
政策記入表
いく	しま

提出者:生嶋 洋一

テーマ 効果的・効率的な行政運営

内	 容	 厳 しい財政状況を考慮しながら改革に取り組み、子や孫の世代に大き

な負担を押 し付けない健全な行財政運営を確立し、持続可能な市政運

営を行う。

「/AN共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設の更新・長寿命化・統廃

合0複合化の総合計画を行い、その中で新庁舎構想を推進する。総合的

判断の無い、思いつきとも思える現地建替え60億円(借金率75%)の素

案には反対します。

テーマ 健康で幸せな生活の送れる医療・福祉体制の充実

内	容	 ≪医療≫

●市民病院の安定的な医師確保で、経営基盤・救急体制の確立を行い

医療体制を充実させる。

●医師会・歯科医師会・薬剤師などの連携で地域医療の充実。

≪福祉≫

●子育て支援の充実・危機的な高齢者介護体制の充実。

●地域包括ケア体制の充実。

●地域福祉計画の推進。

テーマ 未来を見据えた魅力ある町づくリ

内	 容 	 ●山電高砂駅前再開発と商業施設(サ ンモール・西友)の活力の推進

●高砂市主導でスピーディな対策が必要。

●」R曽根駅周辺整備事業計画の推進。
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政 		 策

提出者 :	 のばり幸人

重要政策

第1	 教育力を高める

子どもは高砂市の宝であり、明日の担い手でもあります。知徳体を兼ね備

えた大人に育つよう、教育委員会と連携して市が責任をもつた教育で支えま

す。生涯教育、生涯学習の推進を図り、生きがいを高め、誇りある街をつくり

ます。

1	 認定こども園化及び3歳児教育の推進

1)認定こども園化実施対象園

荒井幼稚園・保育園、伊保幼稚園・梅井保育園、曽根幼稚園 。保育園

米田幼稚園・保育園

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :		 一

2)梅井保育園の改築

○期	 間 :平成28～ 30年度こ

○事業費 :12億円 (一財3億、起債9億)

2	 小中一貫教育の全校推進

1)高砂小学校・中学校は平成26年度から実施済み、残り5校の推進

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :		 ―

3	 中学校給食の導入

1)高砂中学校は平成26年度に導入済み、残り5校の導入推進
○時	期 :～平成31、 32年度

○事業費 :24.8億 円 (H28～H31)

(一財 8.8億	国等 1.4億	起債 14.6億)

他に事業あり



重要政策

第2	福祉力を高める

子育て支援の充実及び障がい者、高齢者の元気な活躍を支援し、暮らしの

安心と豊かさをつくります。

1	 保育料の軽減

1)第 2子の軽減
0県事業の共同上積み

(640万円以下助成、4歳 3,	000円 	5歳 4,	500円 )

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :4,	000万円 (H28～H31)(すべて一財)

2)幼児教育 (4・ 5歳児)の段階的無償化 (平成28年度は1/2)
○時	期 :平成28年度～

○事業費 :4.6億円 (H28～H31)(すべて一財)

2	 高校生の入院医療費の無料化

1)入院医療費の無料化

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :2,	000万円 (H28～H31)(すべて一財)

3	 地域包括ケアシステムの推進

1)体制の整備

・地域包括支援センターの機能強化

・認知症高齢者対策の推進

・在宅医療と介護の連携強化

・地域ケア会議の充実

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :9,	800万 円 (H28～H31)

(介護保険事業会計)(一財 1,	930万 )

他に事業あり



重要政策

第3	 安全力を高める

自然災害に強い、犯罪をなくし、交通の安全を確保することで、地域全体

を安心と穏やかさに包まれた、優しいまちと安心の暮らしをつくります。

1	 市民病院新改革プランの実施

○時	期 :平成28年度～ (プランの計画期間 :H27～H32)
○事業費 :6.18億 円 (H28～H31)(すべて一財)

資金収支不足額を補てん

2	 防災・防犯・交通安全の対策充実

1)浸水対策

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :133億円 (H28～ H31)

(一財 1億	国等46.5億 	起債85.5億 )

2)防犯カメラ設置

○時	期 :平成28年度～

○事業費 :1,400万 円 (H28～H31)(すべて一財)

公園等公共施設に設置

3)防犯ブザー配付

○時	期 :平成29年度～

○事業費 :240万円 (H29～H31)(すべて一財)	 要協議

4)ヘルメットの購入補助

○事	業 :平成28年度～

○事業費 :1,020万 円 (H28～H31)(すべて一財)	 要協議

3	 ごみ広域処理の推進

○時	期 :平成28～ 33年度

○事業費 :86。 5億円 (H28～ H31)

(一財 2。 2億	国・他72.3億	起債 12億)負 担割合約 1/4

他に事業あり



政策記入表

提出者 :中西かずとも

重要政策 (優先順位の高い順に3つ)

第1優先	 内容:子どもへの「愛」ある政策 !教育・子育て熱烈応援宣言

① 高砂つ子が行きたい進路に進めるよう、徹底して基礎学力の習得に力を入れるとともに、

子どもの持つ才能・個性・生きる力を伸ばします。また、Jヽ中学校共に県平均を下回つている

学カテス トでは、結果の分析に力を入れ、公表し、苦手の克服に取り組みます。

/1ヽ 学 校 中	 学 校

科 目 国語 A 国語 B 算数A 算数 B 国語 A 国語 B 数学A 数学 B

兵庫県平均 63.3 49。 9 77.4 59.2 76.8 67.0 65。 9 43.8

加古り|1市 62.1 49.3 77.0 58.4 77.1 66.7 64.8 41.8

高砂市 61:3 49。6 7711 5■4 7612 64。 1 62.7 38。 7

「平成 25年 度

全国学力・学習状

況調査」より

② 待機児童ゼロの高砂市の強みをさらに活かし、教育・子育て環境を

整えることにより、新婚定住や市外の通勤者の移住を図り、近隣市

の中で唯一人口減少を続けている高砂市の現状 (右表、「2010～

2015年の人口増減率」ミエルカ・ラボ調べ)を改善し、人口増加に

転じます。

自治体 人口増減率

播磨町 2.88%

姫路市 1.79%
明石市 1.26%
加古り|1市 1.08%
高‐砂市 -1.8%

期限及び期限 :手段 (事業)ごとに個別に記入

数値目標 :①学カテス トの結果を県平均以上へ	 ②子育て世代の流入人口 2400人

財源 :行財政改革により財源を捻出

手段 :①塾や習い事・スポーツ教室の補助を実施 :【 1年以内、8000万 円】

才能・個性・学力を伸ばすため、教育バウチャー制度を導入

②バランスのとれた中学校給食を 1年以内に実現 :【 1年以内、6500万 十年間2000万 円】

③放課後学習塾の開校 【1年以内、900万円】

学力向上のため、各学校で希望者は誰でも無料で通える「放課後学習塾」を開校

③ 夏もしつかり学べるよう小・中学校の冷房完備 【4年以内、11億 2500万 円+電気代】

④ 保育日、幼稚日、認定子ども日の保育料の軽減 【1年以内、2000万 円】

⑤ 個性に応じた魅力ある特別支援教育の充実 【1年以内、500万円】

等々合計15プランを実施



第2優先	 内容 :これまでの高砂をつくつてこられた方への「愛」ある政策 :

高齢者が安心で、元気で、楽しい毎日 1を送れるように :

高齢になれば健康面での不安を感じることが多々あります。高砂市民は、生涯スポーツや生きがい、

外出支援や買い物支援、医療介護連携や「介護からの復活サポート」などにより、安心で、元気で、

楽しい毎日を過ごすことができるようになります。

ひとり暮らし高齢者の数 各地域の高齢化率
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数値目標 :市民アンケー トの結果、「公共交通機関や買い物環境など日常生活が不便」(住環境の不

満理由 1位)と回答する人の割合	46.2%→ 16%ま で下げる

財源 :行財政改革により財源を捻出

手段 :①タクシー・バス無料チケットの配布 【1年以内、8000万円】

足腰の弱体化、認知症予防の観点から高齢者の方が気軽に外出できるよう、タクシー 0

バス無料券を配布するなど「青空の下ヘプロジェクト」の実施 (姫路市なみに)

①交通不便地域にバスを増便 【1年以内、500万円】

②「介護からの復活サポート」を図る医療・介護連携 【2年以内、500万円】

③高齢者の生活支援「地域みまもり隊」の充実 【4年以内、800万円】

④買い物難民ゼロ作戦 :【 3～ 6ケ月以内、500万円】

サ ンモール に市直営のスーパーをつ くります :等 合々計15プランを実施



第3優先	 内容:W改革 :愛ある情熱改革と身を切る改革 :

①以上の財源捻出のためにも、改革を断行する姿勢として、

まず身を切る改革を実行 します。

市長給与の 4害Jカッ ト &退職金の廃止

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

項 目 現行額 改革案 4年間の削減額

退職金 (4年) 約 2000万円 廃止 約 2000万円

給与 (月 ) 約 101万円 約 60万円 約 2800万円

成果と挑戦とを促す人事評価制度で、市民の役に立つ市役所へ !

公共施設の総量削減に向けてのマネジメン ト開始

播磨町長 元町議会議員 (外部から)

姫路市長 元大学教授 	(外部から)

明石市長 元弁護士 		(外 部から)

加古川市長 元国会議員 	(外部から)

稲美町長 元明石市職員 (外部から)

高砂市長 元高砂市職員 (内部から)

広く才能を集めよう !幹部職への民間からの人材登用

事業実施のスピー ド化

動く市長で トップセールス「市長行きます !」

市民サービスを市民が選ぶ !市民と議会と行政の 3者面談事業評価

民間の知恵・民間活力の活用で

市民病院の赤字を削減する「地域医療を守ろう !プラン」実行

職員の業務改善・事業提案制度の充実、予算を確保 	「政策の虎」

「作る・建てる」の時代から、「維持管理」の時代ヘ

リーダーシップにより優先順位を明確

にすることで、事業スケージュールの見

直しや既存事業の整理・合理化を図り財

政を健全化します。等々 合計15プランを実施



[政治活動資料]

高砂みらい倉J生からのお矢口らせ
《私の主張 10》

1.子・孫の世代に大きな負担を押し付けない

財政運営の健全化で、持続可能な市政運営
◇総合的判断のない新庁舎建設計画素案
約60億円(借金75%45億円)の現地立て替えには反対

◇公共施設等総合管理計画による抜本的な市の老朽化施設の見直し

2.高砂市の体制の立て直しで、次 代 の リ ー ダ ー ゃ

創造・発信の出来る職員の人材育成

3.医療体flJの充実
◇市民病院の経営基盤の確立(安定的な医師確保0救急体制の充実)

◇市民病院、医師会との連携による地域医療の強化

4.福祉体制の確立
◇子育て支援の充実、危機的な高齢者介護体制の充実
◇地域福祉体制の確立

5.学校教育環境の整備
◇中学校給食・空調整備の促進

6。 社会教育施設の整備

7.駅前整備で魅力ある田Iづくり
◇地域の資源を生かす取り組みで市街地整備
◇山電高砂駅前再開発と商業施設(サ ンモール西友対策)

◇JR曽根駅周辺整備(南北間の利便性確保)

8.浸水・防災対策で安心安全な田Iづくり

9。 地域・生活道路の整備促進
(特に北浜 トンネルの全面改良)

10.広域行政の推進
◇姫路市・力日古川市との連携強化

高砂みらい創生 1口 httls″ノ
"w●
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当政治団体は、生嶋洋一の政治活動を支援するため生まれた団体です。
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「

のぼり華人の新政策
「安心・豊かさをつくり、まちを変える」
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昭和25年 12月 20日生
宝殿中学校
bll古川西高等学校
神戸商科大学(現兵庫県立大学)

昭和48年高砂市に奉職
秘書室長
行政改革推進室長
健康市民部長
市民病院事務局長
助役・副市長を歴任
現 高砂市長

「市民満足度アップ」
「新しい たかさこ」を創ろう

1福祉力
を高める

教育カ
を高める

保育料の軽減、梅丼保育園の改築、高

校生の入院費無料化、障がい者施設の

整備充実、健康増進、健診・予防の推

進、総合事業等地域包括ケア制度へ移

行、高齢者コミバス料金の軽減

3歳児教育、学力の向上、小中一員教

育の推進、教育施設の大規模改造、

幼保の認定こども園化、中学校給食

の導入、子ども貧困対策、子ども広場

の設置

浸水対策 (間の川、鹿島 。松村川、ポ

ンプ場整備)、 住宅耐震化、子ども自

転車ヘルメットの購入補助、防犯 0交

通安全対策

文化財の保存活用 (工楽邸今津町周辺

整備、入江家保存基本計画、地域のふ

るさと文化財等)、 伝統・伝承の共有、

高砂出身者の顕彰、スポーツ施設の整

備、市展の開催等文化芸術の振興

女性・若者・高齢者の活躍推進、自治会

集会所の補助、道路改修・整備、」R曽

根駅周辺0山 電高砂駅地区・明姫幹線

南地区の整備、小松原地区区画整理、

市民病院の医療充実、行政の経営化

推進、新庁舎の建設、「道の駅」の構想

日回□

市政アンケー ト
市政に関 しての疑間、提案をお書きくださぃ。

クリーン・クリアー・チャレンジ

なる発展

実現

6 7 6 8

高砂市美保里9…58 を高める

後援会事務所 行 文化カ
を高める
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のぼり撃天
差出有効期間
2016年 4月
30日 まで

安全カ

活
を高

力
妨
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ぼク華人 市政 8年間の歩
新たに策定した条例・計画・方針

実施した事業・施策(主なもの)

1.市民協働

○総合政策に関する条例

○陳情、要望等の早期事務処理

2.健康と福祉の充実

○子ども。子育て会議条例

○第4期障害者福祉計画

○子育て支援センターの設置

05歳児相談等の実施

(名 称 所在地)

第1条 	 本会は、のぼり幸人後援会と称し、主たる

事務所を兵庫県高砂市荒井町小松原3

丁目7番7号に置く。

(目 的)

第2条	 本会は、登幸人氏の政治活動を後援する

ことを目的とし、あわせて会員相互の親睦

交流を通して住みよい高砂市の発展に資

することを目的とする。

(事業)

第3条 	 本会は、前条の目的を達成するため次の

事業を行う。
1	 講演会、座談会等の開催

2	 会報等の発行及び配布
3	 その他本会の目的達成のため必要な事

業

(会員)

第4条 	 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込

書を提出した者をもって会員とする。

(役員)

第5条 	 本会に次の役員を置く。

会長1名

会計責任者1名

監事1名

2	 前項の役員のほ力ヽ こ、副会長、幹事をおく

ことができる。

戦量
の
環躍鸞到浄雪留ぉぃて選出し、役員会を構

2槌貌期国年とする。ただし、離を
妨げないものとする。

会長は、毎年l	Lulの 通常総会その他必要

に応じ臨時総会を招集する。

本会の経費は、会費、寄付金その他の収

統茅緊躙 1螂ね月‖から2月
2顧

魏 城1像鵞塁酬 暑

鑽 秘ξ‰ の改廃リム総剣 こおいて決定協

鐵 ]奥 本規約に定めのない事項については、役

員会で決定する。

後援会会長	 松本 武彦

鶴審　は鵜

3.教育と文化スポーツの振興

○文化振興条例と基本方針

○教育振興基本計画

○高砂中学校で給食開始

〇小中―買教育の導入

○総合政策審議会の設置

○ふれあい座談会 。出前講座の実施

○第2期地域福祉計画

○健康増進計画

○ユーアイ福祉交流センターの開館

○いきいき百歳体操の普及

○スポーツ推進計画

○子ども読書活動推進計画

○謡曲「高砂」を全小中学校で推進

○工楽邸の市史跡指定と周辺整備計画

取り組んだ行政改革の成果 (主なもの)

1.職員数と人件費の削減
○定員適正化計画

○正規職員184人削減 効果額 約20億円 (累計)

2.事務改善

○日曜日開庁

○子育て支援室の設置

○下水道事業の企業会計移行と水道事業所と統合

○文化・スポーツ施策を市長部局に移管

○人事評価制度を導入

○人材育成基本方針改定

○庶務事務システムの運用

3.財政運営の健全化

○経常収支比率は80%台を維持

○プライマリーバランスはプラス推移(H26は除く)

○財政調整基金3,388百万円は 高額(H27.9末 )

○国の4財政指標は健全性確保

○不良債務等(98億円)の解消

(国保4.5億円、病院26億円、/AN社62億円、基金運用5.5億円)

○「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」国史跡指定

○旧入江家の部分改修

○新図書館の開館

○高砂市美術展の開催

4口安全安心の推進

○空き家対策条例(予)			 ○まちづくり推進条例(予)

○都市計画マスタープラン		 ○災害時要援護者避難支援プラン全体計画

○消防救急無線のデジタル化	 ○改訂八ザードマップの全戸配布
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○防犯灯のLED化

○ため池の改修

5口環境との共生

○地球温暖化対策実行計画(区域施策偏)○こみ減量化。再資源化計画

○緑の基本計画											 ○住宅用太陽光発電設備補助

○エネフアーム設置。電動生こみ処理機の補助 ○大木曽水路の改修

○防犯カメラ設置補助

○全国的災害応援協定

6.産業の活性化

○商業活性化条例

○企業立地促進条例改正(緩和)

○市のPR映像の制作、ネット配信

7.行政の効率化

○第4次総合計画

○たかさこ未来総合戦略

○戸籍の電算化

○ゴミ焼却処理の広域化

○日本三奇観光パートナーシップ協定

○阿弥陀楽笑村発足

○道路整備

○第4次行政改革大綱延長版

○市民病院新改革プラン

○軽自動車税のコンビニ納付の導入

○播磨連携中枢都市圏構想協定の締結

●友人知人にお話をして、こ紹介ください●
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高砂市
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J・

私が目指したい4つの方向 (T・ EOA・ M)!
その4つ をおし進める55のプラン (「高砂市を元気にするGO!GO!プ ラン」)の実現を

中西かずともが率いる"TEAM高砂"で頑張ります !

I	兵庫で一番やさしいまちへ	Tender	city

誰もが日常の買い物や交通などで日常生活に困らない 「やさしいまち」をつくります

やさしい光で輝 く高砂市を目指 します

Ⅱ	 教育・子育て熱烈応援宣言 !	Education&Child―rearing

子どもの学びを保障することは、必ず将来の高砂や 日本のためになります

また、優れた教育環境は人を呼び、まちを元気づけ、活性化させます

Ⅲ	躍動するまち高砂	Merchant&Manufacture

高砂市に夢を!ま ちの可能性を拡げるのは夢です

そ して、思い描いた夢は実現することができます

Ⅳ	行政改革・ 「挑戦する高砂市役所」へ	Administrative	reform

一脱 !「可もなく不可もなく行政」―

クリーンなのは当然のこと。これからの時代を切 り拓く「挑戦する行政」を目指 します !

●
，



EI	 兵庫で一番やさしいまちへ]

1.高 齢者 にや さ しい ま ちヘ

高齢者になれば健康面での心配、交通の便等生活に不自由を感じることが多々あります。

そのような方にとつても住みやすいまちをつくります。 (以下、 【】内は実現したい期限です。)

①タクシー・バス優待チケット 【1年以内】

高齢者の方が気軽に外出できるよう、タクシー・バス優待チケットを配布する等 「青空の下ヘプロジェクト」の実施

②元気で安心な老後 【4年以内】

安心・元気な老後を暮せるよう、高齢者の生活支援 「地域みまもり隊」の充実

③医療と介護の連携 【2年以内】

健康で過ごせるよう、医療と介護などの連携を図る「地域包括ケア」の充実

④予防医療の拡充 【2年以内】
「100才まで元気プロジェクト」を実施し、予防医療を拡充

⑤がんの早期発見 【2年以内】

がんの早期発見に力を入れる「がん検診を血液検査で」

⑥バリアフリー化の促進 【4年以内】

まちのバリアフリー化を進める「段差をなくそう作戦」の実施

2.生活にやさしいまちヘ

誰もが日常の買い物や交通などで日常生活に困らない 「やさしいまち」をつくります

⑦買い物難民ゼロ作戦 !【 3～ 6ヶ 月以内】

サンモールにスーパーを3～ 6ヶ 月でつくるなど買い物難民ゼロを目指します。

③障がい児・者などの差別解消 【1年以内】

差別のないまちを目指す 「高砂市差別解消条例 (仮称)」 の制定

⑨明るい夜で犯罪のない街並みに 【1年以内】

街路灯の増設と全LED化を実施し、犯罪の少ないまちを目指します。

⑩防犯カメラの設置助成 【1年以内】

防犯 。防災の一環として防犯カメラの設置助成を行います。

①地域コミュニティの活性化 【2年以内】

地域コミュニティの活性化を促進し、防犯・防災力の強化を図ります。

⑫救急車の搬送時間短縮 【4年以内】

iPadの 導入等により医療機関との連絡・調整を早め、救急車の搬送時間を短縮させ安全安心な街の形成を目指します

⑬「目指せ !事故・渋滞ゼロのまち」 【4年以内】

踏切事故及び道路渋滞の解消を目指し、道路の整備を促進します。

⑭環境にやさしいまち 【3年以内】

自然エネルギーの活用やまちの緑化など環境にやさしいまちを目指します。

⑮交通不便地域の解消 【1年以内】

不便な地域にバスを増便することにより、交通不便地域の解消を目指します。
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[Ⅳ	行政改革・ 「挑戦する高砂市役所」へ]

1	 身を切る改革、実のある改革

市長は、給料のためでなく、高砂市の未来のために働 くべきです。

実のある改革をするためには、まず自ら身を切る覚悟が必要なのではないかと思います。

そのためにも、不当に高額な市長退職金制度を見直します。

①市長退職金 4年で2000万 円をゼロに 【4年以内】

②市長給与40%削減 (兵庫県下で 低に)【 3ヶ 月以内】

101万円/月 	 から	60万円/月 に

③市民病院の大胆な改革 【4年以内】

地域医療を守るためにも、病院が継続していけるよう大胆な改革を行います。

2	 公正でクリーンな市政

公正でクリーンな市政であるべきなのは当然のこと !

④ごまかさない市長の資産公開 【lヶ 月以内】

資産公開を「ガラス張り」に。

⑤ヤミ退職金問題の早期解決 【1年以内】

ヤミ退職金問題は裁判所の監督する弁護士の手により公正に解決します。

⑥入札改革 【1年以内】

公正の視点で入札改革を行 う「市民・事業者・高砂市の三方良しプラン」の実施

3	 市長が変われば市も変わる	 一脱 !可もなく不可もなく一

市長が変われば市役所も変わります。真に市民の役に立つ市役所ヘ

⑦職員の知恵を活かす公募プロジェクト	「政策の虎」 【6ヶ月以内】

③動く市長でトップセールス	「市長、行きます !」 【6ヶ月以内】

⑨顔の見える市長が地域を訪問 	「高砂未来サロン」の開催 【1年以内】

⑩市庁舎建設には移転で 	「一石四鳥」 【2年以内】

今ではなく50年後の未来を見据えた市庁舎の移転を進めます。

その際には、まちの躍動や利便性、交通インフラ、防災、行革の4つの付加価値を実現させます。

①加古川や姫路などとの広域行政の推進 	「トモダチ・プラン」 【1年以内】

⑫人材育成 。人事評価の改善 	「人は城プラン」 【1年以内】

職員の人材育成を図るとともに、横並びの人事評価を改革します。

⑬行政情報をアプリなど活かして発信 します 	「もつとミエル化」 【2年以内】

⑭コンビニの活用で市民の利便性を高める	「市役所がもつと近くに」 【2年以内】

⑮マンネリから成果主義への改革 	「SMART行政」 【1年以内】

事業の目的が明確で (Specific)、 計ることができて (Measurable)、 実現可能で (Achievable)

結果 0成果に向けられ (Result―oriented)、 期限を示す (Time―bound)改革を実現します。
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[Ⅱ	 教育・子育て熱烈応援宣言 !]

①一年以内に中学校給食の全校実施 !【 1年以内】

おいしくてバランスのとれた中学校給食の全校実施を行います。

②教育バウチャー制度の導入 【1年以内】

塾や習い事、スポーツ教室の補助 (ク ーポン券配布)を実施する「伸ばそう!才能・個性 0学カプラン」

③放課後学習塾の開校 【1年以内】

学力向上のため、ボランティアや学習塾と提携し、各校で「放課後学習塾」を開校

④小・中学校の冷房完備 【4年以内】

夏もしつかり学べるよう、小・中学校の冷房完備を順次行います。

⑤幼稚園・学童保育の充実 【1年以内】

不足している地域に幼稚園・学童保育の増築を行います。

⑥保育料等の軽減化 【1年以内】

保育園、幼稚園、認定子ども園の保育料の軽減します。

⑦特別支援教育の充実 【1年以内】

個に応じた魅力ある特別支援教育を目指し、充実を図ります。

③図書館と学校との連携 【2年以内】

新図書館と学校図書をオンライン化で連携させ、もつと便利を追及します。

⑨新図書館での事業充実 【2年以内】

新図書館でミニコンサー トや演劇が楽しめる「ハコの次はコンテンツだ !プラン」

⑩子どもの交通安全 【1年以内】

子どもが自転車に乗る際のヘルメットの一部補助制度をつくります。

①総合公民館の建設 【4年以内】

市民が憩える総合公民館を新たに建設します。

⑫シングルマザー (フ ァザー)への子育て支援 【1年以内】

先進国の中で 悪のレベルとも言われるシングルマザー・ファザーヘの子育て支援を充実させます。

⑬豊かな心 【1年以内】

これからの社会を生きるための相手を思う気持ちや命の大切、人の多様性や人生を切り拓く力などを育みます

⑭公立高校の授業料無償化、私立に通 う高校生への同額補助 【2年以内】

⑮英語教育の充実 【2年以内】

グローバル化に対応した人材育成の観点から英語教育の充実を図ります。

[Ⅲ	 躍動するまち高砂]

①あなたの夢を応援 【4年以内】

文化、スポーツ、ボランティア、祭などの伝統を応援する「総額 1億円」 !

②観光にもつと光を、市外からもつと人を 【1年以内】

生石神社や竜山石、高御位、工場の夜景など観光行政に力を入れます。

③楽々ゾーン構想 【2年以内】

新たに市民が楽しめ、市外からも人が訪れるゾーンをつくります。

④市内の商工業者の育成 【2年以内】

地元企業育成の観点からも地元企業優遇制度を導入します。

⑤大きなスポーツ大会の誘致 【4年以内】

総合体育館と生石体育館を連携させ、大きな大会の誘致を図ります。

⑥メジャーリーガーが教える野球場 【2年以内】

高砂市出身の有力者と提携し公共施設を夢のある施設に変身させます。

⑦駅前ミニ開発 【4年以内】

高砂駅前のミニ開発を実施します。

③古民家・空き家コンペ 【3年以内】

若い建築家が高砂の古民家・空き家のデザインを提案する「高砂版ビフォア・アフター」を開催します。

⑨新快速で新快適に 【4年以内】

JR宝殿駅に新快速の停車を目指します。 (ラ ッシュ時のみ)

⑩ JR曽根駅の新駅建設を目指します 【4年以内】


