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本日ここに、平成２８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を賜り、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、重ねて厚く御礼申し上げます。 

本定例会では、平成２８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２８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。 

平成２８年度当初予算については、予算規模は、 

一般会計 ２４１億８，３８２万７千円 

特別会計 １７２億１，０７６万９千円で、 

合計 ４１３億９，４５９万６千円となります。 

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 ８９億３，１５０万９千円 
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公共下水道事業特別会計 ２７億２３４万８千円 

墓地事業特別会計 ７９１万１千円 

介護保険特別会計 ４８億４４２万９千円 

後期高齢者医療保険特別会計 ７億６，４５７万２千円 

また、水道事業会計 １７億８，１００万７千円となり、 

一般会計、特別会計、水道事業会計をあわせた予算総額は、 

４３１億７，５６０万３千円であります。 

以上の平成２８年度予算編成について基本的な方針について述べ

させていただきます。 

 

本年、高石市は市制施行５０周年を迎えます。 

 昭和４１年１１月、昭和の大合併といわれる地方自治体再編の議

論の中、当時人口４万５千余の泉北郡高石町は、市昇格人口要件の

緩和という特例法により、高石市へと単独市制を施行しました。 
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その当時、臨海部はコンビナートをめざし造成が進んでおり、初

代中山末吉市長は「臨海部開発の槌音（つちおと）を聞けば、高石

町の発展は火を見るよりも明らか」と述べ、町制施行から５０余年

を経過し、市制施行したのであります。 

二代浅野市政においては、ベッドタウンとして急速に市街化が進

み、人口急増に対応するため、小中学校、幼稚園、保育所の新増設、

道路、上下水道、河川の整備とともに、環境問題にも対応しつつ、

本市の基盤整備が進められ、昭和６０年に人口約６万７，０００人

とピークを迎えました。 

三代寺田市政においては、懸案の保健医療の体制づくりとして、

現在の総合保健センター、老人保健施設（きゃらの郷）、さらに駅

周辺整備として、高石駅前東Ｂ地区市街地再開発、現在のアプラた

かいしが、市民文化と商業活性化の拠点として整備されました。 

こうした都市整備が着々と進む一方、長時間にわたる踏切遮断が

課題となり、その抜本的な解決策として、南海本線・高師浜線連続

立体交差事業についても平成８年度に事業採択され、事業化が進め

られてきました。また、治水事業として、浅野市政から進められた
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芦田川改修事業も平成９年に「ふるさとの川整備事業」に位置付け

られ、さらに整備が進められました。 

その後、バブル崩壊後の地価の下落と税制改正による急激な市税

収入の減尐と大規模なプロジェクトの推進による歳出増により、一

気に財政状況が逼迫し、時折りしも平成の大合併が叫ばれる中、平

成１５年に住民投票も行われ、自立再生をめざす、四代目市政とし

て、私が就任させていただきました。 

当時は赤字再建団体転落かという、厳しい財政難に際しておりま

したが、以降、職員数の削減をはじめとした行財政改革に取り組み、

財政健全化を進めながらも、一方で学校耐震化等、教育・子育て支

援の充実、防災対策や健幸のまちづくりの推進など市民福祉の向上

に資する施策を積極的に進めてまいりました。 

これまでの高石市のまちづくりの歴史を踏まえつつ、本市発展に

ご尽力いただいた多くの先人のご努力に感謝しながら、次の１００

周年をめざし、これまで多くの市民の皆様に愛され発展してきた高

石市は、新たな第一歩を記す年となります。 

記念すべき５０周年を祝し、平成２８年度、当初予算を含め、様々

な記念事業を開催します。 
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まず、６月に開催されるシーサイドフェスティバルは５０周年を

記念してより盛大に開催します。また、１０月には、アプラホール

やギャラリーにおいて、将来を担う市内小中学生を対象に、「未来

の高石」をテーマにした作文や絵画展を開催し、あわせて市内の中

学生による英語暗唱大会を開催します。 

また、４月に行われる「第九 in高石」をはじめ、市民主体の５０

周年を記念したイベントや事業を広く募集し、市民の自主的な様々

な取り組みを補助・支援し、市民と一体となって５０周年を盛り上

げたいと考えております。 

なお、１０月２４日からの１週間を５０周年記念ウィークと位置

付け、市民に市民文化会館を開放します。そして、１０月３０日に

はアプラホールにて記念式典を開催します。 

 

また、好評の工場夜景ツアーをより活発となるよう支援し、臨海

スポーツセンター等ともタイアップしたイベントを企画するなど、

浜寺水路周辺を魅力あふれる空間として広く市内外にＰＲし、高師

浜線の活性化にもつなげるため、それらのＰＲのために、電車のラ

ッピングを行います。 
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天女を活用したまちづくりを推進するため、他の自治体と天女サ

ミットを開催します。 

 

さらに、これまでの歴史を大切にすべく、平成元年３月に発刊さ

れた「高石市史」第一巻近現代編は昭和５１年の記述までとなって

おりますので、市制５０周年を迎える平成２８年度までの記述を増

補版として作製させていただき、後世に伝承してまいりたいと考え

ております。なお、様々な貴重な郷土史の収集・展示については、

現在、図書館において主管事務として行っておりますが、今後、よ

り広く親しんでいただける、新たな拠点づくりについても検討して

まいりたいと考えております。 

 

これら５０周年記念事業の統一テーマを「輝く高石５０年 魅力

あふれる 飛躍都市」とし、市民の皆様とともに、祝ってまいりた

いと考えております。 
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さて、わが国では尐子高齢化～人口減尐社会を踏まえ、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略が推進されております。本市においても昨

年末から、行政計画審議会を開催し、いわゆる産官学金労言のご代

表にご参加いただき、本市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について活発な議論が行われました。 

 本市ではこれまで保育園・幼稚園に民間活力を導入し、延長保育

や子育て支援センターの拡充など子育て支援の充実を図り、また、

認定こども園の積極的な導入による待機児童ゼロの達成など、充実

した子育て環境となっております。 

 また、学校教育施設は学校耐震化１００％、全普通教室にエアコ

ン整備、学校ＩＣＴ環境の整備、さらに全ての中学校で自校調理方

式の完全給食の実施などハード面の整備とともに、小学１年生から

英語教育を実施し、中学校卒業時には英検３級レベルへの到達が 

３０％の目標を達成しました。さらに学習面のみならず、文化・ス

ポーツ面でも非常に優れた成果を上げるなど、ハード・ソフト両面

で大変充実した教育環境となってきました。 
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 また、市内には羽衣学園、清風南海学園、高石高校、南海福祉専

門学校があり、羽衣国際大学等も近接し、高等教育機関も充実して

おります。 

これら、いわば「文教都市」としての施設も整い、あわせて優れ

た子育てや教育環境を持つ本市の特長を、今後、「子育てするなら

高石市へ」「教育のまち高石市」として、市内外に大いにＰＲし、

若年世代の定住・転入促進を図ってまいりたいと考えております。 

具体的には、平成２８年度は、新たな施策として、高石駅前のア

プラたかいしにおいて、子育て世代ウェルカムステーションを開設

します。これは、３階の生涯学習センター内におきまして、こども

プラザプレイルームをリニューアルすることにより、こどもの遊び

場スペースを拡大し、大型遊具と見守り員を配置して、親子の集い

の場として、賑わいの創出を図ってまいります。 

また、情報コ―ナーもリニューアルし、子育て世代向けの不動産

や空き家情報と子育て世代に魅力的な市内のサービスを紹介して、

子育て世代に市の魅力をアピールしてまいります。 

さらに、こどもプラザスタディルームを活用して、駅を利用され

る保護者が通勤途上に同施設に子どもさんをお預けに来られ、それ
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を引き受けた後、それぞれ入所する保育園や幼稚園、認定子ども園

に送迎する駅前保育送迎ステーション試行事業についても実施して

まいります。 

次に、病児保育事業につきまして、施設型としまして診療センタ

ー内に病児保育室の整備を１ヵ所行うとともに、訪問型としまして

利用者負担の支援を行うことにより、施設型と訪問型の両方とも、

病児保育事業を実施いたします。 

 

また、平成２８年度着工をめざす、羽衣駅前再開発事業にも、子

育て支援センターの開設に支援をしてまいります。本年４月から学

童保育も時間延長し、学校ＩＣＴ環境の充実を図ってまいります。 

以上のように、ますます充実強化される本市の子育て教育環境を

ＰＲする看板やポスターを、南海難波駅に掲示し、あわせて市ホー

ムページのコンテンツの拡充も進め、積極的に情報発信することで、

新たな若年世代の転入増を図ってまいります。 

さらに、新たな子育て世帯の転入を図りながら、二、三世代が一

緒に住めるまちづくりにも取り組みます。 
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子育て世代が定住し、その子どもたちが、保育所、幼稚園、小学

校、中学校、高校と進み、その祖父母の世代である、いわゆる団塊

の世代の方々にも、「孫と同じまちに住もう」とＰＲしてまいりた

いと考えております。  

 年配の方々が、高石市にお住まいになれば、これも本市の特長で

ある健幸のまちづくり、すなわち温水プールのあるスポラたかいし

や総合体育館カモンたかいし等のフィットネスジムや健幸づくり教

室、健幸ウォーキングロードを活用した筋力アップにより、健康寿

命の延伸にもつながると考えております。 

 

好評を得ている健幸ポイント事業については平成２８年度も引き

続き実施し、スポラたかいし、カモンたかいし等の健幸づくりの拠

点を中心に、より一層、無関心層のご参加を促します。また、新た

な施策として、子どもから若年世代、高齢者まで参加できる総合型

スポーツクラブを設立し、さらなる健幸のまちづくりを推進します。 

 そしてこれらの受け皿として、都市再生の取り組みとして導入し

ました空き家バンク制度を本格的に運用します。 
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具体的には、平成２８年度は新たな施策として、バンク登録の賃

貸物件については契約時の仲介手数料への補助、また売買物件に対

してはリフォームや登記費用等への支援を行い、老朽空き家の解体

費用への助成を実施するとともに、金融機関の支援を活用し、購入

やリフォームの低率融資制度を導入してまいります。 

さらに新築住宅購入を支援すべく、二・三世代同居・近居や子育

て世帯の固定資産税の軽減などに取り組んでまいりましたが、平成

２８年度は新たに、職住近接を支援すべく、市内事業所の在勤者を

対象とするよう進めてまいります。 

今後ともこれら住宅政策に積極的に取り組んでいきます。 

 

 また、すべての高齢者の方々が、生涯住み慣れた地域で、暮らし

続けることができる、在宅医療・介護が充実した、地域包括ケアの

まちづくりに医師会・薬剤師会等、関係者や地域の皆様との連携を

より密接にしながら推進してまいります。 

さらに、思いやり支えあう温もりのある地域づくりを進めるため、

社会福祉協議会と協働しながら、小学校区ごとに生活支援コーディ

ネーター・保健師を配置し、地域づくりの拠点として全自治会での
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コミュニティカフェの開設をめざすなど、自治会、民生委員や校区

福祉委員とも連携しながら取り組みを進めてまいります。 

また、市内の６５歳以上の全ての高齢者を対象に、日常生活圏域

ニーズ調査を実施し、地域における介護資源、課題の把握を行い、

あわせて災害時要支援者リストの作成を進めてまいります。 

 

雇用対策については、求人企業において即戦力となる専門的な技

術・資格を有する方の雇用ニーズの高まりを踏まえ、就職に有利な

資格等の習得についての支援を行い、就労促進に繋げてまいります。 

 

また、人口減尐・尐子高齢化が進む中、市制５０周年を機に、地

域の活力を維持するとともにだれもが安心して暮らせるコンパクト

シティ・プラス・ネットワークの実現をめざし、本市のこれまでの

まちづくりの歴史と今後のまちづくりの方向性について考える、シ

ンポジウムを開催します。 

 

以上、まず市制５０周年と、総合戦略に関し、その概要を申し上

げました。 
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次に、その他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沿って、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。 

生活支援施策につきましては、高齢者の増加や厳しい雇用環境な

どにより、全国の生活保護受給世帯は微増傾向が続いております。 

そのため、国では生活保護に至る前段階で、生活に困窮する方の

抱える課題を把握し、包括的な支援により早期に社会的経済的自立

を促進することを目的として、生活困窮者自立支援法が昨年４月に

施行されました。本市におきましては、社会福祉協議会に生活困窮

者相談窓口を開設し、ハローワーク等関係機関と連携して自立に向

けた支援を今後とも実施しております。また、平成２８年度からは

子どもの貧困連鎖を防ぐため学習支援事業について実施してまいり

ます。 

 

母子保健については、安心して子どもを産み育てられるよう、妊
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婦健康診査の助成額を大幅に引き上げてまいります。 

また、成人の歯の健康増進のため市歯科医師会の協力により歯科

検診事業を新たに実施し、歯周病予防に努めてまいります。 

 

第２に、「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。 

子ども・子育て支援新制度が施行され、本市においては、認定こ

ども園化により、待機児童の解消など、子育て世帯に対しての支援

を積極的に実施してきましたが、平成２８年度から、加茂保育園が

認定こども園として開園いたします。また、教育委員会へ子育て支

援課と新たにこども家庭課を組織再編することにより、乳幼児期か

ら就学期までの切れ目のない子育て・教育施策の充実を図ってまい

ります。 

市立幼稚園においては、教育課程終了後に希望する在園児を対象

とした預かり保育を試行いたします。 

なお、公立幼稚園３園の今後のあり方について、教育上適切な集

団活動ができるよう、公民の役割分担、適正規模、適正配置などを

踏まえ、学識経験者や教育関係者等による検討を進めてまいります。 

また、学校の環境改善を図るため、児童、生徒が使用する学校ト
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イレについては洋式化率の低い学校から順次改修してまいります。 

 

次に、教育施策についてであります。 

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、さらに推進してまいります。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か

な学習指導を実施します。あわせて、読書活動のさらなる推進をめ

ざし、学校司書を小中学校に配置し、図書館と連携してまいります。 

 

いじめ問題につきまして、様々な取り組みを実施して未然防止、

早期発見に努め、また、いじめ防止対策推進法に基づき、学校ごと

に「いじめ防止基本方針」を定め、いじめ問題への対策に注力して

まいりました。このたび、「高石市いじめ防止基本方針」を策定いた

し、教育委員会所管として高石市いじめ問題対策連絡協議会、高石

市いじめ防止対策推進委員会を設置いたします。さらに重大事態へ

の対処として、市長部局の人権推進課において高石市いじめ問題再

調査委員会を設置する等、いじめ問題に関わる体制を整えることに
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より、子どもたちが安心して楽しく学べ、市民からも信頼される学

校づくりにより一層尽力してまいります。 

 

市立図書館の運営につきましては、指定管理者制度を活用し、市

民サービスの向上、生涯学習の拠点機能の充実を図ってまいります。

なお、平成２８年度においては「高石市子ども読書活動推進計画」

を改定するとともに、その趣旨に沿った子どもたちの学びや育ちを

支援し、小中学校に配置した学校司書と連携を図ってまいります。 

 

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

推進してまいります。 

男女共同参画につきましては、平成１９年度に策定いたしました

「高石市男女共同参画計画」の改定を行い、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。 
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第３に、「地域活力あふれるまち」についてであります。 

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就航や海外インバウンド客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、その活動の中で本市

の魅力をＰＲし、誘客につなげてまいります。 

 

次に、本市の主要駅の駅周辺整備についてであります。 

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事

業である羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業について、平成２８

年度中の着工をめざし、施行者である再開発組合とともに全力で取

り組んでまいります。 

また、通勤・通学する乗降客の利便性の向上と安全性の確保を図

るためのペデストリアンデッキ整備につきましても、ＪＲ東羽衣駅

のバリアフリー化事業等の駅舎改良工事の進捗にあわせて、ＪＲ東

羽衣駅側の工事に着手してまいります。 

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と安全性の確保

に向けて、引き続き地域と協議を行いながら検討してまいります。 
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高石駅周辺につきましては、連続立体交差事業全体の完成を見据

え、地域に相応しいまちづくりについて、勉強会等を開催し、地元

の意見を集約し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、平成２７年１２月末までに約２７７億円の申請をいただき、

積極的な設備投資が行われました。その結果、平成１９年は 

約４，９９４億円であった製造品出荷額等が、平成２５年には東大

阪市や八尾市に匹敵する府内第５位の約９，７３９億円と飛躍的に

伸びました。 

本条例の適用期間が平成２８年度末までとなっており、さらなる

企業の設備投資の促進を図るため、本条例の延長とさらなる充実を

進めてまいります。 

また、企業地内の未利用地等の有効活用を促進するため、工場緑

地基準の見直しなどを進めてまいります。 

 

中小企業の支援につきましては、経営安定を目的とした利子補給

制度を継続するとともに、本制度の対象融資に創業関連融資の拡充
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を図り、市内創業希望者の経営基盤強化および地域経済の活性化に

取り組んでまいります。 

 

雇用対策につきましては、就労コーディネーターが個別に相談を

行い一人ひとりの状況に応じた支援プログラムを策定し、就労に繋

がるよう努めております。 

また、ハローワーク、大阪府等関係機関との連携のもと、泉北就

職情報フェア及び合同企業説明会を開催し、求職者に魅力ある職種

等を提供することで、本市企業と求職者とのマッチングがさらに進

むよう取り組んでまいります。 

 

農業施策につきましては、平成２７年度に人・農地プランを策定

し、新規就農者や農業者への支援を拡充することで、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。 

高石漁港につきましては、大阪府に早期着手を要望しておりまし

た漁港内の防潮堤の液状化対策工事が実施されることになりました。 
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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、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、今後とも引き続き、地域

防災計画に基づき、より一層の防災力の向上に取り組んでまいりま

す。 

総合避難訓練につきましては、過去２回に渡り実施してまいりま

した海溝型地震と直下型地震に分けた訓練を本年度も引き続き実施

し、また、各小学校区での訓練の推奨・支援など、よりきめ細やか

な訓練をめざし実施してまいります。 

防犯面においては、これまで高石警察署とも連携しながら、防犯

カメラの増強などに取り組んでまいりましたが、今後とも治安のよ

い安全・安心なまちづくりをめざしてまいります。 

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、地域防犯力の向上に取り組ん

でまいります。 

水防については、泉州地域の災害時相互応援について、体制を整
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えておりますが、本市域を所管する消防署との協力体制をはじめと

する関係機関との、より緊密な連携による強固な水防体制について、

有識者等のご意見をいただきながら検討を進めてまいります。 

 

高砂公園につきましては、みどりの基本計画の改定及び都市計画

公園の見直しの中で、廃止に向けた課題の整理、解消を行っており、

野球場・広場については蓮池公園へ移転し、防災機能を備えた公園

として、整備する検討を行ってまいります。 

 

まちづくりにつきましては、尐子高齢化、人口減尐が見込まれる

中、健幸で快適な生活や持続可能な都市経営の確保が重要な課題で

す。この課題に対応するため、都市全体の観点から居住機能や福祉、

医療、商業等の都市機能の立地誘導を総合的に勘案し、近隣市町村

との連携も視野に都市構造を見直し、立地適正化計画の策定を進め

てまいります。 

 

南海本線・高師浜線連続立体交差事業につきましては、高架化の

完成により抜本的に踏切を解消し、高齢者や子ども達の安全安心な
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まちづくりの達成のためにも、鋭意事業を進めており、いよいよ本

年５月には下り線の高架化が予定されております。 

その後、上り線の高架化工事に着手してまいりますが、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

しながら事業を進めてまいります。 

 

臨海通勤バスにつきましては、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運行について、平成２７年度に社会実験を行い

ました。その結果を分析・検証し、今後の有効な方策を考えてまい

ります。  

 

南海中央線の整備事業につきましては、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

号線につきましては、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ります。 
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自転車利用者や歩行者の交通安全対策につきましては、南海中央

線や新村北線に自転車走行空間を整備し、交通安全対策を講じてい

るところですが、各駅や商業施設、公共施設に自転車で快適に移動

できる自転車ネットワークの構築に向けた取り組みを実施するとと

もに、引き続き交通安全教室等の啓発活動に努め、市民の交通事故

防止に一層力を入れてまいります。 

道路等の維持管理につきましては、平成２５年度に橋梁の長寿命

化の修繕計画を、平成２７年度に市道舗装状態の調査結果による修

繕計画をそれぞれ策定し、それらに基づく修繕工事を、国の支援を

活用しながら、今後とも計画的に進めてまいります。また、標識・

道路照明灯等の道路付属物についても調査を行い、道路施設の適切

な維持管理を進めてまいります。さらに、道路照明灯につきまして

は、ＬＥＤ化を実施し、維持管理に係るコストを削減してまいりま

す。 

 

芦田川ふるさとの川整備事業につきましては、平成２８年度も引

き続き抜本的な浸水対策である河川改修事業の推進を行ってまいり

ます。  
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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２７年度末には整備率が８８．３％となります。

また、持続可能な下水道をめざし、老朽施設の長寿命化対策に取り

組んでおりますが、平成２８年度は、未整備区域の雨・汚水管の整

備並びに既設管渠や羽衣ポンプ場施設の長寿命化対策工事等を進め

てまいります。 

また、将来にわたり効率的かつ健全な下水道事業の運営を図るた

め、公営企業法適用に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

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

朽管の更新を行い、安定給水を図ってまいります。また、水道事業

ビジョンを策定し、将来を見据えた水道事業の目標や方策を示して

まいります。さらに、将来の水需要を考慮した効率的な施設の更新・

整備を進めるため高石配水場長寿命化計画を策定してまいります。 
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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、再資源化の取り組みにつきましては、平成 

２５年度から一部従量制による普通ごみの有料化を導入した結果、

ごみの減量化が進んでおります。これも市民の皆様のご理解、ご協

力のたまものと深く感謝申し上げます。 

本年４月からは、泉北環境整備施設組合の資源化センター、エコ

トピア泉北の本格稼働にあわせ、プラスチック製容器包装について

も分別収集を行い、さらなるごみの減量、再資源化を推進してまい

ります。なお、現在、市民の皆様にご協力をいただくべく、広報紙

やホームページ等のみならず、出前で説明会を開催するなど、周知

に努めております。庁舎などにおいても、プラスチック製容器包装

の分別を徹底いたします。 

また、環境フェアの開催や、有価物集団回収の登録団体の参加要

請などに積極的に取り組むなど、今後とも、ごみの減量、再資源化

に向けて、より一層取り組んでまいります。 

 

最後に、これまで本市は五次にわたる財政健全化計画を策定し、

平成２９年４月１日に一般職の職員３６０人体制をめざし、職員数
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の削減をはじめとした行財政改革に取り組んでまいりました。一方

で尐子高齢化の進展など増大するニーズに対応すべく、民間活力の

導入を図りつつ、産業振興による市税収入の確保に努めるなど、「入

りを図りて、出ずるを制す」取り組みを進めてまいりました。本当

初予算でも連続立体交差事業や羽衣駅前再開発事業が最盛期を迎え

る中、引き続き、行財政改革を進めてまいらねばなりません。 

過去の財政危機を教訓に、今後、現計画以降の財政シミュレーシ

ョンを見極めながら、さらなる財政健全化～行財政改革に取り組ん

でまいります。 

なお、これらの財政健全化の推進、行政課題への対応を両立する

ため、財政のマネジメント強化として、平成２８年度に公会計制度

の導入に向けた固定資産台帳の整備等を行うとともに、公共施設等

総合管理計画を策定いたします。 

また、様々な課題に迅速に対応できるよう、本年４月から機構改

革を行いますとともに、部署の配置を見直し、より一層効率的な行

政運営を図ってまいります。 
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 以上、市制５０周年を迎える平成２８年度の施政方針とさせてい

ただきます。 

今後とも、未来に向け、夢と希望あふれる郷土（ふるさと）たか

いしのさらなる飛躍・発展をめざし、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ので、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申し上げます。 


