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本日ここに、平成３０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３０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３０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、現在、国会において新たな経済再生の一環として「人づく

り革命」と「生産性革命」を掲げつつ、あわせて国難のひとつとし

て少子高齢化をあげられたうえで、総額約９７兆７，１２８億円の

平成３０年度の国の予算案が審議されています。

現在、国と地方をあわせた、長期債務の残高については平成３０

年度末で１，１０８兆円となり、これは平成２９年度よりさらに

２１兆円の増額となっております。平成３０年度においても国債に
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ついては歳入で公債金が３４．５パーセントと公債の依存度が高く、

歳出でも債務償還と利払い等をあわせた国債費は２３．８パーセン

トを占めています。

一方で急速な少子高齢化を背景とし、歳出の３３．７パーセント

を占める医療費・介護費等の社会保障費が過去最大を更新し、今後

におきましてもさらなる増加が予想されています。

一般会計の税収と歳出の総額の推移を見ると、いわゆる「ワニの

口」と言われるようにバブル崩壊以降、年々大きく乖離し、このま

ま推移すると、２０２５年に団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者

になることで、財政状況は極めて厳しいものとなると予測されてお

ります。

そのような中、平成３１年１０月に予定されている消費税１０パ

ーセントへの引き上げ（２パーセントの増税）による財源が今回、

幼児教育無償化等に一部充てられる予定であると示されました。

むろん、「人づくり革命」等、国の経済再生に向けた取組みに関し

ては積極的に進める必要があると考えておりますが、現状としては

企業業績の回復による雇用・所得の改善が個人消費の大幅な押し上

げまでには至っていない状況の中、今後増大する社会保障費に対し
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て、今こそ、財政健全化に向けて抜本的な歳入歳出改革を行うべき

という声があがっています。

このような状況の中、本市におきましては、安全・安心、防災

のまちづくり、少子高齢化への対応として子育て支援・教育の充実、

地域包括ケアの推進、健幸のまちづくり、さらに地域活性化など市

民福祉の向上をめざし、平成３０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２４４億３，０４４万２千円で平成２９年度当初に比

べ ０．１パーセントで２，７７７万６千円の増、

特別会計は１６２億１，２４９万３千円で平成２９年度当初に比

べ ６．６パーセントで１１億５，０３７万５千円の減となり、

合計で４０６億４，２９３万５千円となります。

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７４億９，２７７万４千円

公共下水道事業特別会計は２７億２，０３１万８千円

墓地事業特別会計は６７８万２千円

介護保険特別会計は５１億６，０４９万５千円
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後期高齢者医療保険特別会計は８億３，２１２万４千円

また、水道事業会計は１７億１，６０１万５千円となり、各会計

をあわせた予算総額は、４２３億５，８９５万円となった次第であ

ります。

それでは、平成３０年度当初予算に関して主な施策の概要につき

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ご説明申し上げます。

はじめに「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。

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」の中で「子どもを産み育てやすい環境を整える」ことを重要

施策と位置づけております。

子育て支援施策につきましては、平成２８年１２月にオープンし

ました「子育てウェルカムステーションＨＵＧＯＯＤ」は、総利用

者数が５万人を突破するなど非常にご好評をいただいております。

今後とも、高石市の子ども子育ての拠点として、より一層若年層
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への定住促進につながるよう市内外へ積極的に魅力を発信するとと

もに市立図書館やハローワークなどと多様な連携を推進し、市民が

気軽に集える拠点として暮らしに役立てるようさらなる利用促進に

努めてまいります。

こどもの医療費の助成につきましては、子育て世帯の経済的負担

を軽減するため、４月から必要なシステム改修を行い、６月から通

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

度末まで拡充してまいります。

なお、財源の一部として大阪府新子育て支援交付金を活用してま

いります。

幼児教育につきましては、平成３１年度から公立幼稚園は加茂幼

稚園１園に再編されることに伴い、園舎などの改修工事を行うとと

もに、平成３１年度からの通園バス運行に向けて必要な準備を進め

てまいります。

さらに、三季休業中の預かり保育の実施やＡＬＴ（外国人英語指

導助手）による英語に親しむ活動など保育内容の一層の充実を図っ
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てまいります。

学校教育につきましては、学力向上に関する取組みにおいて、全

国学力学習状況調査の結果を分析し、市内各校における取組みを「学

力向上大作戦」としてさらに推進してまいります。また引き続き、

市独自に「学びんぐティーチャー」として人員の配置を行い、きめ

細やかな学習指導を実施するとともにタブレット端末の活用などさ

らなるＩＣＴを活用した授業を行ってまいります。さらに、小中学

校に配置している学校司書等を活用し、市立図書館とも密接に連携

しながら、夏季休業中に読書感想文等の学習支援など児童・生徒の

読書活動のさらなる推進をめざしてまいります。

英語教育については、これまで文部科学省から教育課程特例校の

認定をうけ、小学校１年生から取組みを進めた結果、中学校１年時

と３年時の英語能力判定テストの成績も向上してまいりました。次

期学習指導要領の改訂をうけ、ＡＬＴの配置時数を増やし、当初の

目標である中学校卒業時に英検３級程度の力を習得することをめざ

して、さらなる英語教育の充実に努めてまいります。
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いじめ問題につきましては、「高石市いじめ防止基本方針」に基づ

き、学校と密接な連携のもと、いじめ問題に関わる体制を整え、様々

な取組みを実施して、未然防止・早期発見に努めてまいります。

また、平成３０年３月から実施する「児童・生徒の健全育成に関

する学校・警察相互連絡制度」のもと、学校と警察との連携をより

進めて、子どもたちが安全で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。

学校の給食費の徴収につきましては、より適正な徴収事務を進め

るため、また口座引落し等保護者の利便性の向上をはかるべく、

平成３０年度に策定される文部科学省のガイドラインに沿って公会

計化の検討を進めてまいります。

社会教育及びスポーツ振興についてであります。

平成６年に和歌山県清水町に開設した高石市ふるさと村につきま

しては、これまで長年にわたり多くの市民にご利用いただきました

が、利用者数の減少や施設の老朽化もあり、今般、地権者との賃貸
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借契約の期間満了に伴い、平成３０年９月３０日をもって閉村する

ことといたします。なお、今後も有田川町との友好都市交流提携に

基づき、様々な分野での積極的な交流を継続して推進してまいりま

す。

スポーツ振興につきましては、スポーツ活動等を通じて、健康増

進、青少年の健全育成、地域コミュニティの活性化に資することを

目的として、平成３０年３月に子どもから高齢者まで幅広い世代の

方々が参加できる総合型地域スポーツクラブを立ち上げます。

当面は、バドミントンと卓球の２種目でスタートしますが、今後

は健常者と障がいのある方がともに、気軽に参加できるクラブをめ

ざしてまいります。

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２９年３月に策定いたしまし
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た第２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。

好調な海外インバウンドを泉州地域に取り込むべく、平成３０年

４月から（仮称）泉州観光ＤＭＯを本格始動いたします。

地域振興施策につきましては、観光資源として“工場夜景”の魅

力を商工会議所や堺市と協働しつつ、民間によるツアー実施に向け

取り組むとともに、平成２９年度に加盟しました「全国工場夜景サ

ミット」のスケールメリットを活かし全国へ発信してまいります。

またシティプロモーションとして好評を博している「走る！工場夜

景」ラッピング列車の運行を継続し、あわせて高師浜線の活性化に

も努めてまいります。

年々来場者数が増加し平成２９年度は３万人を超え、今や本市の

一大イベントとなっている「高石シーサイドフェスティバル」につ
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きましては、今後も商工会議所、企業や市民と一体となり、地域活

性化をめざし、さらに継続・発展させてまいりたいと考えておりま

す。

旧市民会館・図書館の活用につきましても、引き続き具体化に向

け検討委員会のもとで検討等を進めていただくとともにサウンディ

ングを行うなど事業の実現性を高めてまいります。

ふるさと寄附金につきましては、本来のふるさと寄附の趣旨に即

した運用を引き続き行いながら、本市の魅力を全国に発信できる謝

礼品について市内事業者と創意工夫を図り、より多くの方々にご寄

附いただけるよう積極的に取り組んでまいります。

次に、本市の主要駅の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、交通結節点にふさわしい都市核の形

成に向けて羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業を推進しており、

平成３１年８月の再開発ビル完成に向けて施行者である再開発組合

と連携を図りながら着々と工事を進めているところでございます。
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また南海本線羽衣駅からＪＲ東羽衣駅へ接続するペデストリアン

デッキを整備することにより、通勤や通学の乗降客の安全確保と利

便性の向上、さらに関西国際空港のインバウンドにより急増する外

国人観光客のアクセス向上も図り、ひいては両駅周辺の活性化をめ

ざすべく平成３０年度はＪＲ東羽衣駅側の工事に着手いたします。

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、引き続き地域と協議を行いながら検討を進めるとともに

駅構内の安全対策については今後ともＪＲ西日本と協議を行いなが

ら進めてまいります。

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、地域にふさわ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取り組んでまいります。

雇用対策につきましては商工会議所、大阪府等関係機関と連携し、

引き続き市独自の合同企業説明会及び泉北２市１町共催での合同就

職面接会を実施するなど雇用機会の創出を図ってまいります。
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また平成３０年度から「高石市求職者資格取得支援補助金制度」

について、対象者要件の緩和及び資格対象範囲の拡大ならびに補助

金額を増額することで、市内在住の求職者の職業能力の向上及び就

労の実現をさらに促進してまいります。

女性の就労支援につきましては、平成２９年度アプラたかいしで

ハローワーク、ＨＵＧＯＯＤ、図書館と連携し「マザーズ就活支援

事業」として実施し好評を得ましたので、平成３０年度も引き続き

関係機関と連携し、仕事と育児の両立や再就職の支援に取り組んで

まいります。

産業振興につきましては平成１９年度に制定した企業立地等促進

条例により、平成２８年度末までの１０年間で大企業・中小企業あ

わせて約２９１億円もの設備投資が行われました。平成２９年度に

本条例を改正し新設・増設にかかる支援内容を拡大したところ、平

成３０年１月末までに８件の申請がありました。その投資額は

約３８億９千万円にのぼり大きな成果をあげています。今後も本市

の成長戦略の一環としてより多くの企業に活用していただけるよう
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周知してまいります。

とくに中小企業の支援につきましては中小企業の経営の安定を図

り、また創業者等の経営基盤強化のため、引き続き利子補給制度を

実施してまいります。

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、青年就農者を支援しながら担い手の確保を図り、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防潮堤液状化対策工事が平成２９年度中

に完了することから、今後本市への移管に向けた協議を大阪府と進

めてまいります。

とくに、漁業振興策につきましては市として関係機関と連携を図

りながら体制の強化を進めてまいります。
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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。

健幸のまちづくりにつきましては、平成２９年５月に市長を代表

として、商工会議所、社会福祉協議会、三師会、さらに企業・団体

との連携により高石市健幸のまちづくり協議会を立ち上げました。

健幸ポイント事業につきましては、多くの市民の要望を受け本格

的に平成２９年１０月から再スタートし、参加者は予定の

３，０００人に迫っており、多くの市民にご参加いただいておりま

す。この事業の推進により健幸ウォーキングや健幸づくり教室など

の健康に向けた活動が活発になっただけではなく、特定健診受診率

の向上にも成果を上げ、医療費の抑制にもつながっています。

また現在、健幸ウォーキングを始めとする健幸のまちづくり施策

も進めておりますが、平成３０年度に完成する芦田川ふるさと広場

も活用し、健幸ウォーキングロードを延伸するなど今後さらに健幸

のまちづくりを健康長寿社会をめざす本市の重要施策の一つとして

積極的に推進してまいります。
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地域福祉施策につきましては、引き続き「地域住民の誰もが気軽

に集い交流できる居場所づくり」として、創業型コミュニティカフ

ェの運営や地域のコミュニティカフェの開設を支援するなど、各関

係団体と連携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・経済的に自立できるよう努めてまいります。また生活

困窮世帯の子どもに対する支援につきましても、引き続き学習支援

事業を実施してまいります。

「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業につきましては、高齢

者・障がい者・子どもなどすべての人がそれぞれに役割をもちなが

ら、主体的に地域に参加し共に支え合う地域共生社会の実現に向け、

国の支援も頂きながら、平成２９年度から地域住民や社会福祉協議

会とともに「アプラたかいし」における集いの場や相談会等を開催

してまいりました。平成３０年度におきましてもさらに本事業を市
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全体に広げるため、各団体に働きかけ、地域に密着した相談体制の

拡充を進めてまいります。

国民健康保険につきましては、国民皆保険制度の下、平成３０年

度から大阪府に財政運営を一元化しオール大阪で保険料率が統一さ

れます。医療保険制度全体を将来に渡り持続可能なものとし、生命

と健康に対する市民の安心を確保するためには、必要な医療費を確

保しながら医療費の適正化を図ることが重要であり、健康づくり・

疾病予防等の取組みを着実に進めていくことが求められております。

今回の制度改正により市町村としては、引き続き単年度収支を黒

字化することにより、国民健康保険財政のさらなる健全化を図りつ

つ、過去からの累積赤字の解消を進め、特に特定健診受診率の向上

や重症化予防施策の重点的な取組みを強化し、健幸づくり事業や介

護予防事業の推進などにより、医療費の抑制を図り、地域づくり・

まちづくりの担い手として関係者と連携・協力した取組みを進めて

まいります。

高齢者施策につきましては、高齢者福祉計画・第７期介護保険事
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業計画に基づき、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据

えて、地域包括ケアシステムの構築に向け、医師会等と連携し、在

宅医療介護の連携支援や高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防

止に向けた取組みを進めてまいります。

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、これまでハード・ソフト両面で積極的

に取り組んでまいりました。

総合避難訓練につきましては、平成３０年度においても引き続き、

市民をはじめ市内の教育機関や臨海企業にもご参加いただきながら

実施してまいります。

また、これとは別に自主防災組織が各小学校区で行う訓練を支援

するとともに、避難所運営訓練についても自主防災組織とともに実

施してまいります。

水防につきましては、平成２９年度から本市の水防団と消防団、

堺市消防局高石消防署と連携した水防体制を立ち上げ、水防訓練を
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実施したところです。またこの度鳳土木事務所管内の市町や関係機

関で組織した「泉北地域水防災連絡協議会」において、総合的かつ
みずぼうさい

一体的に各市町間の情報連絡系統の整備を進めるなど、水災による

被害の軽減に資する取組みを行ってまいります。

南海本線・高師浜線連続立体交差事業につきましては平成２８年

５月に下り線が供用を開始し、現在上り線の工事を進めているとこ

ろであり、早期事業完成をめざして引き続き大阪府や南海電鉄と連

携を図り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平成３０年度も引き続き、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ります。

ふるさとの川整備事業につきましては大阪府が実施した芦田川の

二層河川化による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"となる遊歩道や芦田川ふるさと広場の整備を行い、多くの
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市民が安全に健幸ウォーキングを楽しみ、集い、親しまれる水辺空

間の早期完成をめざし取り組んでまいります。

蓮池公園につきましては平成２９年度に引き続き、国及び大阪府

の負担金を活用した地籍調査を進めていくとともに、地域防災計画

に基づき、高砂公園の運動施設の機能も含む防災公園としての整備

を進めるべく、平成３０年度は大阪府や国と協議・調整を行いなが

ら基本計画を策定し、早期の事業化をめざしてまいります。

防災広場整備事業につきましては、旧体育館第２駐車場跡地に平

成２９年度に防火水槽を設置し、平成３０年度には災害時のマンホ

ールトイレ、かまどベンチ等の設置を行うなど防災機能を有する広

場として整備し、通常時は市民が集うくつろぎの空間として整備し

てまいります。

住宅施策につきましては、これまで定住促進策として新築住宅の

固定資産税の軽減や空家バンク制度を活用した取組みを進め、いず

れも順調に成果を上げてまいりました。
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平成３０年度は空き家に関し、総合的かつ計画的に対策を推進し

ていくため、特定空家等の判断基準を盛り込んだ高石市空き家等対

策計画を策定するなど、引き続き都市再生・定住促進に取り組んで

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と公共用水域の水

質保全や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２９年度末の整備率は８９．３パーセントとなります。

平成３０年度は未整備地区の雨・汚水管渠の整備を進め、羽衣ポ

ンプ場においては長寿命化に合わせて耐震・津波対策にも着手して

まいります。また、将来にわたり健全な事業運営を図るため、下水

道ストックマネジメント計画策定の取組みをさらに進め、既存施設

の適正な維持・管理を図るとともに、国からの要請に基づき平成３

１年度からの下水道事業の公営企業法適用化に向けた準備を進めて

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、配水場の長寿命化事業に着手し
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てまいります。またこれらの更新需要の増大により今後厳しい経営

環境が想定されることから、平成２８年度に策定した水道事業ビジ

ョンの施策目標の実現と安定的な事業運営を継続していくため、平

成３０年度は経営戦略の策定を実施し、さらなる経営基盤の強化に

努めてまいります。

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・再資源化につきましては、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、また平成２８年度か

らは泉北環境の資源化センター「エコトピア泉北」の供用開始に伴

い、プラスチック製容器包装の分別収集を実施いたしました。

これらにより普通ごみの搬入量は、一部従量制による有料化前の

平成２４年度の約１６，２００トンから平成２８年度では

約１３，１００トンと約２０％の減量となり、ごみの減量・再資源

化が大幅に進みました。

これも市民の皆さまのご理解、ご協力のたまものと深く感謝申し

上げます。
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平成３０年度も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、有価物集団回収へのご協力をいただけるよう、積極的に

周知・啓発を行うなど、引き続き資源循環型社会や低炭素社会の形

成に向け、より一層取り組んでまいります。

以上、平成３０年度当初予算に関する主な施策の概要につきまし

て、ご説明申し上げてまいりました。

最後に財政健全化について申し上げます。

これまで本市におきましては５次にわたる財政健全化計画案に基

づき、行財政改革に取り組んでまいりました。中でも経常経費であ

る人件費におきまして、正職員数は平成１５年４月当初の６０３人

から平成３０年４月当初は３４５人となる見込みであり、計画目標

を大きく達成し、一般会計においては約６１億円から約３３億円へ

と約２８億円の削減という成果をあげました。

しかしながら、一方で少子高齢化社会の進展により、同じく経常

経費である扶助費が約２４億円から約６３億円に増大し、今後も増

え続けるものと予測されます。また、土地開発公社の債務の抜本的
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解消のため発行した三セク債や連続立体交差事業などの普通建設事

業がピークを迎えていることなどから、同じく経常経費である公債

費につきましてもここ数年高い傾向にあります。

市税収入が伸び悩む中、経常経費は増加しており、平成２８年度

決算における経常収支比率は１００パーセントを超え、また平成

３０年度の予算編成におきましても、安全・安心、防災のまちづく

り、少子高齢化に対しての子育て支援・教育の充実、地域包括ケア

の推進、健幸のまちづくり、さらに地域活性化など市民福祉の向上

をめざすべく、必要な予算を捻出するため、財政調整基金

約４億７，０００万円の取崩しを余儀なくされました。

このような状況のもと、今後においても財政規律をしっかりと順

守すべく、さらなる財政健全化～行財政改革に取組み、民間活力の

導入等によりさらにスリムな行政を推進しながら、一方で受益者負

担の適正化等、歳入の確保にも留意し、健全で安定的な市政運営を

めざしてまいります。

市民の皆さまがこよなく愛し、生涯お住まいいただけるまち、さ

らに若年層など新たな方々にも定住していただけるまち、夢と希望
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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、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、平成３０年度の施政

方針とさせていただきます。


