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本日ここに、令和４年度予算（案）をはじめ関係諸議案のご審議をお願い

するにあたり、市政に対する施策の大綱と私の所信を申し上げ、議員各位並

びに市民のみなさまのご理解とご協力をお願いするものであります。 

 

人類が大いに苦しめられている新型コロナウイルス感染症との戦いは、早

２年が経過しました。 

新しい生活様式が日常生活に変化しつつある今、ここからの歩みが５年先、

１０年先の泉佐野市の成長を左右するものと捉えております。 

 

昨年、岸田内閣が発足し、成長も分配も実現する「新しい資本主義」の具

現化に向け走り出しました。格差や気候変動といった現在の資本主義の弱点

を強みに変えることをカギとしており、地方を主役にしてデジタル化を進め

ることで課題解決を図るとしていることから、本市としましても、人口減少、

高齢化、産業空洞化などを食い止める「地方創生」に積極的に取り組んでま

いる所存であります。 

一方、大阪府におきましては、「大阪・関西万博」まであと３年あまりとな

り、万博を一過性のイベントにせず、この好機を生かして大阪の成長につな

げるとともに、コロナ禍を超え、コロナを克服して、成長する大阪の土台を

強固なものにするとしています。 

 

本市の財政状況におきましては、引き続き黒字決算を堅持しているものの、

今後も地方債の残高を多く抱え、高水準の公債費負担が継続することに加え、

コロナの影響など不確定な要素も多いことから、一層の財政の硬直化を招く

ことが予想されています。 

こうしたことから、今後の財政運営は「中期財政運営方針」に基づき、黒

字決算の維持・継続を図るため、歳出面では事業の選択と集中を進めてまい

ります。また歳入面では、市税収入の確保をはじめ、市有財産の有効活用や

新たな財源の創出に取り組んでまいります。 

 

「新しい資本主義」と発せられる１００年以上前に、近代資本主義の父で

ある渋沢栄一は、「できるだけ多くの人に、できるだけ多くの幸福を与えるよ

うに行動する。それが我々の義務である。」と語りました。市民のみなさまの

「いのち」を守り、「くらし」を支えるため、この言葉を胸に一生懸命取り組

んでまいります。 
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以上を踏まえて編成いたしました令和４年度各会計の予算規模は、 

 

一般会計  ６２８億８,２６４万５千円 

特別会計  ２７８億３,３０１万２千円 

事業会計  １２９億７,８５５万１千円 

合  計 １,０３６億９,４２０万８千円 

 

となったところであります。 

 

以下、主要な施策につきまして、第５次総合計画の７つの施策の体系に沿

って、その概要を申し述べてまいります。 
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「地域の強みを生かし、賑わいを創り出すまちづくり」 

 

観 光 

観光につきましては、２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開

催を控え、ポストコロナを意識した訪日外国人旅行者の回復に向けた高付加

価値な旅行商品の造成、地域資源の磨き上げを図る観光施策を進めるととも

に、ウィズコロナを意識した国内旅行者向けのツーリズムを展開し地域の活

性化を図ってまいります。 

観光地域づくり法人（地域ＤＭＯ）に登録された一般社団法人泉佐野シテ

ィプロモーション推進協議会（ＩＣＰ）と連携し、経営視点の感覚を持ちな

がら、地域の多様な関係者と協働して、国内外の旅行者が本市を目的地とし

て来訪するような取り組みを推進することで、観光産業が本市の主要産業に

発展することをめざしてまいります。 

受入環境整備につきましては、りんくうタウンエリアを国内外の旅行者の

目的地とするために、昨年１０月にオープンした「りんくう野外文化音楽堂」

において、あらゆる芸術等に対応したイベントを実施するほか、様々な観光

施設や事業者との連携により、誘客の促進、滞留時間の拡大並びに来訪者へ

の豊かな旅の演出による満足度の向上を図るとともに、地域経済の活性化に

寄与する取り組みを推進してまいります。 

併せて、観光客の利便性・周遊性の向上、並びに二次交通の補完を目的と

し、ＧＰＳ機能を用いて最適な観光コンテンツを提供するシェアサイクルの

実証事業を引き続き実施してまいります。 

広域観光につきましては、一般社団法人ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー

と連携して国内外へのプロモーションを強化し、泉州地域への誘客促進に努

めるとともに、「特産品相互取扱協定」締結自治体や近隣市町が参加する全

国物産フェア等の開催により、さらなる誘客促進に努めてまいります。 

日本遺産につきましては、全国最多となる３つの日本遺産があります。 

海は「北前船船主集落」、里は「中世日根荘の風景」、山は「葛城修験」の

日本遺産です。 

そのうち、「北前船船主集落」の佐野町場につきましては、周遊ＡＲスタ

ンプラリーの活用と構成文化財のいろは蔵や奉納船を活用したガイダンス施

設の整備を検討してまいります。 

そして、同地区にあります国の有形登録文化財「大将軍湯」につきまして

は、「保存活用計画」に基づき改修工事を行い、旧新川家住宅とともに中心

市街地の歴史遺産の活用に取り組んでまいります。 
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日本遺産「日根荘」につきましては、日本遺産ガイドの活動、冊子やアプ

リ、施設によるストーリーの普及啓発・情報発信を充実させ、現地を周遊す

るための駐車場やトイレ整備を進めるとともに、日根野にある「井川と十二

谷池」の世界かんがい施設遺産登録をめざしてまいります。 

加えて、国の重要文化的景観選定地「日根荘大木の農村景観」につきまし

ては、長福寺跡農地にて伝統的な農業体験や収穫した米の食育を実施し、

「日根荘大木の里コスモス園」ではその魅力を伝えるＰＲ活動や重要な構成

要素の修景整備を行い、大木地区の活性化に努めてまいります。 

日本遺産「葛城修験」につきましては、七宝瀧寺周辺の犬鳴山景観整備と

構成する２０市町村と連携した地域プロデューサーやガイド養成、周遊ＡＲ

アプリの周知により、情報発信に努めてまいります。 

その他の歴史文化遺産や資源につきましては、衣通姫の茅渟宮跡のガイダ

ンス施設の整備を実施し、重要文化財「奥家住宅」につきましては、東塀の

復旧工事に着手してまいります。 

さらに、これらの歴史遺産や資源につきましては、令和３年に文化庁に認

定された「泉佐野市文化財保存活用地域計画」に基づき、ポストコロナを見

据えながら、今後の賑わいづくりのための知名度向上と地域活性化に向けた

取り組みを進めていくとともに、「歴史文化遺産都市」の都市宣言を掲げる

ことで着実に遂行してまいります。 

 

国際化 

国際化の推進につきましては、本市の「国際都市宣言」の趣旨に基づき、

国際交流や地域経済の活性化に向けて多様な取り組みを進めてまいります。 

まず、海外の友好提携９都市及び友好関係にある都市とは、これまでの交

流を通じて培ってきた関係をさらに深めるべく、友好交流を推進してまいり

ます。 

国際交流事業につきましては、海外への見識や語学力の向上のみならず、

自国と異なる文化や考え方を尊重する心や態度を育むことを目的として、オ

ーストラリア連邦クイーンズランド州サンシャインコースト市への青少年海

外研修事業、英語教育推進生徒派遣事業及びマラソン選手の派遣事業に加え、

友好提携都市であるベトナム社会主義共和国ビンディン省へ生徒等を派遣す

る友好交流事業を、今年度より実施してまいります。 

在住外国人への対応につきましては、新型コロナウイルス感染症関連の影

響も含め、様々な生活上の相談事について、スムーズに相談窓口に繋ぐこと

ができるよう、「特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会」をはじめ、関係機
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関と連携しながら、多言語での情報発信、提供等に努めてまいります。 

さらに、今年度から、未来の国際人の育成を支援するため、ふるさと応援

寄附金を活用したグローバル人材育成支援金交付制度を新たに設け、府内の

高等学校等が実施する短期留学に参加する生徒及びその保護者を支援して

まいります。 

関西国際空港につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

拡大により、国際線旅客便を中心に出入国制限などの影響を受けております。

先行き不透明な状況のなか、関空との共存共栄をめざす本市としましては、

引き続き、関空関連企業からの人材受け入れ支援や昨年度締結しました関空

を拠点とするＰｅａｃｈとの包括連携協定に基づく取り組みを進めてまい

ります。 

りんくうタウンにつきましては、２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西

万博）を見据え、国から昨年度末に新たに認定された地域活性化総合特別区

域計画がスタートしています。引き続き、大阪府とともに国際医療交流の推

進、訪日外国人へのホスピタリティや地域魅力の向上による訪日促進に取り

組んでまいります。 

関空アイスアリーナにつきましては、令和２年度よりナショナルトレーニ

ングセンター（ＮＴＣ）競技別強化拠点施設（フィギュアスケート）の指定

を受け、選手の練習拠点としても利用されておりますが、敷地内にトレーニ

ング棟を建設し、さらなる機能強化を図ります。 

その他にも、ポストコロナを踏まえた今後の泉佐野市のＭＩＣＥによる地

域振興の戦略を策定した「泉佐野市ＭＩＣＥ戦略」を実践し、国際観光振興

を図ることで、さらなる国際化及び地域経済の活性化を推進してまいります。 

 

産 業  

産業振興につきましては、本市の特産品の普及促進において、「特産品相互

取扱協定」のスケールメリットを生かし、全国各地にＰＲしてまいります。

泉佐野産（もん）商品化プロジェクトにつきましては、新たな手法で、広く

興味を持たれるような、商品のＰＲ展開やブランド化を推進してまいります。 

地域経済の拡大・循環策として、地場産業であるタオル産業につきまして

は、生産量日本一を目標に、業界や他の支援機関との連携により、ブランデ

ィングの強化を図るとともに、新型コロナワクチン接種促進として配布され

る地域ポイント「さのぽ」の導入施設及び利用者の拡大を図るほか、ふるさ

と納税を活用した中小企業者支援に努めてまいります。 

また、南海泉佐野駅周辺の商店街やさの町場エリア周辺の活性化を図るた
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め、「バリュー・リノベーションズ・さの」との連携により、歴史文化の面影

を残した街並みを生かしながら、雇用創出に繋がるような事業所の誘致や起

業のサポートにも取り組んでまいります。 

さらに、企業の進出需要に応じ、新たな産業用地を創出するため、大阪府

の公園整備予定地である泉佐野丘陵緑地（旧泉佐野コスモポリス用地）の未

整備部分を、大阪府と協議のうえ産業用地に転換し、企業を誘致することで、

地域経済の振興と、雇用、定住の促進に取り組んでまいります。 

 

雇用・労働  

雇用情勢は、長きにわたる新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、

依然として厳しい状況にあるため、国・大阪府をはじめとする関係機関によ

る支援と連携した取り組みに加え、感染症拡大によって変革が生じている労

働市場においても就職に結びつきやすい資格取得を支援するなど、時勢に応

じた就労支援を図ってまいります。 

併せて、問題が顕在化してきた就職氷河期世代への就労支援と、農業分野

での労働力不足を解決するための取り組みを継続いたします。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響下においても、人材不足が深刻な課

題となっている業種があることや、感染症拡大の影響により母国に帰国でき

ない外国人材が存在することを踏まえ、安定的かつ持続的な事業活動等に対

して必要な支援を行うとともに、事業所等が外国人材を受け入れるにあた

り、受け入れる企業に定着する基盤の整備を目的とした外国就労者受入サポ

ートセンターの活動を支援してまいります。 

 

 

  



11 

「ひとを豊かに育むまちづくり」 

 

子ども・子育て 

「いずみさの子ども未来総合計画」を着実に遂行し、「子育てのまち いず

みさの」の実現に向けて、子育て支援施策の充実に努めてまいります。 

こども医療費につきましては、本年１０月より助成対象児童を１８歳年度

末まで拡充し、子育て家庭の経済的負担の軽減に努めてまいります。 

教育・保育につきましては、幼児教育・保育の無償化とともに、市独自施

策である私立幼稚園保護者負担軽減補助金の支給や給食費の無償化を実施す

ることにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境づくりを

推進してまいります。また、公立認定こども園３園の円滑な運営を行うとと

もに、私立園及び本年４月に運営を開始する小規模保育事業と連携し、待機

児童が発生しないよう定員確保に努めてまいります。 

併せて、市独自施策として保育士就職支援補助金の支給及び私立園永年勤

続者表彰制度を実施し、保育教諭等の確保に努めてまいります。 

少子化対策につきましては、出会いの機会創出事業や結婚新生活支援事業

を一体的に推進し、若い世代が安心して結婚・出産・子育てができる環境づ

くりを推進してまいります。 

母子保健事業につきましては、妊産婦の健康づくりを推進し、安全・安心

な妊娠・出産につなげるために、身近な日常生活圏域にある全世代型地域包

括支援センターでの妊娠届出時の各種事業の情報提供や、妊婦全員への面接

及び各種相談・実情把握等を行い、必要時には関係機関とともに支援に努め

てまいります。加えて、３歳６か月児健診におきまして、今年度から新たに、

屈折検査機器・スポットビジョンスクリーナーを導入し、眼の疾病及び異常

の早期発見を行うなど、健診の充実を図り、引き続き、妊娠期から子育て期

までの切れ目のない支援に努めてまいります。 

 

学校教育  

学力向上の取り組みにつきましては、「土曜授業」を引き続き実施し、「小

学校３５人学級」の独自編成に必要な市費講師を継続配置するほか、ＩＣＴ

の活用につきましては、校内通信ネットワーク、１人１台端末を有効に活用

した教育活動を推進してまいります。 

いじめの問題の克服に向けた取り組みにつきましては、令和２年１月１５

日に施行した「泉佐野市いじめの防止等に関する条例」の趣旨を広く周知啓

発するとともに、各小中学校が、保護者や地域住民などと協働しながら、実
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効性のある取り組みを進めることができるよう、必要な支援に努めてまいり

ます。 

体力向上につきましては、学校プール整備に伴い水泳指導をより充実させ

るとともに、日本体育大学及び大阪体育大学との連携により、講師や学生ボ

ランティアの派遣など、学校独自の取り組みを支援してまいります。 

読書活動につきましては、昨年１１月１日より「泉佐野市民の心と知識を

豊かにする読書活動推進条例」を施行しており、児童・生徒の豊かな感性や

思いやりの心が育まれるよう、「泉佐野こども読書通帳」の活用促進に努める

ほか、学校司書の配置拡充や学校図書館の改修・電算化、蔵書充実を計画的

に進めてまいります。併せて、ＩＣＴを活用した教育活動の一環として「電

子図書」との連携を図るなど児童生徒の読書活動推進に努めてまいります。 

通学路における安全対策につきましては、「泉佐野市防災行政無線を活用し

たこども見守りアナウンス」を引き続き行い、地域全体で児童・生徒を見守

る機運の醸成に努めてまいります。 

併せて、登下校中の安全確保のため、スクールガードリーダーの配置継続

と通学路防犯カメラの増設を進めてまいります。 

今後も増加が見込まれる日本語指導が必要な児童・生徒につきましては、

学校における日本語指導の充実や外国語通訳者の配置、学校外の日本語教室

事業の拡充を図ってまいります。また、様々な理由により義務教育未修了の

まま学齢を超過した人や、不登校等のためにほとんど学校に通えなかった人、

本国で義務教育を修了していない外国籍の人などが学ぶことのできる中学校

夜間学級、いわゆる「夜間中学」の設置を推進してまいります。 

学校施設につきましては、安全・安心で豊かな教育環境の維持・向上に向

けた取り組みを継続してまいります。 

児童・生徒の読書環境を整えるため、今年度から４ヵ年計画で、貸出・返

却が容易にでき、本の蔵書管理を的確に行える「学校図書館システム」を全

小中学校に導入します。さらに、建て替え、大規模改修で学校図書館の整備

が完了している学校以外の小中学校１２校につきましては、順次、改修工事

を進めることとし、今年度は長坂小学校、上之郷小学校、中央小学校の学校

図書館を整備するとともに、地球温暖化に係る温室効果ガスの削減及び本市

の電力料金の削減のため、小中学校の照明設備をＬＥＤ照明設備に順次、更

新してまいります。 

年次的に実施してきた学校プール整備事業につきましては、残りの長南小

学校、長南中学校の２校において工事着手するとともに、トイレの洋式化に

つきましては、上之郷小学校、北中小学校、佐野中学校、第三中学校の４校
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でトイレの洋式化を進めてまいります。併せて、昨年度に引き続き、学校教

育に支障のない範囲で施設開放の拡大を図るため、中学校グラウンドへの夜

間照明の設置を進めることとし、今年度は第三中学校に夜間照明を設置いた

します。 

学校給食につきましては、給食費は新型コロナウイルス感染症対策として

今年度も無償とし、安心・安全な給食の提供はもとより、児童・生徒からの

応募献立の活用のほか、魅力のある美味しい給食を提供することにより、引

き続き食品ロスの削減に努めてまいります。 

 

生涯学習・スポーツ  

市民一人ひとりが個性と能力を伸ばし、生きがいのある充実した生活をお

くることができるよう、「いつでも」「どこでも」「だれでも」学べるまちづく

りを推進してまいります。 

図書館につきましては、「泉佐野市民の心と知識を豊かにする読書活動推進

条例」を基に、読書活動の推進に取り組んでまいります。 

また、移動図書館につきましては、市の鳥にちなんだ「移動図書館ルリビ

タキ」に一新し、より利用しやすい移動図書館として市内を巡回運行すると

ともに、つばさ通り商店街近くに、新たな図書館の出張所である「佐野まち

ライブラリー」を開設し、人と本・人と人とが触れ合う機会を創出いたしま

す。 

スポーツの推進につきましては、日本体育大学との連携やスポーツ大使の

活用、本市出身のトップアスリートへの応援など、市民がスポーツに関心を

もち、継続的にスポーツを楽しむことで、生涯にわたり体力の向上と健康増

進を図れるよう取り組む一方、各種スポーツ団体との連携を密にし、スポー

ツ振興事業の充実と指導者の育成に努めてまいります。 

スポーツ施設につきましては、今年２月に「新町テニスコート」を開設し、

夏には２５メートルプールと幼児用プールを備えた「りんくう市民プール」

をオープンする予定で、子どもから高齢者までスポーツに親しみやすい施設

づくりを行ってまいります。併せて、既存施設においても、Ｊ：ＣＯＭ末広

体育館や健康増進センターなどの老朽化した設備の更新を計画的に行い、利

便性の向上とともに市民が安全で快適に利用できるよう、スポーツ環境の整

備を図ってまいります。 
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「市民と協働し、すべてのひとが輝けるまちづくり」 

 

地域共助・地域コミュニティ 

地域コミュニティ活動の支援としましては、町会・自治会の活動拠点とな

る会館などの整備に対する補助制度を継続するほか、「上之郷コミュニティセ

ンター」につきましては、今年度より指定管理者による管理運営に移行して

まいります。 

市民の防災意識の高揚を図り、自主防災組織や消防団と連携し、自助・共

助の体制充実を図ってまいります。そのため、１１月６日の「市民防災の日」

には、市域全体で避難訓練や避難所開設訓練、安否確認訓練等を実施します。 

そして、地域の防災リーダーを育成するため、防災士資格の取得支援や、

資格取得者にはフォローアップ研修を実施してまいります。 

また、町会・自治会などによるＬＥＤ防犯灯や防犯カメラの設置への補助

を継続するとともに、犯罪の抑止や検挙率の向上に資するため、警察と連携

しながら、市域の２４８ヶ所に設置した防犯カメラを活用してまいります。 

さらに、青色防犯パトロール車両２台による市内全域の巡回を継続するほ

か、防犯ボランティアの育成や、「ランニングパトロール」活動の取り組みな

どを通じて、地域での見守り活動の充実に努めてまいります。 

 

人権・多文化共生  

人権施策につきましては、「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別

をなくすことをめざす条例」のもと、市民や各種関係団体との協働により継

続的な人権啓発活動を推進してまいります。 

昨今、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活困難者やコロナ差別

が問題となり、さらにはインターネットを悪用した人権侵害といった新たな

人権課題も生起しているなか、関係機関との連携強化を図りながら人権課題

の解消をめざすため、総合生活相談の機能を充実してまいります。 

昨年度に実施した「人権に関する市民意識調査」の結果を踏まえ、泉佐野

市部落差別撤廃人権擁護審議会において、「泉佐野市における部落差別撤廃と

あらゆる差別をなくすことをめざす条例」の改正や「泉佐野市人権教育計画」

の改定を検討してまいります。 

安全な社会の発展につきましては、犯罪行為により日常生活などに支障を

きたしている犯罪被害者などを支援するための施策と制度の確立を、関係機

関と連携し検討してまいります。 

併せて、昨年度に策定した「第３次泉佐野市男女共同参画推進計画」に基
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づき、性犯罪・性暴力やＤＶなど女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、

相談体制を充実させるとともに、すべての人がそれぞれの個性と能力を発揮

しながらワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現し、結婚・

出産・子育て・介護などのライフイベントに前向きなイメージを描けるよう、

男女共同参画意識の向上を図ってまいります。 

多文化共生社会の実現につきましては、国際感覚豊かなひとづくり、地域

づくりを推進するため、「国際都市宣言」に基づき、市民や各種団体との連

携を図りながら、市民レベルでの国際交流活動を展開してまいります。 
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「すこやかで、ひとがつながり支え合うまちづくり」 

 

地域福祉 

地域共生社会の実現に向けて、誰もが地域において役割を持ち、互いに支

え合いながら、住み慣れた場所で安心して暮らすことができるまちづくりを

推進するため、市民や社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会などの関

係機関と連携し、協働の仕組みづくりを推進してまいります。 

また、高齢者や障害のある人、生活困窮者、子育て世帯など、あらゆる世

代・対象に対応する総合相談窓口である基幹型包括支援センターを中心に、

中学校区毎に設置した地域型包括支援センターをはじめとする関係支援機関

と連携し、機能的で重層的な相談支援体制の整備に努めてまいります。 

本市を含む３市３町で共同設置しました広域福祉課では、社会福祉法人の

設立認可をはじめ、大阪府から権限移譲を受けた福祉関係事務の共同処理を

行っており、引き続き広域連携のメリットを生かし、福祉サービスの向上に

取り組んでまいります。 

 

高齢者福祉  

地域において、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、在宅医療と介護の連携や認知症施策などを推進してまいります。併せて、

健康の保持増進を図り、楽しく介護予防に取り組むことができるよう「泉佐

野元気塾」などの介護予防事業の充実に努め、高齢者がいきいきと健康で元

気に暮らすことができる施策を推進してまいります。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅で過ごす機会が増える高齢

者の熱中症を予防するため、高齢者のみの世帯を対象にエアコンの購入・設

置費用の一部を助成し、安心して暮らすための支援をしてまいります。 

社会全体のデジタル化が進められている中、初めてスマートフォンを購入

される高齢者を対象に端末購入費用の一部を助成するなど、高齢者のデジタ

ル活用を支援してまいります。 

 

障害者福祉  

障害のある人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、相

談支援体制を充実させるとともに、必要とされる障害福祉サービスを確保し、

障害者施策の推進に努めてまいります。 
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健康・医療  

健康づくりにつきましては、「健康都市宣言」のもと、「すべての市民が健

康なまち いずみさの」をめざし、市民一人ひとりが主役となり、健康寿命

の延伸を図るため、「第２次健康増進計画・食育推進計画」に基づき、健康を

支える環境づくりを進めてまいります。 

日本における各都市の地域特性に応じた健康都市の実現に寄与することを

目的とする健康都市連合日本支部の総会・大会は、２年続けて新型コロナウ

イルス感染症拡大のため本市での開催が中止となりましたが、改めて８月に

本市で開催し、健康づくりの機運を高め、健康づくり事業のより一層の推進

に努めてまいります。 

予防接種事業では、平成２５年度より積極的勧奨を控えてまいりました子

宮頸がんを予防するＨＰＶワクチン接種の積極的勧奨を再開し、子宮頸がん

の予防を図ってまいります。 

さらに、新型コロナワクチン接種につきましては、追加接種実施体制の構

築を図り、引き続き感染予防・拡大防止に努めてまいります。 

ＰＣＲ検査センターにつきましては、引き続き市民が無料で受検できる検

査会場を設置し、まん延防止と社会経済活動の維持を図ってまいります。加

えて、抗体量検査センターにつきましても、検査ニーズを踏まえ、市民が無

料受検できる事業を実施し、予防啓発やワクチン接種の促進に努めてまいり

ます。 

地域医療につきましては、地域の中核病院である、りんくう総合医療セン

ターとともに、地元医師会・医療機関や関係行政機関との連携を図り、地域

全体での効率的な医療の提供の推進を図ってまいります。併せて、泉州南部

初期急病センターにつきましても、地域医療機関などの協力のもと、初期救

急医療の提供に努めてまいります。 
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「安全でひとと環境にやさしいまちづくり」 

 

消防・防災 

地域防災対策につきましては、市民の生命、身体及び財産を災害から保護

するため、災害の教訓を生かし防災に関する様々な施策を総合的かつ計画的

に進め、強靭なまちづくりを進めてまいります。 

特に、新しく公表された想定最大規模の高潮及び洪水の浸水想定に対し、

地域防災計画及び避難計画を改訂するとともに、紙版ハザードマップを全戸

配布するなど、市民と連携した避難体制の確保に努めてまいります。 

消防団につきましては、団員の処遇改善を図り、団員確保に努めるととも

に、消防団日根野分団の車庫の建て替えを進めてまいります。 

災害時の要配慮者への支援につきましては、地域の絆づくり登録制度の啓

発に努め、自主防災組織や福祉事業者等と連携し、支援体制の整備を図ると

ともに、訪日外国人の安全対策の向上にも取り組んでまいります。 

令和２年７月豪雨による被災自治体に対しましては、継続して職員派遣を

行い、被災地の復興を積極的に支援してまいります。 

その他、災害時に重要な任務を担う自衛隊と連携し、防災啓発コンサート

を開催するとともに、引き続き自衛官募集事務を行ってまいります。 

 

環境衛生・環境保全  

生活排水処理につきましては、単独処理浄化槽及び汲取り便槽から合併処

理浄化槽への転換を対象に設置費用の一部助成を今年度から再開することに

より、生活排水の適正処理をさらに推進し、公共用水域の水質保全及び公衆

衛生の向上に努めてまいります。 

公害対策につきましては、「泉佐野市土砂埋立て等の規制に関する条例」に

基づき、必要な規制を行うことによって、土砂埋立て等の適正化を図り、災

害の防止及び生活環境の保全に努めてまいります。 

不法投棄対策につきましては、関係機関と連携しながら、早期対応に努め

るとともに、犬の放置フン防止や路上喫煙禁止区域における禁煙の徹底につ

きましても、引き続き巡回による啓発及び指導をはじめ過料徴収に努めてま

いります。さらに、愛玩動物の適正飼養の啓発を進めてまいります。 

市内各駅周辺を中心とする環境美化活動につきましては、引き続き泉佐野

市環境美化活動協力員並びに「花とみどりのボランティア」をはじめとする

市民ボランティア及び周辺事業所と協働した取り組みを進めるとともに、高
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齢者雇用の観点も兼ねた「まち美化清掃活動」を継続してまいります。 

環境保全対策につきましては、本年４月１日施行の「泉佐野市建築物等に

おける不良な生活環境の解消に関する条例」及び「泉佐野市空き地の雑草等

の除去に関する条例」に基づき、不良な状態の解消について必要な措置を行

うことによって、良好な生活環境の確保に努めてまいります。 

環境エネルギーにつきましては、昨年９月に「泉佐野市気候非常事態宣言」

を行ったことを踏まえ、再生可能エネルギーを計画的・段階的に導入するた

めの計画策定を行うとともに、先行して今年度より木質バイオマスガス化発

電施設の計画立案に着手することにより、地域に適した再生可能エネルギー

の有効活用によって、２０５０年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現

をめざしてまいります。 

 

廃棄物処理  

循環型社会の構築につきましては、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」、

「泉佐野市分別収集計画」及び「生活排水処理基本計画」に基づき、市民、

事業所、関係機関との連携を図るとともに、今年度から試行的に公民連携に

よる食品残渣を活用したバイオガス発電及び温熱を利用した農作物の栽培で

食品リサイクルを行い、資源循環の推進に努めてまいります。 

さらに、「泉佐野市プラスチックごみゼロ宣言」に基づき、引き続きエコバ

ックのイベントなどでの配布をはじめとした啓発活動を進めることにより、

プラスチックごみの削減に努めてまいります。 

ごみ処理施設につきましては、関係機関と連携し、計画的かつ経済的な延

命化を図りながら、泉佐野丘陵緑地において令和１２年度に供用開始を予定

している新ごみ処理施設の建設に向けて引き続き取り組んでまいります。併

せて、し尿処理施設につきましても、計画的かつ経済的な延命化を図りなが

ら、適正な処理を行ってまいります。 

 

生活安全  

消費生活につきましては、インターネットを利用したショッピングにおけ

るトラブル等、インターネットの普及や新型コロナウイルス感染症の影響に

よる生活様式の変化に伴い増加している分野を重点とし、予防策として、消

費者に対する啓発・情報発信の強化に加え、見守り者に対しても出前講座等

を実施し、消費者被害の防止に努めてまいります。 

交通安全につきましては、高齢者の運転による事故の防止を目的に、運転
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に不安のある、あるいは運転する機会の少なくなった高齢者への運転免許証

の自主返納促進奨励事業としまして、地域ポイント「さのぽ」の付与を引き

続き行ってまいります。 
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「快適で住みやすいまちづくり」 

 

道路・交通 

コミュニティバスにつきましては、交通利便性の向上と高齢者や子育て世

代等の日中の移動手段の確保を目的に、市内３コースに加え、利用率の高い

りんくう総合医療センターや南海泉佐野駅へのさらなる利便性の向上のため、

田尻町との連携コースについても引き続き運賃無料で運行してまいります。 

一方、観光周遊バスにつきましても、運賃無料運行を継続し、本市を訪問

する観光客の利便性の向上を図ってまいります。 

泉佐野土丸線につきましては、令和４年度も引き続き物件補償及び用地買

収を行い、早期完了をめざして事業を推進するとともに、交通環境の改善を

目的として笠松末広線の未整備区間について、基本設計を行い、事業実施に

向け取り組んでまいります。 

また、泉佐野南部公園への重要なアクセス道路である、府道新家田尻線に

おける大正大橋の幅員を広げた架け替え及び歩道の整備につきましては、大

阪府と協働で事業を行っており、令和４年度から物件補償及び用地買収に着

手し、早期完了をめざして事業を推進してまいります。 

さらに、関西国際空港と京奈和自動車道を結ぶ「京奈和関空連絡道路」の

早期実現に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

公園・緑地  

幅広い世代が安全で安心して公園・緑地を利用できるよう、公園施設の適

切な維持管理に努め、老朽化した公園施設の安全確保を目的とした改修や修

繕と、公園の活性化を目的とした再整備を進めてまいります。 

末広公園につきましては、グラウンドなどの老朽化した運動施設の改修や

防球ネットの設置、散策路の整備を行ってまいります。 

そして、泉佐野南部公園を拠点とし、府営泉佐野丘陵緑地や大井関公園を

結ぶ樫井川沿いの河川管理道路を利用し、サイクリングロードをはじめ河川

の景観を生かした散策道など、地域と融合した空間形成をめざした「樫井川

かわまちづくり計画」に基づく事業を推進していくとともに、かわまちづく

りの立ち寄りどころとなる、大井関公園につきましても、リニューアルに向

けて検討してまいります。 
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上下水道  

水道事業は、「安全」「持続」「強靭」を理念とし、安全で良質な水を安定的

に供給し、健全な経営を行うとともに自然災害に強い水道をめざし事業運営

を進めております。 

水道施設につきましては、「水道ビジョン」に基づき、老朽化した配水管及

び医療機関や避難所等の重要給水施設への配水管の耐震化を進めてまいりま

す。 

経営面につきましては、「水道事業経営戦略」に基づき、適正な債権管理の

もと、効率的で効果的な事業運営に努めてまいります。 

下水道事業は、浸水被害の軽減と快適で衛生的な生活環境の確保を目的と

して、整備事業を進めております。 

雨水整備につきましては、引き続き湊地区の浸水対策及び中央ポンプ場の

長寿命化対策を進めてまいります。 

汚水整備につきましては、課題である下水道普及率の向上を図るとともに、

未着手地域への整備に向け、羽倉崎上之郷汚水幹線の整備の検討に着手して

まいります。 

経営面につきましては、「下水道事業経営戦略」に基づき、健全かつ持続可

能な事業運営に努めてまいります。 

 

住 宅  

本市への移住・定住を促進するための取り組みとしまして、泉佐野市空き

家バンク制度に登録された中古住宅を購入または賃借する場合や、新築住宅

を購入または建設する場合に、地域ポイント「さのぽ」を付与する住宅総合

助成事業につきましては、地域経済の活性化を目的に追加して、移住・定住

のさらなる促進のため、対象者の範囲を広げるために条件を緩和して、実施

してまいります。 

耐震化の促進では、旧耐震基準で建築された既存民間木造住宅の耐震の診

断、設計、改修工事に対する助成や、耐震工事と同時に行うリフォーム工事

に対する助成のほか、耐震性がないと判断された木造住宅の除却工事及び道

路に面したブロック塀の除却工事に対する助成を継続してまいります。 

空家対策につきましては、空家を利活用するために実施する耐震化工事や

リフォーム工事、また、まちなみの形成を阻害している空家住宅の除却工事

に対する助成のほか、条件付きで特定空家をご寄附いただいたうえで、市に

おいて除却する制度とともに、空家の所有者が不存在の場合への対応に引き
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続き取り組み、地域に悪影響を及ぼす空家の解消に努めてまいります。 

市営住宅につきましては、引き続き、鶴原団地住宅の建替工事を進め、令

和５年３月末の完了に向け、良好な住環境を整備してまいります。 

併せて、適正な債権管理のもと、効率的で安心・安全な住宅の管理及び運

用に努め、ストックの有効活用等を研究してまいります。 

 

市街地整備  

南海泉佐野駅周辺地区につきましては、「泉佐野東駅前交通広場」の立体利

用による活性化を推進するとともに、泉佐野土丸線整備による駅周辺地区の

利便性向上を契機に、駅周辺の幹線道路沿道での土地利用や高度利用化の促

進を図り、また、大阪岸和田泉南線の計画廃止に伴う跡地の良好な住環境を

保全し、併せて東佐野駅前地区の土地利用促進による駅利用者の利便性向上

を図るため、住居系から商業系などへの用途見直しを、１１月開催予定の泉

佐野市都市計画審議会での変更を目標に進めてまいります。 

市役所周辺地区につきましては、行政拠点としての機能集積を図る観点か

ら、風致地区から除外するなど土地利用を促進し、行政機能の充実と市民サ

ービスの向上を図るための検討を進めてまいります。 

中心市街地活性化につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により、地域経済が疲弊してきていることを踏まえ、公民連携による中心市

街地の持続的発展に繋げていく取り組みを推進してまいります。 

地籍調査につきましては、計画的なまちづくりを行うため、そしてスムー

ズな災害復旧にも繋げるため、円滑な都市基盤整備に資するよう進めてまい

ります。 

道の駅につきましては、実現に向けて引き続き取り組んでまいります。 
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「総合計画の実現に向けて」 

 

挑戦的な自治体経営 

地方創生を活性化させる取り組みの一つとして、シティプロモーション活

動が挙げられます。泉佐野が「住みたいまち、住んでよかったまち」となる

ため、まちの魅力づくりや情報発信に取り組み、本市のブランド力向上を図

ってまいります。 

そのため、本市に一定の関心を持つふるさと納税寄附者へのアンケート実

施により、地域を訪れない形態を含んだ関係人口の創出・拡大に取り組むと

ともに、地域魅力の創出や求められる価値の提供に努めてまいります。 

さらに、外国人にやさしいまちづくりを見据え、訪日外国人や在住外国人

に向けた情報発信に対応するため、多様な情報を多言語で提供するホームペ

ージを充実させてまいります。 

民間活力の導入につきましては、市民サービスの向上と経費の削減を念頭

に、効率的・効果的な取り組みを推進してまいります。 

地方独立行政法人を活用した業務につきましては、柔軟な運用を可能とす

る有効な業務手法であることから、行政のデジタル化推進とのマッチングを

見据え、導入を進めてまいります。 

広域行政につきましては、今年度より埋蔵文化財行政の広域連携による集

約化を本市、泉南市、阪南市、田尻町の３市１町の枠組みで開始します。引

き続き、泉州南広域連携勉強会にて近隣自治体と分野別に連携を深め、行政

ニーズに応じた広域連携を推進してまいります。泉州地域都市制度勉強会に

つきましては、持続可能で自立性の高い自治体経営を構築していくための有

効な手段について研究を進めてまいります。 

組織運営につきましては、必要に応じた事務事業や組織・体制の見直しを

行います。併せて、必要な人材の確保及び職員の能力向上を図るとともに、

人材育成と連動した人事評価制度により、活力ある組織づくりに努めてまい

ります。 

 

財政基盤の確立  

財政運営につきましては、「中期財政運営方針」に基づき、持続可能な財政

基盤を確立していくため、地方債の繰上償還などを実施しながら、新規発行

債を抑制し地方債残高の減少に努めるとともに、新たな財源の創出に努めて

まいります。併せて、地方創生による地域経済活性化に伴う税収増も図って
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まいります。 

空港連絡橋利用税につきましては、速やかな延長に向けて円滑に取り組ん

でまいります。 

他方で、「泉佐野市債権管理条例」に基づき、引き続き債権の適正な管理に

努めるとともに、歳出面につきましても「公共施設等総合管理計画」に基づ

く計画的な施設管理を行ってまいります。 

これらの取り組みを踏まえ、感染症や経済危機などにも強い自律的な行財

政運営に向け、機動的な対応が可能となるよう努めてまいります。 

 

進行管理  

行政への参画につきましては、多様な手段で市民ニーズを的確に把握する

とともに、市政に反映できるよう広聴活動の充実を図ってまいります。 

市民への情報発信につきましては、「広報いずみさの」をはじめ、ホームペ

ージ、ケーブルテレビの行政情報番組、ＬＩＮＥ公式アカウント及び早朝駅

前広報活動などを通じて、有用な情報をわかりやすく発信してまいります。 

加えて、「広報いずみさの」の全ページをカラー化することにより、見やす

い誌面づくりに努めてまいります。 

これまで第５次総合計画の７つの施策体系に沿ってその概要を申し述べて

まいりましたが、本計画の進行管理につきましては、今年度に市民アンケー

ト調査を実施し、各施策において定めた重要業績評価指標（ＫＰＩ）に基づ

いた行政評価システムの活用により、本計画の将来像の実現に向け、持続可

能で自律的な市政運営に努めてまいります。 

そして、進行管理を分かりやすく市民に示すことで行政の透明性の向上を

図り、説明責任を果たしてまいります。  
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以上、令和４年度の市政に対する、施策の大綱と私の所信を申し述べたと

ころであります。本方針に基づき、今定例会に提案させていただいておりま

す「令和４年度当初予算（案）」をはじめ各議案につきまして、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

さて、ふるさと納税の昨年の寄附受入金額が目標であった１００億円を超

え、新制度のもと短期間でＶ字回復を果たすことができました。これにより、

累積寄附受入総額が本年２月に前人未到の１，０００億円を超えました。「ふ

るさと納税 日本一奪還」を旗印に、「＃ふるさと納税３．０」を活用したヤ

ッホーブルーイングのブルワリー開設に向けて引き続き取り組むとともに、

その他の事業化も順次進めるなど、コロナ禍で様々な影響を受けている民間

事業者に対し、支援につながる施策を展開してまいります。 

本市では、取り組む施策や事業は総じてＳＤＧｓに結びつくとの認識のも

と、新たにフードバンク活動に対する支援を行うことで、食品ロスの削減や

環境負荷の軽減、貧困の解消などにつなげてまいります。 

昨年９月にデジタル庁が創設され、自治体におけるデジタル・トランスフ

ォーメーション推進の流れがより一層加速しております。 

本市においても、マイナンバーカードの普及とともに各種手続及び会議や

相談等のオンライン化をはじめ、デジタル技術を駆使した住民本位の行政サ

ービスの実現、デジタル変革による無駄のない行政の徹底により、誰一人取

り残さず、子どもから高齢者まで、「生活の質の向上」を実感できる行政サー

ビスの提供に努めるとともに、職員一人ひとりが、デジタル社会の実現に貢

献できる人材育成に取り組んでまいります。 

一方で職員の不正事件を受けて導入した内部統制制度により、職員の服務

規律の遵守を徹底し、再発防止に向け、デジタル行政を見据えた取り組みを

充実してまいります。 

併せて、このようなデジタル社会へ向けて、市役所本庁舎の敷地内におけ

る整備について「市庁舎周辺整備基本計画」の策定を行い、防災センター機

能を強化し、機動性に優れた施設及び市民が集えてより利用しやすい施設の

整備を行ってまいります。 

そして、本年５月には、泉佐野市議会議員の一般選挙が行われます。市政

を身近に感じていただくためにも、投票率の向上に努めてまいります。 

 

最後に、本市の人口は一昨年の国勢調査では１０万人を超えたものの、コ
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ロナ禍で１年間に１，０００人以上の人口減少が見られるように、人口流出

が激しくなっております。人口減少に歯止めをかけるとともに、「住みたいま

ち 住んでよかったまち」と思っていただけるよう、さらには「豊かで安全・

安心に暮らせるまち」となるよう、心血を注ぎ取り組んでまいります。 

 

議員各位並びに市民のみなさまの深いご理解とご協力をお願い申し上げ、

よろしくご審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 


