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本日ここに、令和元年第２回高石市議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位にはご多忙な中ご参集を頂き、厚く御礼申し

上げます。

平素は本市市政の運営に格別のご理解、ご支援、ご協力をたまわ

り、深く感謝申し上げます。

本定例会では令和元年度予算（案）を中心にご審議を願うところ

ですが、この機会に市政運営の基本的な考え方につきまして、所信

の一端を申し上げたいと存じます。

４月２１日投開票の高石市長選挙では、広範な市民の皆様のご支

援をたまわり、再選の栄誉に浴すことができ、心から感謝申し上げ

ます。

市長就任以来、これまで、直面した財政危機に対し、人件費の削

減を中心に厳しい行財政改革を断行し、おかげさまで破綻寸前の財

政も再建でき、あわせて、この間、国や府の支援を得て、学校耐震

化やエアコン整備、教育ＩＣＴ化、中学校給食、さらに民営化によ

る幼保一元の認定こども園化で、待機児童ゼロの達成など学校教育

環境・子育て支援の充実等を図ってまいりました。

また、平成２６年度より国が進める地方創生総合戦略に沿って、
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これら高石市の特長ともいえる高いレベルの子育て支援、学校教育

の充実を「たかい、たかい、たかーいし、子育てするなら高石市へ」

と市内外にＰＲし、若年層の定住促進を図ってまいりました。おか

げさまで、高石駅前のアプラたかいしに開設した子育てウェルカム

ステーション「ＨＵＧＯＯＤ」は、利用者が開設以来１０万人を超

える好評で、若い世代において、転入が転出を上回るなど、成果を

上げてまいりました。

同じく地方創生の一環で、健幸ポイント事業の実施や健幸ウォー

キングロードの整備を行うなど健幸のまちづくりも進め、特定健診

の受診率の向上や医療費の抑制効果も上げ、また、コミュニティカ

フェ等、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で、生涯お過ごしいた

だける地域包括ケアの推進にも取り組んでまいりました。

また、安全・安心のまちづくりにつきましても、南海本線連続立

体交差事業も平成２８年に和歌山行き下り線高架化が完成し、難波

行き上り線の高架化も令和３年度の完成に向け着々と進んでいます。

今年８月には羽衣駅前再開発事業も完成する予定で、この再開発事

業とあわせて南海羽衣駅とＪＲ東羽衣駅を連結するペデストリアン

デッキも完成します。また、芦田川改修事業も進み、昨年には芦田
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川ふるさと広場も完成し、健幸ウォーキングの方々や子どもたちな

ど多くの市民で賑わっています。

冒頭に述べたように、これら事業を進めるために、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に基づき、厳しい行財

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

つきましては、正職員数は平成１５年４月当初の６０３人から

平成３１年４月当初は３４３人となり、一般会計においては

約６１億円から約３２億円へと約２９億円もの削減成果をあげるこ

とができました。

この人件費を含む義務的経費のうち、公債費につきましても今後

ピークを迎えますが、その後、土地開発公社の解散やたかいし市民

文化会館の起債償還の終了等により減少に転じる見通しとなってお

ります。しかし一方で、医療、介護や生活保護、子育て支援等にか

かる扶助費は右肩上がりで増加が進み、少子高齢化の進展で、今後

さらに増加していくことが予測されます。

依然、厳しい状況のもと、今後とも組織のスリム化を図りながら、

持続可能な体制の構築が求められます。最小の経費で最大の効果を

生むべく、さらなる業務の効率化や公共施設の管理運営における指
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定管理者制度等、引き続き、民間活力の導入を含む行財政改革を進

めながら、連立事業の完成や蓮池公園の整備等、重点施策について

加速してまいります。

それでは、今年度の主要施策及び今後の方針につきまして、

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。

なお、平成２７年度に策定し令和元年度を以て第１期が終了いた

します高石市まち・ひと・しごと創生総合戦略、さらに令和２年度

を以て現計画の期間が終了いたします第４次高石市総合計画につき

まして、それぞれ次期の計画の策定に着手する予定としております。

まず第１に、「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。

「高石市まち・ひと・しごと総合戦略」の中でも「子どもを産み

育てやすい環境を整える」ことを基本目標の１つと位置づけており、

子育て支援については、年度当初の待機児童ゼロを堅持しつつ、先

に述べた、子育てウェルカムステーション「ＨＵＧＯＯＤ」の活動

に加えて、さらに今年８月完成予定の羽衣駅前再開発ビルにも新た

に４番目の子育て支援センターが開設されます。本市の北の玄関口
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となる羽衣駅で子どもたちの遊び場の提供や、育児相談、子育て世

代交流の場となるサークル支援など、育児に関わるさまざまな支援

を行い、子育て世代の方々を応援してまいります。

また、妊産婦の健康づくり施策として、妊娠期から子育て期まで

切れ目ない支援をワンストップで行うため、庁内に「子育て世代包

括支援センター」を設置し、妊産婦の健康づくりのさらなる充実の

ため妊産婦歯科健康診査の実施の他、妊娠期においては、多胎妊娠

に対する健診の拡充を行い、また、出産期においては、産後うつの

早期発見や重症化を予防するため、産婦健康診査を実施し、母子に

対する健康管理の充実と経済的支援等を図ってまいります。

なお、これらの子育て支援施策の推進のため、組織体制の強化も

行います。

学校教育につきましては、２１世紀は知識基盤社会といわれてい

る中、情報化やグローバル化といった社会的変化が、急速に進展し

てまいりました。このような時代の創り手となる子どもたちを育む

ために必要な力として、情報化、グローバル化、学力向上の３点を

重要課題と考えて取り組んでまいります。

まず、情報化への対応としましては、これまでも電子黒板やタブ
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レットの導入などにより、授業改善やＩＣＴ活用力の向上をめざし

た取組みを進めてまいりましたが、来年度以降、順次実施される新

学習指導要領に則して、教員と子どもたちのＩＣＴ活用力やプログ

ラミング的思考を養うために、タブレットを活用した授業の促進な

ど、今後、ＩＣＴ機器を使った学習活動のより一層の充実を図って

まいります。

次に、グローバル化への対応としましては、これまで、平成２４

年度から文部科学省による教育課程の特例校の認可を受け、小学校

１年生からの外国語教育に取り組み、英検３級レベルの生徒の割合

が、以前の３０％台から４０％台に上昇しております。来年度から

始まる新学習指導要領においては小学校３年生から外国語活動が導

入されますが、本市においては、引き続き小学校１年生からの外国

語教育を継続し、国際人としてグローバル社会を担う子どもたちの

英語力向上に努めてまいります。

最後に学力の向上については、新学習指導要領が求める「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けて、新しい学習指導方法に基づく

授業改善を進め、教員の授業力向上に努める一方、子どもへの丁寧

な指導を行うために「学びんぐティーチャー」による少人数や複数
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教員によるきめ細やかで、柔軟な指導方法を展開してまいります。

加えて、中学校で実施しておりました「高石っこ学び舎」事業を、

学習内容が難しくなる小学校３・４年生を対象に実施してまいりま

す。

第２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、官民連携による「高石市健幸

のまちづくり協議会」を立ち上げ、平成２９年１０月から、対象者

を２０歳以上に拡大して再スタートした健幸ポイント事業は、現在、

約３，０００人もの市民の方にご参加いただいております。今後は、

健康づくり施策の強化が政府の方針として位置づけられることを見

据えながら、本事業の成果をふまえ、今後とも健幸のまちづくりの

トップランナーとして、健幸ポイント事業を継続してまいります。

また、筋力トレーニングを含んだ「健幸づくり教室」については、

昨年度から、より多くの市民の皆様が気軽に健幸づくりのきっかけ

としてご参加いただけるよう、「健幸づくり教室 Mini」として無料の

入門版を実施しました。今後ともこれと並行し、健幸フェスティバ
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ル＆高石マルシェなど各種イベントにおいて健康づくりの重要性を

啓発することで、健幸づくり教室の参加者拡大も含めた無関心層へ

の健康意識の向上を図ってまいります。

また、健幸リビング・ラボ事業につきましては、産学官が連携し、

市民とともに健幸づくりの活動につながる取組みを考えることで、

市民の健康増進のきっかけとなることをめざし、市民ニーズに合わ

せた取組みを推進してまいります。今年度、スポーツ庁の支援も得

て、認知症予防を促進するため、新たに認知機能の維持向上に効果

が期待できる「健幸ダンス教室」を実施するなど、積極的に推進し

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、少子

高齢社会の進行や生活困窮世帯の増加などにより複合化・複雑化し

た地域生活課題を把握して解決を試みる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年からスタートした「アプラたか

いし」における集いの場や相談会等に加え、昨年１０月からは、各

小学校区の市内７郵便局と連携した「暮らしのサポーター」事業を

実施しました。今後も引き続き成果をあげてまいります。

また、今年度は、福祉各分野の個別計画の上位計画にあたる「第
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５次高石市地域福祉計画」と社会福祉協議会において策定される「第

４次高石市地域福祉活動計画」の策定年にあたることから、地域福

祉の両輪として連携・協働を図り、地域の様々な課題の解決に向け

た取組みを進めてまいります。

「地域住民の誰もが気軽に集い交流できる居場所づくり」の一環

として、各関係団体と連携し、コミュニティカフェの拡充に努めて

まいりましたが、今では地域における住民同士のつながりの構築や、

独居高齢者の見守り拠点など、地域住民にとって欠かせないものと

なっており、今後も、拡充に努めてまいります。

国民健康保険につきましては、昨今の少子高齢化の進展で、年金

生活者が全体の６割を占めるに至り、年々増加する医療給付費の捻

出のため、保険料も増加の一途を辿っています。この制度を将来に

わたり持続可能なシステムに再構築するため、昨年４月から国保一

元化がスタートしました。

しかしながら、全国的に見ても医療費の増加が続いており、その

一因として、高齢化の進展に加え、高額ながんの特効薬による治療

費の増加や糖尿病の重症化に伴う人工透析の増加などが考えられま

す。
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医療費を抑制するため、保険者努力支援制度の抜本強化など政府

の方針を見据え、４０代５０代からの、特定健診やがん検診の受診

率向上による疾病の早期発見早期治療の推進や、糖尿病、高血圧等、

生活習慣病の早期予防の推進に取り組んでまいります。

また、引き続き、国保財政のさらなる健全化を図りつつ、累積赤

字の解消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

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、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

療介護の連携支援に取り組むとともに、介護インセンティブ交付金

の抜本強化など、政府の方針をにらみながら、介護予防及び要介護

状態の重度化防止に向けた取組みに加え、新たに自立支援介護につ

いても取り組んでまいります。

障がい者施策につきましては、障がいのある人が障がい福祉サー

ビスや地域生活支援事業などを利用しながら、住み慣れた地域で自

立した生活ができるよう、さまざまなニーズに対応するための支援

を実施してまいりました。今後、すべての市民が相互に人格及び個

性を尊重し、心豊かに生きることのできる「地域共生社会」の実現
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をめざし、今年度、実効性のある「高石市手話言語条例」の制定に

向け検討を進めてまいります。

生活支援施策につきましては、生活に困窮する方が早期に社会

的・経済的に自立できるよう、生活困窮者自立支援事業のさらなる

充実を図るとともに、生活困窮世帯の子どもの学力の向上を図るた

め、引き続き学習支援事業を実施してまいります。

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、人権が尊重される誰ひとり取り残さない

社会づくり等を今後とも推進してまいります。

第３に、「地域活力あふれるまち」についてであります。

地域活性化につきましては、観光資源として“工場夜景”の魅力

を発信するため、商工会議所や堺市などとともに、全国工場夜景サ

ミットを開催し、全国へ向けて発信いたします。またシティプロモ

ーションの一環でスタートした「走る！工場夜景」ラッピング列車

も継続し、“工場夜景”の魅力を情報発信しつつ、高師浜線の活性化

にも努めてまいります。

本市のブランド戦略・地域活性化の一大イベント「高石シーサイ
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ドフェスティバル」につきましては、今年で７回目を迎え、年々来

場者数も増加しており、昨年は約３９，０００人もの人出で賑わい

ました。

今年は８月１８日に実施する予定で、今後ともさらに継続発展さ

せてまいりたいと考えております。

旧市民会館・図書館跡地周辺は、かつて白砂青松を誇る東洋一の

海水浴場、別荘地として栄え、鉄道網の整備も進んだ本市の歴史か

らも貴重な土地であります。それが関空・大阪市内まで約３０分と

交通アクセスの利便性につながっています。また、直線

２，０００ｍの国際競技水準のボートコースを有する浜寺水路に近

接しており、今年６月１日、２日の両日には全日本マスターズレガ

ッタ大会も開催され、１，５００人の参加者を得ました。来年には

全国高校総合体育大会の漕艇競技も開催されます。このような地域

の歴史や実情をふまえ、この間の旧市民会館・図書館の活用に係る

検討委員会で策定しました活用方針をもとに、人が集う魅力ある地

域活性化の交流拠点となるよう、引き続き情報発信を行いながら具

体化に向け取組んでまいります。

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
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した運用を引き続き行いながら、本市の歴史的背景をふまえたもの、

臨海企業などの地元事業者や大学などの教育機関と共同した商品開

発を含め、本市の魅力を全国に発信できる謝礼品等について創意工

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。

産業振興につきましては、企業立地促進条例を平成１９年に制定

し、その後、平成２９年度に新設・増設にかかる支援内容を拡大し

たところ、昨年度末までに大企業・中小企業あわせて約３５５億円

もの設備投資が行われ、大きな成果を上げています。

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

いただけるよう周知してまいります。

また、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、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、野菜の栽培など農作業を通じて、多世

代の交流や健康増進の場である健幸コミュニティ農園の利用を促進

し、都市農業の保全に努めてまいります。

漁業振興につきましては、来年４月の大阪府から本市への高石漁
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港の移管に向けた協議を進めてまいりますとともに、高石市漁業協

同組合やＮＰＯ等と協力し、引き続き、稚魚の放流活動による水産

資源の回復や砂浜の保全に努めてまいります。

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、

今年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。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してま

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

業により、将来、駅の東西を繋ぐ自由通路が完成することから、今

後も駅周辺のまちづくりについて取組みを進めるとともに、駅西地

区についても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。
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富木駅周辺につきましては、今後とも安全性の確保に向けて、地

域及びＪＲ西日本と協議を行いながら駅東側の整備を含め検討を進

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。

本市におきましては、南海トラフの地震津波等に備え、これまで

高砂１号線の液状化対策、津波避難タワー、防災機能を有する総合

体育館「カモンたかいし」の建設、地震・津波総合避難訓練、さら

に臨海企業の施設耐震化等、ハード・ソフト面にわたる防災対策の

充実・強化に取り組んでまいりました。

今年度においても、８月に「防災シンポジウム」を開催するとと

もに、自主防災組織と防災のまちづくり勉強会等を開催し、第９回

となる地震津波総合避難訓練を「津波防災の日」であります

１１月５日に、市民の方々や臨海企業にもご参加いただき実施して

まいります。

臨海コンビナートの防災につきましては、大阪府の石油コンビナ

ート等防災計画との整合性を図りつつ、引き続き大阪府や各事業者

等とさらなる連携を進めながら、強化してまいります。
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また、近年の台風による高潮や大雨等の被害を軽減するため、高

石消防署、高石消防団と連携をさらに深め、７月に鴨公園において

水防演習を実施するとともに、災害への備えについて市民への啓発

に努めてまいります。

さらに、本市における火災、想定される大規模災害や救急事案の

増加などに対応できるよう、今年度、高石消防署高師浜出張所の改

修整備を行い、本年１０月から、救急体制の増強を行うなど、消防

力の強化を進めます。あわせて、これら消防体制の強化に伴ない、

実態に即した消防事務委託料の見直しを行います。また、昨年の台

風第２１号における災害応急対策業務の執行体制や対応等をふまえ、

今後想定される大規模災害発生時においても、迅速かつ適切な業務

執行が図られ、とくに地域の課題や特性に応じた自治会等を対象に

自主的な地区防災計画の策定を強力に支援する体制の構築が急務と

なってまいりました。

このような状況をふまえ、今般、新たに危機管理監を設置し、危

機管理体制のさらなる充実・強化を図るものであります。

防犯対策につきましては、近年、子どもが被害者となる事件が増

加しており、これまで各地域住民による見守り活動や街頭犯罪、登
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下校時の防犯対策として防犯カメラの設置や悪質電話防止装置の無

料貸出しを行ってまいりました。

高齢者に対する特殊詐欺防止に向けた取組み等、高石警察署と連

携しながら進めるとともに、より安全・安心なまちづくりをめざし

た取組みをさらに進めてまいります。

蓮池公園につきましては、地域防災計画に基づき、防災機能を備

えた公園として整備を進めるべく、本市都市計画審議会の答申を得

て平成２８年度に都市計画決定を行い、現在、基本計画を策定して

おります。今年度は基本設計を行い、大阪府や国と協議・調整を行

いながら事業認可の取得を進め、用地買収にも着手するなど早期完

成に向け取組みを加速してまいります。

市内の公園については、公園愛護会やアダプトプログラム、ボラ

ンティア等により、市民の皆様方のご協力を得ながら、適正な維持

管理に努め、また、市としましても老朽化した遊具の撤去や新設を

行ってまいります。今後、新たに公園の個別施設計画を作成し、遊

具等を含めた公園施設のリニューアルを進めつつ、日常の維持管理

について、より効率的な維持・管理手法を研究してまいりたいと考

えております。
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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、現在、令

和３年５月の南海本線上り線高架化を目標に工事を進めているとこ

ろですが、全線の早期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、早期完成をめざし取り組んでまいります。ま

た、新村北線以北の区間につきましても、事業認可延伸を進め、財

源を確保しつつ、あわせて土地開発公社の解散に向け、買戻しを進

めてまいります。

取石４１８号線につきましても引き続き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。

なお、これら重要事業の推進を加速するため、組織体制の強化を

行います。

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、昨年度末の整備率は８９．４％となっております。

今年度は、未整備地区の雨・汚水管の整備を進め、羽衣ポンプ場

においては長寿命化を行うとともに耐震・津波対策工事を実施して



19

まいります。また、水防法に基づき、内水浸水想定区域図を作成し、

住民防災意識の向上を図ってまいります。

さらに、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を策定し、既存施設の適正な維持管理を図ると

ともに、今後も下水道事業を安定的に運営していくため、今般、平

均６．９３％の使用料の改定を行います。

水道事業につきましては、少子高齢化、人口減少社会を迎え、よ

り効果的、効率的に安定した水道を供給してまいります。泉北水道

企業団につきましては、施設の老朽化が進み、要望していた大阪広

域水道企業団の和泉浄水池がすでに完成していることから、終焉す

る方向で検討を進めております。今後、大阪広域水道企業団との広

域連携の強化、さらには統合に向けた検討を進め、安全安心で安定

的な水道事業の運営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。

一般廃棄物につきましては、一部従量制による普通ごみの有料化

の導入、プラスチック製容器包装の分別収集を実施し、減量・再資

源化に取り組んでまいりました。
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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３０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。

今年度においては、「プラスチックごみゼロ宣言」を行い、ごみの

適正排出に向けた周知・啓発のさらなる徹底、エコバッグの使用の

推奨など、プラスチックごみの削減等に取り組んでまいります。

今後も、引き続き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、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。

また、受動喫煙、路上喫煙、吸い殻のポイ捨ての防止などの喫煙

等対策につきましては、望まない受動喫煙による健康被害の防止、

喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図るため、高石市受動喫煙・

路上喫煙等対策検討委員会で議論していただき、今後、答申をふま

えた、新たな条例制定を行うなど、市民等の健康増進及び安全でか

つ快適な生活環境の確保に努めてまいります。

以上、主な施策の概要につきまして、第４次高石市総合計画に沿



21

ってご説明申し上げてまいりました。

初春の令月に気淑（きよ）く風和（やわら）ぐ、「令和」の新時代

を迎え、私ども行政と議会、市民の皆様が、ともに力を合わせ、さ

らなるふるさと高石の発展をめざし、”和の精神”をもって頑張って

まいりたいと存じています。

引き続き、議会と市民の皆様の温かいご理解とご支援ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。


