
開催日：令和 4年 3月 7日 

会議名：令和 4年第 1回定例会（第 2日 3月 7日） 

 

○議長（吉田忠則） ただいまから、順次、会派の質問に入ります。 

 まず、公明党議員団代表 吉田章浩議員。 

      〔吉田章浩議員登壇〕 

 

○（吉田章浩議員） 皆様、おはようございます。公明党議員団の吉田章浩でご

ざいます。 

 今定例会におきまして、濱田市長より令和４年度施政方針大綱が発表されま

した。公明党議員団を代表して、私の方から施政方針に対する代表質問をさせ

ていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 私は、高槻の市政発展に向けて、全ての市民が安全と安心を感じ、夢と希望、

そして生きがいを持てるまちづくりを目指していかなければならないと感じてお

ります。しかし、時代は少子高齢化・人口減少社会での課題が山積する上に、自

然災害の脅威や、新型コロナウイルス感染症拡大が長期化するなど厳しい状況

が続いており、本市においても、市民や事業者を支援するため、多くの施策を

鋭意、取り組み続けていただいております。 

 公明党議員団としましても、市民の皆様のお声を原点に、昨年１１月に令和４

年度高槻市政の施策と予算編成に関する要望書として、８つの重点項目と１７９

項目の要望をさせていただき、また、第７弾にわたる新型コロナウイルスワクチ

ンの円滑な接種に関する緊急要望を行ってまいりました。その結果が形として

随所に反映されましたことに、まずは評価をさせていただき、また、これまでの市

政運営についても、濱田市政３期１１年の取組を高く評価させていただきます。 

 さて、令和５年には市制施行８０周年、中核市移行２０周年を迎えます。希望の

未来へ、ウィズコロナの環境下でありますが、一日も早く収束できるよう、共々

に乗り越えていきたいと思います。 

 市長は、施政方針において、令和４年度も重点施策として、「強靱なまちづくり」

「富田地区のまちづくり」「高槻の歴史を継承するまちづくり」など、まちづくりの

３本柱を積極的に取り組んでいくと表明されました。また、結びには成長という

言葉を掲げられ、輝かしい高槻を次世代に引き継ぐために全ての分野において

の成長を目指し、みらい創生のまちづくりをさらに進めていくとされました。 

 まずは、このみらい創生について、どう変わってきたのか、成長について、どう

変わっていくのか、令和４年度とこれからの未来に向けての決意をお聞かせく

ださい。 

 都市機能が充実し、快適に暮らせるまちに向けた取組について、まずは、富田



地区のまちづくり構想についてお聞きします。 

 老朽化が進む公共施設、少子高齢化による市民ニーズの変化、全ての公共

施設を維持することの財政的な課題などから、市民が安全で安心して集える施

設の再構築を検討していくとのことです。これまで要望してきたことは、富田地

区が高槻の副都心として発展していくこと、そして何よりも大切な視点は、地域

と一体となったまちづくりであります。十分な説明と意見交換を行った上で慎重

に進められているのか、今までの経緯より、地域の分断等を危惧していますが、

改めて、富田地区まちづくりの目的、今後の展開、将来像など、本市の考え方を

お聞かせください。 

 また、都市機能が充実し、快適に暮らせるまちに向けた取組については、ほか

３点について要望をしておきます。 

 １点目は、ＪＲ高槻駅南地区の再整備について、本市の中枢都市拠点にふさわ

しい都市機能の誘導が図られるよう、権利者等による再整備に向けた検討会等

を支援していくとのことです。官民連携により、高槻の玄関口にふさわしいまち

づくりをお願いいたします。 

 ２点目に、新名神高速道路の高槻以東の全線開通について、ＮＥＸＣＯ西日本

を引き続き支援していくとのことです。高槻以東の進捗状況については、枚方ト

ンネルでの工事等の遅延から、開通目標が令和９年度に見直しをされました。

絶対無事故の工事を祈っておりますが、一日も早い開通と、本市の事業に影響

がないようお願いしておきます。 

 ３点目に、市バス経営戦略については、市営バスを取り巻く経営環境は、コロ

ナ禍が加わるなど、これまで以上に厳しさを増しております。生活維持路線の本

市の対応が明確になり、公営企業として自立経営に向けた取組が求められます。 

 しかしながら、市民の期待はさらなる利便性の向上です。現在、高齢化の進行

により、ラストワンマイル問題が深刻化しており、北部山間地域など地方公共交

通の在り方についての取組を着実に進めていただくことに加えて、大阪府が推

進しているＡＩオンデマンド交通の導入など、総合的、戦略的な交通政策の推進

を要望しておきます。 

 次に、安全で安心して暮らせるまちに向けた取組について。 

 地域住民等で構成される（仮称）市民防災協議会の発足の支援についてお聞

きします。 

 自助・共助力のさらなる向上を図る重要な取組であり、本協議会づくりに期待

しています。あわせて、地域における担い手の確保も重要と考えます。コロナ禍

が長期化する中で、どのように担い手を確保するのか、また本協議会について

どのように進められるのか、具体の取組をお聞かせください。 

 次に、市制施行８０周年記念事業「市全域大防災訓練」について、お聞きしま



す。 

 自然災害での経験や教訓からも、今後の対策を早急に備えておかなくてはな

りません。今回の８０周年事業と前回の７０周年事業にどのような違いがあるの

か、また、訓練により期待される成果についてもお聞きします。 

 さらに、単なるイベントとしてではなく、より多くの市民の参加、協調、協力が求

められますが、どのようにお考えか、お伺いします。 

 また、これまで要望してきた災害時の避難所ともなる学校体育館への空調設

備の整備方針も示され、評価とともに速やかな整備に加え、非常用電源の整備

など、検討の加速化を要望しておきます。 

 さらに、災害タイムラインの機能強化や、コミュニティタイムラインでは、誰ひと

りも取り残さないための仕組みの一つとして大変有効と考えますので、適切、着

実な取組を要望しておきます。 

 平成３０年の大阪府北部地震を風化させないため、また、認識を深めるために

も、６月１８日を（仮称）高槻市防災・減災を考える日として設置するよう要望し

ておきます。 

 次に、通学路安全プログラムに基づく安全対策についてお聞きします。 

 昨年６月の千葉県八街市で発生した下校中の児童の事故を受け、国から要

請のあった通学路の合同点検として、学校ＰＴＡや地域も交えて、現地での点

検が実施されました。地域の要望など、大胆な改善も早急に検討していく必要

があります。合同点検の総括も伺った上で、市の見解をお聞かせください。 

 また、昨年から続けるセーフティプロモーションスクール認証取得については、

今後、市内全小中学校に広げていこうとする学校安全の取組として、コミュニテ

ィ・スクールの導入と連動させ、地域を交えた丁寧な取組を要望しておきます。 

 次に、子育て・教育の環境が整ったまちに向けた取組について。 

 まずは、民間学童保育の補助拡大と設置促進についてお聞きします。 

 障がい児や高学年児童の受入れ、また、民間事業所の活用や保育の質の確

保等は、要望してきた観点から、今回の取組には一定の評価をしています。共

働き家庭や女性の就業率向上などから、利用希望者が増加傾向にあり、待機

児童の解消が急務です。また、子どもたちの安全・安心な居場所づくりの拡充が

重要な課題です。 

 特に、コロナ禍での感染拡大対策や、弾力的な取組による定員の在り方など

も課題となっています。他市の取組状況を鑑みても、当事業については速やか

に実施すべきです。 

 今後の事業の取組方を、具体にお聞かせください。 

 次に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援、子育て世帯の支援体

制強化についてお聞きします。 



 誰もが安心して子どもを産み育て、十分な教育を受けることができる社会づく

りが重要であり、国においても、こども家庭庁設置法案が閣議決定されました。

少子化の環境の中で、市としての定住人口の増加策とともに、自然増の取組が

急務であります。 

 それは、妊娠、出産、子育て、保育、教育の取組をより一層充実させ、さらに、

機会をつくる観点より、婚活から結婚など、経済的支援等をはじめとする施策

づくりに注力し、多様化、深刻化する児童虐待、いじめ、不登校、貧困、自殺、ヤ

ングケアラー等の課題に対し、子どもの成長段階に応じての支援策が必要だと

考えますが、要望とともに、今回の切れ目のない支援策の目的と具体の支援内

容についてお聞かせください。 

 また、乳児期の新生児聴覚検査の公費助成や、人工内耳装置等に係る費用

の助成など、１８歳以降の助成についても改めて要望いたします。さらに、３歳児

健診における視覚異常の早期発見が視力向上につながることから、申請者の

みならず、乳児健診対象者全員に検査の拡充を要望しておきます。 

 そして、幼児期では、小規模保育事業所に対し、保育の質の向上を図るため

の人材確保の取組についてお聞かせください。中でも、市内で従事する保育士

等に対する奨学金の返済支援を令和４年度も継続されることに評価をしていま

す。 

 一方で、保育の利用選考基準については、双子・三つ子の多胎児加点、兄弟

同時申込み加点、多子世帯への加点については、近隣市との比較の中で、どの

ような課題を認識されているのか、お聞かせください。近隣市の水準になるよう、

強く要望しておきます。 

 次に、コロナ禍長期化に伴う学校の課題について、お聞きします。 

 コロナ禍が長期化する中で、不登校児童が増加しており、その対応が急務と

なっています。２つの中学校区に生徒指導研究指定校を指定するとしています

が、その具体の取組と期待する効果などについて、また、学校指導の視点だけ

では解決しないケースが想定され、特に、コミュニティソーシャルワーカーなどと

の連携強化が不可欠と考えますが、見解をお聞かせください。 

 次に、ＧＩＧＡスクール構想の下、タブレット端末の積極的な活用については、

コロナ休業時の教育の保障として、個人の教育課題に応じた活用、不登校児童

や欠席者等への授業参加につながる等の効果があるなど、児童生徒、保護者な

どからも期待が大きいことから、全小中学校において着実に取り組んでいただ

くことを要望します。 

 次に、教員の働き方改革と教員確保について、お聞きします。 

 本市においては、先進的に、小学校の全学年で３５人以下の学級を導入し、令

和４年度から中学校においても順次始まる３５人学級編制については評価しつ



つも、全国的に教員不足が生じている中で、今後、国の小学校３５人学級制が

始まり、さらに支援学級の増加など教員の需要が高まり、必要な教員数の確保

をしていかなければなりません。このような中で、長時間労働などを背景に教員

志望者が減少しており、学校における働き方改革、教職員の魅力向上の取組を

進めることが最重な課題です。 

 そこで、本市の働き方改革の課題と取組状況、さらに、教員確保への取組につ

いて、お聞かせください。 

 次に、中学校給食費の無償化について、お聞きします。 

 教育費の負担が大きい子育て世帯へ、家計への負担軽減を図る中学校給食

費の無償化の取組については評価しています。 

 一方で、コロナ禍の長期化で教育を取り巻く諸課題が山積する中、中学校給

食費の無償化を優先して実施する理由について、また、令和４年度は新たな財

源として４億６，８３４万円が必要となり、以降、毎年恒常的な財源が必要となり

ますが、財源の確保策等についての見解をお聞かせください。 

 次に、学校図書館の導入など図書館運営について、お聞きします。 

 今回の図書館の蔵書の充実は、高く評価させていただくところです。司書教諭

と学校司書、また中学校区ごとに配置されるコーディネーターの役割など、連携

や情報共有の手法などの具体的な運営について、いまだ見えないことも多いと

感じております。小学校での読書活動協力員の配置も進んでいる中で、新たな

学校図書館運営に向けた取組をどのように進めようとされているのか、考え方

をお聞きします。 

 図書館事業として、読書困難者を含めた利用者の利便性の向上と、新たな利

用者を増やしていくために、電子図書館を導入するとのことですが、市民への

周知とラインナップの充実も要望しておきます。また、１人１台のタブレットが導入

されたことで、他市では市内の全小中学生に電子図書館の専用ＩＤを付与する

など、学校端末を活用した電子図書館の利用事例もあり、今後の検討をお願い

いたします。 

 次に、全中学校区での導入を目指すコミュニティ・スクールについてお聞きし

ます。 

 ４月から第八中学校区と城南中学校区で学校運営協議会制度「コミュニティ・

スクール」が導入されます。本市では、今後も学校単位ではなく、中学校区単位

で導入されますが、その理由、背景をお聞かせください。 

 また、今後の導入予定校区の中には、複数のコミュニティ団体を有するところ

が多く、また、学校ごとの学校園評議員や地域教育協議会などを整理集約して

いく必要もあります。さらに、学校施設の老朽化等、改めて施設一体型小中一

貫校の設置が検討される際には、教育的成果の議論に加え、コミュニティ・スク



ールの円滑な導入と運営が、その前提になってくるのではないでしょうか。 

 そうであるならば、中学校区によっては、相当に時間をかけて丁寧な取組が必

要であると思われますが、市並びに教育委員会の見解をお聞かせください。 

 次に、健やかに暮らし、ともに支え合うまちに向けた取組について。 

 まずは、新型コロナウイルス感染症への対応について、４点お聞きします。 

 亡くなられた方々にご冥福をお祈りし、陽性となられた方々にお見舞いを申し

上げます。また、新型コロナウイルス感染症への対応について、保健所を中心に

応援体制をしきながら、全力で取り組んでいただいている医療従事者をはじめ、

関係者の皆様、本当にお疲れさまでございます。 

 新型コロナ感染症の拡大における闘争は、既に２年を経過しました。ここにき

て重症者の数も増え、注意が必要です。第６波としての急拡大に、日々、多くの

陽性判定の報告がされているところです。今後も、お互い予防対策など注意を

し、共々にこの危機を乗り越えていきたいと思います。 

 さて、１点目は、相談体制について。 

 電話がつがながらない、どこに相談したらよいのか分からない、受け付けても

らえないなどの声が寄せられています。市では、たくさんの情報を発信していた

だいておりますが、関連性が分かりにくいとの声もあり、改善すべきだと思いま

すが、相談体制等の在り方についての見解をお聞かせください。 

 ２点目は、検査体制です。 

 発熱等の症状がある場合、まずは、かかりつけ医での相談となりますが、祝日

などは医療機関につながりません。また、ある方は、発熱後ＰＣＲ検査を受けに

行かれ、座る場所もなく２時間も待たされたと悲鳴を上げられていました。公共

のＰＣＲ検査センターを、本市でも早急に設置すべきだと思いますが、いかがで

しょうか。 

 ３点目に、ワクチン接種です。 

 政府は１日１００万回接種を発表しました。本市では、各医療機関のご協力によ

り、個別接種、集団接種、大規模接種の体制ができています。今回、５歳から１１

歳児の接種が３月８日から始まる予定です。 

 接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法上の努力義務の規

定は適用されませんが、戸惑っている自治体もあるようです。本市の取組をお

聞きします。 

 ４点目に、３月８日から小児向けワクチン接種も始まりますが、病気やアレルギ

ーなど、様々な事情で接種を受けていない人もいます。偏見や差別にさらされ、

不利益な扱いを受けるようなことがあってはなりません。 

 市は、偏見や差別を防ぐための情報発信に一層努める必要があります。見解

をお聞かせください。 



 次に、がん検診のさらなる受診率の向上について、お聞きします。 

 新型コロナウイルスの流行に伴い、医療機関での受診控えが生じており、通

常なら発見できたがんが見逃され、早期発見の治療につながらないことが懸念

されます。 

 令和４年度は、受診環境の整備や、効果的な受診勧奨、受診間隔の見直し等

に取り組むとのことですが、本市の現状とこれまでの取組の総括とともに、現状

の受診率、課題、今後の具体の取組をお聞かせください。 

 また、早期発見等、効果の高い胃内視鏡検査の利用促進のため、検査時の鎮

痛剤等の利用について、本人同意を前提に、本市の無料胃がん検診での利用

を可能としていただくことを要望します。 

 次に、地域共生社会の実現に向けた取組、高槻版の共生社会モデル「（仮称）

福祉ヴィレッジ」についてお聞きします。 

 福祉分野を取り巻く状況は、少子高齢化や福祉ニーズの多様化・複合化など

により、大きく変化してきています。地域のつながりや、高齢者、障がい者、児童

等の各福祉分野を横断した福祉サービスの充実を図るため、植木団地跡地を

活用し、（仮称）福祉ヴィレッジの整備を検討されるとのことです。 

 これまで、市の方針として、コンパクトシティを目指す中でも地域共生社会の

実現に取り組んでこられたと思いますが、今までの取組と、高槻版の地域共生

社会モデルの趣旨、整合性について、その目的や具体の取組、福祉サービスの

充実をどのように図っていくのか、お聞かせください。 

 また、地域特性に応じた付加価値をつけることが大切だと思います。例えば、

防災機能や選挙時の南部地域での不在者投票所などを要望しておきます。 

 次に、重層的支援体制整備事業について、お聞きします。 

 先ほどに続き、地域共生社会の実現に向け、複雑化・複合化した支援ニーズ

に対する包括的な支援体制「重層的支援体制整備事業」の令和５年度からの実

施に向け、検討が始まります。社会福祉法において重層的支援体制整備事業

が創設され、昨年４月に施行、相談、参加、地域づくりに向けた支援を一体的に

実施する事業として、属性・世代を問わない相談・実施体制がしかれ、事業に係

る補助等についても、一括交付金として一体的に執行できるようになりました。 

 今後進める重要な重層的支援体制整備事業への決意を改めてお聞かせくだ

さい。 

 また、現行の高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者分野の相談、地域づくり

を一体的に行う、属性・世代を問わないことが本事業の趣旨です。 

 検討を進めるに当たって、組織横断的なプロジェクトチームの体制をどのよう

にお考えなのか、お聞かせください。 

 また、断らない相談、参加支援、相談ニーズに対応できない不足した支援を創



出する仕組みづくりや、伴走型支援を充実させるために、ＮＰＯ法人など民間協

働の促進を要望しておきます。 

 次に、自治体におけるＳＤＧｓの取組についてお聞きします。 

 ２０１５年に国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）、２０３０年までに、

持続可能でよりよい世界を目指す国際目標に対し、改めて本市の認識をお聞

きするとともに、これまでの取組経過及び今後の展開について、お伺いします。 

 また、誰ひとり取り残さない社会でのＳＤＧｓ未来都市宣言など、高槻の旗頭、

リーダーとしての取組を要望いたします。 

 次に、魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまちに向けた取組についてお聞き

します。 

 将棋など、ＢＯＴＴＯたかつきをはじめとする観光プロモーションと定住促進プ

ロモーションを展開して、交流人口及び関係人口の拡大を図るとしています。し

かしながら、様々な施策が持続可能な行財政運営につながっているのか、分か

りづらい面があると考えております。 

 そこで、施策に対する効果検証をどのように行うのか、また、財政全体の最適

化につながる指標などを物差しとし、施策の優先順位を決めることが重要と考

えますが、見解をお聞かせください。 

 次に、令和５年３月に開館を予定する高槻城公園芸術文化劇場については、

市民と共に文化芸術を創造、発信する拠点として期待されています。特に、心

豊かな市民生活や活力ある地域社会の実現に寄与するなど、市民が誇りに思

える施設に発展できるよう、適正な維持管理と収益機会の確保に向けた取組を

要望しておきます。 

 次に、６次産業化の推進戦略について、お聞きします。 

 市内産業の活性化を図るため、新たに６次産業化の推進戦略を策定し、地域

資源を活用した農林産物の生産者による加工・流通・販売等の取組及び商工

業者と連携を行うとしています。市内産業を支え、稼ぐ力、雇用力を高める戦略

として重要と考えますが、６次産業化の目的、具体の取組と支援について、お聞

かせください。 

 次に、文化芸術振興、将棋振興などについてお聞きします。 

 第２期文化振興ビジョンに基づき、市民一人一人が文化芸術に親しみ、心の

豊かさを感じられるよう、各種施策を推進していくとのことですが、文化の範囲

は幅が広く、また、文化芸術を愛する市民も多くおられます。関西将棋会館が

令和５年に本市へ移転しますので、将棋のまちとして、高槻の知名度がさらに向

上することを願っておりますが、一方で、文化芸術振興の全体のバランスを考

慮した施策の展開も必要であると思います。 

 そこで、全国の将棋ファンの期待に応える本市の将棋振興について、また、そ



の他の文化芸術振興についても見解をお聞かせください。 

 次に、令和４年度中の芥川山城跡の国史跡指定を見据えての取組や、城主で

あった三好長慶の生誕５００年を記念したイベント等については、地元とも連携

しながら着実に進めていただくことや、歴史のまち高槻のさらなる魅力発信に努

めていただくことをお願いしておきます。 

 次に、第３弾のプレミアム付商品券事業について、お聞きします。 

 コロナ禍の長期化に伴う課題対策であるスクラム高槻「地元のお店応援券」第

３弾については、デジタル商品券の発行など、利便性、効率性を高める取組とな

っており、評価するところです。過去２回実施した効果検証の結果や、課題をど

のように反映させたのか、さらに、今後のコロナ禍の見通しが不透明な中で、第

４弾の実施を現時点で優先する理由について、お聞かせください。 

 また、売上げの減少などの影響を受けた事業者等への支援については、事業

継続を支えるため、セーフティネット保証に係る融資相談や、資金調達の円滑化

を図るとのことです。コロナ禍が長期化する中で、売上げ減少や利益率の低下

を余儀なくされている市内中小企業・小規模事業者・個人事業主への給付型支

援については検討しないのか、見解をお聞かせください。 

 次に、良好な環境が形成されるまちに向けた取組について。 

 地球温暖化対策の取組についてお聞きします。 

 昨年の１２月市議会定例会において、気候非常事態宣言に関する決議が、全

会一致で可決されました。地球温暖化の影響による近年の自然災害は、本市に

おいても大きな被害をもたらしました。この自然豊かな環境を守り、次世代に引

き継ぐためにも、本市も事業の拡充が必要です。 

 ２０５０年までにＣＯ2 排出の実質ゼロを目指し行動していくのは、世界的な取

組が必要でありますが、国の方針を踏まえ、各種施策を推進していくとしていま

す。具体の取組をお聞かせください。 

 また、２０２５年大阪・関西万博の開催地として、ＳＤＧｓ先進都市を目指し、使

い捨てプラスチック削減のさらなる推進や、プラスチックの資源循環の推進など

を盛り込んだおおさかプラスチックごみゼロ宣言の趣旨に賛同し、プラスチック

ごみゼロに向けた取組宣言への参加、具体施策の策定・推進、また循環型社会

を目指し、１０月を食品ロス削減月間とされていることから、本市でも積極的に

推進されるよう要望しておきます。 

 次に、地域に元気があって市民生活が充実したまちに向けた取組について。 

 スポーツ推進とにぎわい創出についてお聞きします。 

 ガンバ大阪との間で包括連携協定が締結されたとの報告がありました。本市

におけるスポーツ振興、にぎわいの創出において、本市スポーツ施設の指定管

理者の民間委託による効果の発揮に加えて、さらなるスポーツ環境の整備につ



いても要望いたします。 

 今回、新名神高速道路の高架下を利用したスポーツ施設を、民間活力の導入

等、検討していくとのことです。どのようなスポーツ施設を検討していくのか。例

えば、オリンピックの正式種目になったスケートボードは、若年層の活躍により

注目され関心も高まっています。本市では滑走できる施設がないことから公共

エリア等で滑走しており、市民の生活環境を守るためにも、スケートボードパー

ク施設の設置を検討するとともに、スポーツ推進計画等を展開するに当たり、ス

ポーツを通じた青少年の育成、若者の居場所づくりの視点も踏まえ取り組むこ

とが重要であります。要望とともに、見解をお聞かせください。 

 次に、効果的・効率的な行財政運営が行われているまちに向けた取組につい

て。 

 自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進計画等について、お聞きし

ます。 

 市民サービスの向上や業務の効率化を図るため、具体にどのような取組をし

ていくのか。総務省は、デジタル庁の設置も行い、重点項目を掲げています。ま

た、市のＩＣＴ戦略については、令和２年に策定されていますが、自治体ＤＸとの

整合性を含め、今後の取組内容やスケジュールをお聞かせください。 

 大切なことは、第一に市民サービスの向上です。そして、マイナンバーカードの

普及がされてこそ進めることができる事業です。国はマイナポイント事業を展開

し、インセンティブの創出を図っています。市の方でも特設会場を設けて取り組

んでいただいておりますが、高齢者のスマートフォン講座も拡充しながら、マイ

ナンバーカードのさらなる普及促進とともに、行政手続等の適切なオンライン化

を要望いたします。 

 手続の窓口として、遺族の各種手続に関する支援窓口の開設については、高

く評価しています。独自的な取組について、十分な周知と案内をお願いしておき

ます。 

 最後に、市政の推進に当たって、令和４年度の予算編成においては、自然災

害への備え、将来への投資、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策など、

市民生活等を支援するため、大胆な施策により予算規模は拡大し、一般会計に

つきましては、対前年度当初予算比９．２％増の予算編成とされました。本市で

は、新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認されてから約２年が経過し、国

の施策を補うため、財政調整基金を積極的に活用し、本市の独自施策を適時、

適切に執行されたことは、市民や事業者を守るための取組として、大いに評価

をしているところです。 

 しかしながら、コロナ禍の長期化が危惧される一方で、少子高齢化・人口減少

社会、公共施設等の老朽化対策や自然災害への対応は大きな課題です。先々



の事業の戦略的、計画的な財政見通しは大変重要な視点であります。引き続き

のみらい創生の取組とともに、未来に向かって成長していく、変化していくこと

を考え、今までの総括と将来的な財政の見通しをお聞かせください。 

 また、公共施設等の老朽化対策については、個別施設計画が策定され、実行

モードに入っており、実態に応じた公共施設等総合管理計画の見直しを要望し

ます。さらに、市全体の財政シミュレーションと連動させた上で、持続可能な行

財政運営が可能となる取組をお願いしておきます。 

 以上、公明党議員団としての代表質問です。 

 私たちは、小さな声を聴く力をモットーに日々取り組み、多くの市民の声を受

けてきました。これらの声をしっかりと受け止めていただき、安全・安心、夢と希

望、そして生きがいを持てるまちづくりを目指して、今後も、持続できる市政運

営に取り組んでいただけますようお願い申し上げます。そして、私たちは、これ

からも市議会議員の役割を果たし、誠心誠意取り組んでいくことを決意し、最

後に申し上げ、代表質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○議長（吉田忠則） 濱田市長の答弁を求めます。 

     〔市長（濱田剛史）登壇〕 

 

○市長（濱田剛史） 答弁いたします前に、一言お断り申し上げます。 

 教育に関するご質問につきましては、教育委員会と調整の上、私よりお答えを

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、公明党議員団代表 吉田章浩議員の代表質問につきまして、ご答

弁を申し上げます。 

 みらい創生の取組についてですが、市長就任後、２０年後、３０年後の未来を

見据え、高槻のさらなる成長を目指す未来志向の改革を進めてきました。 

 子育て支援の分野では、いち早く保育所待機児童ゼロを実現するとともに、

妊婦健診費用や子ども医療費助成拡大など、施策の大胆な拡充を図りました。 

 教育の分野では、小学校全学年での３５人学級編制や学校図書の充実、全中

学校区での連携型小中一貫教育の推進、中学校給食の実施など、その充実に

向けて取り組んでまいりました。 

 健康・福祉の分野では、がん検診の無料化や介護予防活動の推進に取り組み、

本市の健康寿命は府内トップレベルの水準にあります。 

 また、日常生活を支える安全・安心のまちづくりも着実に進めてきたところで

す。 

 都市機能の分野では、高槻インターチェンジの開通に伴う関連道路の整備、Ｊ

Ｒ高槻駅におけるホーム拡充や特急列車の停車実現、安満遺跡公園の全面開



園などのビッグプロジェクトを実現しました。 

 また、平成２９年から「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づき、

歳入改革、歳出改革、公営企業・外郭団体改革などに取り組むことにより、健全

財政を維持しながら、これら未来志向のまちづくり、次世代への積極的な投資

を実施し、この１０年で、あらゆる分野において市民生活がより充実し、さらに本

市の輝く未来への礎も着実に築かれたものと確信しています。 

 令和４年度は、中学校における３５人学級編制の実施や中学校給食の無償化、

ＪＲ高槻駅北駅前広場の整備、三島救命救急センターの大阪医科薬科大学病

院への移転や、夜間休日応急診療所の移転、高槻版の地域共生社会の構築に

向けた（仮称）福祉ヴィレッジの検討、将棋のまち高槻に向けた取組、芸術文化

劇場の開館、高槻城公園の整備など、各分野において、本市のさらなる飛躍に

つながる施策を推進します。 

 今後もこの勢いを加速し、健全財政を維持しながら、全ての分野において施

策の充実を図り、輝かしいまち高槻を次世代に残すべく、さらに成長させるみら

い創生のまちづくりを進めてまいります。 

 富田地区のまちづくり基本構想についてですが、策定の目的については、老

朽化の進む公共施設が集積している富田地区において、市民ニーズの変化な

どの課題に対し、まちづくりの視点から、将来を見据えた検討が必要であること

から、地域の方々とまちの将来像を共有しながら、富田地区の特性を生かした

まちづくりを進めるため、公共施設の再構築を軸としたまちづくり基本構想を策

定しようとするものです。 

 また、同構想の策定においては、これまで施設利用者アンケートの実施や、オ

ープンハウスを２回開催するなど、地域住民のご意見を丁寧にお聞きしてまいり

ました。さらに、本年３月に実施するパブリックコメントの期間中においても、オ

ープンハウスの開催を予定するなど、あらゆる機会を捉えて、同構想の周知や

ご意見の把握に努めているところです。 

 今後の展開については、新たに整備する公共施設の基本方針を、「人と人、人

と地域をつなぎ、ともに育む地域拠点」と定め、地域の歴史や文化との調和に配

慮しつつ、誰もが気軽に訪れやすい屋外空間や共用空間などを設けるなど、地

域住民にとって暮らしの一部となる居場所や交流の場などの創出を目指します。 

 まちの将来像については、新たな公共施設を核として、富寿栄住宅建て替え

などに伴う周辺の余剰地を利活用することにより、まちの魅力をさらに高め、ま

ちづくりのコンセプトである多世代が共に育むまちづくりを目指してまいります。 

 （仮称）市民防災協議会に関するお尋ねですが、今後、高確率で発生が予想

される南海トラフ地震や、有馬高槻断層帯地震などの大地震のほか、河川の氾

濫などの大規模水害に備えるためには、ハード整備に加え、ソフト対策の充実に



よる自助・共助力のさらなる向上にスピード感を持って取り組むことが不可欠で

す。とりわけ、防災活動の推進には、防災リーダーなどの担い手確保が重要で

あることから、防災士の活用を視野に入れた仕組みなどを検討してまいります。 

 また、行政の災害対応、すなわち公助は、有事の際に最大限の力を発揮でき

るよう、日頃の備えに万全を期し、その強化に全力で取り組むとともに、自助・

共助力が加わることで、さらなる地域防災力の向上につながると認識していま

す。この自助・共助力をより一層高めていくためには、地区防災会や自主防災

会といった自主防災組織による地域に根差した防災活動に加え、地区内の関

係団体などとの連携が重要です。 

 そこで現在、コミュニティ市民会議と自主防災組織連絡会の代表で構成する

（仮称）市民防災協議会検討会において、自主防災組織における課題の抽出、

個人でも防災活動に参加しやすい環境づくりなど、これからの時代を見据え、

自主防災組織の強靱化を目指して検討を重ねています。 

 さらに、同協議会発足後は、地域特性に応じた防災訓練の企画、実施など、地

区コミュニティ組織や自主防災組織に加えて、地域で活動する様々な関係者と

密接に連携することで、地域防災力の強化に全力で取り組んでまいります。 

 市全域大防災訓練についてですが、市制施行７０周年記念では、当時、中核

市レベルでは類を見ない、市全域を対象とした大防災訓練を実施しました。実

施に当たっては、市民の皆さんに関心を持っていただくよう、けやき通りを占有

した実践的な訓練など、あえて注目を集める手法を用いたことで、市民の防災

意識も向上し、その後の防災施策の円滑な展開に結びつきました。 

 ８０周年記念では、平成３０年の大阪府北部地震や台風第２１号などの被災経

験を生かした訓練に加え、その後に取り組んだ新型コロナウイルス感染症に対

応した避難所運営訓練を実施するなど、災害対応力のさらなる向上を図ります。 

 また、７０周年では地震を想定した訓練でしたが、今回の大防災訓練では、大

型台風接近による淀川の氾濫など、風水害、土砂災害を想定した訓練を企画し

ています。訓練では、現在、モデル地区で策定を進めているコミュニティタイム

ラインや、令和４年度に整備を予定している淀川の広域避難体制の検証を兼ね

た広域的な避難訓練等を実施します。また、避難行動開始の数日前から、市民

への情報伝達訓練を実施するほか、災害対策本部の設置運営、避難情報の発

令や避難所の開設などを時間軸に沿った形で進めていくこととしており、数日

間にわたって実施する点においても、他に類を見ない訓練です。 

 このように、市全域大防災訓練は、大規模かつ注目を集める手法を用いて実

施することで、より多くの市民の皆さんの日頃の備えや避難行動を確認してい

ただく機会となり、大きな効果が期待できます。地震や台風の被災経験を有す

る自治体として、他の自治体に先駆けた取組を実施することで、災害に強いま



ちづくりを全力で推進してまいります。 

 通学路安全プログラムに関するお尋ねですが、国や大阪府、警察等の関係機

関が連携し、継続的に通学路の安全対策を推進できるよう、平成２７年度に通

学路交通安全プログラムを策定し、対策に取り組んでまいりました。その後、交

通安全を中心とした取組に防犯・防災の観点を加え、通学路安全プログラムと

して改定するとともに、学校安全における安全教育、安全管理、組織活動の３領

域の取組として位置づけるなど、さらなる充実を図ってきたところです。 

 八街市の交通事故を受けて実施した合同点検においても、特に関係機関が

連携した対策が必要な箇所については、児童の登校時間帯に合わせ、学校、保

護者、地域住民、関係機関による現地確認を行い、路面標示や注意喚起看板

の設置、警察官による巡回など、それぞれの箇所に応じた対策を検討、実施し

ています。 

 今回、通学路の安全に携わる関係者が一堂に会して、児童の登校時間帯にお

ける現地の状況を共有し、それぞれの専門的な視点から、安全対策に関する検

討を深めることができたことは、関係機関の連携による大変意義深い取組であ

ったと考えています。 

 一方、通学路の状況によっては、対策を講じるまでに長期間を要するケースも

ありますが、改善策の検討や関係機関との調整に引き続き粘り強く取り組み、

児童の登下校時の安全確保に努めてまいります。 

 民間学童保育に関するお尋ねですが、高槻市子ども・子育て会議の答申を踏

まえて策定した「学童保育のあり方等に関する基本方針」において、民間学童

保育室については、待機児童対策としての役割に加え、新たに高学年児童の受

入れを担っていただくこととし、現在、原則として低学年児童を対象としている

運営事業費補助金の対象を、高学年児童にも拡大します。あわせて、民間学童

保育室を利用される方を対象として、公立学童保育室で実施している低所得

者向けの保育料の減免制度に相当する支援メニュー等の検討を進めてまいり

ます。 

 受皿の整備については、中学校区での設置を促進することとしており、令和４

年度には未設置の５か所の中学校区に環境整備事業費補助金の対象となる事

業者を募集する予定です。 

 切れ目のない子育て支援に関するお尋ねですが、まず、新たに実施する産婦

健診の費用助成については、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、

健診結果から、産婦の精神状態や育児環境を把握することで、産後鬱等を早

期に発見し、必要な支援につなげることを目的とし、出産後の健診に対して費用

助成を行うものです。 

 次に、保育人材の育成についてですが、多様な事業主体の民間施設が増加



する中で、保育環境をよりよいものとしていくためには、市全体で質の向上を図

っていく必要があると考えており、令和２年度に公立と民間で組織する就学前

児童施設人材育成協議会を設置したところです。この協議会においては、公立

と民間で人材育成方針を共有するとともに、質の向上に向けて合同研修や共催

研修に取り組んでおり、特にセーフティーネットや安全・安心に関する分野につ

いては、本市が中心となって研修を企画し、小規模保育事業所の職員なども対

象に含め、実施しています。これらの取組を重ね、市全体の保育の質の向上に

つなげてまいります。 

 また、保育の利用申込みの選考における多子世帯の加点についてですが、本

市では、既に兄弟が在籍している保育所に入所を希望する場合には加点をして

いますが、兄弟での同時申込みや多胎児等へは加点していないため、他市状

況を踏まえ、他の世帯との公平性を考慮の上、検討してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響長期化に伴う学校での課題についてですが、

本市において、不登校児童生徒が増加していること、とりわけ小学校の段階か

ら増加傾向が見られることは大きな課題となっています。 

 これらの状況を改善するため、令和４年度から生徒指導研究指定校として、２

つの中学校区を指定し、不登校児童生徒の減少に向け、小中学校が連携した

研究を推進し、その成果を市内全小中学校に広げてまいります。 

 不登校の要因は様々であり、特定することは困難ですが、学習面での不適応

が不登校の継続や学校への復帰を妨げる要因であると捉え、学習指導の視点

から研究を行ってまいります。具体的には、不登校の兆しのある児童生徒や、既

に不登校となっている児童生徒への必要な方策を研究し、個別の計画を作成

することで、きめ細かな指導や支援につなげます。 

 また、福祉や心理の専門家を含めた多職種の参画によるケース検討会議を定

期的に開催することで、適切なアセスメントに基づいた対応を行うなど、不登校

児童生徒を支援するための組織体制の充実を図ります。 

 教員の働き方改革と教員確保についてですが、学校における働き方改革の目

的は、これまでの働き方を見直し、授業を磨くとともに、日々の生活を豊かにす

ることで、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対してより質の高い教育

活動を行うことです。働き方改革を推進していくに当たっては、教員自身が意

識改革を行うとともに、学校や教員が担うべき業務と、学校以外が担うべき業

務を整理した上で、役割を分担し、適正化を図っていくことなどが必要と考えて

います。それにより、授業準備の時間や児童生徒に丁寧に関わる時間を確保す

ることができ、質の高い授業や個に応じた学習指導が実現できると考えます。 

 本市では、これまでに一斉退校日や学校閉庁日の設定、部活動ガイドラインや

自動応答電話の導入等により、時間外在校時間の削減に効果を上げてきまし



た。令和３年度はこれらに加え、校務支援システムを導入し、業務の効率化を進

めているところです。今後も継続して、教員の働き方改革に努めてまいります。 

 次に、教員確保の取組ですが、大学との連携やホームページへの募集掲載、

遠隔地からの希望者に対し、オンラインを活用した採用活動などを行っていま

す。今後もこれらの取組を継続し、質の高い教員の確保に努めてまいります。 

 中学校給食についてですが、平成３０年度に文部科学省が実施した子どもの

教育費に関する調査結果によると、公立小学校の場合、教育に係る費用は１年

平均で約３２万円、公立中学校の場合は約４９万円となっており、家庭の費用負

担は、中学生が小学生の約１．５倍となっています。 

 このような状況を踏まえ、中学校給食費を無償化することにより、教育費が多

くかかる中学生がいる世帯への子育て支援、生活支援を行ってまいります。財

源については、「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づく不断の

取組を継続し、健全財政を維持しながら、財源の確保に努めてまいります。 

 学校図書館に関するお尋ねですが、学校図書館は、子どもたちが読書に親し

み、様々な情報を活用する力を育む学びの場として、教育活動の中核的な役割

を果たすことが期待されています。本市では、学校図書館の機能を充実させる

ため、蔵書を計画的に増冊し、新しく豊富な蔵書を利用できる環境づくりに取り

組んでまいります。 

 学校図書館の運営体制については、これまで本市が推進してきた連携型小中

一貫教育の枠組みを生かし、司書教諭と学校司書とが中学校区で連携・協力し、

蔵書の活用や、系統的で体系的な指導の充実を図るなど、新たな仕組みづくり

を進めてまいります。 

 具体的な取組として、司書教諭は９年間の連続性のある教育課程との関連を

踏まえた学校図書館を活用した授業づくりについて立案するなど、教育の質の

向上を図る役割を担い、学校司書は、学校図書館の環境整備や活動の支援な

ど、学校図書館の円滑な管理運営や機能向上に向けた役割を担います。 

 また、今後、中学校区内での蔵書の活用や９年間の連続性ある指導がより行

いやすくなる体制づくりを検討し、全ての教員が学校図書館の機能を有効に活

用できるよう、取り組んでまいります。 

 コミュニティ・スクールの導入についてですが、学校運営協議会は、平成１６年

の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により制度化され、

その後、平成２９年の法改正を経て、現在ではその設置が各教育委員会の努力

義務となっています。旧制度において、学校運営協議会は学校ごとに置くものと

されていましたが、平成２９年の法改正で、小中一貫教育の効果的な実施など、

学校間で密接な連携を図る必要がある場合には、２つ以上の学校に１つの協議

会を置くことができるよう、整備が行われました。 



 本市においては、平成２８年度から、連携型小中一貫教育を実施しているとこ

ろであり、コミュニティ・スクールの導入に当たっては、連携型小中一貫教育の

枠組みを生かし、中学校区に学校運営協議会を設置することで、より多くの地

域の方々による協力が得られるものと考えています。 

 一方で、分散進学を伴う小学校が複数あることも踏まえ、各中学校区や地域

の実情に応じた学校運営協議会や、地域学校協働活動の在り方など、十分に

時間をかけ、丁寧に検討していく必要があると認識しています。 

 今後、段階的にモデル中学校区を指定し、学校、保護者、地域の方々との連

携を密にしながら、地域と共にあるよりよい学校づくりを目指してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症への対応についてですが、相談体制については、

保健所に受診相談センターを設置するなど、２４時間体制で対応しているほか、

大阪府においても、受診相談センターの回線を大幅に増加し、対応に当たって

いるところです。また、電話がつながらない方にも情報が届けられるよう、ホー

ムページやＬＩＮＥを活用し、受診情報の周知に取り組んでいますが、引き続き

相談体制の充実に努めてまいります。 

 次に、検査体制については、本市で受検できる診療・検査医療機関数は、１年

前と比較して４倍以上に拡充していますが、今般のオミクロン株による急速な感

染拡大により、全国的に検査キット等が不足している状況も踏まえ、引き続き必

要な方が受検できるよう、検査体制の拡充に取り組んでまいります。 

 次に、５歳から１１歳の小児へのワクチン接種については、感染症予防の効果と

副反応のリスクの双方について、正しい知識を持つことが重要です。そのため、

接種券発送時の案内やホームページ、国のパンフレット等を活用し、分かりやす

い情報提供に努めるとともに、ふだんから子どもの予防接種を実施している小

児科などの医療機関に接種を委託し、接種前に丁寧な説明を行ってまいります。 

 また、ワクチン接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受

けていただくものです。接種を望まない人や、健康状態、体質により、接種した

くても接種できない人もいることから、偏見や差別が起きないよう、一層の周知

啓発に努めてまいります。 

 がん検診に関するお尋ねですが、本市においてはがん検診の無料化を実施し、

胃がん検診に内視鏡検査を導入するなど、受診環境を整備するとともに、大阪

医科薬科大学と連携し、医師によるコラムを広報誌に掲載するなど、検診の重

要性の啓発に努めてきたところです。これらの取組により、全てのがん検診の受

診率が大阪府内の平均を上回っていますが、一部のがん検診では、受診率の

低下傾向が見られることから、受診率向上のため、さらなる取組が必要と認識

しています。 

 このような状況に対し、引き続き、保育つきの検診や特定健診とのセット健診



の実施など、受診しやすい環境の確保に努めるとともに、若年層も含めた幅広

い年代に対する個別通知や未受診の方にターゲットを絞った再勧奨を行うなど、

効果的な受診勧奨を行ってまいります。 

 また、令和４年度には、総合保健福祉センターにおいて、健診スペースの拡張

等の改修を行い、より一層の受診環境の向上に努めてまいります。 

 さらに胃がん検診については、５０歳以上の偶数年齢のみの受診となっている

要件について、前年度が未受診であれば受診可能となるよう、改善を図ってま

いります。 

 今後についても、必要な取組を効果的に展開することにより、がん検診のさら

なる受診率の向上を目指してまいります。 

 高槻版の地域共生社会モデル「（仮称）福祉ヴィレッジ」についてですが、これ

まで、地域共生社会の実現に向けて、日常生活圏内で支え合い、助け合う仕組

みづくりや、様々な福祉ニーズを受け止め、対応できる仕組みづくりなどについ

て、高齢者、障がい者、児童などの分野において取り組んでまいりました。これ

らの取組の中で、高齢者福祉の分野においては、福祉施設サービス等の充実、

地域での交流やつながり、生きがいづくり、障がい者福祉の分野においては、

生活支援の充実、就労等による経済的自立の支援、児童福祉の分野において

は、子育て支援の充実などが課題となっています。これからの地域共生社会の

実現に当たっては、支援を必要とする人々を支える仕組みづくりがますます重

要となるとともに、年齢や障がいの有無に関係なく集い、交流できる場所の充

実も求められます。 

 （仮称）福祉ヴィレッジの整備は、これらの課題も踏まえ、これまでの地域共生

社会の取組を引き継ぎ、さらなる福祉サービスの充実を図ろうとするもので、広

大な敷地面積を有する植木団地跡地を活用し、各福祉分野を横断して、一体

的に連携して取り組んでいこうとするものです。構想の立案に当たっては、民間

事業者のノウハウや、創意工夫を凝らした提案などを活用し、地域共生社会の

実現に向けた福祉サービスの内容などについて検討してまいります。 

 重層的支援体制整備事業についてですが、地域においては、８０５０問題や育

児と介護のダブルケアなど、複雑化・複合化した住民課題が年々増加し、これら

の課題に対する適切な対応が求められています。本市ではこれまで、高齢者、

障がい者、生活困窮者の総合相談窓口である福祉相談支援課の設置や、社会

福祉協議会に配置するコミュニティソーシャルワーカーの充実など、包括的な支

援体制の構築に取り組んでまいりました。また、令和３年度を始期とする第４次

地域福祉計画・地域福祉活動計画の下、包括的な相談支援体制をつくる、支え

合い共に生きる地域をつくる、地域や福祉の人材をつくるといった基本目標を

掲げ、地域共生社会の実現に向けた取組を進めているところです。 



 これら取組の成果や強みを生かしながら、高齢者、障がい者、児童等の各福

祉分野を横断した、断らない相談支援体制等の一層の整備に努めることが重

要であり、対象者の属性を問わない支援を一体的に行う重層的支援体制整備

事業の実施は、本市地域福祉のさらなる向上につながるものと認識しています。 

 重層的支援体制の検討に当たっては、健康福祉部、子ども未来部、社会福祉

協議会で構成する地域共生社会等検討会に加え、地域を代表する各種活動団

体や各分野の相談支援機関等に参画いただく社会福祉審議会の下に、組織を

横断した検討を進めてまいります。 

 自治体におけるＳＤＧｓの取組についてですが、国連でのＳＤＧｓの採択から６

年がたち、日本国内でＳＤＧｓに関する認知度は大きく高まり、その考え方は広

く浸透しています。また、国のＳＤＧｓアクションプラン２０２２では、経済・社会・環

境問題に対して包括的に取り組むＳＤＧｓは、世界をよりよい未来へ導く重要な

羅針盤であるとされており、その理念は持続可能な社会の構築に向けて取り組

む自治体にとっても重要なものであると認識しています。 

 本市が取り組む様々な行政施策は、ＳＤＧｓの理念と多くの点で一致しており、

令和２年に日本経済新聞社発行の日経グローカルが、全国の自治体を対象に

実施したＳＤＧｓ先進度調査においても、大阪府内４位と高い評価を受けました。

ＳＤＧｓの理念も踏まえ策定した第６次総合計画や、第２期まち・ひと・しごと創生

総合戦略をはじめ、各種行政計画の策定に当たっては、引き続きＳＤＧｓの１７の

ゴールを視野に入れ取り組むとともに、これら計画に基づくまちづくりを推進し

てまいります。 

 プロモーションの効果検証に関するお尋ねですが、本市においては、観光プロ

モーションと定住促進プロモーションを２本柱として、積極的かつ戦略的な情報

発信に取り組んでいます。 

 観光プロモーションでは、本市の認知度を高めるため、本市の魅力を市外に

広く発信するほか、特定のターゲットを定め、必要な情報をピンポイントに発信

することで、来訪者数の増加を図っています。効果検証については、ＧＰＳの位

置情報を分析し、観光シーズンに市内で過ごす市民と、市外からの来訪者数を

経年比較することで行っています。近年は、新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、検証も難しいところですが、取組を検証しながら継続することで、交流人

口の増加を図ってまいります。 

 一方、定住促進プロモーションでは、引っ越しをする機会の多い２０代から３０

代の夫婦世帯をターゲットとして定め、住むまちとしての本市の魅力をＰＲする

ことで、定住人口の増加を図っています。効果検証については、国等の統計情

報を分析するほか、ターゲット層を対象にしたインターネット調査を実施してい

ます。令和３年の人口社会動態は前年比で増加しており、インターネット調査で



も、若い世代が本市を評価している傾向が見られることから、一定の効果はあ

ったものと認識しているところです。 

 今後も引き続き、適切な効果検証を行いながら、施策の優先順位を定め、効

果的・効率的に取組を推進してまいります。 

 ６次産業化に関するお尋ねですが、６次産業化は全国的に市場規模が拡大し

ており、国においては、各種支援制度が整備されているほか、大阪府は「新たな

おおさか農政アクションプラン」に基づき、６次産業化に関する市町村推進戦略

策定の促進に取り組まれています。 

 このような状況の中、本市においては、市内の農林業者自らが、生産から加工、

販売までを一体的に行う取組や、商工業者との連携を促進することで、農林産

物等の地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組を支援してまいり

ます。また、農林産物加工品の開発や販路を拡大することで、農林業をはじめと

する市内産業の活性化を図り、６次産業化を推進してまいります。 

 令和４年度においては、本市をはじめ大阪府やＪＡたかつき等で構成される６

次産業化を推進するための協議会を設置し、推進戦略の策定及び連携体制の

構築に取り組みます。 

 推進戦略を策定することにより、６次産業化に取り組む農林業者等が、新商品

の開発や加工・販売施設の整備等を行う場合に、国の補助事業における補助

率や採択が有利となることが期待できます。協議会においては、現状と課題を

分析した上で、６次産業化を推進するための取組や各種支援策について検討し、

推進戦略を策定してまいります。 

 文化・芸術振興の取組についてですが、本市では、令和３年に策定した第２期

文化振興ビジョンに基づき、市民一人一人が文化芸術活動を気軽に楽しめる

環境づくりを進めているところです。 

 また、将棋については、高槻城跡から多数の将棋駒が発掘されたほか、ゆかり

の棋士を多く輩出するなど、本市を特徴づける文化であることから、平成３０年

９月に、公益社団法人日本将棋連盟と、自治体として全国初となる包括連携協

定を締結し、緊密な連携の下、重点的に振興を図ってきたところです。 

 そのような中、市営バスＪＲ西滞留所を候補地として、ふるさと納税制度を活

用した資金調達等を含めた関西将棋会館の移転に関する提案を行い、棋士の

皆様にも直接提案内容を説明するなど、積極的に誘致活動を行いました。その

結果、昨年２月に、日本将棋連盟の西日本唯一の拠点施設の本市への移転が

決定したことは、本市にとって歴史に残る大きな出来事であります。新たな将棋

の聖地を抱える自治体として、今後も引き続き将棋文化の振興を図るとともに、

市民の活力と都市の魅力をより一層高められるよう、様々な文化芸術施策を推

進してまいります。 



 プレミアム付商品券事業に関するお尋ねですが、本市では、新型コロナウイル

ス感染症により多大な影響を受けた飲食店や小売店等を支援するため、市民、

事業者と一丸となって地域経済の活性化を図るプレミアム率１５０％のスクラム

高槻「地元のお店応援券」を２度にわたり発行してきたところです。第１弾、第２

弾ともにそれぞれ１３億円以上の消費喚起につながるなど、事業者及び市民の

皆様からも高い評価をいただいており、地域経済の活性化策として非常に有効

な手法であったと考えています。 

 第３弾のデジタル商品券の導入に当たっては、事業者の換金請求に係る事務

負担の軽減を図るほか、コロナ禍での非接触決済へのニーズ、電子決済の高

い利便性等を踏まえ、紙の商品券を基本としながら、状況に応じた施策として

検討を進めてきました。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せ

ない中、飲食店等の事業者は長期的に影響を受け続けており、活性化策を明

確に打ち出す必要があることから、第４弾の実施に向けた検討を早期に進める

こととしたものです。 

 また、売上げが減少するなどの影響を受けた中小事業者等を直接支援する施

策としては、これまでに事業者応援給付金をはじめとする市独自の給付を行う

とともに、大阪府と共同で休業要請支援金などを実施したほか、セーフティネッ

ト保証等に係る融資相談窓口を拡充するなど、資金調達に関してもきめ細かい

対応策を展開してきたところです。 

 今後も、感染状況や国・大阪府の動向等に応じ、適宜有効な施策を迅速に検

討してまいります。 

 気候非常事態宣言など環境の取組についてですが、本市では令和３年３月に

策定した第２期たかつき地球温暖化対策アクションプランに基づき、具体的な取

組を進めています。このうち、ソフト面の取組については、これまでホームページ

や広報誌を活用した市民への啓発などに努めてきました。また、ハード面の取

組では、再生可能エネルギーや省エネルギーに資する機器導入に対する補助

を実施しているほか、公共施設における太陽光発電システムの導入など、行政

が率先した取組を進めています。 

 さらに、まちづくりの取組では、集約型の都市構造や北部森林をはじめとした

緑の保全を推進するとともに、資源の有効利用に関する取組については、リデ

ュース・リユース・リサイクルに努めているところです。 

 今後については、まず早期に気候非常事態宣言を発出し、市民に改めて気候

変動対策の重要性を訴えかけてまいります。さらに施策展開については、地球

温暖化対策の推進に係る法律に示されている、我が国における２０５０年までの

脱炭素社会の実現という基本理念を踏まえ、市民、事業者、行政が協働して効

果的な気候変動対策が実践できるよう、国や大阪府の動向を注視しながら、適



宜、適切な施策を実施してまいります。 

 スポーツ振興とにぎわいの創出に関するお尋ねですが、新名神高速道路高架

下の活用については、庁内関係課で構成される検討会において、多世代を対

象とすることや、にぎわいを創出することのほか、防災等の観点も含め、活用方

針を検討してまいりました。その結果、敷地の一部に複数の競技で利用できる

スポーツ施設の整備を検討することといたしました。 

 当該施設の内容については、現有施設の利用状況を含めた市民ニーズを把

握するとともに、スケートボード等の若者を中心に人気を集めている都市型ス

ポーツなどを含め、広く検討してまいります。検討に当たっては、幅広い市民ニ

ーズに応えることはもちろん、市外からも多くの人に来訪いただける魅力ある施

設となるよう、民間のノウハウも活用してまいります。 

 市東部における新たなスポーツの拠点施設として、スポーツの推進のみなら

ず、まちのにぎわいを創出できる特色ある施設となるよう、整備方針の検討に

取り組んでまいります。 

 自治体ＤＸの取組についてですが、国において、令和２年１２月に自治体ＤＸ

推進計画が策定され、自治体においては、デジタル技術などの活用により、住

民の利便性向上や業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向

上につなげていくことが求められ、自治体の情報システムの標準化・共通化を

はじめとする６つの重点取組事項が示されました。また本市では、令和２年３月

にＩＣＴ戦略を策定し、その基本方針の設定趣旨において、ＩＣＴ利活用による行

政サービスの向上、効率的な行財政運営など４項目を掲げ、それぞれの個別施

策の方向性を示し、施策を実施しています。 

 今後は、自治体ＤＸ推進計画の６つの重点取組事項と、市のＩＣＴ戦略の個別

施策との整合性を図りながら取組を進めてまいります。特に、自治体ＤＸ推進

計画において、行政手続のオンライン化については令和４年度末までの完了、

自治体情報システムの標準化・共通化については令和７年度末までの完了を

目標として示されていることから、これらの課題に優先して取り組んでまいりま

す。 

 これまでの財政運営の総括と今後の見通しについてですが、本市は全国に先

駆けた行財政改革の取組に加え、縮小均衡の改革にとどまることのないよう、

「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づき、未来志向の改革に取

り組んできました。これらの取組の成果として、令和２年度の普通会計決算では、

昭和５８年度から連続して黒字を維持するほか、市民１人当たりの積立金残高

は、中核市６０団体中８位、市債残高は２位と良好な財政水準を保っています。 

 本市がこれまでも、大阪府北部地震や新型コロナウイルス感染症などの対策

に適切に対応できたのは、財政調整基金を含めた健全財政を維持してきた成



果があったからこそで、今後も南海トラフ地震など、様々な突発的事態にも対応

できるよう、引き続き健全財政を堅持する考えです。 

 そこで、本市の将来の財政収支見通しについてですが、さらなる高齢化の進

行による社会保障関係費の増加に加え、人口急増期に整備した多くの公共施

設の老朽化対応に係る経費の増大などにより、本市の財政状況は厳しさが増し

ていくものと見込まれます。 

 このような状況にあっても、本市のさらなる発展と健全財政の維持を両立させ

るため、「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づく不断の取組を

継続するとともに、未来への必要な投資も積極的に行うなど、未来志向の改革

を着実に推進してまいります。 

 以上で、公明党議員団代表 吉田章浩議員の代表質問に対する答弁を終わ

らせていただきます。 

 今後とも、行政運営に全力で取り組んでまいりますので、引き続き市政の推

進に一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 


