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本日ここに、平成２７年第２回高石市議会定例会を招集申し上げ

ましたところ、議員各位にはご参集賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、引き続き市民の皆様の信任をいただき、その職責の重

さを痛感するとともに、改めて郷土高石の自立再生の達成とさらな

る飛躍発展をめざし、様々な行政課題に全身全霊で取り組んでまい

る決意をいたしました。 

私が市長に就任当初、赤字再建団体転落か、という厳しい財政状

況にあった中、職員一丸となり、自立再生に向けて全力で取り組ん

でまいりました。おかげさまで財政健全化も着実に進み、危機的な

状況を脱することができ、また、このような中においても小中学校

をはじめ幼稚園、保育所の耐震化の１００％達成、中学校給食の実

施、土地開発公社の債務の抜本的な解消、さらに健幸、防災のまち

づくりに取り組みつつ、今年３月には防災機能を有する総合体育館

の完成まで、様々な成果をあげることができました。この間の議会

をはじめ市民の皆様の温かいご理解、ご支援、ご協力に心より深く

感謝申し上げます。 

本定例会は、平成２７年度補正予算（案）を中心にご審議を願い

ますが、この機会に平成２７年度の市政運営の基本的な考え方につ
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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

の皆様の温かいご理解、ご支援、ご協力を賜りたく、よろしくお願

い申し上げます。 

 

さて、国の財政状況につきましては、安倍政権の下、金融緩和な

ど、いわゆるアベノミクスによる経済対策が講じられてきましたが、

一方で急速な高齢化を背景とする社会保障経費の増加等により、現

下におきましても、公的債務残高がＧＤＰの２倍程度まで累積する

など、引き続き厳しい状況にあることから、成長戦略や消費税率の

改正など歳入確保等と、国の行政機関の機構等の見直しや、総人件

費の抑制など、歳出削減を一層加速させることにより、さらなる経

済再生と財政健全化を推進していくこととされております。 

 

一方、本市におきましては、平成１５年度から５次にわたる財政

健全化計画案を策定し、正職員数の大幅な削減や職員の給与カット

を行うなど、就任当初の人件費総額から約３５％の削減を達成いた

しました。また、最大の課題であった土地開発公社の健全化につき

ましても、第三セクター等改革推進債の活用や公社保有地の集中的
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な買戻しにより、その債務を抜本的に解消することができました。 

そしてスリムな行政を進めながら、より効率的・効果的な行政サ

ービスを進めるべく、民間活力の導入を推進し、また、企業立地等

促進条例により産業振興を促進し、税収を確保するなど、「入りを図

りて出ずるを制する」様々な対策を実施した結果、同計画案の目標

である健全化判断比率の改善や実質収支の黒字の維持につきまして、

平成２６年度決算でも達成する見込みでございます。 

しかしながら、尐子高齢化の急速な進展により、福祉的な経費で

ある扶助費において、平成１５年度には約２９億円であったものが、

平成２６年度予算では約５４億円に急増し、今後、超高齢化の進展

によりさらなる増加が予測されることなどから、今後とも引き続き

財政健全化～行財政改革に取り組んでいかなければなりません。 

 

以上のような財政状況を鑑みつつ、本市としての今後の重点的施

策としては大きく、 

・“健幸”のまちづくり及び地域包括ケアの推進 

・ 安全・安心なまちづくりの推進 

・ 都市再生・地域活性化の推進 
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の３点を掲げてまいります。 

 

まず一点目は、健康長寿社会の実現に向けた“健幸”のまちづく

り及び地域包括ケアシステムの推進であります。 

本市の６５才以上の人口は、平成１２年には９,６０５人、高齢化

率は１５．３％であったものが、今年４月１日現在で１５,０３１人、

高齢化率は２５.８％となっており、全国的にも高度成長期に人口が

急増したベッドタウンの典型として、超高齢化が急速に進展してお

ります。さらに今後、団塊の世代の方々が７５歳に達する 

２０２５年に向け、超高齢化社会にいかに対応していくかが大きな

課題となってまいります。 

そこで、本市のような顔と顔が見える、息づかいが聞こえるコン

パクトな小都市だからこそ可能な、地域や市民ぐるみで、思いやり、

助け合い、支え合う温かいまちをめざしてまいりたいと考えており

ます。 

この高石市の発展を支えていただいた、高齢者の皆様に感謝し、

住み慣れた地域で生涯、暮らし続けられるまちをめざし、現在実施

している健幸のまちづくりの推進とともに、住まい・医療・介護・
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予防・生活支援の連携による包括的な支援・サービス提供体制など、

地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。 

 

二点目は、安全・安心なまちづくりの推進であります。 

防災対策につきましては、これまでも、１３,０００人を超える参

加を得た総合避難訓練や高砂１号線の液状化対策工事、津波避難タ

ワーや防災機能を有する総合体育館の建設など、ハード・ソフト両

面で積極的に取り組んでまいりましたが、昨年度に改定を行いまし

た地域防災計画に基づき、今後とも引き続き、より一層の防災力の

向上に取り組んでまいります。 

また、子どもたちや高齢者の皆様が、安全・安心に通行できる環

境を確保するため、南海中央線の延伸、鉄道駅のバリアフリー化や

南海本線・高師浜線連続立体交差化を早期に実現し、交通渋滞の緩

和や道路環境の整備など、安全で利便性の高いまちづくりを進めて

まいります。 

防犯面においては、高石警察署とも連携しながら、治安のよい安

全・安心なまちづくりを進めてまいります。 
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三点目は、都市再生・地域活性化の推進であります。 

東京圏への一極集中や人口減尐などを背景に、今日、全国の自治

体においては、まちおこしや定住促進に向けた取り組みが進められ

ており、本市におきましても、より住みよい環境を確保して、将来

に渡って活力あるまち「たかいし」を発展させていくことが重要と

考えております。 

これまで本市では、幼稚園・保育所につきましては、公立、私立

ともに耐震化１００％リニューアルを完了し、この４月には認定こ

ども園も７園体制で、待機児童もゼロとなり、子育て支援の体制が

充実してまいりました。また、小中学校においても、エアコンの整

備や中学校給食の実施、小学校１年生から英語教育を実施するなど、

ハード・ソフト両面で充実してまいりました。市内には公立、私立

の高等学校や専門学校もあり、さらに大学も近接して立地し、全国

的にも大変優れた子育て・教育環境となっております。 

以上のことから、今後、まずは早急に、空き家バンクなど市内の

住宅ストックを活用する制度づくりを進め、これまでの二・三世代

同居、近居の促進のみならず、本市の優れた子育て・教育環境を 
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ＰＲし、市内外から子育て世代など若年世代の定住促進に向けて積

極的に取り組んでまいります。 

また、地元企業とともに、雇用機会を創出する仕組みづくりなど

に取り組むとともに、これまで進めてきたブランド戦略による地域

活性化をさらに推進し、より一層、魅力あふれるまちづくりを進め、

住んで良かった、新たに住んでみたいまち高石市を積極的に市内外

へＰＲしてまいります。 

 

以上の重点的施策を踏まえ、平成２７年度補正予算を編成いたし

ました。その結果、当初予算と合わせた各会計の予算規模は、 

一般会計 ２２７億９７６万２千円 

特別会計 １７１億７，８５９万４千円で、 

合計 ３９８億８，８３５万６千円となります。 

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 ９０億１，９４５万９千円 

公共下水道事業特別会計 ２７億１８７万１千円 

墓地事業特別会計 １，３５０万５千円 

介護保険特別会計 ４６億６，６０７万６千円 
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後期高齢者医療保険特別会計 ７億７，７６８万３千円 

また、水道事業会計 １９億５，３９９万１千円となり、 

一般会計、特別会計、水道事業会計をあわせた予算総額は、 

４１８億４，２３４万７千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

における５つのまちづくりの目標にそって、概要をご説明申し上げ

ます。 

まず第１に、思いやり支えあう温もりのある「ひとにやさしい暮

らしのまち」についてであります。 

高齢者福祉施策につきましては、独居及び高齢者のみの世帯の見

守り活動や安否確認の充実を図り、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自治会や社会福祉協議会と協働

して、コミュニティカフェや認知症カフェの充実などに取り組んで

まいります。 

また、高石市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画に基づき、

地域包括ケアシステムの構築に向けて、高石市医師会等と連携し、

また、国の地方創生人材制度による支援を活かして、在宅医療介護
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の推進や介護予防などの施策に積極的に取り組んでまいります。 

 

次に、健幸のまちづくりについてであります。 

平成２３年に策定しました第４次高石市総合計画において、市民

主体のやさしさと活力あふれる“健幸”のまちを基本理念としてお

り、市民一人ひとりが社会の一員として家庭や地域において健康を

大切にし、生涯を通じて幸福に暮らせる健幸のまちづくりを現在進

めております。 

これまで国の総合特区の指定を受け、健幸づくり教室の実施のほ

か、南海中央線などのウォーキングロードを整備してまいりました

が、「毎日が“元気”健幸ウォーキング」には多数の市民がご参加い

ただいており、今後一層多くの方々が歩きやすい、歩きたくなる環

境を整備してまいります。 

また、昨年の１２月からは、国の実証事業として健幸ポイント事

業に取り組み、着実に無関心層にも浸透してきておりますが、今後、

さらに国等の支援を最大限活用し、対象者を拡大してまいりたいと

考えております。 

さらに、今年４月にオープンした「カモンたかいし」や「スポラ
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たかいし」等におきまして、引き続き健幸づくり教室を実施すると

ともに、鴨公園の園路や南海中央線において健幸ウォーキング活動

がより一層促進されるよう取り組んでまいります。 

 

次に、医療費助成についてであります。 

子ども医療費助成制度につきましては、今年４月から、通院に係

る医療費の助成を小学６年生まで拡充いたしました。今後、財政健

全化～行財政改革の進捗状況を見極めつつ、さらなる拡充に向け検

討してまいります。 

 

また、尐子化対策の一環として、今年度から本市の特定不妊治療

助成を開始いたしましたが、併せて不妊等の相談事業を母子健康セ

ンターで実施してまいります。 

 

次に、生活支援施策についてであります。 

全国的に生活保護受給世帯が増加傾向にある中で、生活困窮者自

立支援法が今年４月に施行されました。本市におきましても、社会

福祉協議会において自立相談支援事業を実施し、生活に困窮する方
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が生活保護に至らないよう、ハローワーク等と連携し、社会的経済

的自立の促進に取り組んでまいります。 

また、今年度も国の制度により、臨時福祉給付金及び子育て世帯

臨時特例給付金制度が実施されますので、本市におきましても適切

に支給を行い、低所得者や子育て世帯の支援を行ってまいります。 

 

障がい者福祉につきましては、第４期障がい者福祉計画に基づき、

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、障がい福祉サービスの充実に努めるとともに、雇用・就労促進

や居住支援や相談充実などにより、障がいのある方の社会参加を支

援してまいります。 

 

第２に、「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。 

今年度より、子ども・子育て支援新制度が施行されました。 

本市においては、幼稚園と保育所の両方の良さを活かした認定こ

ども園への移行が進んでおり、今年度は加茂保育園についても認定

こども園への移行を進めてまいります。今後とも引き続き子ども子

育て支援の充実に取り組んでまいります。 
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あおぞら児童会につきましては、子ども・子育て支援新制度にそ

って、今年度から小学６年生までの児童を対象に拡充し、さらなる

子育て環境の充実を図ってまいります。 

 

次に、教育についてであります。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を踏まえ、総合

教育会議を設置し、教育委員会と今後とも十分な意思疎通を図り、

地域の教育の課題などを共有し、より一層の教育行政の推進を図っ

てまいります。 

また、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）を踏まえ、魅力ある学校づくりを進めてまいります。 

学力向上に関する取り組みにつきましては、全国学力学習状況調

査の結果を分析し、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掲載し、推進してまいります。今年度、市

独自による教職員の配置を行うことにより、今まで以上にきめ細や
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かな学習指導を実施します。また、タブレット端末の導入など、さ

らなるＩＣＴを活用した授業改善を進めてまいります。 

平成２５年度から、本市の名誉市民である川淵三郎氏が最高顧問

を務めている公益財団法人日本サッカー協会と連携し、夢先生事業

を実施しております。今後ともこの事業を活用し、子どもたちの心

身を育てる教育に引き続き取り組んでまいります。 

また、平成２５年度から文部科学省の教育課程特例校の指定を受

け、小学１年生から実施している英語教育などの外国語活動を推進

しております。今後とも、グローバルな社会で活躍できる人材が育

つよう一層の取り組みを進めてまいります。 

 

次に、生涯スポーツの振興についてであります。 

今年４月に「カモンたかいし」がオープンして以来、多くの市民

や競技スポーツ団体の皆様にご利用いただいております。また、指

定管理者による健幸づくり教室や鴨公園の園路を活用した健幸ウォ

ーキング活動の実施などにより、今後市民の健幸づくりの拠点とし

て一層活用してまいります。 

社会体育については、２０２０年東京オリンピック・パラリンピ
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ックが開催されることを契機に、市民のスポーツに対する関心が一

層高まると思われます。市民のニーズを踏まえ、地域住民が自主的、

主体的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」などの取り組みに

ついて今後検討してまいります。 

 

社会教育につきましても、市民の文化活動や生涯学習活動が盛ん

になっており、今後とも、公民館活動の支援や文化祭など市民文化

活動を支援してまいります。また、市立図書館については 

平成１５年３月、「アプラたかいし」に移転新設し、運営してまいり

ました。これまで、利用促進を図るため、開館日の拡充や図書貸出

の広域化の取り組みなどを行ってまいりましたが、近年利用者は若

干減尐する傾向にあります。よって、このたび、指定管理者制度を

導入し、民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上、生涯学習

の拠点機能の充実を図り、子どもから高齢者まで、より多くの方々

にご利用いただけるよう取り組んでまいります。 

 

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、

あらゆる差別が解消され、人権が尊重される社会づくりを今後とも
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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、

男女の固定的な役割分担意識にとらわれず、女性がより一層社会進

出し、多様な生き方ができる男女共同参画社会をめざして、引き続

き取り組んでまいります。 

また、平和教育につきましては、非核平和展の開催などにより、

生命と平和の大切さについて市民に啓発するとともに、小中学校に

おいて、語り部による戦争の悲惨さを子どもたちに伝える取り組み

を継続してまいります。 

 

第３に、「地域活力あふれるまち」についてであります。 

これまでの「羽衣天女」をブランドイメージとした戦略を継続す

るとともに、大変人気の高い工場夜景ツアーなど、高石の魅力を再

発見・創出し、市内外からの誘客を図る取り組みを商工会議所とも

協働し、今後、一層進めてまいります。 

浜寺水路を中心に実施している「高石シーサイドフェスティバル」

につきましては、企業や市民が支える市民フェスティバルとして育

て、発展させていきたいと考えております。 
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また、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ますが、本市の魅力をＰＲし、誘客につな

げてまいります。 

 

高石市ふるさと寄附金につきましては、この６月から一定額以上

の寄附者への謝礼品の提供を開始しましたが、今後とも、市内企業

へ地元の魅力ある産品等の提供を呼びかけ、高石の魅力を全国に発

信し、地元産業の活性化にもつなげてまいります。 

 

高石の魅力や施策を市内外により効果的に周知・ＰＲをするため、

今年１０月を目途にホームページを全面的にリニューアルいたしま

す。 

市民の皆様が必要な生活情報、高石を訪れる方への魅力情報など、

求める情報が分かりやすいデザインに一新いたします。子育て・教

育の充実したまちの魅力を市内外に発信し、若年世代の定住促進に

もつなげたいと考えております。 
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次に、本市の主要駅の駅周辺整備についてでございます。 

羽衣駅周辺につきましては、本市における賑わい創出の最重要課

題である羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業が、昨年９月に事業

計画の認可をいただき、今年度は権利変換計画の認可申請を行うべ

く、施行者である再開発組合とともに早期完成に向け、関係権利者

との合意形成に全力で取り組んでまいります。 

交通結節点としての機能を活かすため、連続立体交差事業により

高架化する南海羽衣駅とバリアフリー化事業等の駅舎改良工事が予

定されているＪＲ東羽衣駅をペデストリアンデッキで接続し、通

勤・通学する乗降客の利便性の向上、安全性の確保を図り、交通利

便性をさらに高めるとともに、駅前再開発において商業施設等を誘

致することで、本市の都市核にふさわしい賑わいのあるまちづくり

を進めてまいります。 

富木駅周辺につきましては、西口改札の新設など駅舎等の改良に

取り組んでまいりましたが、今後とも利便性の向上、安全性の確保

に向けて、地域と協議を行いながら検討してまいります。 

高石駅周辺につきましては、連続立体交差事業の完成を見据え、

駅周辺の活性化や防災面の強化につきまして、引き続き地域と協議
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を行いながら、課題の解決に向け取り組んでまいります。 

 

産業振興につきましては、平成１９年に企業立地等促進条例を制

定し、昨年度までに延べ３０社、２００億円を超える積極的な設備

投資が行われました。その結果、本市の製造品出荷額等については、

平成２２年の８,６０６億円が平成２５年には９,７３９億円と増加

し、府内の市町村でベスト５となっております。 

今後も引き続き、臨海地区をはじめ市内企業が、さらなるイノベ

ーションや活発な事業展開ができるよう、積極的に支援してまいり

ます。 

 

プレミアム付商品券発行事業につきましては、今般の国の緊急経

済対策による消費喚起・生活支援型の交付金を活用し、商工会議所

と連携し実施いたします。この商品券の発売を機に、市内の商店な

どが自主的な創意工夫によるお買い得商品の提供などの取り組みを

促進し、地元での消費の一層の拡大と地域経済の活性化につなげて

まいります。 
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中小企業の創業支援といたしまして、本市は、今年２月に産業競

争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、国の認定を受けた

ところです。これを積極的に活用し、商工会議所や金融機関と連携

し、創業時の融資面での支援などを行ってまいります。 

 

雇用対策につきましては、今年７月に、大学卒業予定者などの若

年求職者を対象に、商工会議所及び池田泉州銀行と連携し、たかい

し合同企業説明会を開催いたします。また、高校生を含めた若年求

職者につきましては、地元企業を知っていただくため、市内企業見

学会を実施し、雇用促進につなげてまいります。 

 

農業施策につきましては、災害時における市民の安全確保を図る

ため、昨年度、高石市防災協力農地登録制度を創設し、今後、登録

農地の促進に努めてまいります。 

また、健幸コミュニティ農園につきましては、今年度、市民と小

学生による野菜の栽培体験や野菜をテーマにした講演会の開催など

を行うこととしており、これらの取り組みにより、市域の貴重な農

地を保全し、都市農業の振興につなげてまいります。 
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第４に、「ひとにやさしい安全・安心なまち」についてであります。 

防災対策につきましては、今年度も、１１月５日に総合的な津波・

地震避難訓練を実施いたします。浸水想定区域については、防災機

能を有する総合体育館「カモンたかいし」を活用し、津波などの災

害による避難時に自主防災組織など地域の方々と学生との協力態勢

を構築できるよう訓練を実施します。浸水想定区域外については、

直下型地震直後の火災に対応すべく、小型可搬消防ポンプによる消

火訓練とあわせ、学校等で避難所体験訓練も実施します。 

総合避難訓練に先立ち、７月末に防災シンポジウムを開催し、本

市防災アドバイザーの方にもご協力いただき、防災教育の一環とし

て、避難生活を行う上で重要となる自主防災組織と学生のコミュニ

ケーションづくりについて、学校・市民ぐるみで考える機会を作っ

てまいります。 

なお、災害時に支援が必要な方の対応については、災害時要支援

者支援プランに基づく要支援者リストのより一層の充実に取り組み、

共助の体制づくりを推進してまいります。 

 

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
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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、昨年１０月より、

忠岡町との共同利用を開始しました。さらに田尻町が加わり、今年

１月から１市２町での共同利用となっております。今後とも、広域

的な連携を図るとともに、堅牢な情報システムの利用拡大を進めて

まいります。 

 

高砂公園につきましては、浸水想定区域にあることから、公園の

廃止に向けた課題の整理、解消を早期に進めてまいります。同公園

の廃止に伴い、高台に位置しております蓮池公園等への機能移設、

防災機能の整備につきましても、あわせて検討してまいります。 

 

まちづくりにつきましては、今後の人口や商業・福祉サービス等

の機能の動向を踏まえ、持続可能な都市経営の確保が長期的な課題

となってまいります。そのため、都市全体の観点から居住機能や福

祉、医療、商業等、都市機能の立地を総合的に勘案する立地適正化

計画の策定を進めてまいります。 
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南海本線・高師浜線連続立体交差事業につきましては、高架化の

完成により抜本的に踏切を解消し、高齢者も通学する子どもたちも

安全で安心して歩けるバリアフリーのまちづくりのため鋭意事業を

進めており、現在、下り本線高架化に向けた線路設備工事が着々と

行われております。 

今後とも、一日でも早い事業完成をめざして引き続き大阪府、南

海電鉄と協議し、連立工事を施工してまいります。 

また、臨海コンビナートへのアクセスを確保すべく、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

る共同運行について、今年度に社会実験を実施し、課題を整理した

うえで本格運行に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

南海中央線の整備事業につきましては、今年度も引き続き防災面

や尐子高齢化社会に配慮した安全・安心な道路づくりを実現するた

め、南海中央線東羽衣地区の用地買収を計画的に進め、早期完成を

めざしてまいります。また、取石４１８号線につきましても、用地

買収の完了に向け交渉を行い、早期開通をめざし事業を進めてまい
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ります。 

 

本市は、平坦な地勢であり、移動手段として自転車利用が多いこ

とから、南海中央線に自転車道を整備するなど、交通安全対策を講

じているところですが、大阪府内においては自転車事故が全交通事

故の３割を超えております。そこで、今般、小学生とその保護者及

び高齢者を対象に自転車交通安全教室を開催し、受講者には自転車

用ヘルメット購入補助を行うなど、市民の交通事故防止に一層力を

入れてまいります。 

 

橋梁の維持管理につきましては、平成２５年度に長寿命化の修繕

計画を策定し、国の支援を活用し、長寿命化対策工事を行っており、

今後とも計画的に修繕を進めてまいります。 

 

芦田川ふるさとの川整備事業につきましては、今年度も引き続き

抜本的な浸水対策である河川改修工事を進め、健幸ウォーキングロ

ードとなる遊歩道や市民が集う広場の整備を行ってまいります。 

 

住宅政策につきましては、全国的に人口減尐や尐子高齢化、既存
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住宅の老朽化等の要因で未利用の住宅が増加しております。今年 

５月に「空家対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、空

き家所有者には適正管理、市町村には空き家に関する適切な措置が

責務とされました。 

本市におきましても、今年度、空き家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため「空家対策計画」を策定することとしてお

り、８月中に市内全域の戸建空き家住宅等の実態把握を行い、空家

の属性調査や所有者への意向のアンケート等を実施し、データベー

スの整備や対応策の検討を行ってまいります。 

また、本市のホームページで空き家物件の情報が閲覧できる「空

き家バンク」につきまして、今年１０月を目途に運用を開始してま

いります。 

さらに、現行の二・三世代同居支援や災害に強いまちづくりのた

めの税制優遇制度と同様に、子育て世代が市内で新築住宅を取得し、

定住することを促進するため、新たな税制優遇制度を実施してまい

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



 

 
25 

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、昨年度末の整備率は８７.８％となっております。 

今年度は、未普及地区の雨・汚水管の整備並びに管路の老朽化対

策として管路長寿命化工事を計画的に行ってまいります。 

 

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、長寿命化計画に基づく機械設備工事に着手してまいります。 

また、現在施工中の今川水路の暗渠化部分約２００ｍの区間につ

いて、歩行者が安全・安心に利用できる遊歩道整備を行ってまいり

ます。 

 

また、昨年度から泉北環境整備施設組合による下水道事業を市の

流域関連公共下水道に統合し、市内すべての下水道が同一処理され

ていることから、利用者の公平性の観点も踏まえ、下水道使用料の

一元化を検討してまいります。 

 

水道事業につきましては、老朽管更新計画に基づき、引き続き老

朽管の更新を行ってまいります。また、配水管のループ化を引き続
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き実施し、さらなる安定給水を図ってまいります。 

 

地域の防犯活動につきましては、地域住民の協力のもと、様々な

活動を行っておりますが、今後とも、小学校区単位の地域安全セン

ターなどの活動を一層促進するとともに、高石警察署と連携しなが

ら防犯カメラの設置増強を図り、地域防犯力の向上に取り組んでま

いります。 

 

第５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、平

成２５年度から普通ごみの一部従量制による有料化を導入した結果、

平成２４年度から平成２５年度の家庭系可燃ごみは約１８％の減量

となりました。これも市民の皆様のご理解、ご協力の賜物と深く感

謝申し上げます。 

しかしながら、平成２６年度は若干増加しており、今後とも、ご

みの減量化に向けて、より一層取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

さらなるごみの減量、再資源化を推進するため、環境フェアの開
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催や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。 

さらに、平成２８年度からの泉北環境整備施設組合資源化センタ

ーの稼働に合わせて、プラスチック系ごみの分別収集の拡充に向け、

検討を進めてまいります。 

環境対策につきましては、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。 

 

最後に、財政健全化～行財政改革について、申し上げます。 

冒頭に申し上げましたように、厳しい財政状況の中、これまで 

５次にわたる財政健全化に取り組み、危機的な状況は脱することが

できました。しかし、急速な尐子高齢化の進展により、市民サービ

スの向上を図る様々な事業や施策を実施してまいりますには、健全

な財政の維持が前提であり、不断の行財政改革が求められます。 

そこでまず、歳入面の取り組みとしまして、市税については、従

前から適正な賦課・徴収に努め、徴収率向上や収納対策に取り組ん

でいるところですが、今年度創設された大阪府域地方税徴収機構に
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参加し、更なる徴収率の向上に取り組んでまいります。 

市有財産につきましては、将来的に利用計画のない財産について

は、有効活用などを検討してまいります。 

 

次に、歳出面の取り組みとしましては、第五次高石市財政健全化

計画案に基づき、事務事業の見直しや職員３６０人体制の達成に取

り組み、指定管理者制度等による民間活力の導入など、一層の経費

縮減に取り組んでまいります。 

連続立体交差事業など悲願のプロジェクト等の推進、土地開発公

社の第三セクター等改革推進債の償還や国民健康保険特別会計の累

積赤字の解消など、まだまだ財政運営上の課題がある中で、さらに、

いわゆる公会計制度の導入が平成２９年度までに、公共施設等総合

管理計画の策定が平成２８年度までに求められてまいります。よっ

て、今後とも財政規律を守り、持続可能な財政運営ができる体制づ

くりに努めなければなりません。いずれにしましても、引き続き財

政健全化～行財政改革にしっかりと取り組んでまいる所存です。 

 

 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
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した。 

 急速な尐子高齢化の進展による人口減尐社会の進行、東京圏への

過度の人口集中等を是正すべく制定されました「まち・ひと・しご

と創生法」におきましては、地域の特性に即した課題の解決のため、

地方自らがそれぞれの地域資源を開発して活用する「地方創生」の

取り組みが必要とされております。 

本市は、大阪中心部からの利便性も高く、コンパクトでありなが

ら、市域の半分が臨海コンビナート、半分が密集した市街地という

特色ある都市であります。 

歴史や文化的価値をもった史跡等もあり、昨今ではブランド戦略

～地域活性化の一環で実施している、浜寺水路を活かしたシーサイ

ドフェスティバルの花火大会や工場夜景ツアーも好評で、今後とも

新たな観光資源として盛り上げていただきたいと考えております。

また、市民の顔が見える、息づかいが感じられるコンパクトな都市

であるからこそ、思いやり、助け合い、支え合う地域包括ケアのま

ちづくりも可能であり、国による地方創生の支援をいただきながら、

「住んでよかった、新たに住んでみたい」そんな温かいまちをめざ

して、取り組んでまいりたいと考えております。 
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今後、市民と議会、そして私ども行政が一体となって力を合わせ

れば、より特色ある個性豊かで活気のある郷土（ふるさと）たかい

しの「地方創生」が可能であると確信しております。 

 来年には市制５０周年の節目を迎えます。半世紀を迎える記念事

業については、議会や市民の皆様のご意見をいただきながら、とも

に喜びを分かち合える事業を検討してまいりたいと考えております。 

今後とも、夢と希望あふれる郷土（ふるさと）たかいしの飛躍発

展へ向け、職員ともども一丸となり、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様の温かいご理解とご支援、ご協

力を引き続き賜らんことを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。 

 


