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本日ここに、平成２６年第１回高石市議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位にはご多忙な中ご参集賜り、厚く御礼申し上

げます。 

また、平素は、本市市政の運営に格別のご理解、ご支援、ご協力

を賜り、重ねて深く御礼申し上げます。 

本定例会では、平成２６年度予算（案）を中心にご審議を願うと

ころでございますが、この機会に平成２６年度の市政運営の基本的

な考え方につきまして、所信の一端を申し上げ、引き続き、議員各

位並びに市民の皆さまのご理解、ご支援、ご協力を賜りたいと存じ

ます。 

 

さて、国政につきましては、一昨年の衆議院選以来、安定政権に

より、経済政策では、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を

現下の最優先課題として、アベノミクスの「３本の矢」が実施され

ました。その結果、円安となり、また株価も順調に推移しておりま

す。さらに設備投資減税など検討が進められている一方、本市にお

きましては、これに先駆け企業立地等促進条例を推進するなど経済

対策を講じてまいりました。特に、先の５年間で約７６億円であっ
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たものが平成２４年４月の条例改正後、ここ２年足らずで約１１０

億円もの設備投資が進められるなど、一定の効果が本市にも現れて

います。また、国の経済対策の一環といたしまして、地域経済活性

化へ向け、まちの元気で日本を再生する「地域の元気臨時交付金」

が創設され、本市にも交付されました。これまで高師浜運動施設の

全面改修等に活用してまいりましたが、平成２６年度においても、

この交付金を最大限活用してまいります。 

 

防災対策につきましては、昨年１０月、向こう３０年間で７０％

の確率で発生が予測される南海トラフ巨大地震・津波の被害想定が

大阪府で発表されました。最大死亡者は大阪府下で１３万２，８９

７人、本市では２，２８５人とされております。 

国においては南海トラフ巨大地震に向けた国土強靭化の法整備が

行われ、本市の防災機能を有した総合体育館等の予算など、関連す

る平成２５年度補正予算も可決・成立いたしました。 
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我が国の社会情勢といたしましては、尐子高齢化が急速に進んで

おります。都市部では、団塊の世代がいよいよ高齢世代に差し掛か

り、本格的な超高齢社会の進む中、本市におきましても、医療・介

護等の給付費の増や、子育て支援の負担増が見込まれ、福祉的な経

費である扶助費については増加の一途が予測されます。 

これら尐子高齢化に係わる対策として、国におきまして、税と社

会保障の一体改革として、消費税率の引き上げが本年４月よりスタ

ートします。国の動きとあわせながら、国、地方一体となった日本

全体の重要課題として捉えながら必要な措置を講じる必要がありま

す。 

また、国の財政状況につきましては、平成２６年度の予算案が９

５兆８，８２３億円と、過去最大のものとなりました。消費税率の

改定等により、税収は５０兆円台に回復するものの、国債依存度は

４割を超えております。また、平成２６年度末には、国及び地方の

長期債務残高が１，０１０兆円となり、ＧＤＰの約２倍になるとさ

れています。このように厳しい財政運営が予想されますが、安倍政
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権は、先の経済再生・デフレ脱却とあわせて財政健全化の両立を掲

げています。 

本市におきましても、私が市長として就任以来、平成１５年度よ

り五次にわたる財政健全化計画案に取り組み、６０３名の正職員数

を平成２５年度当初で３８６名に削減するなど、人件費総額にして

約３０％もの削減を進めながら、一方で、尐子高齢化対策や教育の

充実、安全・安心な防災のまちづくりなど、市民ニーズに応えてま

いりました。しかし、扶助費については、尐子高齢化の進展から、

増加の一途をたどり、平成１５年度には約２９億円であったものが、

平成２５年度予算では約５２億円と、約１．８倍に達しています。 

昨年末、土地開発公社の抜本的解消に向けた第三セクター等改革

推進債の活用にかかる債権放棄をお認めいただき、財政健全化も大

きな山を越えたところです。これまでも常に「最小の経費で最大の

効果を」という基本理念の下、必要な事業を進めてまいりましたが、

今後はこの起債の償還を睨みながら、計画的な行財政運営を心掛け

ていかねばなりません。今後とも事務事業の見直しに努め、アウト
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ソーシングなど民間活力を活用しつつ、安定的な市政運営を進めて

まいります。 

以上のことを念頭に、平成２６年度当初予算を編成いたしました。

その結果、予算規模は、 

一般会計２３４億９，０９４万円 

特別会計１５６億３，４６１万円で、 

合計３９１億２，５５５万円となります。 

特別会計の内訳といたしましては、 

国民健康保険特別会計８０億７０８万９千円 

公共下水道事業特別会計２４億８，４０５万２千円 

墓地事業特別会計１，９２１万円 

介護保険特別会計４３億３，１５７万２千円 

後期高齢者医療保険特別会計７億９，２６８万７千円 

また、水道事業会計２０億２，６４２万８千円となり、 

一般会計、特別会計、水道事業会計をあわせた予算総額は、 

４１１億５，１９７万８千円となった次第であります。 

 

それでは、その主要な施策につきまして、「第４次高石市総合計画」
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における５つのまちづくりの目標に沿って、概要をご説明申し上げ

ます。 

まず第１に、「ひとにやさしい安全・安心なまち」についてであり

ます。 

昨年１１月に行った、第３回目の津波避難訓練には、約１万３，

３００名もの市民や企業の方のご参加を得ることができました。 

自主防災組織の組織率も１００％を達成し、民生委員・児童委員

協議会や社会福祉協議会のご協力を得て、介護が必要な方など要援

護者を避難タワー・ビルに迅速に避難誘導することができました。

また、あの「釜石の奇跡」を参考にし、中学校や高校・専門学校等

のご協力も得て、沿岸部の保育所・幼稚園の子どもたちも、無事、

避難誘導ができました。また、市で設置した避難タワーのみならず、

企業立地等促進条例で、災害対策設備等に対しては課税免除とさせ

ていただきましたが、それを受け企業が自主的に建設された避難タ

ワーもフル活用されました。 

私ども市行政もそういった市民・企業の熱心な取り組みにお応え

すべく、市民の皆さま方が最終的に避難して来られる広域避難地の
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鴨公園に防災機能を有する市立総合体育館を早期に建設するため、

国土強靭化の一環として、国の強力な支援を得て、来年３月の完成

をめざして推進しております。 

平成２６年度は同施設の完成にあわせ、大規模災害時の備えとし

て、マンホールトイレや停電時でも使用可能な照明などの必要な資

機材の備蓄に係る予算を計上いたします。 

また、現在施工中の高砂１号線の液状化対策工事については、計

画より前倒しして平成２６年度中の工事完了をめざし、重点的に取

り組んでまいります。 

さらに、平成２６年度の完成に向け、現在施工中の新村北線には、

大規模地震による停電時も安全に避難できるよう、停電中も点灯す

るソーラーＬＥＤ照明を設置いたします。 

また、平成２６年度は、阪神・淡路大震災から２０年の節目を迎

えることから、これまでの南海トラフ巨大地震の津波避難訓練のみ

ならず、直下型地震の対策も行います。阪神・淡路大震災では、密

集した市街地において地震直後に同時多発的に火災が発生し、それ

により、多くの人命が失われました。本市も火災の延焼の恐れがあ

る密集した市街地が多いことから、地域ごとに可搬式小型消防ポン
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プの配備を促進し、自主防災組織等による消火訓練を実施するなど、

防火体制の強化を進めてまいります。 

また、要援護者リストの活用による避難誘導もより充実させるべ

く、引き続き民生委員・児童委員協議会や社会福祉協議会、さらに

地域の郵便局にも津波率先避難等協力事業所として協力をいただき

ながら、関係団体とより密接な連携を図りつつ、よりきめ細かく、

近隣同士が助け合うという共助の体制づくりにも取り組んでまいり

ます。 

以上のことに留意しながら、平成２６年度も１１月５日に人命被

害ゼロをめざした総合的な避難訓練を実施いたします。 

また、本市地域防災計画につきましても、南海トラフ巨大地震の

被害想定等による大阪府の地域防災計画の改定を踏まえ、本市の津

波避難計画とあわせて改定を行ってまいります。 

なお、ハード面では、津波による市域の被害を抑えるため、大阪

湾岸の防潮堤の強化等の整備について、引き続き所管する国及び大

阪府に対する要望・働きかけを進めてまいります。 

また、災害に強い住宅促進策として、これまで火災による延焼を

防止するため、住宅市街地における準防火地域の指定区域を拡大す
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るとともに、住宅の建て替えを促進するため、同時に税制面での優

遇措置などにも取り組んでまいりました。今後は、さらに住宅の耐

震化を促進するため、耐震診断や改修に係る補助金の予算額を増額

し、自治会等への出前講座により耐震化の重要性を説明するなど、

制度の周知を図ってまいります。また、長屋住宅等の一室を補強す

る耐震シェルターの設置工事につきましても補助対象となるよう制

度を拡充し、さらなる住宅の耐震化を促進してまいります。 

 

大規模災害や庁舎火災など不測の事態における市の業務継続性の

確保等を図るため、耐震性やセキュリティに優れた堅牢な外部のデ

ータセンターを利用する「自治体クラウド」を導入し、本年４月よ

り財務会計・文書管理などの内部情報系システム、１０月より住民

記録・市税などの住民基本情報系システムについて、それぞれクラ

ウド化を行い、忠岡町との共同利用を開始いたします。これにより、

発災直後においても、迅速に罹災証明の発行などが図られるものと

なります。 

また、基盤地図を電子化し、道路や公園、その他の公共施設など

の管理データや用途地域などの都市計画情報を重ね合せることで、
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様々な複合的な地理空間情報が得られ、これにより情報の可視化や

地図情報の庁内共有化の推進等、事務の効率化を図るため、統合型

ＧＩＳシステムの導入に取り組んでまいります。 

地理空間情報を電子化することで、紙台帳などでは困難であった

災害シミュレーションや被災者支援システムの災害時の活用も可能

となります。 

 

今後とも、官民あげて防災力ナンバーワンのまちをめざしてまい

ります。 

 

次に、安全・安心なまちづくりの基本である都市基盤整備につい

てであります。 

南海本線・高師浜線連続立体交差事業につきましては、早期に完

成すべく鋭意事業を進めており、現在、高石駅部では橋上化される

新駅舎の外観が現れ、下り本線高架化に向けた本格的な工事が着々

と行われております。 

いよいよ本線高架化事業が進む中、今後は高師浜線の高架化工事

についても平成３１年度末の完成をめざして関係機関と協議調整を
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進めてまいります。 

また、高師浜線の活性化とあわせて、通学路の安全確保とマイカ

ーから公共交通への通勤手段の転換を促進するため、高師浜駅から

臨海部へのバスによる共同運行化などについて、引き続き、臨海企

業と意見交換を行い、実現に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

次に、都市計画道路についてであります。 

南海中央線、新村北線の街路整備事業につきましては、平成２５

年度にせせらぎと自転車道を備えた南海中央線加茂地区の延長５２

５ｍが開通いたしました。引き続き、事業認可区間の東羽衣地区に

ついて、平成２８年度の完成をめざし、用地買収を進めます。 

また、すでに完成済の綾園地区について、通学児童・生徒や高齢

者などの歩行者の安全確保のため、加茂地区と同様の自転車道を整

備いたします。 

平成２６年度に完成予定の新村北線につきましても、園児や小中

学生の通園・通学の安全確保に効果が高いことから、一日でも早い

供用をめざします。 
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橋梁の維持管理につきましては、平成２５年度に市内の橋梁の点

検を行い、修繕が必要な橋梁の抽出及び長寿命化を図るため検討を

行ってまいりました。早期修繕が必要と判断した一部の橋梁につい

ては、平成２５年度の国の補正予算を活用し、前倒しするとともに、

平成２６年度以降も国の支援をいただきながら、計画的に長寿命化

対策工事を行ってまいります。 

 

次に、快適な住環境を生み出すまちづくりについてであります。 

住宅政策としましては、人口減尐に伴い年々増加している空き家

の対策を進めるにあたり、その実態調査を行っておりますが、土地

家屋所有者並びに利用希望者ともにご活用いただける、空き家情報

を提供する制度として「空き家バンク」をスタートいたします。 

住宅の建て替え促進につきましては、すでに制度として運用して

おります「二・三世代同居支援事業」や「災害に強いまちづくり事

業」の申請者も増加し、効果が現れてきております。 

また、空き家対策のもう一つの柱であります危険な放置空き家へ

の対応につきましては、国においても空き家に関する新法制定の動

きがありますことから、その法案の動向を注視しながら、より効果
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を上げるべく空き家条例を制定してまいります。また、関係各課が

連携し、防災・防犯の対策や生活環境の保全を図ってまいります。 

 

公共下水道事業につきましては、生活環境の改善・公共用水域の

水質保全、浸水対策に寄与するために、計画的な整備を進めている

ところであり、平成２５年度末には整備率が８７．３％となります。 

平成２６年度につきましては、都市計画道路新村北線の工事実施

にあわせて、引き続き雨・汚水管の整備を行います。また、今川水

路の溢水対策として、南海中央線より上流へ約２００ｍの暗渠化を

完成させるとともに、今後、暗渠上部の遊歩道等としての有効利用

の検討も進めてまいります。 

羽衣ポンプ場につきましては、災害時においても機能保全が図れ

るよう、耐震及び長寿命化の詳細設計を行ってまいります。 

このほか、これまで泉北環境整備施設組合で管理しておりました

高石処理区の下水道事業を、大阪湾流域別下水道整備総合計画に基

づき、平成２６年４月１日に高石南大阪湾岸北部流域関連公共下水

道に統合いたします。 

なお、統合後も泉大津市の一部区域から雨汚水の流入があること
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から、泉大津市から事務の委託を受けて排水の処理を行ってまいり

ます。 

この高石処理区の公共下水道施設につきましては、運転管理の包

括的な民間委託の導入等により徹底した運営経費の削減を進めます。

また、同組合の実施により、高石ポンプ場の耐震化は終了しますが、

下水道管渠の老朽化対策は水道管の老朽管更新事業と一体的に整備

するなど計画的、効率的に耐震性を高め、サービスの維持向上に努

めてまいります。 

 

水道事業につきましては、老朽管の更新につきまして、平成２６

年度より本格的に着手し、基幹管路も含め老朽管更新計画に基づき、

効率的に更新してまいります。 

また、先の下水道との一体整備に加え、継続的な水道管移設工事

を実施するほか、配水管のループ化を引き続き実施し、さらなる安

定給水を図ってまいります。 

高石配水場耐震化工事につきましては、平成２６年度中に完成さ

せ、災害時にも安定した給水ができるように努めてまいります。 
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 第２に、思いやり支えあう温もりのある「人にやさしい暮らしの

まち」についてであります。 

尐子高齢化や核家族化が急速に進展し、高齢者を中心に単身世帯

が急増する中、地域における連帯感の希薄化や経済状況の悪化など

地域社会を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。この変化

を見据え、高齢者支援、次世代育成支援などの施策の推進をはじめ

とした社会保障制度の改革が必要となっております。 

 平成２６年度は、こうした地域福祉をとりまく状況の変化を踏ま

えて、それぞれ第４次高石市地域福祉計画、高齢者福祉計画・第６

期介護保険事業計画、第４期障がい福祉計画の策定をいたします。 

 

生活支援施策につきましては、いわゆる団塊の世代が６５歳以上

となって高齢者人口は増加の一途をたどり、また、核家族化の進行

もとどまる様子はありません。中高年者の雇用環境の悪化などの社

会的要因にも影響されて、本市においても生活保護受給世帯は微増

傾向が続いています。 

生活保護制度が最後のセーフティネットとしての役割を果たせる

よう、引き続き、大阪府やハローワーク等関係機関との連携を図り、



 

 

16 

制度の適正な実施に努めるとともに、被保護世帯の自立に向けた支

援を行ってまいります。 

 

高齢者福祉施策につきましては、安否確認や独居及び高齢者のみ

の世帯の見守り活動など高齢者が住み慣れた家庭や地域で、安全で

安心して生活できるよう施策の充実に努めてまいります。あわせて、

介護保険におきまして、引き続き介護給付費適正化事業等を実施し、

安定した事業運営に努めるとともに、住まい、医療、介護予防等、

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの確立により、

重度な介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、必要な介護サービスを提供してまいります。 

障がい者福祉につきましては、障がいのある方が地域で自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスの提

供や相談支援等、障がいのある方の社会参加を支援してまいります。 

 

次に、「健幸のまちづくり」についてであります。 

本市では、「歩くこと」を基本とした「健幸のまちづくり スマー

トウェルネスシティ」を進めております。「歩きたくなる道」として
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開通した南海中央線ウォーキングロードや芦田川ふるさと広場にお

いて、平成２５年１１月より市民サポーターとともに「毎日が“元

気”健幸ウォーキング」を実施しており、毎日多くの市民のご参加

をいただいております。平成２６年度はさらに多くの市民の皆さま

に歩いていただくため、浜寺公園に隣接する総合ライフケアセンタ

ー敷地の一部を開放し、市西部の「毎日が“元気”健幸ウォーキン

グ」などに利用するための「健幸広場」として整備してまいります。 

また、鴨公園内に災害時の防災機能を備えた市立総合体育館を本

市のスポーツ健康づくりの拠点施設として整備いたしますが、整備

にあわせて鴨公園を中心として、市東部においても「毎日が“元気”

健幸ウォーキング」などの市民の健康づくりに向けた事業を立ち上

げてまいります。 

このような市民の健康増進を広めていく場として、中央公民館と

市内の老人福祉センター内にスマートウェルネスシティ推進に向け

た健康推進コーナーを設置し、関係団体等とも連携のうえ、健康に

関心の薄い方々などの掘り起こしに向けた取り組みを行うなど、「歩

くこと」の定着を推進してまいります。 

また、まちの賑わいの創出と健康無関心層を含む市民の外出の促
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進に向けた取り組みとして、「健幸フェスティバル＆高石マルシェ」

を開催いたします。 

 

歩いていて楽しいウォーキングロードの整備といたしまして、ま

ちのやわらかな水辺空間と快適な歩行空間を創出するため、大阪府

が実施しております河川改修工事の進捗にあわせ、芦田川ふるさと

の川整備事業として、平成２５年度より健幸ウォーキングロードの

一部となる遊歩道や市民の集う広場の整備に着手いたしました。 

平成２６年度においても、浸水対策の抜本的な解決策であります

河川改修工事とあわせて、遊歩道の整備を行ってまいります。 

 

ふれあいゾーン複合センターにつきましては、平成２２年９月に

指定管理者制度へ移行して以来、従来の温水プール利用のみならず

本市の健幸のまちづくりの推進に沿って、「健幸づくり教室」の開催

など自主事業の推進により、年間利用者は従前の６万２，６７３人

から平成２４年度では１３万９２３人と飛躍的に増加しており、好

評を得ていることから、国の地域の元気臨時交付金を活用し、空調

設備の更新、温水プールのトイレや換気扇設置など必要な改修を行
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い、市民の皆さまに、より快適にご利用いただける施設にしてまい

ります。 

また、健康増進事業として、がん検診の継続的な受診を促すため、

過去に子宮頸がんや乳がんのクーポン券を配布した方に対する再度

の受診勧奨（コール・リコール）を行うなど、引き続きがん検診の

推進に取り組んでまいります。 

 

 第３に、「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。 

尐子化対策は国・地方をあげての課題と考えており、子育て支援

施策について、羽衣保育所が民営化による全面建て替えにより、本

年４月１日より新たに羽衣保育園としてスタートします。また平成

２７年４月１日開園に向け、浜寺幼稚園の認定こども園化も実施さ

れますが、これに対し必要な支援を行います。これらにより引き続

き、待機児童の解消や延長保育など多様な保育ニーズと幼児教育の

推進に対応してまいります。 

幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的

に推進することを目的とした、「子ども・子育て支援新制度」が、平

成２７年度よりスタートする予定となっております。この新制度へ
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の円滑な移行のため、本市では、昨年１０月に子育て支援に携わる

方、保護者、学識経験者等を委員とする「高石市子ども・子育て会

議」を設置いたしました。この会議での意見を取り入れながら、子

育て世帯の状況やニーズを調査・把握し、「子ども・子育て支援事業

計画」の策定に取り組んでまいります。 

本年４月１日より、新制度の施行に向けた取り組みの一環として、

幼児教育・保育に関する窓口を一元化するなど、実施体制を整備し、

制度移行に対応してまいります。 

また、高石市の次代を担うすべての子どもたちが伸び伸びと育ち、

安心して子育てができるまちづくりをめざすため、市内３ケ所の子

育て支援センターにおいて、新たに「高石市子育て支援コンシェル

ジュ」サービスを４月１日よりスタートいたします。 

このサービスは、「子ども・子育て支援新制度」や高石市の子育て

施策や情報を分かりやすく提供することにより、多様化する子育て

ニーズに対応し、保護者との橋渡しの役割を担うことを目的として

います。 

 障がい児支援施策につきましては、現在、児童発達支援センター

「松の実園」内で実施している母子通園事業「バンビグループ」を
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総合保健センター内に移設し行ってまいります。これにより、総合

保健センターで実施している「乳幼児健診」や「すてっぷくらぶ」

との連携強化を図ります。また、新たに児童発達支援センター業務

として実施する障がい児相談支援事業等についても、総合保健セン

ター内にスペースを設け、実施してまいります。 

乳幼児等医療費助成事業につきましては、子育て世帯の経済的負

担を軽減するため、本年７月より通院にかかる医療費助成の対象を

小学校就学前から小学校３年生修了年度末までに、また入院にかか

る医療費助成の対象を小学校卒業年度末から中学校卒業年度末まで

に、それぞれ拡充してまいります。 

また、妊婦の健康管理の充実を図るため、妊婦健康診査にかかる

超音波検査受診券を更に２回分増額し、引き続き安心して妊娠・出

産できる体制の確保に努めてまいります。 

 

次に、教育につきましては、次世代を担う子どもたちの「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成をめざし、知・徳・体のバ

ランスの取れた教育活動を展開できるよう、たかいし教育ビジョン

（高石市教育振興基本計画）に基づき、魅力ある学校づくりを進め
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てまいります。 

特に平成２６年度は、３つの事業に注力して取り組んでまいりま

す。 

第一に、英語教育の推進であります。本市は、平成２５年度より

文部科学省から教育課程の特例校の指定を受け、小学校１年生から

外国語活動を実施しております。平成２６年度からは効果検証のた

めに英語能力判定テストを全中学校で実施するなど、さらにこの取

り組みを推進してまいります。英語に慣れ親しみ、英語が好きにな

り、国際社会で活躍する若者が尐しでも増えるよう取り組んでまい

ります。 

第二に、学力向上に関する取り組みの推進です。全国学力学習状

況調査の結果を詳細に分析し、各校における取り組みを「学力向上

大作戦」として市のホームページにおいて公表し、推進を図ります。

また、教職員の指導技術の向上に資するため、研修や指導員による

指導を充実させ、学校教育の改善を進めます。あわせて、平成２５

年度より実施している、本市の名誉市民である川淵三郎氏が最高顧

問を務めておられます日本サッカー協会（ＪＦＡ）と連携した、「夢

先生」事業など、子どもたちの心を育てる教育にも引き続き注力し
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てまいります。 

第三に、「高石市小中連携推進事業」を実施します。これは、平成

２３年度より取り組んでまいりました、「高石市新教育課程推進事

業」をさらに発展させるものです。「高石市新教育課程推進事業」で

は、市内の幼稚園、小・中学校の連携が飛躍的に進み、各中学校区

毎の共同研究、学校間の交換授業など、各分野において成果があが

っております。これからもこの活動を充実・発展させるべく、支援

を行い、各中学校区で掲げた「めざす子ども像」の目標を達成する

ため、学力向上を中心とした教育活動、授業改善や、子どもたちの

自己有用感を高める活動を展開してまいります。 

また、中学校給食につきましては、平成２６年５月より月２回程

度、献立に１品を追加するなどの献立拡充の試行を実施して検討を

重ね、中学校給食献立のさらなる拡充に取り組みます。 

 

次に、スポーツ振興についてであります。 

先に述べました市立総合体育館についてでありますが、平常時の

市民の健康増進及びスポーツ振興については、本市がめざす「健幸

のまちづくり」の中核となる施設として整備いたします。 



 

 

24 

また、鴨公園の駐車場については、受益者負担の適正化や不正利

用防止等の観点から、平成２７年４月より有料化を行い、園路とと

もに再整備いたします。 

これら新たな時代を担う鴨公園と市立総合体育館の施設の運営に

ついては、指定管理者制度を活用した民間活力の導入により、より

効果的・効率的に健康増進とスポーツ振興に関わる事業を推進して

まいります。 

あわせて、市庁舎自動車駐車場につきましても、体育館をはじめ

鴨公園施設の一層の利用拡大を図るため、平成２７年４月より諸手

続き、相談等のために来庁する方や、市の主催等による行事の使用

については無料を基本としつつ、受益者負担の適正化の観点から、

有料化を行い、２４時間の利用が可能となるよう利便性の向上を図

ります。 

また、高師浜運動広場、高師浜野球場、新公園については、現在、

テニスコートやグラウンドの改修を行っており、引き続き、平成２

６年度は高師浜野球場観覧席下のトイレの全面改修等を行ってまい

ります。 
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人権施策につきましては、「高石市人権擁護に関する条例」に基づ

き、人権意識の高揚を図るため、講演会、街頭啓発活動、展示など

による人権啓発事業及び人権相談員などによる人権相談事業を通じ、

あらゆる差別を解消し、人権が尊重される社会づくりを積極的に推

進してまいります。 

 男女共同参画につきましては、「高石市男女共同参画計画」に基づ

き、市民一人ひとりが性別にかかわりなく自分らしさを尊重し、個

人の能力と個性を発揮し、男女の固定的な役割意識にとらわれない

多様な生き方ができる男女共同参画社会をめざして、施策を推進し

てまいります。 

 また、「非核平和都市宣言」を踏まえ、核兵器の脅威と戦争の悲惨

さを訴え、生命と平和を大切にする精神を育み次世代に伝えるため、

非核平和展を開催するなど、市民に対する啓発に努めてまいります。 

 

第４に、「環境にやさしいまち」についてであります。 

一般廃棄物の減量化・リサイクルの取り組みにつきましては、一

部従量制の導入による普通ごみの有料化を平成２５年４月１日より

実施いたしました。 
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また、家庭から排出されるごみの約４割を占める紙類の有価物集

団回収について自治会等に説明会を行い、ごみの減量化、集団回収

への意識を高めるよう努めてまいりました。 

その結果、家庭系可燃ごみにつきましては、平成２５年４月から

１２月までの合計で約６，５２１．５トン、前年同時期と比較する

と、約１，４７７．５トン、約１８．５％の減量となっております。

また、粗大ごみ、資源・不燃ごみを含め、ごみ全体で約１１．２％

の減量となっております。これも市民の皆さまの温かいご理解ご協

力の賜物と深く感謝申し上げます。 

一方、有料シールの販売も増加していることから、あくまでごみ

の減量化を推進するという原則に立ち、今後は、自治会や廃棄物減

量等推進員の皆さまにもご協力いただきながら、環境・廃棄物リサ

イクルフェアの開催やごみの減量化の出前講座の開催、また紙の集

団回収の登録団体の参加要請などに積極的に取り組んでまいります。 

なお、平成２５年度の無料普通ごみ処理券を使い切らずに残され、

ごみの減量化にご協力いただいたご家庭に対しましては、残った処

理券と家庭用品との交換を実施いたします。 

また、新たに生ごみ処理機の購入について補助金制度を導入する
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など、今後とも、さらなるごみの減量化、リサイクルの推進に積極

的に取り組んでまいります。 

 

環境対策につきましては、既に自治会による防犯灯のＬＥＤ化に

対する設置補助を実施しているところでありますが、平成２６年度

は、新たに家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、いわゆ

るエネファームの購入への支援制度を創設します。 

また、健康に影響のある大気汚染物質等の状況について、今後も

引き続きリアルタイムで大気汚染物質等の状況を監視し、大阪府の

ホームページを通じて情報提供を行ってまいります。 

 

第５に、「地域活力あふれるまち」についてであります。 

本市のブランドイメージである「羽衣天女」につきまして、さら

なるＰＲに加え、“天女の住まう街”に相応しく、天女に会える街と

して取り組みを進めるとともに、天女をブランドモチーフとしてい

る全国の自治体と連携を深めてまいります。 

観光資源の創出につきましては、泉州９市４町で構成する「泉州

観光プロモーション推進協議会」において、ＬＣＣの就航で活気づ
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く関西国際空港を起点とした観光振興に取り組んでおり、本市にお

いても観光資源でもある臨海工業地域の工場景観を活かし、昨年に

引き続き商工会議所との協働により、「高石工場見学ツアー」や「ま

ちあるきイベント」などの施策を展開いたします。 

また、昨年に引き続き「堺泉北港ドラゴンボート大会」と同日に

開催予定の「高石シーサイドフェスティバル」につきまして、市民

の親睦と郷土愛を高める市民フェスティバルとして支援させていた

だきます。 

本市には、かつて東洋一と呼ばれた海水浴場・別荘地があり、今

でもその面影が残っています。また、市内には文化的価値をもった

史跡等も数多く残っており、そういった先人の遺産・財産や、歴史

にさらに光を当てながら、地域資源を活かした、高石市の魅力や賑

わいの創出につながる活動への支援策の検討を進め、地域活力の再

活性化に取り組んでまいります。 

 

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業につきましては、本市とし

ても賑わい創出の最重要課題と認識しており、平成２６年度には着

工に先立ち必要となる権利変換計画の認可申請を行うべく、関係権
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利者との合意形成を全力で推進してまいります。また、事業を着実

に推進するために必要となる予算を措置し、再開発組合とともに早

期実現に向け、本格的に取り組んでまいります。 

また、南海本線の連続立体交差事業をはじめ、南海羽衣駅とＪＲ

東羽衣駅を接続するためのペデストリアンデッキの整備、ＪＲ東羽

衣駅のバリアフリー化や、同駅北側用地を売却し、民間開発を誘導

することにより、賑わいの創出や利便性の向上、安全性の確保、バ

リアフリー化を総合的に行うことで、本市の都市核のひとつである

羽衣駅前にふさわしい街並みへと再構築してまいります。 

さらに、高石駅西地区の整備手法について、連続立体交差事業の

完成が見込まれる中、駅東西の連携を踏まえ、防災の観点からも引

き続き地域との協議を行いながら、検討を進めてまいります。 

市街化調整区域の区域区分の見直しにつきましても、関係権利者

との合意形成を図り、整備に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

次に、商工業の振興につきましては、国の成長戦略に先駆け、本

市でもこれまで、平成１９年度より企業立地等促進条例を施行し、

企業の設備投資等に対し、固定資産税の償却資産分等を減税するな
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ど、支援を進めてまいりました。平成１９年度から平成２３年度ま

での５年間で約７６億円の設備投資をいただき、そして一昨年より

さらに対象要件などを大幅に拡大したところ、おかげさまでこの２

年足らずで約１１０億円もの申請をいただいており、通算で約１８

６億円もの設備投資が図られました。 

今後も、本市の特長である、臨海コンビナートの経済活性化に向

けて企業とも連携を図りながら、積極的に取り組みを進めてまいり

ます。 

また、商工会議所と連携を図り、中小企業への経営相談や市域の

活性化事業などの取り組みに加え、ブランド力の向上など、まちの

賑わいづくりの創出に努めてまいります。 

 

労働施策につきましては、現在の雇用情勢をみると、昨年と比較

し、改善の兆しがみられておりますが、まだまだ厳しい状況が続い

ております。 

本市としましては、求人者・求職者サービスの一層の充実強化に

取り組むと同時に、大阪府や近隣自治体、ハローワーク等との連携

に努めてまいります。なお、平成２６年度におきましても、泉北就
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職情報フェア・合同就職面接会では、求人者・求職者の方々の意向

を踏まえた事業展開を図ってまいります。 

また、様々な要因により、就労が困難な方に対しても、引き続き

コーディネーターによる雇用就労への相談事業等に取り組んでまい

ります。 

 

農業水産業振興の施策についてでありますが、都市部の農地等は、

貴重な環境資源であると同時に、近年、多目的な利用が図られてお

ります。 

平成２５年度に、本市におきましても残り尐ない農地のあり方に

ついて、都市内農地を活用した緑と調和したまちづくり方策に関す

る実証調査を行いました。それを踏まえ、平成２６年度は、新たに

市民農園の開設、防災協力農地への位置づけ、既存の市民農園・福

祉農園の一体的利用形態のあり方等、今後とも農地所有者等の意向

を伺いながら、農地の保全方策を図ってまいります。 

また、漁港につきましては、大阪府から移管を受けるための調整

を行っておりますが、漁港施設及び安全安心な港湾整備等の充実の

ため、引き続き大阪府へ要望、協議を進めてまいります。 
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 以上、施政運営の方針につきまして、ご説明申し上げてまいりま

した。市民の皆さまにこよなく愛され、これからもずっとお住まい

いただける、夢と希望あふれる郷土、高石市のまちづくりへ向け、

今後とも、職員一丸となり、全力をあげて取り組んでまいる所存で

あります。何卒、議員各位並びに市民の皆さまの温かいご理解とご

支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げ、私の所信表

明とさせていただきます。 


