりま

す。引き続き、運用上の改善を重ねながら人事評価に取り組んでまいりま

す。 

3 ⑲ 

P4 

２-(1) 

高齢化の

進展と生

産年齢人

口の減少 

島本町人口ビジョン（2016 年 3 月）に示されている人口推移と、これか

らの数年に及ぶマンション開発などによる急激な人口予測を加味され

ず、年少人口・生産年齢人口・老年人口に乖離が生じている。予測が違

えば、行政経費も違ってくるのではないか。 

人口ビジョンは、国が提示する推計方法、出生率の目標などを参考に平

成 72（2060）年までの長期的な人口シミュレーションを行ったものです。 

今後におきましても、厳しい財政状況の中、多様化する行政ニーズや課

題に対応し、継続して行政サービスを提供していくうえで、必要に応じ、人

口構造を分析し、住宅開発等の動向も踏まえ、将来の変動を予測していく

必要があるものと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

4 ⑲ 

P5 

2-(2) 公

共施設の

更新・改

修 

公共施設総合管理計画〔2016 年 3 月〕（以下、計画）に記載の衛生化

学処理場は廃止され、今後の更新費用は不要である、と注釈をつけるこ

と。 

公共施設を建てる際、当然改修費・建替え費が必要なことは予測でき

たはずなのでそのための計画的な基金積み立てをしておくべきであった

のではないか。 

計画では、新しい施設はつくらない方針だが、JR 島本駅西土地区画

整理事業の開発計画では駅前広場の整備が予定されており、矛盾して

いる。大阪北部地震を受け、早急に耐震化できていない既存施設の更

新・改修をすべき。 

 プラン案 P5 の「公共建築物の築年別延べ床面積の割合」のグラフは、平

成 28 年３月策定の島本町公共施設総合管理計画から引用したものです

が、ご意見のとおり、衛生化学処理場、やまぶき園、第二幼稚園など、既に

廃止等の方針が決定した施設もあることから、注釈の追加を検討いたしま

す。 

ＪＲ島本駅西地区における区域一帯のまちづくりを実施されることに関し

ましては、都市計画上の観点におきましても非常に重要なことであるもの認

識し、土地区画整理準備組合への支援を実施しているところです。 

また、当該事業につきましては、保留地処分金を基本に事業費を賄うこ

とになりますが、本町といたしましては、より良好なまちづくりとなるよう、最終

的に町に移管される公共性・公益性の高いインフラ施設の整備につきまし

ては、将来の管理者として、本町の支出も検討し、土地区画整理準備組合

と協議を行ってまいりたいと考えております。 

なお、公共施設の耐震化については、利用者の安全確保や災害時にお

ける拠点施設としての機能確保の観点を踏まえ、財政状況を勘案しながら

計画的に進めてまいります。 

5 ⑲ 

P6 

2-(3) 財

政の状況 

財政の状況の見込みについて、第六次島本町行財政改革プランの計

画年度は 2022 年（H34）までにもかかわらず、2021 年（H33）しか見込ん

でない。 

歳入、歳出については、細かい説明がなければ、その妥当性が理解

できない。 

扶助費については、人口推移の前提が変われば経費変わるのではな

いか。 

投資的経費の名目を記述すべき。どの建設事業にいくらかかるのか説

明がない。 

財政状況の見込みにつきましては、決算年度の翌年度から５年度分に

ついて作成しているものであり、現時点では、平成 33 年度までの見込みと

なっております。 

投資的経費は、現時点で推計できる事業枠としてお示ししているもので

あり、具体的な事業費が積算された段階で変動します。 
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推進方針１ 行政経営の視点による事業の推進 

（１） 民間活力の活用 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

6 ⑤ 

P13 

②地域包

括支援セ

ンターの

民間委託 

地域包括支援センターの民間委託はやめてください。民間委託しても

経費の削減になるとは考えられません。むしろ公平・公正な仕事ができる

かどうか心配です。夜間・休日の対策が必要ということであれば、公でで

きる方策を考えればよいと思います。 

平成 30年 3月に策定した「第７期島本町保健福祉計画及び介護保険事

業計画」では、地域包括支援センターの運営に関して、民間の力を活用す

ることで機能強化を図ることとしております。 

地域包括支援センターは、運営形態が直営もしくは委託であるかにかか

わらず、設置の責任主体は市町村であり、運営にあたっては、中立・公平

性の確保、適切な組織・運営体制の構築、個人情報保護の徹底などが図

られているかを行政が監督・指導することが必須となっています。 

本町といたしましても、地域包括支援センターの運営の評価・点検の役

割を担っており、外部の委員で構成される地域包括支援センター運営協議

会と連携することで運営形態にかかわらず、適切な地域包括支援センター

の運営の確保に努めてまいります。 

7 ⑧ 

P13 

②地域包

括支援セ

ンターの

民間委託 

地域包括支援センターの民間委託に反対です。 

ここに寄せられる問題は、複雑な家族のことも含めて話しされると思い

ます 

守秘義務も含め、丁寧に相談されるべきで民間の業務には適さないと

思います。 

平成 30年 3月に策定した「第７期島本町保健福祉計画及び介護保険事

業計画」では、地域包括支援センターの運営に関して、民間の力を活用す

ることで機能強化を図ることとしております。 

地域包括支援センターは、運営形態が直営もしくは委託であるかにかか

わらず、設置の責任主体は市町村であり、運営にあたっては、中立・公平

性の確保、適切な組織・運営体制の構築、個人情報保護の徹底などが図

られているかを行政が監督・指導することが必須となっています。 

本町といたしましても、地域包括支援センターの運営の評価・点検の役

割を担っており、外部の委員で構成される地域包括支援センター運営協議

会と連携することで運営形態にかかわらず、適切な地域包括支援センター

の運営の確保に努めてまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

8 ⑨ 

P13 

②地域包

括支援セ

ンターの

民間委託 

地域包括支援センターが２ヶ所あるならば、内ひとつを民間委託するこ

とに反対はしません。が、一ヶ所しかない現状では、特定の事業者に委

託することには賛成できかねます。委託する場合は、地域を公的に熟視

している団体に委ねるのが望ましいと考えます。 

平成 30年 3月に策定した「第７期島本町保健福祉計画及び介護保険事

業計画」では、地域包括支援センターの運営に関して、民間の力を活用す

ることで機能強化を図ることとしております。 

地域包括支援センターは、運営形態が直営もしくは委託であるかにかか

わらず、設置の責任主体は市町村であり、運営にあたっては、中立・公平

性の確保、適切な組織・運営体制の構築、個人情報保護の徹底などが図

られているかを行政が監督・指導することが必須となっています。 

本町といたしましても、地域包括支援センターの運営の評価・点検の役

割を担っており、外部の委員で構成される地域包括支援センター運営協議

会と連携することで運営形態にかかわらず、適切な地域包括支援センター

の運営の確保に努めてまいります。 

9 ⑲ 

P13 

②地域包

括支援セ

ンターの

民間委託 

地域包括支援センターについては直営を堅持し、職員を増員し、セン

ター業務の充実に対応すること。 

平成 30年 3月に策定した「第７期島本町保健福祉計画及び介護保険事

業計画」では、地域包括支援センターの運営に関して、民間の力を活用す

ることで機能強化を図ることとしております。 

地域包括支援センターは、運営形態が直営もしくは委託であるかにかか

わらず、設置の責任主体は市町村であり、運営にあたっては、中立・公平

性の確保、適切な組織・運営体制の構築、個人情報保護の徹底などが図

られているかを行政が監督・指導することが必須となっています。 

本町といたしましても、地域包括支援センターの運営の評価・点検の役

割を担っており、外部の委員で構成される地域包括支援センター運営協議

会と連携することで運営形態にかかわらず、適切な地域包括支援センター

の運営の確保に努めてまいります。 

10 ⑤ 

P13 

③保育所

給食業務

の一部民

間委託 

保育所給食の民間委託はやめてください。保育所の給食はアレルギ

ー対応や、子どもに応じた対応が必要な、きめ細かなものだと思います。

画一的な民間委託では必要な対応ができるとは思えません。それがして

もらえる民間委託では、財政が削減できるとは思えず、子どもへの財政支

出を、経費削減の対象にすることはやめてほしいです。 

保育所給食の一部民間委託については、保育所内での調理業務のみ

を委託することを想定しており、アレルギー対応、離乳食を含めた献立業務

や、食材の調達は、従前どおり町が行います。実績・能力を踏まえ適切な

事業者を選定し、町の指導監督及び事業者との十分な連携により、これま

でどおり、安心で安全な給食を提供できるよう、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

11 ⑥ 

P13 

③保育所

給食業務

の一部民

間委託 

保育所の民間（給食）ときいているが反対します。 保育所給食の一部民間委託については、保育所内での調理業務のみ

を委託することを想定しており、アレルギー対応、離乳食を含めた献立業務

や、食材の調達は、従前どおり町が行います。実績・能力を踏まえ適切な

事業者を選定し、町の指導監督及び事業者との十分な連携により、これま

でどおり、安心で安全な給食を提供できるよう、検討を進めてまいりたいと

考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

12 ⑧ 

P13 

③保育所

給食業務

の一部民

間委託 

保育所の給食業務の一部業務委託の件ですが、子どもの発達に個々

の差がまだまだある年齢だと思います。業務委託ではなく子供の様子を

見つつ、各保育所で作るべきだと思います。 

保育所給食の一部民間委託については、保育所内での調理業務のみ

を委託することを想定しており、アレルギー対応、離乳食を含めた献立業務

や、食材の調達は、従前どおり町が行います。実績・能力を踏まえ適切な

事業者を選定し、町の指導監督及び事業者との十分な連携により、これま

でどおり、安心で安全な給食を提供できるよう、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

13 ⑫ 

P13 

③保育所

給食業務

の一部民

間委託 

給食の民営化について 

メリットは何でしょうか？何か問題・課題があり、その為に民間へ委託す

るのでしょうか？ 

幼児保育幼児教育における食の安全、食育、離乳食対応、アレルギ

ー対応はとても大切です。実務は既にアルバイトの方々だと聞いていま

す。食材の発注、献立立て、現場監督などは、町としての責任として、取

り扱うべきだと考えます。民間業者の選定、監督、連携などを考えると、逆

に仕事増になるのではないでしょうか？ 

保育所給食の一部民間委託については、保育所内での調理業務のみ

を委託することを想定しており、アレルギー対応、離乳食を含めた献立業務

や、食材の調達は、従前どおり町が行います。実績・能力を踏まえ適切な

事業者を選定し、町の指導監督及び事業者との十分な連携により、これま

でどおり、安心で安全な給食を提供できるよう、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

民間委託の導入は、経営に関する民間活力の導入だけでなく、給与支

払、人材確保等の労務管理の事務軽減も図れるものと考えております。 

14 ⑲ 

P13 

③保育所

給食業務

の一部民

間委託 

保育所給食業務の一部民間委託 

乳幼児の給食という重要な業務であり、日常的に保育士との連携が必要

であり、業務委託にはなじまないので、直営堅持すべき。民間委託しても

コスト削減にはならない（臨時職員の調理員のため）。 

保育所給食の一部民間委託については、保育所内での調理業務のみ

を委託することを想定しており、アレルギー対応、離乳食を含めた献立業務

や、食材の調達は、従前どおり町が行います。実績・能力を踏まえ適切な

事業者を選定し、町の指導監督及び事業者との十分な連携により、これま

でどおり、安心で安全な給食を提供できるよう、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

民間委託の導入については、経営に関する民間活力の導入だけではな

く、給食事業者ならではの専門性を期待しております。 

15 ⑲ 

P9・13 

民間活力

の活用 

民間活力の活用については、教育・保育に関する施設は公的責任が後

退しないように導入は慎重であるべき。  

幼稚園や保育園、子育て支援サービス等の教育・保育分野についても、

従前から、民間事業者が専門的かつ多様なサービス・事業を展開されてお

り、本町の幼児教育、保育、子育て支援を支えていただいております。今後

も、効率的かつ効果的な事業運営や、サービスの向上に向け、民間活力

の活用を含め、検討・対応してまいりたいと考えております。 

16 ⑱ 

P9・13 

民間活力

の活用 

民間の活用について 

一般の住民でできることが、まだまだたくさんあると思います。例えば、児

童公園の清掃・除草、河川公園の整備など。まずは、どんな委託業務が

あるのか知りたいです。  

都市公園や児童公園につきましては、年 2回の町内一斉清掃をはじめ、

各地域のご協力のもと、清掃や除草などを実施していただいているところで

す。公園の整備に関する委託業務としては、維持管理を行う上で効率性や

専門性を考慮した上で、各公園の遊具点検や、機械による除草業務、高木

の剪定などを実施しております。ご意見をいただきました、さらなる地域との

連携のあり方につきましても、今後検討してまいりたいと考えております。 
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（２） 広域連携の推進 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

17 ⑨ 

P9・13 

広域連携

の推進 

ごみ処理の広域行政について、コスト面においては最大の行財政改

革といえます。この問題は地球環境的な視点からのアプローチも必要。

北摂他市においても、ごみ処理の広域行政は検討されているはずです。

合併を目的としない高槻市・島本町広域行政勉強会を再開し、現状把握

と課題整理を行い、最重要課題として取り組みをはじめてください。 

ごみ処理の広域化については、今後も広域連携をめざして各種検討・調

整に努めてまいります。 

18 ⑲ 

P9・13 

広域連携

の推進 

広域連携の推進について、合併を前提にしない広域連携は必要であ

る。 

 本町が抱える課題の解決や、新たな行政需要への対応、住民サービスの

向上や効率化に資する有効な選択肢として、他の自治体等との広域連携

を積極的に推進してまいりたいと考えております。 

（３） ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

19 ⑨ 

P13 

②マイナ

ンバー制

度を活用

した取組 

マイナンバー制度については、廃止することが最大の行財政改革とい

えるでしょう。基礎自治体に大きな負担を強いるもので、費用対効果とい

う点では最悪です。住民票などのコンビニ交付の導入は島本町にとって

必要でしょうか。あれば便利なときもあるかもしれませんが、費用対効果を

考えれば、導入せずにその費用を他のサービスに使う方がよいのではな

いでしょうか。 

各種証明書のコンビニ交付については、現在、先行自治体の事例等を

参考に、ニーズや費用対効果、他の手法での対応の可能性等について検

討を行っており、本年度中に導入の要否について一定の方向性を示す予

定です。 

20 ⑯ 

P13 

②マイナ

ンバー制

度を活用

した取組 

住民サービスの向上、民間活力の活用といえば聞こえはいいですが 

行政運営を安易に民間に任せるべきではないと思います。 

住民票のコンビニ交付など、費用をかけて導入することはどのくらい必

要なのか？とも思います。住民の何％がマイナンバーカードを持っている

のか？何％の人がどのくらいの頻度でそれを利用するかという視点で検

討されているのか。 

手続の際にコンビニ交付の住民票不可などと指示のでることもあり、ど

れくらい意味があるのか、費用をかけて導入する必要があるのか？と疑

問。 

各種証明書のコンビニ交付については、現在、先行自治体の事例等を

参考に、ニーズや費用対効果、他の手法での対応の可能性等について検

討を行っており、本年度中に導入の要否について一定の方向性を示す予

定です。 

【子育てに確認】 

総合的な回答に変更済み⇒内容確認 

【子育てと調整】 

委託のメリット・理由の文章について調整 

【子育てと調整】 

委託のメリット・理由の文章について調整 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

21 ⑲ 

P13 

②マイナ

ンバー制

度を活用

した取組 

マイナンバーを活用したコンビニ交付についてはプライバシー保護に

問題あり、制度導入に莫大なコストがかかるため、実施すべきではない。

役場の月 1 回の土曜開庁または、駅前商店街での行政サービスコーナ

ーの実施が望ましい。 

各種証明書のコンビニ交付については、現在、先行自治体の事例等を

参考に、ニーズや費用対効果、他の手法での対応の可能性等について検

討を行っており、本年度中に導入の要否について一定の方向性を示す予

定です。 

休日開庁につきましては、過去に実施していましたが、利用者が少ない

こと等を理由に廃止した経緯があります。住民の利便性の向上を目的とし

た時間外の開庁は、今後の課題であるとは認識しておりますが、費用対効

果などの観点から、現時点で実施の予定はありません。駅前への行政サー

ビスコーナーの設置につきましても、これまでに効果や課題等について検

討を行いましたが、費用対効果などの観点から、現時点で設置は予定して

おりません。 

22 ⑳ 

P13 

②マイナ

ンバー制

度を活用

した取組 

プラン案を読ませていただき、行財政改革の必要性はおおむね理解

しました。無駄をなくすよう普段の見直しを行うこと、重要だと思います。 

ICT を利用した業務の効率化は良い施策だと考えます。紙ベースの業

務を電子ファイルベースにすることにより、細々とした作業量の低減になり

ますし、資源や保管場所の節約にもなると思うからです。 

一方、マイナンバーの推進は避けるべきと思います。導入されて何年

も経っていますが、これによって住民の生活が便利になったという実感は

1mm もありません。むしろ面倒くさい手順ばかり増えた印象です。マイナ

ンバーの推進は少なくとも住民生活の面では効率化に反していると思い

ます。 

ＩＣＴの活用につきましては、今後も、業務の効率化やサービスの向上に

向け、取組を進めてまいります。 

マイナンバーカードについては、マイナンバーの提示と本人確認を同時

にすることができる唯一のカードであり、各種手続きにおいて添付書類の提

出の省略を可能としたり、マイナポータルと呼ばれる国が運営するオンライ

ンサービスにおいて自宅のパソコン等から個人情報の確認、行政機関同士

で受け渡した個人情報の履歴を確認すること等が可能です。今後について

も、公的サービスや民間サービスにおいて、ICT とマイナンバーカードを活

用した様々なサービスが増えてくるものと考えており、本町においても、住

民の利便性向上のため、適切な対応を図ってまいります。 

（４） 公共施設の適正管理 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

23 ① 

P14 

①町立キ

ャンプ場 

キャンプ場閉鎖で仕方がないと思います。町民の安全第一に考えて頂

けたと、私は納得しています。 

 町立キャンプ場につきましては、目的面・施設面・立地面・環境面・運営

面のそれぞれにおいて多種多様な課題があり、これらを抜本的に解消する

方策が見当たらないことから、今般、やむを得ず閉鎖に向けて事務を進め

ることとなったものです。今後も引き続き、青少年関係団体や住民の皆様の

ご理解をいただけるよう、取り組んでまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

24 ⑲ 

P14 

①町立キ

ャンプ場 

町立キャンプ場は青少年の活動の場として教育委員会と住民が協同

して整備した貴重な施設である。廃止方針については青少年団体や住

民の意見を十分聞くべき。 

 町立キャンプ場が本町で唯一の野外活動可能な青少年教育施設として、

本町の青少年健全育成において大きな役割を果たしてきたことは十分認

識しています。しかしながら、目的面・施設面・立地面・環境面・運営面のそ

れぞれにおいて多種多様な課題があり、これらを抜本的に解消する方策が

見当たらないことから、今般、やむを得ず閉鎖に向けて事務を進めることと

なったものです。現在、青少年関係団体に対して閉鎖に関する説明を行う

とともに、今後の支援の方法についての協議をさせていただいております。 

25 ⑬ 

P14 

②第二幼

稚園 

認定こども園は、公立にしてください。 

子どもたちに、質の高い保育、教育を、町として取り組んで欲しいから

です。  

民間認定こども園整備においては、公募条件の提示や、有識者からなる

審査委員会において質の高い民間運営事業者を選定したいと考えており

ます。 

なお、民間による整備理由としては、補助金など財政面での長所もありま

すが、加えて、多様な運営主体が町内にあることにより、様々な事業が展開

され、子育て家庭にとって選択肢が広がるとの思いから進めているもので

す。 

26 ⑲ 

P14 

②第二幼

稚園 

第２幼稚園廃止については、住民の意見聴取機会を設けること。跡地

に整備する認定こども園については公立運営にすべき。 

 第二幼稚園の閉園及び跡地の民間認定こども園整備については、昨年

度、子育て家庭を対象としてタウンミーティングを実施する中で、その方向

性の決定に至ったものです。 

民間による整備理由としては、補助金など財政面での長所もございます

が、加えて、多様な運営主体が町内にあることにより、様々な事業が展開さ

れ、子育て家庭にとって選択肢が広がるとの思いから進めているものです。 

27 ⑥ 

P14 

④教育セ

ンター 

教育センターの移転について 問題はないのか？（さまざまな事情あり

とおもいますが） 

不登校のこども達は役場に近いといろいろな人に会うのでいやな想い

をするかもしれないと。 

教育センターには適応指導教室があり、不登校の児童生徒や保護者が

利用されることから、プライバシーの確保や、不登校の子どもたちが通いや

すく過ごしやすい環境への配慮が必要であるものと認識しております。現

時点で移転先は未定ですが、上記の状況を踏まえて、慎重に検討してま

いりたいと考えております。 

28 ⑨ 

P14 

④教育セ

ンター 

教育センターの機能を現在の場所から移動することには賛成です。移

設に際しては、専門家の助言の元（重要）不登校の子どもたちの居場所

として相応しい環境であることを最優先してください。 

教育センターについては、不登校の子どもたちの居場所としてふさわし

い環境の確保に配慮しつつ、他の施設との統合等に向けて慎重に検討を

進めてまいりたいと考えております。 

29 ⑫ 

P14 

④教育セ

ンター 

教育センターと他機関統合について 

教育センターは不登校児への対応、保護者相談など個別対応が必要

なポジションだと考えます。となると、独立していなければ、プライバシー

問題、不登校児にとっての居場所・居心地という面は守られにくいのでは

ないでしょうか？不特定多数の人がでは入りするような立地になってはま

ずいと考えます。独立しているべきだと求めます。 

 教育センターについては、プライバシーの確保や、不登校の子どもたち

が通いやすく、過ごしやすい環境に配慮しながら、他の施設との統合等に

向けて慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

30 ⑬ 

P14 

④教育セ

ンター 

教育センターを、役場庁舎の中に作るのはやめてください。不登校児の

居場所となる施設となって欲しいので、別の場所でないと、利用しづらく

なります。 

教育センターについては、プライバシーの確保や、不登校の子どもたち

が通いやすく過ごしやすい環境への配慮が必要であるものと認識しており

ます。現時点で移転先は未定ですが、上記の状況を踏まえて、慎重に検

討してまいりたいと考えております。 

31 ⑨ 

P14 

⑥町営住

宅 

水無瀬川緑地公園と町営住宅（集会所含む）の管理業務を指定管理

者制度の導入を提言します。管理業務において民間の専門性を活かす

一方で、行政は、憲法で保障された生存権、生活支援の視点からの公的

役割に専念していただきたい。迅速な改善を求めます。 

町営緑地公園住宅の管理業務については、他の自治体における事例

等を調査・研究し、指定管理者制度など民間活力の活用について検討し

てまいります。 

水無瀬川緑地公園スポーツ広場については、現在、町立体育館におい

て使用申請の受付を行っていることから、町立体育館の今後の方向性を決

定するにあたり参考とさせていただきます。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

32 ⑨ 

P10・14 

公共施設

の適正管

理 

公共施設の更新・改修についての考察を三点 

あれもこれもと競うように公共施設を建設する時代ではないことは既に

市民理解を得ているはずです。しかし、総論賛成、各論反対。体育館も

資料館も図書館も市民にとっては必要で、優先順位をつけて取捨選択

することは難しい。だからこそ市民的な議論、熟議による合意形成の過程

が重要です。そこを怠らないでいただきたい。主権者は市民。議決権が

あるのは議員ですが、市民の議論を参考に議決する、すなわち市民参

画が進むほど議会の重要性は高まります。行財政改革の要は市民参画

です。 

島本町は既に住民ホール、町立プールを廃止、町立キャンプ場も廃

止を決定しています。どれもみな、幼児から中学生、そして子育て世代に

とって大切な場所でしたが、廃止そのものはやむを得ないものと思ってい

ます。ただ、スクラップ＆ビルドのビルドがみえてこない、示されない点が

残念です。住民ホール、町立プール廃止で年間の維持管理・補修改修

にかかる費用は既に数千万規模で削減されています。たとえば子育て支

援センターや子育て世代が集う場、郷土文化財の保存展示施設など、町

にあってしかるべき施設を、計画している新庁舎建設に組み入れる機会

を逃すべきではない。せっかく耐震化するのです。新庁舎建設の方針に

は、町の課題を解決する視点を欠いてはならないと考えます。 

新庁舎の建設については、めざすところが総事業費抑制になってはな

らない。問題は、ふれあいセンターにみられるように、デザイン設計にお

ける無駄と無理による維持管理費の負担です。建物構造、光熱費、補修

工事、清掃作業すべてにおいて、ふれあいセンターの負担は大きすぎま

す。機能性の高い頑丈な建物にすることが重要であって、必要な設備を

つくらないことをめざすのは本末転倒の発想。必要施設の複合化による

総事業費抑制こそ、めざすべき方向性ではないでしょうか。将来世代が、

仮に合併を選択する場合、地域の拠点として必要な機能が備わっている

ことが益々重要になる、とわたしは考えています。 

プランに基づく各種取組の推進にあたっては、適切な広報・広聴の手法

を選択し、住民のみなさまのご意見の把握や反映に努めてまいります。 

新庁舎の建設については、「島本町役場庁舎耐震化方針」を本年４月に

決定し、現役場敷地内で建替える方針といたしました。本方針では、役場

庁舎に標準的に要請される限度の建物仕様とし、できる限り総事業費を抑

制するとともに、将来を見据え、当該施設に求められる機能の変化などにも

弾力的に対応できるよう、できる限り他の用途にも転用可能な建物仕様と

することとしております。 

今後策定予定の島本町新庁舎建設基本計画において、現庁舎の現状

や課題、新庁舎に備えるべき機能や規模、概算事業費や整備手法、事業

スケジュールなどを検討してまいりたいと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

33 ⑲ 

P10・14 

公共施設

の適正管

理 

公共施設の適正管理 

6月 18日、大阪北部地震が発生し、島本町では震度５強であった。耐

震化未実施のやまぶき園・第 4 保育所は幸い、利用者や乳幼児の怪我

はなかったものの、倒壊の危険性は十分に予測でき、早期の耐震化の必

要性は増した。休園に追い込まれたやまぶき園は利用者の福祉サービス

提供に支障が生じ、適正な建替え・改修の時期が遅れたことは反省すべ

きである。 

行革プラン案には第 4 保育所の耐震化については推進項目に含まれ

ていない。乳幼児・職員の命にかかわることであり、犠牲がでれば、行政

への信頼が失われるだけではない。安全管理を怠った過失による莫大な

補償費を要することになり、いくら行財政改革を進めても、すべて無にな

る。建替えを視野に入れての耐震化を求める。 

 町立やまぶき園につきましては、施設老朽化等の課題に対応するため、

施設状況、費用面、運営面等を総合的に勘案した結果、移転建替えの方

向で取組を進めることとし、障害者施策推進協議会での審議や、保護者・

当事者団体との意見交換を経て、公募した民間事業者による地域生活支

援拠点等施設の整備事業を進めているところです。 

6月 18日に発生した大阪北部地震により、やまぶき園の使用を中止して

おり、利用者の方々にはご不便をおかけしておりますが、現在、役場庁舎

等を活用し、暫定的に事業を再開しております。 

また、平成31年4月には、新拠点施設が開設される予定であることから、

耐震性を含めた安全性が確保されるものと考えております。 

第四保育所につきまして、大阪北部地震の発生後、建築に係る専門職

員が、図面確認及び目視等により安全点検を実施し、大きな損傷はなく使

用に問題はないと判断して開園に至った経過がございます。 

 しかしながら、現計画上の平成 32年度中の耐震工事までは約２年の期間

を要することから、それまでの間に具体的な安全面での対応を講じることが

できないか、早急に検討を進めたいと考えております。 

（５） 個人給付などの見直し （付帯資料： 個人給付等の見直し方針案） 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

34 ⑲ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

個人給付の見直し  

介護・福祉にかかる町独自の給付等に要する経費を削るべきではな

い。 

介護・福祉サービスの提供に要する費用が年々増加し、今後も基盤整

備や支援体制のさらなる充実が求められる中で、本町としては、個人への

金銭給付等を見直し、サービスの確保や、福祉施設等の基盤整備、相談

支援や就労支援などの支援体制の充実に向けて対応していく必要がある

ものと考えております。 

なお、各事業の見直しにあたっては、近隣自治体の状況、町の施策との

整合、対象者の状況等を総合的に勘案し、関係団体等への情報提供など

を行いながら、対象要件や金額の見直し、他事業への転換、統廃合等を行

ってまいります。また、対象者への影響を踏まえ、一定の周知期間や経過

措置の設定についても併せて検討してまいります。 

35 ⑲ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

個人給付見直しについては対象者への意見聴取も行わないまま実施

すべきではない。 

  

パブリックコメントの実施にあたりましては、広報誌及びホームページに

掲載し、プラン案及び付帯資料を町内６か所に配置したほか、関係団体・

事業所にも情報提供を行っております。 

また、プラン・方針に基づく各事業の見直しの実施にあたりましては、今

後も関係団体等への情報提供などを行ってまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

36 ⑲ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

個人給付の見直し方針 

障がい者、ひとり親、難病者などにかかわるものであり、自治体の責務

として支援すべきなので、見直し（削減・廃止）は行うべきではない。就学

援助についても、子どもの貧困が増えているにもかかわらず、所得要件

を見直し、援助対象からはずすことは認められない。 

福祉金等の障害者・難病者への給付については、障害福祉サービスや

各種支援事業が充実し、サービス費や基盤整備のための費用が増加する

中で、今後もサービスを安定して提供し、支援の充実を図っていくため、見

直しが必要であるものと考えています。 

ひとり親家庭児童等福祉金については、児童扶養手当受給世帯に一律

に支給するのではなく、対象要件・支給額の見直しを図り、子どもの貧困対

策の一環としての制度設計を検討してまいります。 

就学援助事業については、近隣自治体の状況を参考としながら、経済

的理由により就学が困難な世帯を引き続き支援できるよう、所得基準の見

直しを検討してまいります。 

37 ㉑ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

水道料金助成 

生活困窮者の水道料金基本料金の助成の廃止は問題だと考えていま

す。水道は基本インフラであり生活にとってなくてはならない公共サービ

スです。水道料金が払えずに水道が止められることはあってはならず、こ

のような制度は必要です。 

生活困窮者自立支援制度の創設を理由に助成が廃止になることは問題

です。そもそも自立支援制度自体が２００９年の金融ショックの時期に派

遣切りが横行して、生活保護以外の生活困窮者の相談する場所が公的

になかったため、島本町も講演に昨年招いた湯浅誠氏が提唱してできた

制度であるはずです。貧困世帯の増加が問題になる一方で相談件数は

目標を下回り、マッチングなど十分に機能していないといわれています。

また就労世帯の生活相談を主なターゲットにしていると考えられ、制度と

して水道料金助成とは必ずしも対象者もあっていないはずです。このよう

に趣旨の異なる制度があるから助成を廃止するなど羊頭狗肉の理由であ

り、あまりにも見直しの検討が適当すぎて廃止ありきのこじつけにしか思

えません。水道料金助成をこのような理由で廃止するのはやめてくださ

い。 

生活困窮者自立支援制度は、経済的な問題や社会的孤立など複雑な

問題を抱えている方等に対し、個々の状況に応じて計画を立て、課題の解

決に向けた包括的な支援を行う制度であり、高齢者や障害者、ひとり親家

庭など、さまざまな対象者に対し、相談支援、就労支援、家計管理の支援、

住居確保の支援等により、経済的問題など生活の建て直しを総合的にサ

ポートしております。 

水道料金助成と生活困窮者自立支援制度の対象者が全く異なることは

なく、生活困窮者自立支援制度において、経済的な困窮者に対しての、

個々の状況に合わせたより包括的な支援が可能になるものと考えておりま

す。 

今後も、本町では、生活困窮者自立支援事業等の充実に努め、困窮者

を早期に把握し、総合的かつ専門的に支援する体制の強化を図ってまいり

たいと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

38 ㉑ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

就学援助事業・ひとり親家庭児童等福祉金 

自分も学校現場で働いた経験があり子どもの貧困問題は深刻です。

本町でもこども食堂などの助成を新たに創設するなど、こどもの貧困問題

に対して対策をとりくもうとしているように感じていましたが就学援助事業

（所得要件）・ひとり親家庭児童等福祉金の削減を打ち出して本当にショ

ックです。義務教育のおいて無料には実質なっておらず、学校に必要な

物品や諸経費が各家庭に数万円?十数万円の費用がかかっています。

ひとり親家庭のこどもの貧困率が高いなど社会問題になっています。 

多くの世帯の負担が軽減され子どもにしわ寄せがいかないようにする

のが必要であり、制度の拡充がなされるのが本来であるべきである。 

就学援助事業については、近隣自治体の状況を参考としながら、経済

的理由により就学が困難な世帯を引き続き支援できるよう、所得基準の見

直しを検討してまいります。 

ひとり親家庭児童等福祉金については、児童扶養手当受給世帯に一律

に支給するのではなく、対象要件・支給額の見直しを図り、子どもの貧困対

策の一環としての制度設計を検討してまいります。 

  

39 ㉑ 

P10・14 

個人給付

などの見

直し 

個人給付などの見直し方針（案）全体について 

様々な難病者、障害者、子どもなどの社会福祉全般の個人給付の見

直し方針（案）が打ち出されていますが、その理由として「サービス費増

加、基盤整備、近隣自治体基準」など実際の個人給付の必要性、切実

性の検討が一切なされていない理由が伸べられています。このような理

由のみで社会福祉予算の見直しを本来すべきではなく、もっと慎重か

つ、多様な町民が参加できる場での検討がなされるべきである。 

そのためこの個人給付見直し方針（案）全体を撤回してください。 

また島本駅西地区の開発に十数億円の町の財政支出がつぎ込まれる

ことが予想される中、住民に切実なサービスを削減しようとする理由は納

得いきません。 

町の財政見通しや個人給付をどうしていくか町全体で話せるタウンミー

ティングを行うことを求めます。 

介護・福祉サービスの提供に要する費用が年々増加し、今後も基盤整

備や支援体制のさらなる充実が求められる中で、本町としては、個人への

金銭給付等を見直し、サービスの確保や、福祉施設等の基盤整備、相談

支援や就労支援などの支援体制の充実に向けて対応していく必要がある

ものと考えております。 

なお、各事業の見直しにあたっては、近隣自治体の状況、町の施策との

整合、対象者の状況等を総合的に勘案し、関係団体等への情報提供など

を行いながら、対象要件や金額の見直し、他事業への転換、統廃合等を行

ってまいります。また、対象者への影響を踏まえ、一定の周知期間や経過

措置の設定についても併せて検討してまいります。 
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（６） 補助金の見直し （付帯資料： 補助金の適正運用に関する指針案） 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

40 ⑤ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の見直しがされますが、補助金をもらっても、何に使ったか明ら

かにされないとか、使い残しても返還されないなどの補助金については、

使途を明らかにして、きちんと返還させる、などの措置や見直しが必要か

と考えますが、国や府の措置が十分でないために町がひつような手当て

をしているという補助金などの場合は、事情の丁寧な調査もなく、画一的

に廃止するなどということはないようにしてください。 

補助金については、今後、プラン及び指針に基づき、定期的に見直しを

行っていく予定ですが、見直しにあたっては、目的や効果等についての検

証を行い、事業の性質・内容・実績等を踏まえて、個別に継続の要否や見

直し等を判断してまいります。検証や調査もなく、一律に廃止・減額等を行

うことはありません。 

41 ⑨ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金制度の見直しは運営補助から事業費補助へ。理解を得るため

に多くの時間と努力を要するものの財政縮小効果は少ないかもしれませ

ん、しかし、多種多様な市民活動への公平公正な支援がなされてこなか

ったことが島本町にとって大きな損失です。既存の団体のみ運営補助が

恒常的に支給され、新たな社会的ニーズで生まれた市民活動にはなん

の補助もないという現状は改めてください。社会的には既に 20 年前から

議論されていることです。 

今回のプラン案及び指針案では、補助金の定期的な検証・見直しのほ

か、運営補助から事業補助への転換、公募型補助の創設等の方向性を示

しています。今後は、プラン及び指針に基づき、適切で効果的な補助制度

の運用を図ってまいりたいと考えております。 

42 ⑮ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の見直しと行政評価の活用について 

 ＜要望＞  

Ｈ３０年６月現在 会員２８名 会員年令６９才～９０才 平均７９才です 

○会費 １ヶ月 ３００円   年間 ３，６００円 

○定例会参加費 ３００円  月により ５００円の場合あり 

○役員も高令で定例会案内も郵送している。 

○ふれあいセンター部屋使用料のため会費３００円に上げました。 

補助金減額になれば、これ以上会費を上げることは、できない。（物価

値上しています。） 

高令者のひきこもり、特に一人暮らしの人特に集合住宅に住まれて人

は淋しいとのことです。目的あれば、出かけられるとの声を聞きました。会

員で昨年１２月孤独死ありました（月２回確認できます。友達関係になりお

互い連絡している人もいます） 

補助金については、今後、プラン及び指針に基づき、定期的に見直しを

行っていく予定ですが、見直しにあたっては、目的や効果等についての検

証を行い、事業の性質・内容・実績等を踏まえて、個別に継続の要否や見

直し等を判断してまいります。検証や調査もなく、一律に廃止・減額等を行

うことはありません。 

【確認・調整事項】 

まとめた回答文案について、福

祉・教育に確認 

⇒もっとあっさりがよい？ 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

43 ⑰ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の指針に提言されている姿勢と、実際の見直し方針（案）で示さ

れている改革内容に大きな矛盾、齟齬がみられている 

指針には、文章のはじめに「交付対象となる事業の内容に公益性が確

保されていることはもとより、その必要性について住民の理解が十分に得

られるものでなければなりません。」あるいは、「補助金は、公益上の必要

性が客観的に認められ、かつ、補助対象者が自助努力をもってしてもな

お不足する経費を補うことが原則であり、公益性・必要性等の判断にあた

っては、次のような視点が求められます。 

・補助の趣旨・目的が適正か。 

・重要性や緊急性があるか。 

・適切かつ有効な効果を期待できるか。 

・補助対象者の性格（目的・構成員の状況）、活動状況が適正か。 

・他の用途に流用される危険性がないか。 

現在の社会経済情勢において、補助対象事業の目的や内容が適正

であり、かつ重要性・緊急性が高く、真に公金を支出するにふさわしいと

客観的に認められる事業に、補助金を交付することとします。」とされてい

ます。 

一方で、「個人給付等の見直し方針（案）」にあげられているのは、「ひ

とり親家庭児童等福祉金」や直接生命にかかわるインフラの水道料金助

成や移送サービス、就学援助事業など続々と、日々の生活や「重要性・

緊急性」が高いものになっています。 

また、指針のなかに、「ウ 国・府の制度に町が上乗せ補助している補

助金 他自治体における補助率等の取扱いを調査するとともに、町の施

策との整合などの合理的な理由がない限り、上乗せ補助は行わないこと

とします」とありますが、元々必要があってうまれてきた町の事業をこの指

針をもって、町独自の事業分を見直し、廃止する、などということはまった

く非合理であり、なんの理由にもなりません。 

ウで策定する方針そのものが、町の行政としての特色であり、町の状況

に応じた細やかな住民生活を支えるきわめて肝になる基本的な、仕事の

基本的な姿勢です。 

これは削除していただき、福祉分野の切り捨てをやめていただきたい。 

 今回のプランにおいては、関連する方針として、補助金の適正運用に関

する指針案と、個人給付等見直し方針案をそれぞれ作成しています。補助

金と、個人給付等の扶助費については、性質や目的が異なりますが、いず

れの事業についても、社会経済情勢や行政課題、住民ニーズの変化に応

じて、制度の趣旨・目的、成果等について確認・検証し、適宜、見直しを行

っていくことが必要であると考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

44 ⑱ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金について 

正直よく分からないので、まずは実情の把握に努めていただきたいと

思います。住民にも興味がある方がたくさんいるので、周知していただ

き、町全体で考えていきたいと思います。 

各種補助金については、今後、定期的に事業目的や効果等について検

証を行い、検証結果をホームページ等で公表したうえで、見直し等を検討

してまいります。 

45 ⑲ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の見直し 

団体補助については、保育所などの福祉施設への補助金を除き、補助

金交付の条件として、領収書の添付を義務付ける。 

領収書については、概ね添付されておりますが、ご指摘の点については

改善を検討してまいりたいと考えております。 

46 ⑲ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の検証結果については公表し、見直し内容についても住民意見

に付すべき。 

 

各種補助金については、今後、定期的に事業目的や効果等について検

証を行い、検証結果をホームページ等で公表したうえで、見直し等を検討

してまいります。 

47 ㉑ 

P10・14 

補助金の

見直し 

補助金の適正運用に関わる方針において（案） 

ウ 国・府の制度に町が上乗せ補助している補助金の記述に問題を感

じています。島本町の上乗せ補助は国・府の制度が不十分であっため、

制度の当事者の切実な要求によって創設された経緯があるはずで、地

方自治体の重要な役割であるはずです。 

そのような補助金を「合理的理由がない場合は廃止する」と強い表現

で記述されています。よっぽどの例外が認められない限り原則は廃止と

読めるような表現は上乗せ補助金の意義からして適当ではないと考えま

す。このような記述の見直しをすべきです。 

町独自の上乗せ補助についても、他の補助金と同様に、今後、定期的

に見直しを行ってまいりますが、目的や効果等についての検証を行い、事

業の性質・内容・実績等を踏まえて、個別に継続の要否や見直し等を判断

してまいります。状況や必要性についての確認や検討もなく、一律に廃止

等を行うことはありません。 

（７） 事務事業の見直しと行政評価の活用 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

48 ⑲ 

P15 

③計画策

定事務の

見直し 

計画策定の事務の見直しについて、業務委託にかかる費用は多額で

あり、可能な限り職員で策定する。 

各種計画事務については、プラン案に記載のとおり、今後、位置づけや

必要性、業務量・コスト等を検証し、統合や廃止、方針等への転換、策定事

務の簡素化などの見直しを検討し、事務の効率化や経費節減に努めてま

いります。 

49 ⑲ 

P15 

④会議の

見直し 

会議の見直しについて、団体推薦の宛て職については見直し、公募と

する。多種多様な人材の委員の登用のために、会議時間を日中限らな

いようにする。仕事のある方は応募できないため。 

各種審議会や会議については、プラン案に記載のとおり、今後、役割や

必要性を検証し、整理・統合、開催頻度、委員数や委員構成等の見直しを

検討してまいります。会議の開催時間については、状況に応じ、各会議に

おいて検討を行ってまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

50 ⑤ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

保育士の配置基準を国基準にすることが考えられているようです。 

島本町の保育所は今、増える保育所入所希望にいくらかでもこたえる

ために定員を大きく超えて入所を受け入れている状態です。子どもたち

の負担が多いだけでなく保育士の負担も大きく、朝は一日事故のないこ

とを願い、仕事を終えれば今日もケガなく過ごせた、とほっとする、毎日を

過ごしておられます。これ以上の児童と保育士の負担はあり得ません。か

って島本の保育を求めて、島本に転居された親がおられた、近隣の市町

に誇り となっていた、水準の高い島本の保育を取り戻すもとになる保育

士の島本 基準を守ってください。 

保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 

51 ⑨ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

町保育士配置基準の見直しは行うべきではありません。島本町におけ

る２、３歳児の配置基準は絶対に守られるべき。島本町の誇りであり、むし

ろ保育のあるべき姿に近いものです。一方、４，５歳児についても、現在

の公立保育所ならびに一部私立保育園の過密状況を考えると、国の基

準に下げてしまうことは、全体的に考えて保育士に負担を強いるばかりで

子どもにとってもまったく利点がないと思えます。過去の議論で、実質的

な効果が期待できないこともわかっています。検討災害時における対応、

危機管理の視点からも、保育士は島本町の基準を守り抜くことが理に適

っています。 

 保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 

52 ⑫ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

保育士の配置について 

児童数に対する保育士の配置人数定数を下げることに大反対です。

ただでさえ、現在、各保育園は１４０％を超えるほどの過密です。これ以

上、詰め込み保育はやめてください。廊下までが遊び場になったり、昼寝

をしている真横に棚などもあり、スペース的にも圧迫感が大きいです。教

室の許容範囲を超えており、過密により地震時などの被害も大きくなりま

す。（昼寝時、棚の真横にまで布団を敷かざるをえない等） 

そもそも、国基準は保育の現状、保育の質を適切ではないと考えま

す。 

 保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 

なお、本町の保育所では保育所建設当時の定員（面積から得られる許

容児童数ではなく、当時の入所が見込まれる児童数）を超えて受け入れし

ておりますが、国が示す必要面積を確保した中で児童を受け入れておりま

す。 

53 ⑯ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

島本町は教育に力を入れている。子育て世代にはうれしい町と耳にする

ことがありますが今回の見直しでは保育士の配置基準の見直しは慎重に

すべきではないでしょうか。 

保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

54 ⑲ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

町保育士の配置基準の見直しについては基準の切り下げであり、断固

反対する。国の配置基準は最低基準であり、「最低基準を常に向上させ

るように努めるものとする。」（児童福祉施設最低基準）とする主旨にそっ

て島本町が独自に保育の質を保ってきた基準を後退させるべきではな

い。保育士確保は雇用条件〔賃金アップ〕、職場の働きやすさなどを整え

ることで可能である。 

保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 

55 ⑳ 

P15 

⑧町保育

士配置基

準の見直

し 

島本町にとって最も重要である、優れた子育て環境の実現という観点か

ら見て、保育士配置基準の見直しは避けることを希望します（プラン案で

は明記されていませんが、他の部分との一貫性から考えて、この見直し

は、配置基準の引き下げのことと推察されます。以後これを前提として書

きますが、プラン案の中にこのような大事な点が曖昧な形でしか書かれて

いない状態でパブコメ募集をするのは良くないことと思います）。現状で

も、保育園の過密状態は目に余るものだと多くの方から聞いています。こ

れ以上保育環境を悪化させれば、不測の事態が起こらないとも限りませ

ん。支出削減をしたいのはわかりますが、ここはむしろ大きく投資を行うこ

と、すなわち配置基準の引き上げを検討すべきです。加えて、公立民間

双方の保育士の給与水準引き上げのための施策の検討も望みます。公

立保育園ないし幼稚園の増設も行っても良いかもしれません。園児密度

がいったん低減し余裕ができれば、現有保育園の建て替えもスムーズに

進められるのです。繰り返しますが、大胆な投資が必要な局面です。 

保育士が全国的に不足しており、確保が困難なことを一因として待機児

童が発生しています。 

このような状況の中で、多くの自治体においては、保育士配置基準につ

いて、国基準を基本に保育所運営を行っていますが、本町においては、独

自の保育士配置基準により保育所運営を行っていることから、今後検討す

る必要があるものと考えております。 

なお、保育士の処遇改善については、国において経験や技能、役職に

応じた給与体系の改善が定期的に行われています。また、町独自策とし

て、民間保育園に就職した場合、本人に臨時給付金の給付を行うととも

に、町立保育所の臨時職員の賃金について近隣自治体の水準を勘案し、

見直しを行っています。 

56 ⑲ 

P15 

⑩ごみの

減量化 

ごみの減量化は重要な施策であり、行政と住民が協同で行う取り組みの

代表的なもの。排出されるごみのごみ質分析によれば、紙・布など再資

源化可能なものが多くを占めているので、その情報を知らせ、住民に協

力を呼びかける。 

本町ではこれまで、ごみ袋の透明・半透明化やレジ袋の無料配布中止

への取組など、ごみ減量化に向けた施策を進めております。古紙等につき

ましては、可能な限りリサイクルごみとして出していただくか、自治会等の集

団回収に出していただくよう、今後も啓発してまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

57 ⑲ 

P10 

事務事業

の見直し

と行政評

価の活用 

事務事業の見直しと行政評価 

YY ワールド事業については、単に事業をやめる、ということではなく、

青少年活動の育成や青少年〔ユース〕主体のあらたな事業の企画を検討

すること。 

行政評価は住民が行う仕組みをつくること。「私の声」には事務事業へ

の評価や改善提案につながることが住民の意見として詰まっているの

で、十分活かしてほしい。 

「YY ワールド」については、青少年関係団体を中心とした実行委員会形

式により実施してきましたが、その実行委員会の中で終了を決定されたもの

です。 

その一方で、地域団体主催による「島本音楽フェスティバル」が回を重ね

て成功を収められ、去る第５回におきましては、開催日程や実施内容につ

いて、ＹＹワールドの要素を取り入れるなど、さらなる飛躍が期待されている

ところです。 

このことから、今後は行政主導や行政主催による事業開催にこだわらな

い青少年活動活性化の手法や青少年関係団体の支援のあり方について、

検討してまいりたいと考えております。 

 事務事業の見直しに際しては、必要に応じ行政評価の手法を活用し、コ

ストや効果などの分析と結果の公表に努めるとともに、住民の皆様からいた

だいたご意見を参考にしてまいりたいと考えております。 

 

推進方針２ 持続可能な財政運営の推進 

（１） 町税などの安定的確保  （５） 受益者負担の適正化 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

58 ⑩ 

P10・11・

16 

町税など

の安定的

確保 等 

財源として住民税は自治体によってたいして変わらないですが、例え

ば夕張並みの税金を取ってもいいのではないかと思います。あと、ごみ

収集なんかは生ごみも含めてすべて有料化してもいいと思います。（ただ

し所得によって率を変える）。 

個人住民税の税率については、地方税法で規定する標準税率を採用し

ています。夕張市のように財政上の特別の必要があるとは認められないた

め、超過課税を行う予定はありません。 

ごみ収集の有料化につきましては、他市町村の実施状況も踏まえ、手法

等について必要に応じ検討してまいります。 

59 ⑲ 

P10・11・

16 

町税など

の安定的

確保 

町税などの安定的確保 

国の税制に関わり、地方自治体の財源である企業等の住民税（法人

住民税）の一部を国税にする措置を元に戻すよう、国に求めること。 

延滞金も含め数億円にも上る特別土地保有税の滞納を生じさせたこと

の総括をし、解消に向け努力すべき。 

  

法人住民税の一部国税化については、地域間の税源の偏在性を是正

し、財政力の格差の縮小を目的として講じられている制度であり、国税化し

た法人住民税の全額は地方交付税原資に繰り入れられ、地方交付税とし

て島本町を含む交付団体に交付されます。 

特別土地保有税を含む滞納整理については、地方税法等に基づき、引

き続き適切な事務執行に努めてまいります。 

  

【確認・調整事項】 

末尾段落の削除について教育に

相談 
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（２） 多様な手法による財源確保 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

60 ⑦ 

P16 

①ふるさ

と納税の

充実 

ふるさと納税については成果が出ないなら業者に委託するのはやめた

方がよい。税金の無駄遣いである。クラウドファウンディング゛の研究はや

ればよい。 

  

返礼品については、町内事業所の活性化を目的に今後も実施したいと

考えております。なお、業者への委託料につきましては、寄附額に応じて一

定の割合を支出していることから、寄附額が少ない場合は、支出も少額とな

ります。 

また、クラウドファンディングについては、昨年度からすでに導入しており

ますが、今後も継続してまいりたいと考えております。 

61 ⑲ 

P11・16 

（財源確

保） 

多様な手法による財源確保 

公立保育所および公立幼稚園の更新・改修にかかる補助金を国・府

が支出するよう制度改善を要求すべき。 

公立保育所等の建設費用は、国において、税源移譲も含め一般財源化

（町の費用負担）された経過があります。なお、改修費用については補助制

度があり、最大限活用し、施設の維持管理に努めてまいります。 

（３） 企業立地の促進 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

62 ⑦ 

P16 

①企業立

地に向け

た取組 

企業立地策については候補地など確たる目途を付けた上でもっと具

体的に情報提供しないと誰も応募などしてこない。歌い文句だけなら政

策に掲げない方がよい。 

本町にはまとまった空き地が少ない現状はありますが、現有企業の規

模・設備の拡大も含め、企業立地促進に向けた対策は必要であるものと考

えます。 

（４） 公営企業会計・特別会計の健全運営 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

63 ⑨ 

P17 

②公共下

水道事業

の企業会

計への移

行 

公共下水道事業の企業会計への移行につき、上下水道審議会の設

置は必須。市民に開かれ、専門家の意見が反映される場と機会を設ける

こと。美味しい水は島本町が最も誇るもの。上下水道事業の課題は日頃

からの市民との共有が重要、専門家と住民が意見交換できる審議会の設

置を強く求めます。高槻市にも大山崎町にもあるはずです。 

専門家と住民が意見交換できる「審議会の設置」につきましては、先行

事例を見ますと、常設となっているものや常設となっていないものなど、そ

の形態や委員の構成と人数は様々なものとなっております。また、審議事

項につきましては、料金に関することや、常設の審議会になると、事業計画

や上下水道会計に関することが審議会付議案件となっているなど、料金改

正の審議や経営、事業運営に意見・助言を受けるために活用されておりま

す。 

審議会の設置につきましては、これら先行事例を参考に、公共下水道事

業の企業会計への移行とは関係なく、今後の上下水道事業運営に必要か

どうかを含め、検討してまいりたいと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

64 ⑲ 

P17 

②公共下

水道事業

の企業会

計への移

行 

公営企業会計 

公共下水道の公営企業会計化については、デメリットへの対応（都市

創造部局の雨水対策業務との連携が弱まることや 5000 万円以上の契約

案件の議決事項が不要となることなど）を検討すべき。上下水道に関する

専門家および住民で構成する審議会を設置をする。 

公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくた

めには、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジ

メントの向上等に取り組むことが求められており、より的確に取り組むために

は、公営企業会計を適用し、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作

成を通じて、自らの経営・資産等を正確に把握することが必要になることか

ら、公共下水道事業の公営企業会計化の適用を進めるものであり、適用の

デメリットはないと考えております。 

例示されておられます 5,000 万円以上の契約案件につきましては、地方

公営企業法第４０条第１項において、地方自治法第９６条第１項第５号の規

定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しないとされておりま

す。これにつきましては、公営企業は、業務を能率的、経済的に遂行してこ

そ、その本来の目的である公共の福祉を増進することができることから、管

理者の権限を行う町長の自主性を大幅に強化し、議会においては、一般

的に企業の業務の予定、運営及びその結果について予算の審議議決、決

算の審査認定を通して、議会の意思を地方公営企業の経営に反映させて

いくこととし、管理者の権限を行う町長と議会との職責を明らかにし、両者が

協調して、公営企業による住民の福祉増進を確保するよう、権限の調整を

図ったものとされております。また、地方公営企業法適用により、本町にお

ける雨水対策業務におきまして、都市創造部との連携が弱まることはござ

いません。 

専門家および住民で構成する「審議会の設置」につきましては、先行事

例を見ますと、常設となっているものや常設となっていないものなど、その

形態や委員の構成と人数は様々なものとなっており、審議会の設置につき

ましては、これら先行事例を参考にして、今後の上下水道事業運営に必要

かどうかを含め、検討してまいりたいと考えております。 

（６） 保有資産の有効活用 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

65 ⑦ 

P17 

②遊休地

などの売

却 

若山台調整池の売却についてはいつまでも先送りせず、雨水幹線接

続のタイミングを期に売却の意思決定をすべき。埋め立てに要する土砂

は新名神のトンネル工事で出る土砂をネクスコから貰う方策を考え、早急

に協議すること。(莫大な埋立て費用が助かる)  

若山台調整池のあり方につきましては、昨今の気象の変化をはじめ、大

阪府の既存ストック活用の考え方や、様々な実測データによる検証を踏ま

えた上で、慎重に検討してまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

66 ⑨ 

P17 

②遊休地

などの売

却 

雨水幹線接続後の若山台調整池のあり方を検討するとのこと。埋立て

には絶対に反対。困ります。雨水幹線が引き受けられる許容量を超えて

降る近年の集中豪雨や台風の雨をどう考えておられるのでしょう。絶対に

やめていただきたい。都市計画上、調整池を埋める必要はもはやありま

せん。むしろ必要なのは総合計画の見直しです。 

若山台調整池の防災機能を再認識すべきです。災害に強い島本町を

めざしてください。リスクを多面的に把握し、安全を能動的に獲得する努

力を惜しまないでください。調整池を廃止もしくは縮小することは、対策の

引き算で被害を足し算することです。 

都市型集中豪雨の怖さは、降った雨が低地に集中的に集まり、一部の

地域に大きな被害をもたらすことです。１時間に 100 ミリの雨といった場

合、10 センチ。しかし、畳 10 畳のスペースに 10 センチ水が溜まるところ

を１畳に集めると１ｍになり、20 畳が１畳に集まると２ｍ。 

向日市のアンダーパスで幼稚園の送迎バスが水没し、園児ら８人が救

出されたことがあります。排水先の許容量を超えた瞬間、低地で急速か

つ深刻な冠水が起こります。それに備えて、水路あるいは下水道管への

急激な流入を抑制するため、貯水・保水機能を追加していくことは、もは

や社会の共通認識。 

「時間降雨量 50 ミリの降雨に対して下流河川の整備ができていない場

合には調整池を設置するものとする」という基準があるかと思いますが、こ

れは文字どおり「整備ができてない場合には設置の必要がある」という意

味であって、必ずしも「整備ができたら調整池の機能を廃止してもよい」と

言っているわけではない。すでにある調整池を廃止できると考えるのは論

理の飛躍。 

「下水道計画」上、時間降雨量約 50 ミリに対応可能とのことですが、こ

の数字がはたして妥当なのか妥当でないのかは現実として議論する余地

がありません。なぜなら下水道を計画から見直すには膨大な費用と時間

を要し、今さら下水管を太くすることは事実上困難だからです。 

基準や計画上は問題がないということと、調整池の洪水調整効果の評

価は別の問題です。残池すれば、集中豪雨への備えや、高川水路から

淀川右岸流域下水道高槻島本雨水幹線接続部での若山台における雨

水流出量の軽減に繋がることは明らかです。 

若山台調整池のあり方につきましては、昨今の気象の変化をはじめ、大

阪府の既存ストック活用の考え方や、様々な実測データによる検証を踏ま

えた上で、慎重に検討してまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

66 

つ 

づ 

き 

⑨ 

P17 

②遊休地

などの売

却 

若山台のＢ調整池の北側約３分の２の範囲が土砂災害の恐れが否定

できないイエローゾーンに指定され、それはすなわち土砂の流入により

急激に貯留量が減る恐れがあるということです。大雨の度に土が堆積し

ています。過去のデータに基づく判断は無謀、かつ無効です。 

また、オリフイス、余水吐きなど単なる貯水池と区別される機能があるこ

とが、もっと正しく評価されるべき。防災機能を備えた調整池を公共施設

と捉える発想が必要で、既存ストックとして有効活用すべきなのです。町

の所有する公共施設として簡単に埋め立てたり、売却したりされるべきで

はない。単なる貯水池ではないのです。 

まちはお金でできているのではありません。まちは、「人」です。大雨の

度に長靴を履いて現場を駆けめぐるのは、お金ではない。人口でもな

い。人です、職員です。調整池機能を廃止することに全庁的な合意形成

ができているとは到底思えません。 

調整池ＡＢは保存活用すべき。絶対に埋め立てないでください。 

 

67 ⑳ 

P17 

②遊休地

などの売

却 

財政改革について、基本的な方向性としては支出の削減になるかと思

いますが、住民の生活に直結するような点については慎重な対応を求め

たいと思います。例えば、若山台調整池の今後のあり方について検討す

るとありますが、埋め立てて売却するというようなことでしょうか？地球温暖

化に伴う降水量の増加が将来激しくなると見込まれる現在、一時的な収

入増と引き換えに防災に資するインフラを手放し住民を危険にさらすよう

なことはあってはならないと思います。 

若山台調整池のあり方につきましては、昨今の気象の変化をはじめ、大

阪府の既存ストック活用の考え方や、様々な実測データによる検証を踏ま

えた上で、慎重に検討してまいります。 

68 ⑲ 

P11 

保有資産

の有効活

用 

保有資産の有効活用 

将来の利用を十分検討し、目の前の財源確保のためにだけ、公有地

を売却することには慎重であるべき。災害時の活用などに公有地は保有

しておくこと。 

本町が保有する資産である公有地のうち、当面の利用予定がないものに

ついては積極的に貸付を行って収入確保に努めるとともに、将来にわたり

公共施設の立地などの利用予定が見込まれないものについては売却し、

その資金を将来の施策展開の財源や公債費対策に充ててまいりたいと考

えております。 

公有地の有効活用にあたっては、将来の利用予定等を十分に検討し、

慎重に判断してまいりたいと考えております。 

（８） 財務情報の公表 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

69 ⑲ 

P11・18 

財務情報

の公表 

財務情報の公表 

中期財政収支見通しなども毎年作成し、公表すること。 

中期財政収支見通しの作成及び公表につきましては、必要に応じ対応

してまいります。 
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３ 人材の育成と組織基盤の強化 

 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

70 ⑦ 

P12・18 

人材の育

成と組織

基盤の強

化 

職員が少ないことが理由で外部委託事業が多くなっているのなら本末

転倒である。スキルの蓄積や資産継承を考えたら職員採用と育成に力を

入れた方が良い。優秀な非正規の職員を選抜して積極的に正規採用す

ることも考えてはどうか。 

限られた職員数で、サービス水準を低下させることなく行政運営を行うた

め、引き続き、職員数の適正規模を維持するため計画的な職員採用に努

めるとともに、民間で行うことが可能であり、かつ効率的・効果的にサービス

を提供できる業務については、積極的に民間活力の活用を推進します。な

お、職員採用については、地方公務員法が定める平等公開の原則に基づ

き適切に実施してまいります。 

71 ⑨ 

P12・18 

人材の育

成と組織

基盤の強

化 

本町における働き方改革の最たるものは、さらなる職員の採用ではな

いでしょうか。過去の行財政改革で大きく削減したという職員数。その負

の影響が、じわじわと寄せていて、あらゆる施策に影響しているのではな

いか。もし各課において職員が足りないと感じて仕事をしているとしたら、

それは心理的におおいに問題です。誰かが、そしてみんなが我慢して頑

張る組織においては、持続可能なよいチームはつくれません。管理職が

目先の業務に追われ、政策課題にじっくり向き合えないでいるとしたら、

それは必ず改善されなければなりません。 

本町では、過去の行財政改革の取組において人件費の抑制に努めてま

いりましたが、職員数の適正規模を維持しながら、持続可能な行政運営を

行うため、計画的な職員採用に努めるとともに、研修などを通じ、風通しの

良い組織づくりや政策形成能力の育成などに努めてまいります。 

72 ⑩ 

P12・18 

人材の育

成と組織

基盤の強

化 

過去のプランをみていると人件費抑制が目立ちますが、人を増やすと

いうことも本格的に考えて欲しいです。やはり、いい仕事するには人材に

も余裕が必要と思います。 

 

  

本町では、過去の行財政改革の取組において人件費の抑制に努めてま

いりましたが、職員数の適正規模を維持しながら、持続可能な行政運営を

行うため、計画的な職員採用に努めてまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

73 ⑲ 

P12・18 

人材の育

成と組織

基盤の強

化 

人材の育成と組織基盤強化 

職員数が類似団体より 1 割少なくなった、との説明であるが、町自らが

退職者不補充策で正規職員を減らし、定数条例を提案して職員削減を

進めてきたのではないか。公的責任を果たし、業務の多様化、サービス

の複雑化に対応するために、災害などの対応するためにも正規職員を増

やすことで適正化をはかるべき。働く職場環境に起因する病欠や若年層

の退職などで、人材が損失している。他市にみられないほど臨時職員に

頼っている保育所の保育士については正規職員を増やし、臨時職員に

ついては保育士という業務に見合う雇用条件（賃金のアップなど）とする。 

働き方改革については、セクハラやパワハラの是正、女性の管理職登

用（管理職を目指しやすい環境整備）、長時間労働の解消、チームワー

クのある職場環境の整備などが重要。 

公用車の事故、公共施設の管理不備、事務ミス等で損害賠償金が発

生したり余分な支出が見受けられる、これではいくら行財政改革しても無

駄になるので、再発防止策を徹底すること。 

本町では、過去の行財政改革の取組において人件費の抑制に努めてま

いりましたが、職員数の適正規模を維持しながら、持続可能な行政運営を

行うため、計画的な職員採用により年齢構成の平準化に努めてまいりま

す。 

また、「しまもとスマイルプラン～第２期島本町男女共同参画社会をめざ

す計画～」や「島本町特定事業主行動計画」、「時間外勤務の適正化方

針」などに基づき、引き続き、女性の登用やハラスメント防止対策、仕事と家

事・育児・介護との両立支援など、働きやすい職場環境づくりに向けた取組

を進めてまいります。 

74 ⑳ 

P12・18 

人材の育

成と組織

基盤の強

化 

支出削減ではなく投資を行う方が良いと考える点があります。それは職員

数です。ここのところ私は個人的な事情から行政と関わる機会が増えて

います。その際に様子を見させていただいて感じることは、処理すべき業

務量に比して人手が足らないために、職員の皆さんが手一杯になってい

ることです。そして（こういうことを述べる失礼をお許しください）すべての

業務を丁寧に行うことが難しくなっており、そのため本来なら避けられた

はずのトラブル対応が生じ、結果的に効率が悪くなっているように思われ

ます。これは悪循環です。この悪循環を反転させるために、思い切って職

員数を業務量に見合ったレベルを越えて引き上げる必要があります。公

務員はとにかく減らせば良い、などという俗情におもねる必要はありませ

ん。正しいことを行なってください。 

本町では、過去の行財政改革の取組において人件費の抑制に努めてま

いりましたが、職員数の適正規模を維持しながら、持続可能な行政運営を

行うため、計画的な職員採用に努めてまいります。 
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その他、全体について 

 

連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

75 ① 

その他、

全体につ

いて 

島本町では、マンション建設ラッシュもあり、待機児童問題が一番大き

いのではないかと思います。私は、保育士として町内で働きたいと思って

います。しかし、３歳になる自分の子供を預ける先がありません。保育所

待機児童です。保育士として町内で勤務する場合は、中途からであって

も、保育所に子供を入所できるようにしてほしいです。例えば、保育士と

して町内で勤務する場合には、保育所を優先的に入所できる（パート保

育士であれば一時保育を優先的に利用できるなど）というような優遇をし

て頂ければと願います。 

本町では、保育士確保策の一環として、町内保育所で保育士として勤務

いただける場合には、キャパシティ上の制約がない限り、優先的に保育所

を利用いただけるよう制度化しております。 

76 ① 

その他、

全体につ

いて 

保育士の賃金や待遇を改善し、なるべく、1 人の保育士が少人数の子

供を保育できるように、無理ない質の高い保育を早急に考えてほしいで

す。（抱っこが泣き止むまでゆっくりしてやれるなど）  

子供の安全のため、健康のために、質の高い保育になるよう、保育所

など建物は、耐震性があり危険がない環境での保育、保育士確保など、

そちらを優先してほしいです。 

保育士の処遇改善については、国において、経験や技能、役職に応じ

た給与体系の改善が定期的に行われています。また、町独自策として、民

間保育園に就職した場合、本人に臨時給付金の給付を行うとともに、町立

保育所の臨時職員の賃金について近隣自治体の水準を勘案し、見直しを

行っています。 

77 ① 

その他、

全体につ

いて 

高齢化問題ですが、ホームヘルパーなど介護職も人が不足していると

思います。ファミリーサポートのように高齢者サポートも行えばどうかと思

います。（生活援助のみなど） 

平成29年度から開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」において

は、ヘルパーによる身体介護や生活援助などの訪問型サービスについて、

これまで訪問介護員の資格所持者のみによるサービス提供であったもの

が、生活援助については担い手の基準を緩和したサービス提供も可能とな

っています。 

併せて、この緩和した基準によるサービス提供の従事者の養成研修を町

で実施することで、介護の担い手を増やすことに努めております。 

78 ① 

その他、

全体につ

いて 

島本郵便局のある阪急電車沿いの裏道（パチンコ屋や水無瀬病院が

あり、現在ジオマンション建設中でマナベ家具店などがある裏通り）のど

ぶ川ですが、ゴミの投げ込みが多いです。「ごみを捨てると、罰金を科せ

る」など、厳しい文言の看板を設置するなど、空き缶ビニールゴミの投げ

込みを減らす方法をとるか、定期的に掃除をするなどしてほしいです。市

民活動としてボランティアで個人で掃除しようかとも考えましたが、どこが

管轄しているのかもわかりませんし、こちらに記載しました。宜しくお願い

いたします。 

ごみのポイ捨て禁止については、これまで広報誌やホームページ、看板

等で注意喚起を行ってきたところです。ご指摘のあった箇所については、

現地を確認し、ポイ捨て禁止の看板を設置しました。 

なお、町では、ボランティア等による道路・公園等の清掃活動を支援して

おり、清掃用具の提供等を行っています。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

79 ① 

その他、

全体につ

いて 

町民のマナーが悪いと感じています。行政がするというより、市民が活

動を起こしていくことなど、本来町民の役割だと思いますが、島本町は行

政に頼りすぎではないかと思います。高槻市では、市民活動で、市内に

花々を植え、農林水産大臣賞など高槻市民が受賞されておりました。島

本町は、民生委員やシルバー方々が仕事として色々町内でパトロールや

自転車の管理、子供の通園の見守りなどしてくださっていると思います

が、もっと、町内でボランティア募集するなど、市民が活動していけばどう

かと思います。町の財政に頼りすぎではないかと思います。 

町内では、自治会をはじめ、さまざまな団体、ボランティアなどが活動さ

れており、地域の清掃や緑化、子どもの見守り等の取組を行っておられま

す。 

本町としては、こうした活動を支援し、地域への愛着や連帯感の醸成を

図ることで、住民が地域活動に積極的に参加するための環境づくりを整え

てまいりたいと考えております。 

80 ① 

その他、

全体につ

いて 

子供医療費の補助拡充を中学高校まで所得関係なく、先にしてほしい

です。命優先です。 

本町の子ども医療については、平成 25年 10月に所得制限を撤廃し、入

院費助成を就学前から小学校卒業までに拡大しました。さらに、平成 27 年

７月には、通院費助成を就学前から小学校卒業までに、入院費助成を小

学校卒業までから中学校卒業までに、それぞれ拡大しています。 

今後のさらなる制度拡充等については、町の施策の状況や財政状況等

を踏まえて検討を行い、一定の方向性を示す予定です。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

81 ① 

その他、

全体につ

いて 

ＪＲ西側開発するより、田んぼを維持するためにお金を使用してほしい

です。田んぼは地盤が緩く、地盤沈下防ぐ工事には、費用がかさむと思

いますし、安全性が本当に大丈夫か、心配です。 

無駄な開発より、田んぼなどを今のまま維持するために費用を使用す

るべきです。 

また、町の必要な場所の耐震工事などに使ってほしいです。 

そして、給食は、保育所から中学校まで学校で作る、作りたての温かい

ものを食べさせたいです。業者委託の給食はやめてほしいです！ 

町のお金を住民の安全、安心、子育てしやすい町づくりにしようしてほ

しいです。 

JR 島本駅西地区における区域一帯のまちづくりを実施されることに関し

ては、都市計画上の観点においても非常に重要なことであるものと認識し、

土地区画整理準備組合への支援を実施しているところです。 

当該事業につきましては、保留地処分金を基本に事業費を賄うことにな

りますが、本町といたしましては、より良好なまちづくりとなるよう、最終的に

町に移管される公共性・公益性の高いインフラ施設の整備について、将来

の管理者として、本町の支出も検討し、土地区画整理準備組合と協議を行

ってまいりたいと考えております。 

なお、事業の施行にあたっては土地の状況等を十分に把握された上で

安全対策を講じられるものと認識いたしております。 

本町としては、農地を買収するなど、確実に農業を継続することができる

ために必要な財政的負担を伴う施策を行うことは想定しておりませんが、生

産緑地制度を導入するとともに、本町の財政状況を鑑みた上で、国や府の

支援策や他市町村の先進事例等も調査研究するなど、今後も農業施策の

推進に努めてまいりたいと考えております。 

また、公共施設の耐震化については、利用者の安全確保や災害時にお

ける拠点施設としての機能確保の観点を踏まえ、財政状況を勘案しながら

計画的に進めてまいります。 

小中学校の給食については、自校方式及び親子方式で調理しており、

児童生徒に温かい給食を提供しています。保育所における給食の民間委

託については、調理業務を民間事業者に委託するものであり、あくまで食

材の調達は町が行い、保育所内で調理を行うものであるため、これまでど

おり、作り立てで温かい食事を提供できるものです。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

82 ① 

その他、

全体につ

いて 

ふれあいセンターは今のままで機能させてほしいです。 

庁舎と合わせてしまうのは反対です。 

そして、ふれあいセンター他に、京都府長岡京市のＪＲ長岡京駅周辺

にある噴水（水遊びができる場所）があれば嬉しいです。プール代わり

に、幼児が水遊びできます。島本町には町立プールがないですので、せ

めてそういうスペースがあればと思います。 

また、バンビオ（総合交流センター）１Ｆフロアのように、だれでも利用で

きる子供のキッズスペース（絵本を自由に読めるように設置など）カフェレ

ストランなど同じフロアに開放的にあれば、子連れで利用しやすいです。

島本町立総合交流センターができればと思います。 

また、ふれあいセンターに今あるキッズルーム有料以外に無料の絵本

なども置いている広めの乳児幼児が安全に無料で遊べるスペースを造っ

てくれればうれしいです。別の場所でも良いです。 

ふれあいセンターについては、廃止して庁舎と統合する予定はありませ

ん。 

また、ふれあいセンター内に無料の新たな乳幼児用スペースを設ける件

については、館内に空いている施設がないこと、安全確保に課題があること

等から開設は困難であると考えております。 

現在、水無瀬川緑地公園におきまして、開園当初から水景施設（せせら

ぎ）を設置しております。他自治体のような噴水や水遊びができる施設では

なく、プールに代わる水遊び場としては十分ではないと認識いたしておりま

すが、水遊び場を設けるにあたりましては、財政状況やランニングコストも踏

まえ、慎重に判断する必要があるものと考えております。 

83 ② 

その他、

全体につ

いて 

島本駅西側田んぼがきれいです！！田んぼを潰して、周辺にマンショ

ンや施設などを建設計画はすでにあるマンションと重なってとても住みに

くいのではないかと不安になります。市街化調整区域ですのに都市開発

計画はおかしいと思います。田んぼを残してほしいです。 

JR 島本駅西地区における区域一帯のまちづくりを実施されることに関し

ては、都市計画上の観点においても非常に重要なことであるものと認識し、

土地区画整理準備組合への支援を実施しているところです。 

本町としては、農地を買収するなど、確実に農業を継続することができる

ために必要な財政的負担を伴う施策を行うことは想定しておりませんが、生

産緑地制度を導入するとともに、本町の財政状況を鑑みた上で、国や府の

支援策や他市町村の先進事例等も調査研究するなど、今後も農業施策の

推進に努めてまいりたいと考えております。 

84 ② 

その他、

全体につ

いて 

町のお金は、中高生医療費助成やファミリーサポートが利用しやすく

なるようになど、今ある制度が利用しやすくなるためなどに使ってほしい

です。例えば「ファミリーサポート」は、現在 1時間 700円を 1時間５００円

で利用できるようにし、残りの 200 円を町が負担するようにしたらどうか？

など、今ある制度を町がお金を負担したら待機児童対策にもなりますし、

子供の送迎など、ファミリーサポートの利用により、子供が安全で、子育て

しやすくなると思います。（監視カメラ設置よりもっと安全です。）都市開発

しても「住みやすい町」にはなりませんし、「安全な子育て」にはつながら

ないと思います！！！ 

本町の子ども医療については、平成 25年 10月に所得制限を撤廃し、入

院費助成を就学前から小学校卒業までに拡大しました。さらに、平成 27 年

７月には、通院費助成を就学前から小学校卒業までに、入院費助成を小

学校卒業までから中学校卒業までに、それぞれ拡大しています。 

今後のさらなる制度拡充等については、町の施策の状況や財政状況等

を踏まえて検討を行い、一定の方向性を示す予定です。 

ファミリーサポートについては、他自治体において利用料の一部助成を

行っている事例があることは承知しております。今後の制度設計において

参考とさせていただきます。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

85 ② 

その他、

全体につ

いて 

現在、保育士不足で、社会福祉法人の高浜学園のみ、保育士の時間

給を町が半分近く負担しているとの事ですが（1 時間 1300 円のうち半分

ほど町が負担。負担した理由は、保育士不足で入所予定人数 200人のう

ち 130 人しか預かれないため、経営が成り立たなくなる恐れがあるからと

聞きました。しかし、一般的に運営で安全な保育をしやすい人数は 120

人くらいまでだそうで、始めから 200 人定員という設定に無理があったの

ではないかという声があるようです。また、現在 130 人しか預かれていな

いのにかかわらず、200 人定員分の補助金が国や町から出ているという

現状だそうです。いつ、監査などで補助金が減らされるかわからないよう

な危うい状態での運営で、町も経営悪化を避けるため、慌てて対策とし

て、保育士時間給を負担して保育士確保していると聞きました。）それで

も保育士不足は解決していないのはなぜですか。問題を探ればどうです

か。小規模保育所やみゆき園などは、保育士時間給が極端に 900円台と

安くなっています。町からの負担がないからですよね？この偏りも気にな

ります。他の保育所にも時間給を町で負担してほしいです。島本町がも

っと住みやすい安全な町になりますように、意見を書きました。お願いし

ます。 

 本町では、民間保育園が人材派遣事業者から保育士を受け入れた場合

に、直接雇用との差額を補助する制度を行っております。これは、全国的な

保育士不足の中、待機児童解消のため、様々な手法を用いて人材を確保

できるよう本町おいて制度化したものです。また、保育ニーズは年々高まり

を見せており、それを踏まえて比較的大規模な民間園を整備いたしており

ますが、保育士確保が困難であり、定員を満たしていないのが現状です。 

なお、民間保育園運営に係る運営費補助は、実際の受入れ児童数に応

じて設定されております。 

86 ③ 

その他、

全体につ

いて 

ご苦労が多いと存じますが、限られた予算の中で、より建設的な行革

進めよき街作りを是非目指してください。応援しています。 

また若い現役世代が多く集まる、ＪＲ駅前再開発を民間デベロッパーと

して頂き町の繁栄と増収指して、自然と調和のできるお手本となるような

事業を推進して頂きたいと思います。 

ジムもブームなので、高槻市みたいにふれあいセンターに移設も希望

です。きれになれば、利用者が増えると思います。 

 JR 島本駅西地区のまちづくりにつきましては、「島本町都市計画マスター

プラン」における方針に基づき、新たなまちの顔となる駅前の玄関口とし

て、自然と調和した、にぎわいと親しみのあるまちなみに誘導してまいりま

す。 

町立体育館のトレーニングルームにつきましては、年間で延べ 18,700人

以上の方にご利用いただいており、住民の皆様の健康増進に大きな役割

を果たしていると考えており、町立体育館の今後の方向性を決定するにあ

たり、参考にさせていただきます。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

87 ③ 

その他、

全体につ

いて 

お願いがあります。神内のシャルマンコーポ付近から青葉ハイツ間は

近年交通量も多く、三叉路のシャルマンコーポ入口付近が狭く、歩道橋

の不整備で、ひやりとするような危険が何度もあります 

交通量増加に合わせ、行き違いで車はスピードを出す為、歩行者が危

険です。ドライバーには白線効果も少ないです。 

ごみ回収も、カラス問題あわせてこれも道路ゴミかたずけ掃除で危険。 

カラスは町の拡声マイクに超音波を流し追い払うことのアイデアあれば

幸いです（近年多量に繁殖してます） 

水路の鉄板、穴の大きいヒールの歩きにくいグレーチング、凸凹セメン

ト蓋、傾斜歩道は歩きにくく、高齢者・通勤者・幼児つきそい母や、自転

車に乗る子供達にも危険です。通学は往路は集団登校で帰路はばらば

らです。水路が公共なのか私有地なにかもわかりにくなってます。 

何十年もからある水道局の土地等の改良で安全は歩道ができません

か。青葉ハイツ自治会話せば安全で広い歩道ができますね。 

町民に為のＪＲ駅は利用者も増え、西国街道を利用しています。 

どうぞ、よろしくお願い申しあげます。 

ご意見をいただきました府道西京高槻線（西国街道）の一部区間におき

ましては、歩道が未設置となっており、水路上に設置されている蓋の形状

にばらつきがあることについても認識いたしております。本町といたしまして

も、交通安全対策の観点から、道路管理者である大阪府に申し入れを行っ

てまいります。 

ごみ置き場のカラスによる被害につきましては、ごみ置き場用カラスネット

を正しくご使用いただけていないケースがあることから、正しい使用方法を

町ホームページで周知しております。その他の対策につきましても、今後検

討してまいります。 

通学に係る帰路については、授業の終了時刻が低学年や高学年によっ

て異なるため、緊急時の集団下校以外はなるべく一人きりにならないよう

に、同じ方向に帰る児童をなるべく一緒に帰すよう学校に指導しています。 

88 ④ 

その他、

全体につ

いて 

第 6次島本町行財政改革プランを拝見しました。 

しかし 18 ページにわたる文書は読み手によって捉えかたが違うと思い

ます。私なりの理解で「今更このプラン化」と感じました。 

趣旨に下記の内容が書かれています。 

この計画に基づき、職員一丸となって継続的に行財政改革に取り組ん

でまいりますので、 住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申しあげ

ます。 

 ここも違うと思います。 

計画に基づき   職員一丸  行財政改革に取り組む 5次にわたるプラ

ンがありながら職員の行財政改革に取り組む意識が感じられない点が

多々有ります。 

プラン策定以前に職員の意識改革からすべきと思います。 

意識改革がなされて無ければ単なる「絵に描いた餅」です。でも「その

餅」古くないですか。  また、文書開示でなく、タウンミーティング等での意

見交換会の方が、内容も統一できるのでは有りませんか。色々な法律で

文書にてなっているのかも知れませんが。 やはり何回も申しますが「職員

の意識改革」だと思います。 

Ｐ１「はじめに」文末の表現は、限られた資源を有効に活用して持続可能

な自治体経営を進めるため、個人給付など既存の個別事業の見直しも含

めた各種の改革項目を掲げていることから、今後これらの改革を全庁的に

推進していくことに関し、住民のみなさまのご理解とご協力をお願いさせて

いただく趣旨で記載したものです。また、本プランの推進を通じ、職員の改

革意識のさらなる醸成に努めてまいりたいと考えています。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

89 ⑥ 

その他、

全体につ

いて 

障害等で悩む家族たちに的確な情報が伝えられているのか？ 障害者福祉のサービス・制度に係る情報につきましては、町ホームペー

ジや広報誌に適宜記事を掲載しているほか、町が作成した「福祉の手引

き」を窓口等で配布し、情報提供を行っております。 

当事者や家族で構成される関係団体に対しても、毎年、内容を更新した

「福祉の手引き」を配布しているほか、適宜、意見交換も行っております。今

回のパブリックコメントの実施にあたりましても、各団体にプラン案等を配布

し、情報提供を行ったところです。 

今後も、必要な方に必要な情報が届くよう、様々な手法により情報提供

を行ってまいります。 

90 ⑦ 

その他、

全体につ

いて 

高齢人口の増加と生産年齢層の減少による税収の減少傾向が続くと

予想される中、今回の行財政改革は従来施策の延長線では駄目。思い

切った（メリハリをつけた）歳出改革を実行するしかない。しかしそれを実

行するには住民との合意形成の為に何度となくタウンミーティングなど開

催して多くの住民の賛同を得る努力が必要である。今までの様に単に素

案を示してお決まりのパブコメを取るという従来のやり方では真に住民に

支持される生きたプランとはならない。｢住民と共に作り上げる｣この精神

を肝に銘じて真剣に実効性あるプラン作りして貰いたい。その為には充

分な時間を掛けるべきである。 

パブリックコメントの実施にあたりましては、広報誌及びホームページに

掲載し、プラン案及び付帯資料を町内６か所に配置したほか、関係団体・

事業所にも情報提供を行っております。 

また、プラン・方針に基づく各事業の見直しの実施にあたりましては、今

後も関係団体等への情報提供などを行ってまいります。 

91 ⑦ 

その他、

全体につ

いて 

大胆な歳出改革が必要で、チマチマした項目（個人給付の廃止など）より

も大きな歳出項目を覚悟を持って徹底的に削減検討すべきときに来てい

る。 

毎年多額に上る外部への委託費の委託案件の内容と件数をもっと絞

るべく知恵を出して貰いたい。 

毎年３億円も出費している電算関連費の削減断行。クラウド化の早期

実現や業者を変えることを検討すべき。（一体何年検討しているのか） 

小学校を現状の４校から２校化（小中一体校舎にして町内２校舎体制

への実現に向けた住民の理解を得る方策を練ること。保育所や老健施設

などとの複合併設も検討すべし。 

今回のプラン案におきましては、新規事業の終期設定や各種事務事業

の見直しなど、経費節減や効率化に向けた考え方や方向性を示しており、

今後も、プランに基づき、委託事業も含めた各種経費の節減や効率化に努

めてまいります。 

自治体クラウドの導入については、電算関係経費の節減、災害時におけ

るデータバックアップ等を目的とし、平成 32 年度を目途に導入する予定で

事務を進めております。 

本町における就学年齢の児童生徒は増加傾向にあるため、現在のとこ

ろ小学校の統廃合の予定はありません。引き続き、本町における住宅開発

の動向や児童生徒数の推移などを注視・分析しながら施設数や延べ床面

積の適正化について検討してまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

92 ⑦ 

その他、

全体につ

いて 

町長が推進するタウンミーティングをもっと日常的に多く実施すれば町

が進めようとする施策も理解が得られ易い。行政運営の発想そのものを

（トップダウンからボトムアップ）に転換すべき時期ではないか。 

特に今後必然的に実行せねばならない公共施設の統廃合・縮小など

にはその趣旨や背景について町民の理解を得ることが必須条件になる。

町民と一体となって進める行政運営の確立が必要である。コンパクトタウ

ン島本の利点を生かし、町民と共に政策立案して行く風土作りを始めよ

う。町民をもっと信頼すべきだしもっと協力を求めればよい。 

タウンミーティングについては、住民のみなさまからのご意見を直接お伺

いするだけでなく、住民のみなさまが自ら地域の課題を考え、ともに解決に

取り組んでいただけるような地域社会のさらなる醸成をめざし実施をしてい

るところです。今後につきましては、地域別のほか、テーマ別や年齢別など

様々な枠組みでの実施を検討し、継続する予定としています。 

今後も、住民のみなさまと行政が連携し、適切に役割を分担しながら、創

意工夫をもって、厳しい財政状況の中でも魅力あるまちづくりを進められる

よう努めてまいります。 

93 ⑪ 

その他、

全体につ

いて 

何のために「改革」を行うのか？このことがプラン作成の基本にならな

ければなりません。 

基本としては、 

１、何よりも、住民の安全で安心な暮らしを支援すること。 

２、職員の能力が十分発揮できる（働きやすい）役場にすること。 

・・・が必要と考えます。 

以上の観点から、今回の「プラン（案）」を見てみると、残念ながら、財政

削減最優先による住民サービス後退が随所に見られます。また、職員の

働く意欲を高める労働条件の改善等が見られないところもあります。 

特に、年金引き下げや医療・介護の負担増は年金生活者には大きな

負担になっています。 

厳しい財政状況を前提としつつも、住民サービスの負担増は慎重に検

討することが求められます。 

今後の「プラン（案）」決定にあたっては、一回のパブリックコメントで「意

見を聞いた」ということで、拙速に決定するのではなく 

１、決定までのプロセスにおいて情報公開につとめること。 

２、それぞれの課題ごとに関係団体・関係住民の意見を十分聞くこと。 

３、議会での十分な審議をおこなうこと。 

・・・以上を求めます。 

以上、「プラン（案）」への意見とします。 

貴重なご意見として、今後の行財政運営や、本プラン推進の参考とさせ

ていただきます。 

また、プラン・方針に基づく各事業の見直しの実施にあたりましては、今

後も関係団体等への情報提供などを行ってまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

94 ⑭ 

その他、

全体につ

いて 

全体的な印象 

「第六次島本町行財政改革プラン（案）」（以下、「プラン案」と表記）に

ついて、取り急ぎ目を通した全体的な印象としては、島本町としての独自

性が感じられない、また具体性の乏しい、何かのマニュアルかサンプルで

も写したような内容、というように感じました。表書きにある「島本町」をどこ

かの「○○町」と書き換えれば、そのまま通るようなものだと思います。 

このプラン案は、町役場の知恵を結集して作成されたのでしょうし、そ

れなりの妥当性を持ったものだとは思いますが、ここから見えてくる町の

将来像としては、結局、住民サービスは低下し負担だけが重くのしかかっ

てくるという姿しか思い描けません。結局どこの負担をより重くし、どこのサ

ービスをより多く削るか、というところの綱引きだけの問題になってしまい

ます。 

そういう問題も避けては通れないものではあるでしょうが、たとえて言え

ば、１＋１＝２，２－１＝１というような当たり前の事実だけでなく、１＋１が３

にも４にもなる、２－１も２のままである、場合によっては３にもなるというよう

な、将来に希望が感じられ、新しいビジョンが開かれてくるという要素、ワ

クワク感がないのが大変残念です。 

 貴重なご意見として、今後の行財政運営や、本プラン推進の参考とさせ

ていただきます。 

今回のプラン案や方針案については、本町の現状や課題を踏まえ、各

分野における取組の方向性について、全庁的な議論を経て作成したもの

です。既存の事業やサービス等の見直しについて多く記載しております

が、さまざまな課題やニーズに的確に対応し、住民福祉の向上を図ってい

くための新たな取組や方向性についても記載しています。 

本プランに基づき、限られた資源を有効に活用して持続可能な自治体

経営に努め、住民満足度の向上をめざすとともに、創意と工夫により、未来

に希望が持てる、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを進めてまい

りたいと考えております。 

95 ⑭ 

その他、

全体につ

いて 

期間の設定と町長のリーダーシップ 

まず具体的な疑問として、この「プラン案」の実施期間が「平成３０～３４

年度」となっていますが、この期間設定はどういう理由から出てきたもので

しょうか？ 

私はこのような大きな計画を進めようとするとき、行政全体の責任者で

ある町長がトップに立ってリーダーシップを発揮することが、非常に大切

だと考えます。山田町政が始まって１年が過ぎ残任期３年弱、その間に

何を実現するのか、どう変えるのかという視点がなければ、結局、”お役

人が書いた作文“にしか過ぎないようなものしか出てきません。いま、少子

高齢化が進み、持続可能な成長が叫ばれるというように時代は大きく変

わっています。前述したような新しいビジョンがなければ、町職員のルー

ティンワークの中でできる範囲で、後追い的に問題に対処するというよう

な、おざなりなプランに終わってしまします。 

住民はせっかく若い町長を選んだのですから、何十年先の将来を見

据えた、全く新しい発想をもとにしたプランを是非とも作成されることを期

待します。町長（町議会議員も）の任期と連動した、「責任を取る行政」を

示すプラン作りとすることを期待します。 

貴重なご意見として、今後の行財政運営や、本プラン推進の参考とさせ

ていただきます。 

行財政改革プランについては、取組の検討・調整、周知、実行等に一定

の期間を要するため、これまでも数年程度の期間を設定してきたところで

す。今回のプランにつきましても、約５年の期間内において、各分野の取組

を進め、適切な進行管理を行いながら、取組実績等について、住民のみな

さまに公表してまいりたいと考えております。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

96 ⑭ 

その他、

全体につ

いて 

住民参加の視点と町職員の姿勢 

若い町長とともに新しい視点での町の将来像を考えていくとき、欠かせ

ないのが住民参加の視点です。そのような点でも、この「プラン案」は役所

の“独り相撲”になっているという印象を強く持ちます。 

せっかく町長主導でタウンミーティングにも力を入れようとされているわ

けですから、町職員はもっともっと住民の中に出かけて行っていろんなニ

ーズを聞き、またそれを掘り起こし、住民とともにまちづくりをしていくという

手法を取り入れていかなければ新しいものは出てきません。 

配布されている「プラン案」（P.12）の「第３ ３ （１）人材の育成と改革

意識の醸成」には、「チャレンジ精神を持った職員」・・・「住民感覚を持っ

た職員」・・・の育成を目指します、とあり、P.18 には「推進項目」が記載さ

れていますが、非常に抽象的でもっともっと現実的な方法論を取り入れな

ければ、単なるお題目に終わりかねません。現在町職員の皆さんは日々

の業務に忙殺されていると聞きます。これ以上ハード面での「開発」（「プ

ラン案」P.14 （４）マル５ 関連）に力を入れるのはやめ、人への投資を

し、将来を切り開くことのできる人材を育成してもらいたいと考えます。 

それと同時に、町職員にばかり責任を負わせようとすると、そこで成果

を出すためのコストがどんどん膨らむことにもなります。そのためにも、住

民が知恵を出し合うという住民参加の視点は不可欠です。 

住民参画の方法はそれぞれの取組において、当該事業に適した効果的

な手法を選択していく必要があります。本町といたしましては、創意工夫に

より様々な形で住民のみなさまのご意見が反映できますよう努めてまいりま

す。 

人材育成のための具体的な方策については、「島本町人材育成基本方

針」において、人事評価や昇任試験、育成型ジョブローテーション、各種研

修などを掲げており、これらの取組を通じ、本町の将来を切り拓くことができ

るチャレンジ精神や経営感覚、住民感覚などを備えた人材の育成に努め

てまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

97 ⑭ 

その他、

全体につ

いて 

島本町の独自の将来ビジョンの作成を 

繰り返しになりますが、将来ビジョンの内容は、他の市町村とは違った

島本町独自の施策が豊かに含まれたもの、オンリーワンを目指したもの

にしなければなりません。島本町が持つ自然の豊かさ、歴史の豊かさ、人

材の豊かさを生かす必要があります。 

話は飛びますが、以前（現在もでしょうが）、15 歳人口の減少から府立

高校の統廃合の問題が大きくクローズアップされた時期がありました。問

題に対処するため、公私協定によって、人口減少に伴って公立・私立高

校がそれぞれ同じ比率で募集生徒数を減らしていくという方法が取られ

ました。府立高校もつぎつぎと定員を減らし、また学校の統廃合を進めま

したが、それでもなかなか定員を満たせなくなってきた学校がありました。 

それはなぜかというと、特色をもった教育をする私立高校により多くの

生徒が流れて行ったからです。そうした現実に直面し、府立高校も”金太

郎あめ”的な教育ではなく各校で特色を出すことが求められ、大きく教育

内容が改善されてきました。 

そうした変化は学校だけに限らす、ＪＲ各社、電話通信会社、電力会社

などどこにでもあり、いまや社会の常識と言えます。 

この視点が、地方自治体全体にも求められます。どこの自治体でもや

っているようなことをやっているだけでは、結局規模の大きなところに飲み

込まれていくだけです。人口減少しても、島本町には、誰も住まなくなっ

た住宅と老朽化して使い物にならなくなった公共施設・インフラだけが残

っている、ということにならないようにしたいものです。 

本町の総合計画では、まちの将来像として「自然と調和した個性と活力

ある人間尊重のまち」を掲げています。 

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略では、町の将来都市像として「ここ

にしかない「島本らしさ」を感じ、その魅力を誇れるまち」「すべてが将来を

見据えた、「未来に思いやりのある」まち」「すべての人が、「安らかで鮮やか

に日々を過ごせる」まち」を掲げています。 

一方、公共施設総合管理計画では、「将来の世代に過大な負担を残す

ことなく、必要な施設を安全に引き継ぐ」ことを基本的な目標としています。 

本プランでは、これら既存計画との整合を図りながら、本町が掲げる将来

ビジョンの実現をめざすため、行財政改革による健全な行財政運営を推進

するものです。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

98 ⑭ 

その他、

全体につ

いて 

島本町は、住民参加型のまちづくりをしていくのに最適の規模の自治

体です。 

住民参加の“まちづくりワークショップ”を開催し、いままでとは違った新

しい手法で、これからのまちづくりに取り組んでください。 

それをもとに「第六次島本町行財政改革プラン（案）」を見直し、また町

政に生かししてください。 

本町では平成 29年 10月から、町長自らが地域に出向き、町の状況をお

話しするとともに、住民の皆さんが自分たちの住んでいる地域をよりよくする

ための意見を交換するタウンミーティング「しまもトーク」を開催しています。

また、平成30年度には、認定こども園の整備やＪＲ島本駅西地区のまちづく

り、商店街の活性化などをテーマとしたタウンミーティングの実施を予定して

います。 

住民参画の方法はそれぞれの取組において、当該事業に適した効果的

な手法を選択していく必要があります。本町といたしましては、創意工夫に

より様々な形で住民のみなさまのご意見の把握と反映に努めてまいりたいと

考えております。 

今後、プランに基づく各種取組の推進にあたっては、適切な広報・広聴

の手法を選択し、住民のみなさまのご意見の把握や反映に努めてまいりま

す。 

99 ⑯ 

その他、

全体につ

いて 

パブリックコメントを求める前提としての資料、私はホームページから確

認をしましたが あまりに抽象的で いったい、何をどうするか具体的にど

こをどうするのか、明らかにされておらず「これに意見って言われてもね

ぇ」というのが 一番先に頭に出てきました。 

あくまでプラン（案）の提示なのだからとそう言われるのだろうと思いま

すが、本気で先を見据えた行政改革のために住民意見を抽出しようとし

ているのか？住民側へ働きかけようとしているのかと疑問を抱きます。 

もっとわかりやすい 資料 案を提示することを求めます。 

全体的に何をどう変えたいかはっきりせずコメントにも困る住民は多数

いるだろうと思います。 

私もその一人ですから。 

貴重なご意見として、今後の行財政運営や、本プラン推進の参考とさせ

ていただきます。 

今後も、プランを推進する中で、適切に進行管理を行い、取組の成果や

進捗状況等について、住民のみなさまにわかりやすくお示しできるよう努め

てまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

100 ⑰ 

その他、

全体につ

いて 

いつもお仕事ありがとうございます。地震のときも遠くから参集され、帰

宅困難な方にも施設を避難所として解放されるなど、島本町にはじめて

おりた方に対しても、駅の案内、また駅前商店ならびに避難所やゆっくり

休める店舗の案内など、職員も町の方も協力されている姿がみられて感

謝の気持ちでいっぱいでした。 

一方で、今回の行財政改革には、意見させていただきたいことがたくさ

んあります。 

各項目ごとに、住民への説明、意見の交換を行うなどの直接的なやり

とりが必要と思われます 

今回の行財政改革のプラン、公共施設の見直しから、各個人の生活

に直接関わるような、福祉分野などの切りすてにもつながりかねない重要

な論点が並んでいます。 

大阪北部地震もあり、インターネットを開いての意見提出を 

当該の給付を受けられているかたも、潜在的に、住民すべてに関わっ

ているような論点が、届けられているようにも思えません。 

各項目にわたっての見直しかとおもいますので、担当課から住民に詳

しく説明する機会が必要かと思います。 

パブリックコメントの実施にあたりましては、広報誌及びホームページに

掲載し、プラン案及び付帯資料を町内６か所に配置したほか、関係団体・

事業所にも情報提供を行っております。 

また、プラン・方針に基づく各事業の見直しの実施にあたりましては、今

後も関係団体等への情報提供などを行ってまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

101 ⑰ 

その他、

全体につ

いて 

なんのための行財政改革なのか？ 開発資金捻出のため、住民福祉

をきりすてているのですか？ 

町のさまざまな文書では、財政が厳しいため、不要の支出は控えてゆ

く旨のことが、常々つたえられています。 

社会情勢におうじて、柔軟に見直していくものも、実態に応じて変化し

ていくことも大切だとおもわれますが、公金の支出にあたっては、「公益

性」「必要性」と、今回の文書でも示されており、必要なひとがいて条件を

満たす住民であれば、等しく、そのサービスが受けられている、というベ

ースが基本にあります。そのために税金が使われるのは、公益上非常に

合理的です。 

今回カットされると示された補助金は、大きく、すべての住民に、福祉

に直撃するものです。 

一方、島本駅西側の開発には、多額の公費が必要であることが、じょじ

ょに感じられてきています。 

町としてなにを優先するのですか？  

待機児童も多く、町施設の管理や修繕、今回の地震でも耐震化などの

重要な対策がうかびあがっていることが明らかになりました。 

役場の建て替えも非常に大事です。  

そういったなかで、大規模住宅で児童施設に大幅な負担が予想された

り、既存商店に打撃を与える可能性や、地震、浸水などのてあても必要

な経費が多額であることがみこまれる、大型開発に多額の公金を支出す

ることが、「合理的」であり「公益性」があることなのですか？ 

今一度、開発への方向性を見直し、慎重に討議するとともに、福祉予

算のカットを性急におこなわず、また町の現状をまず知って、それに合わ

せた行財政改革、必要なところに、必要なてがのびるための見直しを行

う、行財政改革に舵をきりなおしてください。 

書面上の額面をみたり、一律になにかをカットするという姿勢が、濃厚

な提案書の感じがするのです。 

そうでない、あるいは、これでどれだけの予算がうき、なにに回すつもり

かなどの丁寧な説明を、うけたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

ＪＲ島本駅西地区における区域一帯のまちづくりを実施されることに関し

ましては、都市計画上の観点におきましても非常に重要なことであるもの認

識し、土地区画整理準備組合への支援を実施しているところです。 

また、当該事業につきましては、保留地処分金を基本に事業費を賄うこ

とになりますが、本町といたしましては、より良好なまちづくりとなるよう、最終

的に町に移管される公共性・公益性の高いインフラ施設の整備につきまし

て、将来の管理者として、本町の支出も検討し、土地区画整理準備組合と

協議を行ってまいりたいと考えております。 

今回のプラン案や方針案については、本町の現状や課題を踏まえ、各

分野における取組の方向性について、全庁的な議論を経て作成したもの

です。既存の事業やサービス等の見直しについて多く記載しております

が、さまざまな課題やニーズに的確に対応し、持続的に住民福祉の向上を

図っていくための新たな取組や方向性についても記載しており、整理と充

実という両面で、行財政改革を推進してまいりたいと考えております。 

今後も、プランを推進する中で、適切に進行管理を行い、取組の成果や

進捗状況等について、住民のみなさまにわかりやすくお示しできるよう努め

てまいります。 
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連番 提出者 区分 ご意見 町の考え方 

102 ⑱ 

その他、

全体につ

いて 

公共工事について 

早急な開発や大型開発の見直しを行ってください。 

例えば、JR 島本駅西土地については、住民からの反対意見も多く、十

分な検討もなされていないように見受けられることから、一度、要・不要ま

でたち戻って検討すべきだと考えます。 

反対に、公共施設の耐震化などは今すぐにでも取り組んでいただきた

く、また、長い目でみた場合に活用の幅が広がるように、しっかりコストを

かけていただきたいと思います。 

ＪＲ島本駅西地区における区域一帯のまちづくりを実施されることに関し

ましては、都市計画上の観点におきましても非常に重要なことであるもの認

識し、土地区画整理準備組合への支援を実施しているところです。 

また、当該事業につきましては、保留地処分金を基本に事業費を賄うこ

とになりますが、本町といたしましては、より良好なまちづくりとなるよう、最終

的に町に移管される公共性・公益性の高いインフラ施設の整備につきまし

て、将来の管理者として、本町の支出も検討し、土地区画整理準備組合と

協議を行ってまいりたいと考えております。 

なお、公共施設の耐震化については、利用者の安全確保や災害時にお

ける拠点施設としての機能確保の観点を踏まえ、財政状況を勘案しながら

計画的に進めてまいります。 

103 ⑱ 

その他、

全体につ

いて 

コストの見直しについて 

削減しても著しいサービスの低下にならないところは検討していただ

く、また、民間に委託できることは活用していただく。 

反対に、教育や保育、介護、住民サービスなど、質の低下に繋がるよう

なコストの見直しは避けていただきたいと思います。 

プランに基づく各種事業の見直しについては、限られた財源や人員を有

効に活用して、住民サービスの維持・充実を図るべく、近隣自治体の状況、

町の施策との整合、対象者の状況等を総合的に勘案し、成果等の検証を

行いながら、適切に進めてまいりたいと考えております。 

104 ⑱ 

その他、

全体につ

いて 

住民の、特に子どもたちの遊び場を提供していただけると嬉しいです。

すでにある施設、環境、そして、個人が所有されている土地を有効に活

用できるような仕組みがあると良いかと思います。 

例えば、水無瀬川の水遊び、キャンプ場跡の利用、尺代の旧石切場、

淀川河川公園など。規制するばかりではなく、住民にその利用方法を委

ねるのもありなのではないかと思います。 

お子さまの遊び場の充実につきましては、現在の利用状況や周辺の環

境を踏まえ、検討する必要があると認識いたしております。今後も、お子さ

まをはじめ高齢者の方々など、各地域にあった公園などの整備に努めてま

いりたいと考えております。 

105 ⑳ 

その他、

全体につ

いて 

プラン案に書かれている支出削減では、投資にかかる費用を賄えない

かもしれません。その場合は、新規事業の見直しに、より厳しく当たること

で対応すべきです。すでに進行中の事業であっても勇気を持って止める

方が長期的に見て正しいこともあるでしょう。コンコルドの誤謬に陥っては

なりません。人口減少時代に求められることは、既存のストックをいかに有

効に長く使うかであり、新しいものを作ることではないからです。 

 貴重なご意見として、本プランを推進する上での参考とさせていただきま

す。 
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106 ㉒ 

その他、

全体につ

いて 

勤務時間中禁煙を実施するようプランに追加されたい。 

大阪府下では、大阪市、吹田市、池田市、堺市、太子町などが実施し

ている。 

以下それぞれ参照されたい: 

大阪市 職場における喫煙対策に関する指針 

http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000252704.html 

吹田市 市民の声と市の回答（分野別） 

151「吹田市役所内の受動喫煙に関する取り組みの強化の要望」への

回答 

http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0225/8170/118531164018.p

df 

勤務時間内の禁煙実施 池田市役所きょうから 

https://web.archive.org/web/20090403214023/http://www.nnn.co.jp

/dainichi/news/090401/20090401039.html 

堺市職員：勤務中は全面禁煙 ４月から実施 

https://web.archive.org/web/20110313055023/http://mainichi.jp/sel

ect/wadai/news/20110305k0000m040141000c.html 

府内各市町村における受動喫煙防止の実施状況の 2頁め(太子町) 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2440/00099432/3shityouson.pdf 

勤務時間中禁煙実施による行財政面でのメリットは多岐に亘る一方、

デメリットはない。 

(1) 労働時間の削減に繋がり、労働生産性が向上する。 

喫煙中は当然労働をしていないことになる。そのため喫煙にかける時

間分だけ労働時間が増える。勤務時間中禁煙を実施すればこの時間が

なくなり、労働時間の短縮に繋がる。 

結果的に労働生産性が向上する。これはプラン 12 ページにある「（３）働

き方改革への対応 労働生産性の向上による総労働時間の短縮をめざ

し」の実現に有効であると言える。 

健康増進法の趣旨を踏まえながら、たばこの健康影響についての知識

の普及・啓発や受動喫煙防止に向け取り組んでまいります。 

勤務時間中の禁煙については、今後、公共施設における喫煙スペース

のあり方と併せて検討する必要があるものと考えており、ご意見にあります

他自治体の先行事例も参考にしてまいりたいと考えております。 
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106

つ

づ

き 

㉒ 

その他、

全体につ

いて 

こちらの記事も参考にされたい。喫煙者 1人の雇用で年間 23万円のロ

スがあるとする: 

https://sugu-kinen.jp/office-kinen/knowledge/productivity.html 

(2) 喫煙職員の疾病罹患リスクが下がり、事業の継続性が向上する。 

喫煙により様々な疾病リスクが増すことはよく知られている。 

枚挙に暇がないが、ニコチン依存症(離脱症状によるストレス)を始めと

し、うつ病、脳卒中・心筋梗塞、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺癌、その

他の癌などである。 

こちらの記事を参考にされたい(タバコはさまざまな病気の原因に): 

https://sugu-kinen.jp/harm/disease/ 

勤務時間中禁煙とすることにより、ニコチンへの依存が弱まり、結果的

に喫煙本数が減り、その他の疾病リスクも下げることが期待出来る。 

疾病リスクが下がれば疾病を原因とし不在(欠席)となるリスクも下がるの

であるから業務の継続性も高まると言える。 

これはプラン 12 ページにある「（２）機能的な組織体制の構築 持続的

な行政運営を行う」の実現に有効であると言える。 

またプラン 12 ページにある「（３）働き方改革への対応 職員の健康の

維持増進」にも繋がる。 

(3) 喫煙所の使用頻度が減り、清掃費用の削減に繋がる。 

吸殻入れの清掃頻度が下がれば、清掃に要する費用も削減出来る。 

これはプラン 15ページにある「ごみの減量化」の実現にも有効だ。 

タバコ税収の減少は心配する必要がない。元々タバコの消費は経済

に負の影響を与えることが分かっているからだ。 

厚生労働省の「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」

の第 1章第 3節「たばこの経済分析」を参照されたい: 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135586.html 

「喫煙の経済的影響は総じて負の影響が大きくなる」と結論付けられ、

タバコのプラスの経済的影響を 2.8兆円とする一方で、喫煙による経済損

失は 4.3兆円に上るとされている。 

 

 


