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本日ここに、平成２９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２９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２９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。 

 

昨年１２月１７日、正副議長はじめ議員各位のご出席のもと、アプ

ラたかいし３階に、議会の貴重なご意見とご支援を賜り、無事、子

育てウェルカムステーション「ＨＵＧＯＯＤ（ハグッド）」を完成オ

ープンさせることができました。 

以来、この２か月あまりで約８，７００人もの子育て世代やご年配

とお孫さんなど、予想以上の多くの方にご利用いただく大盛況ぶり

で、好評をいただいております。 
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これは、これまでの本市の子育て支援・教育環境の充実をめざし

取り組んできた集大成でもあります。 

すなわち、施設の耐震化や建替えを進めつつ、幼保一元化の認定

こども園を積極的に進め、“待機児童ゼロ”を達成し、延長保育や一

時預かり、病児保育など多様なニーズにこたえるなど、子育て支援

の充実を図ってまいりました。 

また、学校教育環境については、学校耐震化完成を機に学校教育

ＩＣＴ化の導入、全普通教室へのエアコンの整備、小学校では１年

生から英語教育、中学校では自校調理方式で完全給食も実施しまし

た。また市内には、公・私立の高等学校や専門学校なども整い、ま

さに文教都市として充実しています。 

 それゆえ、これまで培ってきたこれら高いレベルの子育て支援・

教育環境を、地方創生の総合戦略の一環として、「たかい、たかい、

たかーい市」「子育てするなら高石市」と大いにＰＲし、時宜をえ

て、この子育てウェルカムステーション「ＨＵＧＯＯＤ（ハグッド）」

を開設する運びとなったのであります。本当に改めてこの間の議員
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各位とご支援ご協力頂きました関係各位に心から感謝を申し上げま

す。 

 

さて、現在、国会において、アベノミクスの成果をふまえ経済再

生と財政健全化の両立の実現を基本目標にした、総額約９７兆４，

５４７億円の平成２９年度の国の予算案が審議されています。 

 

この予算案では、とくに地方財政対策として、地方が一億総活躍

社会への実現や地方創生の推進等に取り組みつつ安定的に財政運営

を行うべく地方交付税等の一般財源総額について、平成２８年度を

０．４兆円上回る、地方財源を確保した予算となっています。 

しかし、国と地方合わせた長期債務残高は平成２８年度末の見込

みより、約２１兆円増えた１，０９４兆円と過去最大をさらに更新

し、先進国では最悪の水準にとどまっています。アベノミクスによ

る経済成長により国内総生産が底上げされ、国債依存度や新規国債

発行額は前年度よりわずかに抑制したものの、景気回復による税収

増加額が平成２８年度・平成２７年度ほど伸びず、平成２９年度は、
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ほぼ平成２８年度並みとなりました。政府は平成３２年度に国と地

方の基礎的財政収支を黒字化する目標を掲げていますが達成は厳し

いのではという見方もされています。 

一方で社会保障費は平成２８年度当初予算比で１．６％増え３２

兆４，７３５億円と過去最大を更新し、高齢化や医療の高度化に伴

い医療費は１１兆７，６８５億円、介護費は初めて３兆円を超え、

また、４万６，０００人分の保育の受け皿の確保など待機児童対策

も含めた尐子化対策には約２兆１，１４９億円を充てています。政

府においては高齢化に伴う社会保障費の自然増を５，０００億円程

度と抑えるべく目標を掲げておりますが、今後も尐子高齢化社会の

進展により社会保障費の負担増は大きく膨らんでくることが予測さ

れ、国の財政をより一層圧迫してくることに変わりはありません。 

 

安倍内閣としては、今後とも、金融政策、財政政策、構造改革を

総動員してアベノミクスの一層の加速を掲げ、引き続き、雇用・所

得環境を改善し、経済の好循環が生みつつ、一億総活躍社会の実現

に向けて、未来への投資の拡大に向けた成長戦略を推進するととも

に、子育て・介護の環境整備等の取組を進め、尐子高齢化社会を乗
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り越えるべく、中長期的に持続可能な経済成長率を示す潜在成長率

を向上させていくこととしています。 

 

さて、このような状況の中、本市におきましても、平成２９年度

当初予算を編成いたしました。その結果、各会計の予算規模は、 

一般会計は２４４億２６６万６千円で 

 平成２８年度当初に比べ ０．９％、２億１，８８３万９千円の

増、 

 特別会計は１７３億６，２８６万８千円で、 

 平成２８年度当初に比べ ０．９％、１億５，２０９万９千円の

増となり、 

合計で４１７億６，５５３万４千円となります。 

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は９０億１，２０９万４千円、 

公共下水道事業特別会計は２６億２，６７９万８千円、 
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墓地事業特別会計は７５８万円、 

介護保険特別会計は４９億６８９万円、 

後期高齢者医療保険特別会計は８億９５０万６千円、 

また、水道事業会計は１８億２，７６０万６千円となり、 

一般会計、特別会計、水道事業会計をあわせた予算総額は、 

４３５億９，３１４万円となった次第であります。 

 

また、一般会計の性質別の経費を見ると、 

義務的経費は 

人件費は３４億５，３０２万７千円で、 

平成２８年度当初に比べ マイナス０．３％、１，００４万８千

円の減、 

扶助費は６１億９，２３８万１千円で、 
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平成２８年度当初に比べ マイナス３．７％、２億３，９１５万

７千円の減、 

公債費は３３億７，３８９万円で、 

平成２８年度当初に比べ マイナス４．５％、１億５，８９８万

５千円の減となっています。 

人件費については、これまで第１次から５次にわたる財政健全化

計画にもとづき、平成１５年度当初６０３名から、平成２９年度当

初見込み３５５名に正職員数の削減を中心に、一般会計においては

約６１億円から約３５億円へと約２６億円の削減を図ってきました

が、一方で、福祉関係経費の扶助費が、同じく平成１５年度には約

２９億円であったものが平成２９年度では約６２億円となり、尐子

高齢化の進展により今後も増加する傾向にあります。 

なお、平成２９年度における扶助費については、臨時福祉給付金

の減により平成２８年度当初に比べ減となっておりますが、当該給

付金分を除いた場合では増となっております。 
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また、投資的経費は３４億２，４１２万９千円で、平成２８年度

当初に比べ ２０．０％、５億７，０２１万４千円の増となってお

り、これは主に南海本線高師浜線連続立体交差事業、羽衣駅前地区

第一種市街地再開発事業、南海中央線整備事業、さらに芦田川ふる

さとの川整備事業などの建設工事がピークを迎えたこと等によるも

のです。 

 

また、歳入については、 

市税については １０３億８，９００万円で、 

平成２８年度当初に比べ マイナス０．０４％、４００万円の減と

なっており、主なものとしては、 

個人市民税は ３１億１，８００万円で、 

平成２８年度当初に比べ ７，２００万円の減、 

法人市民税は ８億９００万円で、 

平成２８年度当初に比べ  ８，１００万円の増、 

固定資産税は ５１億６，２００万円で、 

平成２８年度当初に比べ ２，５００万円の減となっています。 
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また、市債発行については、３２億８，２０４万円で、 

平成２８年度当初に比べ ２０．６９％、５億６，２５４万円の増

となっており、主なものとしては、 

土木債は１８億６，５６０万円で、 

平成２８年度当初に比べ  ４億３，２２０万円の増、 

教育債は ２，７９０万円で、 

平成２８年度当初に比べ  １，４１０万円の増、 

臨時財政対策債は １１億３，４００万円で、 

平成２８年度当初に比べ  ２億２，５００万円の増、 

借換債は ２億４，４８４万円で、 

平成２８年度当初に比べ １億１，８４６万円の減となっています。 

 

市税収入については、企業立地等促進条例の効果とともに、景気

の回復等により、法人市民税は伸びているものの、尐子高齢化の進

展等による個人市民税の減尐等により市税全体としては昨年比０．

０４％の減となりました。また、市債発行についてはピークを迎え

る都市基盤整備など土木費等を中心に伸びており、この傾向はしば
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らく続く見込みであります。 

 

ちなみに、一般会計の平成２９年度末起債残高見込は３７６億８，

１６６万２千円、平成２８年度末起債残高見込に比べ ０．９％、

３億２，８８０万４千円の増となっています。これまでの財政健全

化計画の着実な実施により、健全化判断比率は早期健全化基準には

至っておりませんが、財政調整基金から約３億７，０００万円の取

崩しと、将来的に利用計画がない市有地等の売却を約４億４，９０

０万円と見込み、財源確保を行った予算編成となっております。 

 

以上、本市財政においても、税収が伸び悩む中、人件費を中心に

行政コストの削減を図ってまいりましたが、尐子高齢化社会の進展

により扶助費が伸び、結果として相殺した形となり、一方で南海本

線高師浜線連続立体交差事業、羽衣駅前地区第一種市街地再開発事

業、南海中央線整備事業、芦田川ふるさとの川整備事業など、建設

工事がピークを迎えていることもあり、当面、厳しい財政運営の中

で慎重にかじ取りを行っていく必要があります。 
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なお、そんな状況の中、国の一億総活躍社会の実現や地方創生の

推進等に沿って平成２８年３月に策定した「高石市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」で定めた４つの基本目標、 

・子どもを産み育てやすい環境を整える。 

・働きやすい環境を整える。 

・いつまでも健幸にすごせる環境を整える。 

・住みたくなる環境を整える。 

等の取り組みも、推進して行かなければなりません。 

そのためには、限られた市独自の財源を最大限有効に活かすべく、

国の一億総活躍社会や地方創生の推進等、国や府の支援を的確にと

らまえながら、多様な市民ニーズに応えるべく創意工夫を凝らしな

がら、様々な政策実現をめざしてまいる所存でございます。むろん

これまで同様、不断の行財政改革を進めて行くことは論を俟ちませ

ん。 
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それでは、その主要な施策につきまして、本市の総合ビジョンで

ある「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「ひとにやさしい育

みのまち」についてであります。 

 

冒頭にも述べましたが、アプラたかいし３階に開設した、子育て

ウェルカムステーション「ＨＵＧＯＯＤ（ハグッド）」につきまして

は今後もより多くの方にご利用いただくべく、市民文化会館や４階

の図書館とも連携しながら親子で楽しめる事業などを実施し、さら

に子育て世代に利用しやすい施設となるよう努めてまいります。な

お図書館については開設後１４年を経て老朽化している出入口周辺

のリニューアルを行います。 

国の支援制度も充実してきたことから、市内企業に対して事業所

内保育施設設置の促進に向けた取り組みをすすめ、今後ますます高

まる多様な保育ニーズに応えてまいります。 

また、平成３１年度からの市立幼稚園再編に伴い、適正規模の幼
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稚園として運営できるよう平成２９年度から２ヵ年で施設改修工事

を行います。 

平成２９年度では、夢と希望が広がるこどもの成長や特性に応じ、

社会環境に適応した汎用性の高い大型遊具を設置します。 

 

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、平成２７年度から継続し

ているきめ細やかな学習指導を実施してまいります。あわせて、小

中学校に配置している学校司書等を各授業での活用、ならびに市立

図書館における事業と連携し、児童・生徒の読書活動の推進、教育

活動の充実に努めてまいります。 

 

いじめ問題につきましては、これまで小中学校の児童会、生徒会

の代表がいじめ防止について意見交流する「私たちの生活を話し合

う会」を開催するなど、学校と密接な連携のもと、いじめ問題に関
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わる体制を整え、様々な取組みを実施してまいりました。さらに、

平成２８年に「高石市いじめ防止基本方針」を策定し、今後も引き

続きいじめの未然防止、早期発見に努め、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。 

 

スポーツ振興や健康増進の観点から、誰でも気軽に楽しめ、体を

動かす機会を提供し、地域コミュニティの活性化にも寄与するため

の総合型地域スポーツクラブの設立支援に取り組んでおります。 

平成２９年度におきましては、総合型地域スポーツクラブが自主

的・継続的に運営できるよう、組織や事業の定着化を進めるととも

に、地域住民参加によるスポーツクラブの育成、設立に向けた運動

イベントなどを行う予定です。 

 

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２９年３月に策定予定の第２
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次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。 

 

 

第２に、「地域活力あふれるまち」についてであります。 

 

まず、地域振興事業につきましては、シティプロモーションとし

て、「走る！工場夜景」ラッピング列車の運行継続をはじめ、工場夜

景ツアーの更なる充実とお奨めスポットの整備や案内板等の環境整

備に取り組むとともに、平成２９年度からは全国工場夜景サミット

へ正式加盟することで、全国に向けた魅力発信・知名度の向上を行

い、市内外からの誘客を図る取り組みを商工会議所や同じコンビナ

ートを共有する堺市とも協働して、今後も、より一層進めてまいり

ます。 

また、これまでの「羽衣天女」をブランドイメージとした戦略に

つきましても、「天女サミット」を契機とした自治体同士のつながり

をさらに深めながら、１０月２４日「天女の日」の定着に努めてま
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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、

継続・発展させていきたいと考えております。 

 

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

会では（仮称）泉州観光ＤＭＯの法人化をめざし、外国人観光客で

活気づく関西国際空港を起点とした観光振興の強化に取組んでおり

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。 

 

同じく９市４町と連携しながら、平成３０年２月に開催されます

第２５回泉州国際市民マラソンについては、四半世紀を迎え、海外、

特にアジアからの好調なインバウンドを活用した外国人ランナーの

参加を増やすための取り組み等活性化を進めてまいります。 

 

さらに長年、懸案となっておりました旧市民会館・図書館の活用
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については、アイディア募集を行ったところ多数のご提案を頂きま

した。今後、検討委員会のもとで具体化に向けさらなる検討・調整

を進めていただくと共に、より事業の実現性を高めるため、引き続

きサウンディングを行ってまいります。 

 

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が、いよいよ再開発

ビル本体工事に着手することになりました。再開発関係各位をはじ

め皆様に感謝申し上げます。今後、本体工事が本格化する中で、引

き続き施行者である再開発組合と連携を図りながら、取り組んでま

いります。 

また、乗り継ぎを含めた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、再開発事業

とＪＲ東羽衣駅の駅舎改良工事の進捗にあわせて取り組み、平成２

９年度より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、今後とも利便性の向上と安全性の確

保に向けて、引き続き検討を進めてまいります。 
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高石駅周辺につきましては、南海本線高師浜線連続立体交差事業

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、引き続

き勉強会等を開催し、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年に制定した企業立地等促進

条例は、この９年間で約２７０億円もの設備投資をいただきました。

その成果を踏まえ、本年４月からは、これまでの要件をさらに、新

規事業や拡張等にかかる設備投資に対して、固定資産税を２分の１

軽減から３分の２軽減へ拡充し、更なる設備投資を促します。また、

設備投資により、新たに市民を雇用した場合や配置転換により市内

転入した場合に雇用奨励金を交付し定住促進を図ってまいります。 

また、大阪府のご協力の下、昨年１２月議会に、企業の未利用地

等の有効活用を促進するため、工業専用地域の緑地面積率等を緩和

する条例をお認めいただきました。今年４月からは、規制緩和によ

り設備投資しやすい環境も整えました。今後も、より多くの企業に

活用していただけるよう周知に努めてまいります。 

 

中小企業の支援につきましては、経営安定化のため、利子補給制
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度を継続するとともに、本制度に創業関連融資を拡充など、今後も

市内創業者等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、就労促進に繋がるよう努

めてまいります。 

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

情報フェアを継続するとともに、平成２７年度より市独自で実施し

た合同企業説明会を今後も開催することによって、本市企業と求職

者とのマッチングが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、農業委員会と連携して遊休農地の解消

に努め、また防災農地の登録を推進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、以前より要望しておりました漁港内の

防潮堤液状化対策工事が現在行われており、工事完了後の本市への
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移管について大阪府と協議を行っているところです。 

 

第３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。 

 

母子保健事業につきまして、これまでも総合保健センター及び母

子健康センターを拠点として妊娠期でのパパママ学級、妊婦健診、

妊娠相談の実施、産後の乳幼児全戸訪問事業、乳幼児健診を実施し

てまいりましたが、さらに妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ

目ない支援として相談支援事業および施設利用事業を一体的に提供

するため、母子健康センターにおける乳幼児健診業務委託料、産後

ケア委託料を予算計上いたしております。 

今後も引き続き、母子保健コーディネーターとして助産師の雇用

や母子保健カルテシステムの活用を図り、また医療機関や子育て支

援センターなどの施設とも連携し、すべての母子に一体的に支援が

行える子育て世代包括支援センターとしての機能強化を進めてまい

ります。 
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健康長寿社会をめざすべく本市の重点施策として進めてきた健幸

のまちづくりにつきましては、これまでの取り組みを更に推進して

行く必要があることから、市民・地域団体・事業者及び市の役割を

明らかにすることにより、市民一人一人が健康で、かつ、生きがい

を持ち、心豊かな生活を営むことができるまちを創るため「高石市

健幸のまちづくり条例」を制定してまいります。 

 

同条例においては今年度より産官学がお互いのノウハウを生かし

連携することで、まち全体で健幸のまちづくりを進めるため、健幸

づくりに関する事業について協議を行う「健幸のまちづくり協議会」

を設置することとしております。 

この協議会については平成２６年度から平成２８年度において国

の実証事業として実施いたしておりました健幸ポイント事業につい

て、これまで多くの市民の皆様にご参加いただき好評を得、医療費

抑制の成果も上がったことから、この健幸ポイント事業の実施運営

主体となって頂き、総合戦略の一環として国の支援を頂きながら、

本市が支援する形で継続実施をめざしてまいります。 

また市の事業として実施してきた健幸フェスティバル＆高石マル
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シェについても、実施主体を協議会に移管した上で、健幸のまちづ

くりの様々な取り組みを情報発信し、普及・啓発する場として行っ

てまいります。 

さらに市民のニーズや市の行政課題に合致した商品・サービスの

開発を民間事業者と市民が一体となって行うとともに、ヘルスケア

産業の育成を図るため、「高石市版健幸リビング・ラボ」を設置し、

その運営についての協議を進めてまいります。それら健幸のまちづ

くりの様々な取り組みを包括的に進めていく拠点として、元来、保

健・医療・福祉の包括的な活動拠点として羽衣４丁目に建設した保

健センターを活用してまいります。 

 

なお、さまざまな健幸づくりに取り組む全国の自治体により、「日

本健幸都市連合」が正式に発足することとなりました。これは国も

健幸のまちづくりに対して、今後、本格的に支援をしていく上で、

その受け皿として健幸づくりに積極的な全国の自治体の一元的な組

織化ということになったものでありまして、本市もこれに参加し、

引き続き健幸のまちづくりを積極的に進めてまいります。 

 



 

 
23 

地域福祉施策につきましては、「地域のつながり（絆）」を再生す

ることを目的に、平成２７年度から「地域住民の誰もが気軽に集い

交流できる居場所づくり事業」としてコミュニティカフェの開設支

援を実施しています。引き続き、地域住民主体のコミュニティカフ

ェを支援すると共に平成２８年度から創業型コミュニティカフェも

開設いたしました。今後は、関係団体と連携し様々な運営形態のコ

ミュニティカフェも支援し市域全体で身近な場所に開設できるよう

努めてまいります。 

 

生活支援施策につきましては、引き続き生活困窮者自立支援事業

を実施し、生活保護に至る前段階で、生活に困窮する方を支援し早

期に社会的経済的に自立の促進が図れるよう努めてまいります。 

また、こどもの貧困連鎖を断つ目的で平成２８年度から高校進学

支援として実施いたしました学習支援事業につきましては、支援内

容を拡充し実施してまいります。 

 

がん検診の受診率向上について、市民一人ひとりが検診を継続的

に受診していくことで、健康意識の向上、がんの早期発見・早期治
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療により、市民の健康増進につながることから、平成２８年度より、

ＳＩＢ（社会的インパクト投資）を活用した大腸がん検診受診率向

上実証事業を実施しております。今年度においてはその実証結果を

踏まえ、新たながん対策の推進に努めてまいります。 

若年層へのがん検診の重要性の周知、受診率の向上のため、スマ

ートフォンを活用した乳がんを始め各種がん検診や特定検診実施の

周知と検診の予約サービスを実施します。引き続き様々な個別勧奨

を実施するなど、さらなるがん検診の受診率向上に努めてまいりま

す。 

 

介護保険では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続け

るために「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでおりますが、

平成２９年４月より始まる「介護予防・日常生活支援総合事業」で

は、要介護状態にならないよう介護予防の取組みを強化するととも

に、地域全体で高齢者を見守り・支えるため、各小学校区に生活支

援コーディネータを配置します。 

また、平成２９年度は、平成３０年度から始まる高石市高齢者福

祉計画・第７期介護保険事業計画の策定年にあたることから、平成
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３７年度年を見据え、在宅医療と介護の更なる連携の強化を図ると

ともに、介護予防を中心とした地域づくりを進めてまいります。 

 

国民健康保険財政につきましては、平成３０年度から、大阪府に

財政運営を一元化し、大阪府内全体で必要な医療費を府内全体で賄

い、都道府県が市町村と共に国民健康保険の運営を担うこととなっ

ております。 

その準備作業を着実に進めるとともに、引き続き特定健診受診率

の向上やレセプト点検の強化等の医療費の縮減、滞納整理の強化や

口座振替の推進による保険料収納率の向上、補助金等の収入の確保

など、収支両面に渡る対策を進め、国民健康保険財政の更なる健全

化を図ってまいります。また、後期高齢者医療制度につきましても、

大阪府後期高齢者医療広域連合と連携して同様に取り組んでまいり

ます。 

 

障がい者福祉につきましては、障がいのある方が住み慣れた地域

で住み続けられる住環境の整備のため、市営富木南住宅を有効活用

し、グループホームの新設を支援してまいります。また、グループ
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ホームで安定した生活を長く続けられるよう、近隣の健幸コミュニ

ティ農園を活用した社会参加や雇用・就労促進の取組強化など支援

を行ってまいります。 

 

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や、平成２８

年度も、約１２，０００人を超える参加を得た総合避難訓練を行う

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、福祉避難所の協定による整備や被災者の生活再

建に関する施策の研究など、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。 

 

また、石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し、高師浜野球場の

照明などの改修工事を行い、災害時にヘリポートとして、物資の運

搬や避難者の避難が可能となるよう整備を行います。なお、今後に

ついては堺市消防局高石消防署管内に配備する消防関係車両等に充
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当するなど、消防体制の充実を図ってまいります。 

 

総合避難訓練につきましては、過去３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、市民はもちろん、市

内の教育機関や臨海企業にもご参加いただきながら本年度も引き続

き実施し、また、総合避難訓練とは別に、各小学校区での避難所開

設・運営を視野に入れた訓練の推奨・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。 

 

なお、市有地売却にあたって、特に旧体育館については、津波浸

水想定区域に位置していることから、南海トラフ地震の津波等、災

害時の住民を受け入れることができる建築物とすること等の条件を

つけて、防災のまちづくりに有効活用してまいります。 

 

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

えておりますが、本年１月から新たに高石市水防条例を施行し、本

市域を所管する消防署とのより強固な協力体制を整備しました。今

年度からは高石市独自で、本市水防団と堺市消防局高石消防署と連
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携して水防訓練を実施するなど、本市の実態に則した水防体制の充

実・強化を図ってまいります。 

 

高石市地域防災計画につきましては、新しい水防体制による情報

伝達方法や、災害想定の追加により大阪府石油コンビナート等防災

計画が改訂されたこと、また、昨年１２月に都市計画変更により区

域拡大した蓮池公園の備えるべき防災機能のあり方について検討を

行い、所要の改訂を行ってまいります。 

 

防犯面においては、今後とも治安のよい安全・安心なまちづくり

をめざし、これまで同様、高石警察署と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。 

 

次に都市基盤整備について、南海本線高師浜線連続立体交差事業
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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、昨年５月に下り線の高架化

が完成し、現在上り線の工事を進めております。 

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や南

海電鉄と協議しながら事業を進めてまいります。 

 

南海中央線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、

東羽衣地区の用地買収を計画的に進めるなど、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ります。 

 

ふるさとの川整備事業につきましては、芦田川の抜本的な浸水対

策工事の完成にあわせて、“健幸ウォーキングロード”となる遊歩道

の整備や芦田川ふるさと広場の整備を行い、多くの市民が安全にウ

ォーキングを楽しみ、集い、親しまれる水辺空間の完成をめざし、

取り組んでまいります。 
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蓮池公園につきましては、まずは地籍調査業務を活用しながら現

地調査を行ってまいります。 

 

鉄道沿線まちづくりにつきましては、人口減尐・高齢化等を背景

に地域の活力が低下しつつある中、広域的な都市機能の分担・連携

を図り、公共交通機能を強化することによって、集約型の都市構造

の形成を推進しております。平成２８年度は、泉北地域内の市町と

沿線交通事業者とで構成する「泉北地域鉄道沿線まちづくり協議会」

を設置し、広域的な立地適正化の方針を作成しました。平成２９年

度以降は、方針作成の際に明らかになった課題や方向性を調査・研

究した上で、今後の施策に繋げてまいります。 

 

住宅政策につきましては、空き家の利活用の受け皿として導入し

ました空き家バンクが空き家対策補助金の効果もあり、登録件数ば

かりではなく成約件数も順調に増えております。また新築住宅の購

入を支援すべく始めました固定資産税の軽減事業も対象範囲を二・

三世代から子育て世帯とさらに職住近接を支援すべく在勤者にも広
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げました。今後とも人口増加・定住促進のため、これら住宅政策を

積極的に取り組みます。 

 

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おり、

平成２８年度末には整備率が８９．３％となる見込みです。 

平成２９年度におきましても、雨・汚水管渠の整備、並びに羽衣

ポンプ場の長寿命化を進めてまいりますとともに、下水道ストック

マネジメント計画策定に向けた取り組みを進め、既存老朽施設の適

正な維持・管理をおこなってまいります。また、将来にわたり健全

な下水道事業の運営を図るため、公営企業法適用化を進め、経営基

盤の強化を図ってまいります。 

水道事業につきましては、安定給水の向上を図るため、引き続き

老朽管更新事業を実施するとともに、送配水管や配水施設など保有

資産の更新需要の増大や人口減尐等による料金収入の減尐など今後

厳しい経営環境が想定されることから、将来にわたって安定的に事

業を継続していくための中長期的な基本計画である「経営戦略」の

策定を通じさらなる経営基盤の強化に努めてまいります。 
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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２

５年度から一部従量制による普通ごみの有料化を導入し、平成２８

年度からは、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

別収集を実施した結果、平成２８年４月から１２月の資源ごみの搬

入量は前年同期比で６１４トンから８３７トンに２２３トン増加し、

逆に可燃ごみの搬入量が１０，８２６トンから１０，０３０トンへ

７９６トンの大幅な減量となり、ごみの減量化と再資源化が進み、

さらに市が負担する泉北環境整備施設組合の分担金についても減尐

しております。 

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。 

平成２９年度はこのプラスチック製容器包装の収集につきまして、

ごみの減量化にご協力頂いている市民のニーズに応えるべく、現在

の月２回収集に加え、第５火曜日若しくは第５金曜日を追加し収集
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いたします。 

なお、今後、泉北環境整備施設組合の施設の老朽更新や最終処分

場の確保など、新たな負担も予想されることから、環境フェアの開

催やプラスチック製容器包装の分別の徹底、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、引き続き、ごみの減

量化と再資源化に向けて、より一層取り組んでまいります。 

 

最後に、昨年１０月３０日にはおかげ様で本市市制施行５０周年

記念式典を無事盛会のうちに終えることができました。これはこの

間、本市行政をお支えいただいた本市議会はじめ市民の皆様はもち

ろん、関係行政機関や各種団体等、そして多くの先人のご尽力の賜

物と心より感謝する次第であります。 

平成１５年４月私が市長就任当時、２、３年後には赤字再建団体

転落か、という厳しい財政危機を乗り越え、平成２２年度に「市民

主体のやさしさと活力あふれる健幸のまち」をテーマに策定した「第

４次高石市総合計画」の目標年度の平成３２年度が近づいています。 

 

今後も財政健全化を進めながら、同総合計画に基づき、尐子高齢
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化社会の進展のなか、子育て支援・教育環境の充実、健幸のまちづ

くり、安全・安心、防災のまちづくり、そして懸案の南海本線高師

浜線連続立体交差事業や羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業、南

海中央線整備事業、芦田川ふるさとの川整備事業等の完成など目標

に向け早期に着実に仕上げて行かねばなりません。 

そして一方で、人口減尐社会にむけ、一億総活躍社会への実現や

地方創生の推進を進めるため「高石市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の基本目標を策定し、平成２７、２８年度と地方創生にかか

る交付金を活用して、子どもを産み育てやすい、働きやすい、住み

たくなる環境を整えるべく、定住促進につながる様々な施策を進め

てきたところでございますが、平成２９年度におきましては、同交

付金を活用して、いつまでも健幸にすごせる環境を整えるため、健

幸ポイントの継続実施、健幸リビング・ラボの設立等をめざしてま

いり、これらの施策の推進によって活力あるまちを発展させてまい

ります。 

また、旧市民会館・図書館の活用や、法人化をめざしている（仮

称）泉州観光ＤＭＯを活用した広く市外に向けた天女や工場夜景等

をテーマとする各種シティープロモーションの充実など、高石市の
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魅力づくりの新たな施策にも積極的にチャレンジし続けてまいりま

す。 

あわせて、これらの取り組みによる新たな高石市の良さ・魅力を

広報紙やホームページで積極的に情報発信し、高石市で生まれ育ち、

これまでの高石の発展を支えていただいた方はもちろん、高石市に

転入してくださった方や、これから高石市に住んでみようと思って

いる方が充実した生活を送ることができるような住みやすい魅力あ

ふれるまちをめざしてまいります。 

以上、「高石市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は平成３１年度

を目標年度としており、平成２９年度にも、この戦略で位置づけら

れている諸政策を引き続き力強く推進してまいります。 

また、第４次総合計画の目標である平成３２年度にむけ、さらに

市制５０周年で掲げた「輝く高石５０年 魅力あふれる飛躍都市」

に基づき、この５０周年を契機に、さらに次の１００周年をめざし

て、この郷土（ふるさと）たかいしがより一層魅力あふれる都市と

して飛躍発展していけるよう、平成２９年度も職員ともども一丸と

なって諸政策を実現してまいります。 

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
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力を引き続き賜らんことを心からお願い申し上げ、平成２９年度の

施政方針とさせて頂きます。 


