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本日ここに、平成２４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の中をご参集賜り、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、重ねて深く御礼申し上げます。

本定例会は、平成２４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２４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、平成２４年度の国の一般会計予算案は、総額９０兆３，３

３９億円で、前年度と比較して２．２％の減と６年ぶりに前年度を

下回りましたが、あの東日本大震災の復興予算３兆７，７５４億円

の特別会計を新設するなど、実質的には総額９６兆円強に上る過去

最大規模の予算となっております。

歳入については、新規国債の発行が４４兆２，４４０億円、税収

が４２兆３，４６０億円と、３年連続借金が税収を上回っておりま
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す。

ご承知の通り、ギリシャなどヨーロッパ諸国の深刻な財政危機が

話題となっておりますが、決して対岸の火事ではありません。現在、

我が国の国債等残高の７５％は私達日本人の長所である勤勉性と貯

蓄志向からなる国民の金融資産で消化しておりますが、平成３２年

頃には国内消化が限界に達する恐れがあると言われています。

政府は社会保障と税の一体改革として消費税を１０％へ段階的に

引き上げる素案をまとめておりますが、財務省は消費税増税後も引

き続き少子高齢化が進むことなどにより社会保障費が増大し、その

手立て等を講じるため、さらに平成２７年度の新規国債発行額が現

状を上回る４５兆４，０００億円となる試算を公表しています。

しかるに、このまま国債を発行し続け、現在、国債を支えている

国民の金融資産の規模を上回った時、海外からの投資に頼らざるを

得ない状況になり、一気に国債が不安定となります。そしてそのま

ま放置すれば、デフォルト（債務不履行）という最悪のシナリオが

見えてまいります。

今や、国家財政においては、まさに待ったなしの財政健全化に迫

られていると申し上げても過言でないと思われます。
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さて、ひるがえって、本市におきましては、私が市長に就任した

９年前、急速な税収減とそれまでの大規模プロジェクトの推進等に

より一気に単年度２０～３０億円の財源不足に陥り、このままでは

２、３年後には赤字再建団体に転落か、という極めて厳しい財政危

機に直面しました。

そこで、平成１５年度から四次にわたる財政健全化計画案を策定

し、行財政改革に懸命に取り組んでまいりました。

歳出につきましては、まず人件費について、定員管理計画に基づ

く正職員数の削減を実施し、平成１５年度当時、６０３名であった

一般職の正職員数を、平成２３年度当初には、４１３名へと１９０

名削減し、その結果、約３分の２の規模となっております。

あわせて、すべての事務事業の見直しや、アウトソーシングなど

民間活力の導入等によりコスト削減を図ってまいりました。

一方で歳入につきましては、企業立地等促進条例を制定し、企業

地内の遊休スペースに新たな設備投資を促進するなど産業振興を推

し進め、また、市有地の売却や、受益者負担の適正化など歳入の確

保に努めてまいりました。



4

また、平成１９年６月に制定されたいわゆる財政健全化法を受け

て、土地開発公社の健全化を重点行政課題と位置付け、保有地の買

戻しを進めるとともに市からの無利子貸付を行うなどで、平成１９

年度末には１２５億円あった同公社の債務保証額を平成２３年度末

予定では８９億円と、着実にその削減に取り組んでまいりました。

しかしながら、安全・安心のまちづくりや少子高齢社会に向けた

新たなニーズに応えるため、また、本市の財政健全化の最終かつ最

大の課題であるこの土地開発公社の抜本的な解決を行うため、平成

２４年度～平成２８年度を計画期間とした第五次財政健全化計画案

を策定いたしました。

この計画案に基づき、土地開発公社の債務の抜本的な解消のため、

平成２５年度末までに公社保有地の集中的な買戻しを行うととも

に、第三セクター等改革推進債を活用した大幅な債務の整理等の取

り組みを進め、平成３２年度を目途に現在事業実施中の南海中央線

用地等の計画的な買戻しを進め、完了次第、同公社の解散手続きを

とることにより債務の全面的な解消を図ってまいります。

その間において、市有地の売却を進める一方で、短期的・集中的

に土地の買い戻しを行うための緊急的な財源確保の措置として、平
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成２４年度～平成２６年度までの期間に、給料月額につきまして市

長２０％、副市長・教育長１５％、一般職員２％～９％のカットを

行います。

また、さらなる人件費などのコスト削減のために、徹底した事務

事業の見直しやアウトソーシング、広域連携を行い組織のスリム化

を図り、より小さな行政をめざし、平成２９年４月１日における３

６０人体制へ向け、取り組みを進めてまいります。

なお、広域連携につきましては、大阪府から権限移譲を受ける事

務のうち、福祉部門の９事務等を効率的かつ効果的に処理する方法

として、本市など泉州地域の５市１町で、共同して事務処理を行う

広域事業者指導課を、平成２４年４月に設置し１０月から業務を開

始する予定です。

今後とも、行政の高度化・効率化や市民生活の安定化に資するた

め、近隣自治体とともに、さらなる広域連携の可能性を研究してま

いります。

こうした財政健全化を着実に進めることはもちろんのこと、行政

需要の高度化・複雑化や市民ニーズの多様化に対応していく必要が
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ございます。そこで「選択と集中」により事業の重点化を行い、平

成２４年度当初予算を編成しました結果、予算規模は、

一般会計 ２２２億２，９３２万円

特別会計 １４２億１，３７６万２千円で、

合計３６４億４，３０８万２千円となります。

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 ７４億１，０２２万３千円

公共下水道事業特別会計 １９億４，９９９万３千円

墓地事業特別会計 ２，０７８万６千円

介護保険特別会計 ４０億９，４７６万３千円

後期高齢者医療保険特別会計 ７億３，７９９万７千円

また、水道事業会計 １７億８，７３４万９千円となり、

一般会計、特別会計、水道事業会計を合わせた総予算額は、

３８２億３，０４３万１千円となった次第であります。

それでは、平成２４年度の主な施策につきまして「第４次高石市

総合計画」の５つの目標に沿って、概要をご説明申し上げます。
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まず、第１に「ひとにやさしい安全・安心なまち」についてであ

ります。

昨年３月の東日本大震災に伴い、東海・東南海・南海３連動地震

の発生が危惧されている中、さる１月１９日に、津波避難に重点を

おき、全市民・企業参加型の津波避難訓練を実施いたしました。訓

練当日は、市民、小中学校の児童、生徒、幼稚園・保育所の園児、

臨海部企業の従業員等総勢７，９００人を超える市民が参加されま

した。

改めて市民の津波に対する関心の高さを認識させて頂くととも

に、同時に、大津波警報等の迅速な伝達など、新たな防災上の課題

も明らかになりました。そこで今回の避難訓練の検証を踏まえ、ま

ず地域防災計画の見直しを仕上げてまいります。

地域防災計画につきましては、昨年末に防災シンポジウムも開催

し、防災危機管理アドバイザーのご助言を得て、平成２３年度に大

阪府から示された「津波高を２倍にする」という被害想定値に基づ

き、これまでの津波対策を全面的に見直しましたので、これを議会

にご報告いたしますとともに本年夏頃に発表される中央防災会議の
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東海・東南海・南海３連動地震の被害想定値を踏まえ、確定してま

いります。

さて、その地域防災計画の見直しにあわせて、平坦な住宅地と臨

海コンビナートからなる本市の特性をふまえ、自助・共助・公助の

総合的な防災力の向上をめざし、郷土たかいしと、市民の生命・財

産を守る、ハード・ソフト両面での積極的な取り組みを市民ととも

に力強く推進してまいります。

とくに、ハード面につきましては、防災訓練等で浮かび上がった

課題の早急な解決と、これまで進めてきた安全・安心なまちづくり

の基本となる都市基盤整備に、さらに防災的な役割を強化し、より

強固な防災のまちづくりをめざしてまいります。

まず、大津波警報などの発令を迅速に情報伝達するための、防災

行政無線についてでございますが、津波避難訓練のアンケート結果

等で要望が多くよせられた津波浸水想定区域及び臨海部での充実を

図るために、当面はアナログとデジタルを併用しながら設置台数を

大幅に増やしてまいります。
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災害時の避難誘導等につきましては、行政のみならず市民の皆様

相互の協力が不可欠であります。本市では、自主防災組織の結成は

自治会単位で進めており、現在の結成率は８４．６％でございます

が、災害時には住民の組織的な避難が非常に重要であり、今後とも

引き続き結成率１００％をめざし取り組みを進めてまいります。

あわせて、市民と行政の情報連絡網の整備をめざし、携帯型デジ

タル防災行政無線をすべての自主防災組織（自治会）に配備し、今

後は、臨海企業や消防団、津波避難ビルとの情報連絡網を構築すべ

く、さらに携帯型デジタル防災行政無線の配備を進めてまいります。

また、これもアンケートでその必要性と協力についてご理解頂い

た、災害時に高齢者や障がい者など要援護者の方が、地域の支援を

得て、安全に避難できるよう「要援護者リスト」の作成に向け、プ

ライバシーへの配慮も勘案しながら、災害時要援護者支援制度の立

ち上げに取り組んでまいります。

先の東日本大震災の被災地や津波避難訓練において、高齢者や障

がい者の方など要援護者が、津波浸水想定区域外に避難できない場

合等の緊急的な避難所としてその必要性が再確認された一時的な
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「津波避難ビル」の指定に本格的に取り組んでまいります。今後、

当該ビルの管理組合やビル所有者と協定締結を進めるとともに、併

せて「津波避難ビル」の表示や誘導案内などの整備にも取り組み、

市職員等の津波避難ビル責任者の配備と自主防災組織等の連携体制

の構築を図ってまいります。

さらに、建築規制の見直しなどにより、津波避難ビルとなること

を条件にした災害に強い安全な高層建築物（防災優良建築物）の建

設に取り組んでまいります。

次に、市有建築物の耐震化につきましては、災害時の指定避難所

である小中学校は１００％達成されており、同じく指定避難所とな

っている公民館についても耐震基準を満たしているところでござい

ます。今後、それ以外の指定避難所となっております公共施設や災

害時の防災拠点施設につきましては、耐震改修を積極的に進めてま

いります。

まず、市庁舎につきましては災害時に災害対策本部としての中枢

機能拠点となるため、平成２４年度に耐震二次診断及び実施設計を

行い、平成２５年度に耐震改修工事を実施してまいります。
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また、指定避難所となっている市立体育館は耐震診断により耐震

性能が低い結果が出ており、早急に対策が必要となってまいりまし

た。

一方、津波発生の際は、鴨公園が本市の中心的な広域避難地とな

ります。津波から避難してくる市民の安全の確保を図るため、現在

廃止となっております鴨公園プールの跡地に、防災避難所機能を備

えた体育館を建設してまいります。

また、避難所として指定されている小中学校施設につきましては、

発災時に避難所としての必要な機能がより効果的に発揮できるよ

う、非常用自家発電設備や災害対応のトイレ改修整備など、計画的

に防災機能の強化を図ってまいります。

また、東日本大震災における復興支援について、本市も大阪府市

長会を通じて積極的に協力している自治体間のカウンターパート型

支援が高く評価されており、今後も復興に向け、被災地に息の長い

支援を続けてまいります。

そして、ひるがえって、今回のように巨大地震等により被災範囲

が広範に及ぶ状況では、本市においても、府内はもとより全国から
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の応援が必要となります。

そこで、昨年の７月１２日に石油基地自治体協議会加盟団体５６

市１町の間で、災害時の相互応援協定を締結いたしました。

また、すでに近隣４市１町でも災害時の相互応援協定を締結して

おります。今後は、このような関係を、後方支援も含め、多方面か

ら強化し災害時における自治体相互の応援体制を構築してまいりま

す。

そして、前回の訓練で明らかになった課題の整理を積み上げなが

ら、再度、本年１１月１８日に津波避難訓練を実施し、防災課題の

解決とさらなる防災対策の強化を図ってまいります。

次に、安全・安心なまちづくりの基本であり、防災的な役割も担

う都市基盤整備についてであります。

南海本線・高師浜線連続立体交差事業につきましては、東西市街

地の一体化や、踏切事故の抜本的解消、交通渋滞の緩和を図ること

を目的に、平成２３年５月の下り仮線への切り替えにより上下線仮
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線での運行を開始し、旧軌道の撤去工事、旧駅舎の解体工事等いよ

いよ高架本体工事に着手いたしました。今後も、早期完成に向け事

業進捗を着実に行ってまいります。

また、近い将来発生が予想されている東海・東南海・南海３連動

地震による津波の緊急避難場所として、海岸から１，０００ｍ以内

に位置している南海本線の高架を活用すべく事業主体である大阪府

を始め、国や関係機関に防災対応型連続立体交差化に向けて協議検

討を行ってまいります。

南海中央線、新村北線等の街路整備事業につきましては、連続立

体交差事業により、東西交通の遮断が解消されることを想定した道

路ネットワークづくりを進め、防災面や少子高齢社会に配慮した安

全・安心な道路づくりを進めるものであります。

また、高砂１号線は臨海部と内陸部を結ぶ唯一の道路であり、災

害時における臨海部への消防救急活動や緊急避難路として重要な役

割を果たします。そのため、懸念される路面の液状化対策につきま

しては、国の支援をいただきながら調査を行い、その対策を検討し

てまいります。
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さらに、子どもたちの通学路・災害時の避難路として、現在工事中

である取石３１０号線をはじめ、取石４１８号線、富木線の整備に

ついても、引き続き取り組んでまいります。

本市の将来におけるまちづくりにつきましては、「ひとにやさし

い安全・安心なまち」をめざすため、地域防災計画との整合を図り、

津波浸水想定区域内の低層住宅地域においては、建築規制等により

低い建物しか建築できませんでしたが、建築規制等の見直しを行う

ことにより、鉄筋コンクリート造３階建て以上の、津波に強い安全

な建築物への建て替えが図れるよう取り組んでまいります。併せて

津波に強い構造の建物への建て替えが進むよう税の軽減を行います。

また、臨海部の津波浸水想定区域内にあります高砂公園について

は、利用者の安全を図るため廃止に向け見直しを行うとともに、津

波浸水想定区域外にあります都市計画決定済みの蓮池公園を、防災

機能を備えた公園として整備・拡充いたします。併せて企業の防災

対策施設の改修や新設等については、企業立地等促進条例を改正し、

思い切った税の軽減を図るなど防災対策の強化に努めてまいります。

なお、住宅政策につきましては、これまで進めてきた住宅・住環
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境関連施策を総合的に推進し、豊かな住生活を実現するために策定

した「高石市住生活基本計画」に基づき、二・三世代の同居等支援

や空き家住宅の建て替えを促進いたします。また、学校施設のＩＣ

タグ防犯システム導入と連携して防犯に配慮した住宅の普及を図る

ため、開発申請に際してＩＣタグ防犯システムの設置を積極的に推

奨してまいります。

次に、主要駅周辺整備についてであります。

羽衣駅周辺におきまして、拠点整備事業として位置付けております、

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業について、平成２３年度末に

は準備組合から本組合へとステップアップいたしまして、引き続き

事業の早期実現に向け、関係権利者との合意形成に取り組んでまい

ります。さらに、ＪＲ東羽衣駅北側につきましても交通結節点の観

点からバリアフリー化と南海羽衣駅との円滑な連絡を図ってまいり

ます。そのため、ＪＲ東羽衣駅北側の土地開発公社の保有地につい

て、ＪＲ西日本と連携し民間活力の導入と国の支援をいただきなが

ら有効活用を図り、あわせて土地開発公社の健全化にも資するよう

取り組んでまいります。
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なお、ブランド戦略との連携をとりまして、イメージアップを図

ります。

富木駅周辺につきましては、本市の地域活性化総合特別区域計画

が認定されたことにより、富木駅地下通路の利用促進を図るべく、

歩いていて楽しい音の出る歩道として整備することを検討しており、

ここも本市のブランド戦略の一角と位置づけながら、ＪＲ西日本と

連携し、同駅のイメージアップに取り組んでまいります。

高石駅周辺につきましては、駅西側のまちづくりについて、ソフ

ト面での検討を進めてまいりましたが、今後実現性のある事業とす

るため見直し等を進めてまいります。

いずれの駅周辺の整備につきましても、今後も引き続き地元まち

づくり協議会等と連携を図りながら進めてまいります。

また、利用客が減少傾向にある高師浜線と各駅前商店街の活性化

を図ることを目的に、行政・鉄道事業者・地元住民で構成される高

石市ブランド戦略公共交通活性化検討協議会において、各種アンケ

ート調査、社会実験、イベント等を実施し、具体的な活性化策の検

討を行います。そのまず第一歩として、低炭素社会に向けた環境対
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策としてエコ通勤を促進するため、高師浜線の定期券利用者や市内

に通勤通学されている方を対象に、高師浜駅無料レンタル自転車事

業を行ってまいります。

次に、公共下水道事業につきましては、これまで公共用水域の水

質保全、トイレの水洗化促進を目標に汚水管の整備を重点的に進め、

平成２３年度の整備率は８６．２％となっております。

平成２４年度以降につきましては、南海中央線・新村北線の工事

実施に合わせて雨・汚水管の整備を図ってまいります。

芦田川改修工事との関連につきましては、効率的な浸水対策を図

るべく、順次完成する下流側から雨水管整備を進めてまいります。

また、昭和６０年４月に供用開始した羽衣ポンプ場の機能保全等、

計画的な改善の必要性から、国庫補助制度である下水道長寿命化制

度を活用するため、羽衣ポンプ場の長寿命化計画及び耐震診断調査

を行ってまいります。

水道事業につきましては、安定給水を図るため、配水管のループ

化及び下水道事業等に関連した水道管移設工事を引き続き実施して
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まいります。

また、高石配水場耐震化工事につきましては、平成２７年度を目

標に主要施設の耐震工事及び貯水を確保するため緊急遮断弁を設置

し、ライフラインとしての水の確保に努めてまいります。

事業の経営につきましては、本市と泉大津市・和泉市の３市共同

で水道料金の徴収について、民間活力を導入し、コスト削減を図り

ながら、より効果的に成果が得られるよう取り組んでまいります。

また、下水道課との組織統合により、さらなる効率化と成果をあげ

てまいります。

第２に思いやり支えあう温もりのある「人にやさしい暮らしのま

ち」についてであります。

子どもから高齢者までがふれあい、笑顔が広がり、そして笑いが

響く、そのようなまちには活力があふれます。そのためには、世代

間でお互いに支え合いながら共に暮らせる住環境の整備が必要です。

二・三世代同居等支援事業は、その整備の一環として親・子・孫

世代が同居や近居することによって家族の絆を再生し、また高齢者

が住み慣れた地域で、安全で安心して生活できることをめざして実
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施いたします。

高齢者福祉につきましては、高齢者が住み慣れた家庭や地域で暮

らせるまちづくりの実現に向け、ひとり暮らしの高齢者等の安否確

認や介護・予防・医療・生活支援・住まいのサービスを一体的に提

供していく「地域包括ケア」の考え方に基づき取り組んでまいりま

す。

障がい者福祉施策につきましては、「障害者虐待防止法」が成立

し、本年１０月から施行されるなど、障がい者制度改革が進められ

る中、引き続き、障がいのある人の自立と社会参加を促進し、障が

いのある人の尊厳を守り、権利を擁護するため、関係機関などと連

携しながら施策の充実に取り組んでまいります。

また、障がいのある人が、住み慣れた地域で、住まいの場を確保

することができるよう、市営住宅の空き部屋を活用したグループホ

ームやケアホームの設置促進に向け、関係機関に働きかけてまいり

ます。
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次に、スマートウェルネスシティの推進についてであります。

本市では、第４次総合計画に掲げる「“健幸”のまち スマート

ウェルネスシティ」をめざして、市民一人ひとりが健康で生きがい

を持ち、安全・安心で豊かな生活を営むことができることを今後の

まちづくりの中核に据え、まちの中で生活することが自ずと健康と

幸福につながる“健幸”のまちづくりを進めてまいります。

本年１月には“健幸”のまちを実現するための指針として、「ス

マートウェルネスシティたかいし」基本計画を策定いたしました。

自然と歩きたくなり、歩くことにより健康づくりが促進される道

づくりとして、高齢者や歩行者に配慮したライジングボラードや、

音の出る歩道の整備、南海中央線から芦田川遊歩道、さらに新村北

線につながるウォーキングロードとして整備してまいります。

二級河川芦田川整備事業につきましても、豪雨時の浸水対策の抜

本的な解決策であります河川改修工事と併せて「まちのやわらかな

水辺空間」と「快適な歩行空間」を創出するため、遊歩道の整備や

芦田川ふるさと広場を多くの市民が集う、セントラルパークとして

整備を行うなど、スマートウェルネスシティの拠点づくりを図って
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まいります。

また、体力年齢の若返りや生活習慣病予防等に効果のある市民健

幸づくり教室をスポラたかいしで実施してまいります。

これらにより、市民全体の日常の身体活動量を増加させることで、

生活習慣病予防や介護予防につながり、ひいては医療費や介護給付

費の増加抑制に効果が出るものと考えております。

このようなスマートウェルネスシティの考えに賛同する本市を含

む７市と各関係団体と共同で申請した「健幸長寿社会を創造するス

マートウェルネスシティ総合特区」が、昨年末、地域活性化総合特

区に指定されました。今後は、国からの財政支援や規制緩和などを

受けながら取り組みを進めてまいります。

なお、このような取り組みをより一層推進するためにスマートウ

ェルネス推進室を創設いたします。

乳幼児・子どもの保健施策につきましては、４月から「高石市乳

幼児等の医療費の助成に関する条例」を施行し、通院にかかる医療
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費助成の対象を４歳未満から小学校就学前までに、入院にかかる医

療費助成の対象を小学校就学前から小学校卒業年度末までに拡大

し、子育て世帯の経済的負担を軽減いたします。

また、妊婦健康診査の積極的な受診を促し、安心して妊娠・出産

ができる体制を確保するため、妊婦健康診査公費負担を増額し、妊

娠・出産にかかる経済的不安を軽減し、母体や胎児の健康確保に取

り組んでまいります。

出産や子どもの医療に関わる少子化に対する市独自の施策につい

ては、経常的な予算を必要とすることから、今後とも、財政健全化

の達成を進める中で増強を図ってまいります。

第３に「ひとにやさしい育みのまち」についてであります。

子育て支援施策につきましては、高石市の将来を担う子どもたち

が伸び伸びと育ち、また安心して子育てができるまちづくりをめざ

してまいります。

加茂保育所の民営化につきましては、平成２５年度から運営を行

う法人が決定し、平成２３年度中の工事着手に向け鋭意作業を行っ
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ております。平成２４年度においては、本格的な施設整備を行うと

ともに、４月から１年間の引き継ぎ保育を行い、平成２５年４月に

真新しい広々とした施設で保育を開始する予定です。

なお、民間活力を導入することにより、公・私立園で行っている

障がい児保育はもとより、公立ではできなかった延長保育、一時保

育等多様な保育ニーズに対応した事業も実施し、待機児童の解消を

図るとともに、より一層の子育て支援の充実を図ってまいります。

子育て支援事業につきましては、３か所の子育て支援センターや、

認定こども園を中心に、保育所を含めた関係団体の連携を深めなが

ら展開してまいります。

児童虐待対策につきましては、要保護児童対策地域協議会を効果

的に運用し、関係機関と協力しながら要保護児童の早期発見や適切

な支援を行ってまいりますとともに、児童虐待防止キャンペーンを

継続して行ってまいります。

平成２３年度にスタートした乳児家庭全戸訪問事業、いわゆるこ

んにちは赤ちゃん事業につきましても、子育て支援センター及び総

合保健センターを中心として継続してまいります。

障がい児支援施策につきましては、法改正により知的障害児通園
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施設等が児童発達支援センターとして一元化されることに伴い、本

市の通園施設「松の実園」を児童発達支援センターとして事業を行

ってまいります。また、大阪府から移譲されます給付につきまして

も併せて実施してまいります。

次に、本市の教育につきましては、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引き続き、「高石

市学校園教育推進計画(高石っ子元気っ子プラン)」に基づき、魅力あ

る学校づくりを進めてまいります。

特に、２年目を迎える「高石市新教育課程推進事業」をさらに発

展させ、各中学校区でかかげた「めざす子ども像」の目標を達成す

るために、子どもたちの自己有用感を高める活動、授業改善、学力

向上を中心とした教育活動を展開してまいります。

また、学力・学習状況調査等の結果を踏まえ、授業方法の工夫改

善を図り、個々に応じた学力向上の支援を継続してまいります。

さらに、ＩＣＴ機器を活用し、幅広く情報教育の推進に努めてま

いります。
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幼児教育につきましては、平成２３年度より推進しています小中

学校との連携や他の市立幼稚園との交流を進めるなど、教育的配慮

を行ってまいります。

また、市立幼稚園の再編等につきましては、高石市立幼稚園再編

等計画に関する提言書を踏まえ、国の子ども・子育て新システムの

動向及び同システムに係る新法の施行内容を見極めてまいりたいと

考えており、そのうえで、適正配置と併せて施設の耐震化も図って

まいります。

なお、高陽幼稚園につきましては、耐震二次診断の結果をみた上

で、耐震化に取り組んでまいります。

次に、支援教育の推進につきましては、障がいのある児童・生徒

の状況を的確に把握し、個々の状況に応じた総合的な支援体制の充

実を図ってまいります。

いじめ、不登校等に対しましては、未然防止及び早期発見が重要

であるため、学校、家庭、地域、そして関係機関が一体となった組

織的な取り組みを行い、より良い人間関係づくり等の学級集団づく

りの研究を進め、子どもたち一人ひとりの自己指導能力の育成に努

めてまいります。
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学校における防災教育につきましては、様々な事態を想定した実

践的な避難訓練を行うなど、主体的に行動する態度を育成するよう

な教育活動を展開してまいります。

また、学校安全の確立につきましては、ＩＣタグ防犯システムが

より効果的に機能できるよう積極的に取り組んでまいります。

さらに、安全マップを活用した安全教育を行うとともに、スクー

ルガードリーダー、ＰＴＡ、地域諸団体等のご協力をいただき、子

ども安全見まもり隊をはじめとする諸施策を継続してまいります。

中学校給食につきましては、子どもたちの健全な心と身体を培い、

豊かな人間性を育むため、平成２４年度の２学期から高南中学校に

おいて導入いたします。残る高石中学校及び取石中学校につきまし

ても、平成２５年度の２学期から導入が可能となるよう関係機関と

の調整を行ってまいります。

生涯学習につきましては、市民の自発的な生涯学習活動を推進す

るために、公民館や市民文化会館など社会教育施設の連携を図り、

文化活動の振興、生涯学習の拠点として、今後も情報発信の強化に
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努め、幅広い世代のニーズに対応した各種事業の開催と施設の利用

促進を図りながら生涯学習機会の提供を積極的に行ってまいります。

たかいし市民文化会館につきましては、設置目的を効果的に達成

するため、さらなる文化の向上及び文化活動の振興を図ってまいり

ます。

また、郷土愛を育むため、図書館郷土資料室におきまして、市の

史跡や遺跡から見つかった出土品等の紹介や展示を行うとともに、

大阪府とも協力体制を図り、大阪府の所蔵品も展示してまいります。

スポーツ振興につきましては、子どもから高齢者までの多様なニ

ーズに応えられるよう、生涯スポーツの各種事業を実施し、市民が

スポーツに一層親しめる環境の充実に努めてまいります。

また、市立体育館につきましては、本市耐震改修促進計画に基づ

き、耐震診断を行いましたが、厳しい結果が出たことや、これまで

雨漏り改修など対策を講じてまいりましたが、施設の老朽化により

改善には限界があること等、この施設のあり方を検討してまいりま

した。今般、現在、廃止となっている鴨公園プール跡地に、防災避

難所機能を備えた体育館として建て替えを行い、これにより、これ

まで以上に全市民の生涯スポーツの振興に資するとともに、いざ災
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害時には広域避難地である鴨公園に大量に避難されてくる住民の屋

内避難所として活用し、市民の健康増進と安全・安心の拠点として

まいります。なお、現体育館はその役割を終え、これを廃止してま

いります。

青少年健全育成につきましては、放課後や週末に学校教室等を利

用して、子どもたちが安全で元気いっぱいに過ごせる居場所づくり

として「子ども元気広場推進事業」を地域のボランティアの方の協

力を得て、市内の小学校において引き続き実施してまいります。

また、青少年健全育成協議会をはじめとする各種団体と連携を図

り、地域との関わりを深めながら青少年に対する情報交換の場づく

り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、人権意識の高揚を図るため、講演会や街頭啓発などによる人

権啓発事業及び人権相談事業を通じ、あらゆる差別の解消と人権が

尊重される社会づくりを積極的に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、市民一人ひとりが性別にかかわりなく互いに人権を尊重し、
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あらゆる分野で責任を分かち合い、個人の能力と個性を発揮できる

男女共同参画社会の実現に向け、施策を推進してまいります。

また、「非核平和都市宣言」を踏まえ、核兵器の脅威と戦争の悲

惨さを訴え、平和を尊重する精神を育み、次世代に伝えるため、非

核平和展を開催し、啓発を図ってまいります。

第４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・リサイクルの取り組みにつきましては、市民・

事業者の協力により、ごみの減量化が進んでおります。

「ごみの減量・リサイクルフェア」等を通じて、更なるごみの減

量やリサイクル推進に向けた啓発を実施してまいります。

今後更なる一般廃棄物の減量化や再資源化を進めるため、泉北環

境整備施設組合では、組合構成３市の資源ごみ分別回収品目を統一

した上で、その他プラスチック製容器包装等の分別収集拡充に対応

した｢資源化センター｣の整備に向け取り組んでおります。また本市

におきましては、現在、戸別回収している資源ごみ類に廃プラスチ

ック等の新たな分別品目の追加やその回収方法として、公共施設を

拠点とした資源ごみの分別回収に取り組んでまいります。
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また、清掃費に係る泉北環境整備施設組合の分担金につきまして

は、４月から清掃費に係る費用が全搬入量割となりますので、今後

更にごみの減量を進めることにより、泉北環境整備施設組合分担等

の経費を削減できるものと考えております。

そのため、これまでのごみの減量化・再資源化の取り組みをより一

層促進するための手法の一つとして、一般ごみの有料化を導入する

ものでございます。これは単に料金制による収入増を目的にするも

のではなく、市民の皆様と共にごみの排出抑制を推進するものであ

ります。

その取り組みをしていただいた結果において、より公平な市民の

ご負担をお願いするという受益と負担の適正化の観点から、取り組

みを進めてまいります。

環境につきましては、低炭素社会に向け、本市自らの取り組みと

しては、これまでの庁内の「エネルギー使用量の削減」や「グリー

ン購入の促進」など様々な取り組みを進めてまいりました。

また、環境フェアを通じて地球温暖化対策の啓発を行い、「高石

市打ち水大作戦」や「ペットボトルのキャップ回収運動」を実施い

たします。
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さらに、大阪府市長会を通じ、関西電力に要望してまいりました

街灯の料金制度が、昨年１２月１日より細分化されたことにより、

ＬＥＤ防犯灯の設置を促進することで、これまで以上にコスト削減

が図れることとなりました。よって二酸化炭素の排出量削減や節電

対策の取り組みとして、今後とも引き続き、街灯のＬＥＤ化の助成

制度を継続し、各自治会とも連携しながら、推進してまいります。

また、大阪府においては、「みどりの大阪推進計画」を策定し、

夏場のヒートアイランド対策の一つとして、緑化を推進しておりま

す。府内１２路線が「みどりの風促進区域」となり、本市において

は堺阪南線沿道が指定されました。そのため、本市も大阪府と協働

し４月よりスタートすべく手続きを進めております。

今後とも、省エネルギーの推進と温室効果ガスの排出量削減のた

め、環境問題に対する意識改革を図り、二酸化炭素の排出量削減に

取り組んでまいります。

まちの美化活動につきましては、市民や各種団体の自主的な活動

により、身近な公共施設である道路、歩道、公園等の美化維持にご

協力をいただいているところであります。このような市民の活動は、
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まちの美化・保全に対する意識を高めるとともに、市民と協働での

まちづくりを進める上で大変重要であり、今後も、アダプト・プロ

グラムやクリーンキャンペーン等市民参加による事業を推進してま

いります。

第５に「地域活力あふれるまち」についてであります。

ブランド戦略につきましては、高石ブランドの確立、イメージア

ップ、まちの活性化などに資するものでございます。

昨年、ブランド戦略検討プロジェクトチームを発足し、高石ブラ

ンドについてのコンセプト・方向性について検討してまいりました。

４月からブランド戦略室を創設し、「音に聞く高師浜」と百人一

首で詠われた白砂青松や富木の巨木伝説等の本市の歴史や伝説をモ

チーフにした市のイメージを大いにＰＲできるキャラクターを創設

してまいりたいと考えております。

また、そのイメージキャラクターを最大限に活用し、本市の様々

な情報を市内外へ発信してまいります。

市政に関わる市民との情報共有につきましては、広報紙、ホーム
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ページ及び高石フォトブログにおいて、より見やすく、かつ、分か

りやすい情報提供や情報発信を行うとともに、市民の自主的・自立

的な活動を支援するため、市民からの情報提供を受け入れ、さらな

る内容充実に取り組んでまいります。

また、市役所での手続きの方法などをまとめた「暮らしの便利帳」

を官民協働事業により発行いたします。

商工業の振興につきましては、大阪府をはじめ関係機関との連携

のもと、各種融資制度や利子補給制度により、市内商工業者の支援

に努めてまいります。

また臨海部につきましては、既に企業立地等促進条例を活用し、

予定も含め約７０億円の投資をしていただいておりますが、この条

例の適用期間が平成２３年度末までとなっておりましたので、昨年

１２月議会で、５年間延長し、対象業種や対象要件を大幅に拡充し、

さらに償却資産の更新も対象にすること等をお認め頂き、これによ

り全国でもトップレベルの産業振興策となりました。

現在周知に努めておりますが、既に１２社からさらなる増設投資

や新規進出の相談をいただいております。
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次に労働者施策につきましては、現下の雇用情勢が非常に厳しい

状況となっており、大阪府や近隣自治体、ハローワークと連携を図

り、新たな雇用機会の創出のため就職情報フェア合同面接会を開催

するなどの取り組みを行ってまいります。

また、様々な要因により就労が困難な方に対しましても、就労支

援コーナーを開設し、コーディネーターが相談に応じ、関係機関と

の連携を強め、さらなる取り組みの強化を行ってまいります。

次に、消費者対策につきましては、アプラ高石に開設しておりま

す消費生活センターを中心に、日常生活の中で生じる多岐にわたる

問題について、消費者である市民の皆様からの相談に応じておりま

す。さらに、国や大阪府と密接に情報網を構築し、各種相談及び情

報提供の拠点としての機能の充実を図ってまいります。

消費者行政活性化基金事業といたしましては、消費生活相談の複

雑化、高度化に対応するため、弁護士と顧問契約を行い、また、相

談員のレベルアップのための研修参加支援や、市民を対象とした消

費者教育講演会等を実施し消費者行政の機能強化等を図ってまいり

ます。
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次に農業・漁業の振興でございます。

都市部における農業は、食糧生産という側面だけではなく、街に

緑や潤いをもたらす貴重な環境資源となっており、農業協同組合な

ど関係機関とも連携して、その振興を図ってまいります。

また、市民農園につきましては、緑農推進とともに市民の健康増

進に資するものであるため、今後とも運営管理を充実させてまいり

ます。

高石漁港は平成２５年を目途に、大阪府から移管を受ける予定で

ございますが、引き続き大阪府とともに漁港施設の整備を図ってま

いります。

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

した。

冒頭にも申し上げましたが、平成１５年４月の市長就任以来、こ

れまで財政健全化計画案を策定し、市民の皆様のふるさと高石市を

愛する心に支えられ、懸命に行財政改革に取り組み、一方で学校の

耐震化１００％など成果をあげてまいりました。この９年間はまさ

に財政健全化との戦いであった感があります。
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そして今、あの東日本大震災の教訓をふまえ、近い将来発生が予

測される東海・東南海・南海３連動地震に備えた防災のまちづくり、

また世代間で支えあう思いやり温もりのあるまちづくりや子育て支

援・教育環境の充実など、少子高齢社会に対応した新たな行政課題

に的確に対応すべく、あわせて本市財政健全化の最終・最大の課題

である土地開発公社の抜本的な解決など、自立再生の総仕上げであ

る第五次財政健全化計画案を着実に達成しつつ、そして第４次総合

計画の「市民主体のやさしさと活力あふれる健幸のまち」をめざし、

職員一丸となり、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

力を賜りますよう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。


