
開催日：平成 24 年 3 月 7 日 

会議名：平成 24 年第 1 回定例会（第 2 日 3 月 7 日） 

 

○議長（久保隆夫） 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） おはようございます。公明党の吉田章浩でございます。

公明党議員団を代表しまして、平成２４年度の市政運営の基本方針についてご

質問いたします。 

 今年度の基本方針は、濱田市長の２年目に当たる施政方針であり、平成２５

年には市制施行７０周年、中核市移行１０周年を迎える意義深いときでもあり

ます。また、健全財政を堅持しつつも、少子高齢化等の影響による市税収入の

減少や、社会保障費の増加等、より一層厳しくなる中での市政運営であり、高

槻市の未来を決定づける非常に重要な年度になってくるものと感じております。 

 市長も言われるとおり、昨今の経済状況は、欧州の財政危機より経済的な金

融不安、そして歴史的な円高も重なり、国内の景気経済の低迷、貿易収支が３

１年ぶりに赤字となる問題など、厳しい状況が続いています。 

 また、国において、現政権は、予算を見直せば１6.８兆円の財源を生み出せ

ると強弁していたにもかかわらず、３年連続で税収額を上回る新規国債を発行

し、さらなる財政悪化を招いたことは、余りにも最悪なシナリオだと感じてい

ます。 

 さらに、東日本大震災の発生から１年になろうとしていますが、遅々として

進まない復興支援の状況には、これも政府のスピード感のなさに憤りを感じて

いるところであり、今後のさらなる支援も重要であると考えています。後ほど、

防災についても触れますが、我がまちの防災・減災の推進は、非常に重要な課

題であり、そのスピード感は最重要のテーマであると感じています。 

 さて、濱田市長は、大阪府において大都市制度や広域行政の議論がなされる

中で、府民の変革を求めるパワーを感じていると言われ、また、市民の思いを

受けとめ、市民利益を第一に考えると述べられました。 

 私たちは、今の日本の閉塞感を打ち破り、新たなエネルギーを引き出すため

には、全国一律の地方自治から地域特性に合わせた地域主権の確立にあると考

えています。経済、文化、地理など、地域特性を尊重した枠組みで住民サービ

スの向上を目指すべきだと思います。関西は一つ、大阪は一つ、そして、濱田

市長が言われる、関西の中央都市・高槻とのネットワークを構築していくべき

だと考えています。 



 市長は、広域連携・地域主権について、本市の自主性、自立性を一層高める

チャンスであると言われました。国の一括法の議論では、義務づけ・枠づけと

いう個別的な基準設定の問題と、自分たちのまちをどのように変えていくのか

といったガバナンスの問題が同じ枠組みで出ていますが、地域主権改革の推進

の目的は、市民ニーズに沿った総合的な行政サービスの展開にあると言えます。

中核市移行時の経験を生かしてとのことですが、今回の法改正を機に、それぞ

れの自治体において独自の政策体系の設計を行うことも期待されているところ

です。 

 非常に多岐にわたる権限移譲に対し、今後、庁内でどのような取り組みをさ

れるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 また、このときに地域課題への対応やまちづくりをだれが、どんな役割を担

い、どのような方法で決めていくのか、自治体の仕組みの基本ルールを定めた

自治基本条例の制定を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 高槻市を取り巻く環境には、今後のまちづくりにおいても、さまざまな課題

があります。国の人口推計では、平成７２年には 8,６７４万人に減少すると言

われ、人口減少社会が到来します。 

 神戸国際大学経済学部教授の中村智彦氏は、２００５年に「人口減少時代に

おける衛星都市の問題と課題―大阪府高槻市を事例に―」の論文で、人口増加

局面にあったときには、恐らく行政も市民も想像しなかった。しかし、人口の

高齢化、減少局面を迎え、さらに製造業、事業所の減少が税収や雇用の減少を

引き起こしている。行政も市民も財政的に限界になっていることを理解すべき

時期を迎えていると、中村氏は当時より警鐘を鳴らしていますが、現在の形を

どう考えるのか、大切な局面であることは間違いないと感じます。 

 住みやすさナンバーワンを目指す濱田市長は、関西の中央都市・高槻の存在

感を高め、平成２４年度は、その第一弾として、子育て支援策を大胆に拡充す

ると表明されました。 

 子育て支援策は、我が党の主張でもあり、高く評価させていただくところで

すが、人口減少社会の展望、関西の中央都市・高槻の中長期的な未来像をどの

ようにお考えなのか。立地条件や利便性だけなのか、まちづくりのあり方、市

民の利益とはどういうことなのか、明確なビジョンをぜひお聞かせ願いたいと

思います。 

 それでは、平成２４年度の重点施策について、お尋ねします。 

 初めに、市政運営についてであります。 

 まずは、組織の活性化、機構改革について、簡素で効率的な組織体制の構築

は、スピード感のある市民サービスの一層の向上と充実を期待するものですが、

組織だけが簡素化されても、仕事をするのは人であります。職員の意識改革、



不正を許さない職場環境を全職員が新たな決意で２４年度を出発していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、組織の名称も重要です。何をする部署なのか、窓口はどこなのか、し

っかりと検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 行財政改革については、第８次行財政改革大綱実施計画が示され、経常収支

比率９０％以下の目標を掲げられました。高槻版事業仕分けについても、外部

専門家を交えた取り組みは私どもも要望してきて、評価するものですが、事業

仕分けの目的は、仕事の見直しによって持続可能な地方行政の実現につながる

ことであり、大切なことは、それまでの準備やプロセスで、その上で、そもそ

も市民にとって真に必要なのかというゼロベースの議論と、外部からの新たな

視点であります。今までの業務精査等も一定評価しておりますが、課題や問題

をしっかり総括した上で、形式だけにとらわれない取り組みを求めます。見解

をお聞かせください。 

 また、健全財政の維持では、限られた財源の中で構造的赤字が目前に迫る中、

既存事業の５％の削減目標を掲げての対応を図られました。今後は、行財政改

革とも相まって、市長の手腕が問われると思います。いずれにしましても、１

年後には必ず、その結果があらわれ、評価を受けることになります。経常収支

比率９０％以下の目標達成に向けての全庁的な取り組みを、中間報告として、

市民への公開が必要と考えますが、いかがでしょうか、見解をお聞かせ願いま

す。 

 我がまちの防災についてお尋ねします。 

 さきにも触れましたが、東日本大震災から約１年。私も宮城県仙台市に行か

せていただき、１０.５メートルの津波が押し寄せた海岸に立ち、亡くなられた

方々や、いまだ不自由な避難生活を送られている方々のことを思い、心が痛み

ました。 

 まず、国や府の防災計画の進捗状況はどのようになっているのか。また、本

市の防災会議のあり方について、開催が毎年２月に定例的に行われているよう

ですが、その位置づけと開催時期のあり方をお聞かせください。他市では自主

的、自立的に活発に開催されていると聞いております。高槻版防災会議として、

もっと活発に行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 現在、地域では自助、共助の考え方のもと、自主防災の立ち上げを真剣に考

え、取り組んでおられます。市民のためにも、この機を逃さない取り組みをお

願いいたします。 

 また、我が党としましても、今まで何度も防災についての提案や要望等も行

ってまいりましたが、今回の予算書からは、そのスピードが感じにくい点があ

ります。その意味からも、お尋ねいたしますが、まずは、正常化の偏見という



言葉があります。防災教育について、現状と今後をどのように取り組んでいく

のか、お聞かせ願います。 

 次に、災害時、罹災証明等の一元管理ができる被災者支援システムの導入は、

昨年９月に導入している被災地の訪問を通し、具体の状況を把握し、検討して

いく、とのご答弁をいただいており、その後の状況をお聞かせいただきたいこ

とと、災害時に応急避難場所となる小、中学校の備蓄倉庫の備品拡充について

は、大阪府下、また本市においても公明党議員と住民の協働で学校備蓄倉庫の

点検を行いましたが、例えば飲料水などは一切備蓄されていない状況で、まだ

まだ不十分な状況と感じ、府や市に防災機能の充実に関する申し入れ等を行っ

てきましたが、それぞれの進捗状況と見解をお聞かせください。 

 さらに、防災対策にかかわる非常に重要な女性の視点です。現状と今後の予

定をお示しください。 

 また、地域別ハザードマップや防災マップ、防災ハンドブックの見直しや周

知方法などをお聞かせください。 

 また、あわせて防災対策の有効性が高いと言われる体験型訓練ＨＵＧとＤＩ

Ｇの導入や、皆さんが意識をし、家族で申し合わせを行える家族防災会議の日

の制定を再度要望させていただきます。 

 自然災害等、自助、共助の考え方を基本に、ともに支え合うことが大切です。

行政として、市民の生命と財産を守るという観点は、事前に対応できることは

素早く対応すること、それが濱田市長が被災地で瞬時に描いた危機意識、市民

への思いではないのでしょうか。 

 次に、住環境についてお尋ねします。 

 住宅マスタープランに基づき、新婚・子育て世代が適切な住宅を確保でき、

コミュニティの活性化にもつながる住みかえ支援等について検討をされます。

大切な取り組みと考えますが、具体の考え方をお聞かせください。 

 また、市営住宅の建てかえに関する基礎調査については、低所得者や高齢者

等に対する住宅セーフティーネットとしての公的賃貸住宅の必要性やあり方は

重要な課題です。しかし、老朽化する住宅に市の取り組みは遅過ぎる感は否め

ません。基礎調査内容と、その期間、また今後のスケジュール等についてお示

しください。 

 道路整備についてお尋ねします。 

 関西の中央都市・高槻の新たなアクセス拠点となる新名神インターチェンジ、

地域経済の活性化において市民も企業も注目と期待を寄せており、企業誘致や

災害時の物資運搬等、非常に重要な位置づけであると思います。中でも企業誘

致については、今後どのように取り組むのかお尋ねします。 

 本年２月に発表された大阪府の都市計画道路の見直しに関しては、十三高槻



線は存続となっていますが、用地買収が平成２３年１２月で２０％しか進んで

いないのは問題であります。アクセス道路としても非常に重要で、国道１７１

号の渋滞緩和や物流のスムーズな流れは企業誘致に効果的であると考えられ、

今後どのように進めていくのか、お聞かせください。 

 都市計画道路見直しでは、芥川上の口線等、高槻市の道路渋滞解消への取り

組み、早期の整備が重要だと考えますが、市の見解をお聞かせ願います。 

 次に、バリアフリーと自転車、歩行者の安全についてお尋ねします。 

 本市では、昨年９月に近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表彰を受賞され、

大変誇らしいことだと思います。しかしながら、公共施設や市域歩道のバリア

フリー化、歩道点字ブロック上での障害物等、まだまだ課題は山積しており、

障がい者や高齢者等のことを考えますと、さらなる促進とスピードアップが望

まれます。特に、阪急高槻市駅周辺の放置自転車の対策が急がれると思います

が、いかがでしょうか。 

 今後、歩行者や自転車の安全確保も含めて、どのように取り組んでいくのか。

また、自転車事故も多発し、賠償問題も大きくなっていますが、保険加入への

啓発も進めていくべきだと思いますが、展開をお示し願います。 

 市営バスについてお尋ねします。 

 市営バスを取り巻く厳しい環境の中、直営方式での路線維持型の経営形態を

継続し、真に必要とされる市営バスを目指すとされています。新設の取り組み

として、子ども無料乗車制度については、その目的、対象年齢、そして、どの

ような効果を目指しているのか。例えば、夏休み子どもパスポート乗車券や歴

史探訪のスタンプラリー等、角度をつけての運用が大切であると思いますが、

見解をお聞かせください。 

 大阪府下衛星都市唯一の高槻市営バスは、本年５８年目を迎えました。濱田

カラーの象徴として、今後、更新していく市営バスからボディーカラーを一新

されてはいかがでしょうか。 

 次に、環境的課題です。 

 路上喫煙防止に向けた庁内の検討組織をようやく立ち上げますが、市民から、

対応が遅いとのお声をいただきます。今後の取り組みや罰則規定も含めた考え

方をお示しください。 

 また、高槻クリーンセンターについて、平成２６年度に廃炉とする従前の計

画でありましたが、昨今のごみ減少の現状から、延命化工事を行うとのことで

す。資料にある、さらに数年とは、何年を目途にしているのか、昨年１年間は

何を検討されてきたのか、どの時点で結論を出されるおつもりなのか、お聞か

せ願います。 

 次に、消防・救急についてお尋ねします。 



 高槻島本夜間休日応急診療所の土曜日の診療時間の拡大については評価でき

るものの、今回の診療時間の拡大の根拠と、その必要性についてお聞かせ願い

ます。 

 三島２次医療圏救急医療検討会では、患者数が診療時間帯で一定でないこと

など、効率的な運営が困難との課題を挙げています。また、大阪三島救命救急

センターでは、施設全体の狭隘化、災害拠点病院としての耐震性の課題から、

やはり、早期の建てかえと合わせた機能の拡充が急務です。市長のマニフェス

トにも救命医療の充実が明記されていますが、今後の方針、スケジュールをお

聞かせください。 

 消費生活についてお尋ねします。 

 消費者業務は、広く多岐にわたる仕事量と権限移譲など、大きく膨らむ業務

の中で、現体制で対応できるのか疑問です。市の見解をお聞かせください。 

 さらに、多重債務や詐欺など、社会問題として拡大傾向にあり、休日・夜間

などの相談業務の必要性も感じますが、いかがでしょうか。 

 勤労についてお尋ねします。 

 若者の失業率が深刻な状況であり、経済的な問題にとどまらず、目的感や自

己実現の機会を奪い去る状況です。重視しなければいけない課題だと思います

が、幸いにして市長は昨年の施政方針で、努力する者が報われる社会、市民の

だれもが再チャレンジ可能な社会の構築に向けて、と発表され、資格取得や常

用雇用に職業訓練講座の受講料を助成するという市独自の施策の展開は評価さ

せていただきます。ただ、資格取得後６か月以内の常用雇用についての妥当性

はどうなのでしょうか。弾力的な取り組みを求めますが、見解をお聞かせ願い

ます。また、中高年の再就職も課題だと考えますが、今後の取り組みをお聞か

せください。 

 地域福祉の推進についてお尋ねします。 

 地域福祉活動の実施主体である社会福祉協議会の役割は、さらに大きなもの

となっています。その活動拠点となる（仮称）社会福祉会館の設置が活動計画

にも盛り込まれています。 

 さて、平成２３年３月に策定された高槻市災害ボランティアセンター運営マ

ニュアルについてお尋ねしますが、災害時に予測される基本的事項がまとめら

れています。平常時から災害ボランティアの登録、研修等を行うべきだと思い

ますが、どのように計画されているのかお聞かせ願います。 

 高齢者福祉の向上についてお尋ねします。 

 介護保険給付費等準備基金を活用して、介護保険料の増額抑制に努めるとし

ていますが、今後、介護保険サービスの利用増加により、保険給付がますます

増加することは必至です。介護保険の運営が円滑、かつ適切に行われ、市民の



意見が反映されるように調査審議することを目的とした、高槻市介護保険運営

協議会の設置を要望したいと考えますが、市の見解をお聞かせください。 

 さらに、高齢福祉において緊急通報装置の対象者拡大については、早期の実

施を望み、夫婦世帯への拡充を求めます。また、健康面では、国の第４次補正

予算を受け、高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成を要望させていただきます。

肺炎球菌による肺炎全体の８割以上を抑えることができるとされており、全国

で６６０の市町村が公費助成を行っています。それぞれの見解をお聞かせくだ

さい。 

 障がい者福祉の向上についてお尋ねします。 

 障害者自立支援法の改正に伴い、成年後見制度利用支援事業を利用する負担

額を無料とする取り組みや、本市独自の取り組みで内部障がい者を支援するハ

ートプラスマークの普及啓発、また、車料金割引制度の導入については、高く

評価させていただいております。 

 お尋ねしますが、本年１０月の障害者虐待防止法の施行に向けて虐待対応窓

口を設置されますが、早期の実施が望まれます。窓口の設置時期、場所、体制

についてお聞かせください。 

 また、厚生労働省は、昨年７月に４大疾病に加え、新たに精神疾患を入れて

５大疾病とし、精神疾患を医療政策の重点疾患との位置づけにしました。精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、都道府県には、その体制

の確保について明記をされましたが、本市の障がい者医療費助成制度に精神障

がい者も対象に加えることを要望いたしますが、本市の見解をお聞きします。 

 また、自殺対策については、年間自殺者が３万人にも上り、国民の４０人に

１人以上が精神疾患で医療機関を受診しており、国民の健康危機と言える状況

です。本市においては、関係機関と支援体制の整備に向けた新たな取り組みを

されますが、総合的な連携や効果をどのように図るのか、全体の内容をお聞か

せ願います。 

 生活福祉の向上についてお尋ねします。 

 生活保護費不正支出事件の再発防止対策として、職員体制の拡充はどれくら

い進んだのでしょうか。昨年、国の監査で指摘された主な内容と、その改善対

策もあわせて具体にお聞かせください。 

 また、被保護世帯の抱える問題等に的確に対応するため、特に医療費扶助に

ついて、電子レセプトの審査、指導の強化に努めるとされていますが、具体の

取り組みについてお聞かせ願います。 

 医療、健康の増進についてお尋ねします。 

 成人保健事業の受診率向上対策については、ワンコインや保育つきでの各種

検診の実施等、大変評価できますが、医療機器の更新については、一部では対



応されたものの、医療機器のデジタル化や保健センターのあり方については、

早期の対応が望まれます。市の見解をお聞かせ願います。 

 ニート、ひきこもり等の支援についてお尋ねいたします。 

 全国的に不登校児童生徒数が増加していることが問題です。卒業後もひきこ

もりの状態が続き、進路未定のまま長期化してしまうケースを初め、児童、青

少年を取り巻く問題は、極めて憂慮すべき状況にあり、教育との関係も深くか

かわっていると言わざるを得ません。不登校になった後の受け皿となる施設が

必要ではないかと考えますが、本市には富田青少年交流センターや春日青少年

交流センターがあります。この施設の活用はどのようにされているのか、お聞

かせください。 

 また、子ども・若者育成支援推進法にのっとり、庁内ネットワークの構築に

向けて取り組みをされますが、その内容もお示しください。 

 子育て支援についてお尋ねします。 

 今年度の新規取り組みとして、子ども医療費助成制度に改称し、所得制限の

撤廃と小学校６年生までの対象拡大は、これまでも要望してまいりましたし、

評価もしております。ただ、他市では中学校３年生まで進んでいる状況で、今

後、このことも視野に入れてご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 また、不育症治療費の助成や特定不妊治療助成の所得制限撤廃は、大阪府内

で初の取り組みとなり、大変に評価いたします。本市で子どもを産み、育てた

いご夫婦にとって、充実した取り組みとして期待をするところです。しかし、

一方の課題として、保育所の待機児童解消について、子育てに頑張る方々にと

っては、今後の市の対応に大きな期待と不満の声を多くいただいております。

公平、公正性をしっかり周知いただき、待機児童等のインターネットでの公開

を望みますが、いかがでしょうか。待機児童解消の具体の取り組みと、４月時

点での予測待機児童数についてお示しいただき、今年度検討された家庭的保育

事業・保育ママについて、どのようなスケジュールで実施されるのかお聞かせ

願います。若い世代が子育てしやすいと、全体的な評価が大切ではないでしょ

うか。 

 次に、市立保育所や幼稚園の効率的な運営の検討や耐震化の検討もされます

が、今後、民営化も視野に入れた取り組みが必要だと思います。近隣市の状況

や市の見解をお聞かせください。 

 障がい児を対象とした支援について、発達相談の窓口の設置をされることは、

大変評価するところです。お尋ねしますが、新設される発達相談窓口について

は、どのような規模、体制で実施されるのか、また名称については、障がい児

相談支援となっていますが、相談に来る保護者に配慮する観点から、発達相談



という文言にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 任意予防接種助成については、継続されるものの拡充予定は示されていませ

ん。中核市での助成制度の状況をお聞かせいただき、昨年同様、無料化を要望

いたしますが、いかがでしょうか。 

 次に、教育についてお尋ねいたします。 

 本市では、授業の工夫や改善で多くの教育改革に努めてこられ、２３年度大

阪府学力・学習状況調査の結果を見る限り、すべての調査結果が府下平均を上

回っており、一定の評価をするところです。そこで、新たに導入する３５人学

級編制計画については、計画の実施を円滑に進めるに当たって、教員の配置に

ついてどのように取り組みの有効性を高めようとされるのか。今年度は、８校

の実施と伺っていますが、学校の環境整備の取り組みをお聞きいたします。 

 また、２４年度から新学習指導要領の完全実施により、中学校で武道が必修

化となります。武道未経験教員の指導のあり方や柔道着の洗濯、保管場所等、

予算措置もなく、課題が多くあると思われますが、事故に対する対応も含め、

環境整備の取り組みをお聞きします。 

 特別支援教育支援員については、学校生活介助支援員を１５人配置されます

が、教育現場からは介助支援員をふやしてほしいとの要望をいただいておりま

す。２４年度の支援学級在籍見込み数は、昨年より１０７人増の 1,０２０人と

なっており、学習活動支援員も含め、障がいのある児童生徒への、さらなる支

援体制が必要です。支援学級の担任で教員経験も浅く、特別支援学校免許を取

得していない教員が多い実態を、どう改善されるおつもりなのか、市の取り組

む決意をお聞きします。 

 学校図書館等について。 

 本市は、学校図書館１００万冊計画により、学校図書館が他市に先駆けて、

いち早く全校で図書標準を達成し、大変評価するところですが、図書標準達成

が目的になってはなりません。児童生徒がみずから図書を活用し、豊かな感性

や情操をはぐくむ読書習慣を身につけることが大切です。全小学校に配置され

た図書館支援員の活躍はお聞きしていますが、中学校においても読書環境整備

員だけでなく、図書館支援員を配置し、各中学校が学校図書館としての明確な

取り組みを打ち出せる体制整備が必要と考えます。市の見解をお聞きします。 

 また、「まちごと子ども図書館」構想のもと、本格的に実施されていますが、

学校図書館との連携、強化が望まれます。これまでの成果を踏まえ、今後の取

り組みについてお聞かせください。 

 （仮称）北地区図書館の建設工事がようやく始まります。昨年の我が党の代

表質問で、７館構想について、空白地の２地区のうち、五領地区においては、

阪急上牧駅の公共公益施設用地を中心に検討するとの答弁でしたが、その後、



どのような検討をなされたのか、お聞きします。 

 中学校給食については、平成２６年度の開始を目指して準備を進めています

が、今までのスクールランチの総括が重要であり、これからの中学校給食への

期待と課題、指導性も含めた課題整理をどのようにしていくのか、考え方をお

聞かせ願います。 

 次に、ＪＲ高槻駅北東地区についてお尋ねします。 

 いよいよ４月１日より北東地区における供用が開始され、新しい時代の高槻

市の顔が誕生します。その中で施設の維持管理については、全国的にも珍しく、

民間の管理協議会と協定書を交わされましたが、その維持管理の範囲と目的、

効果についてお聞かせください。 

 また、昨年提出した我が党の予算編成に関する要望書でも取り上げましたが、

高槻の新しい顔に、ドライミストの導入で、猛暑に向けての熱中症対策と、吹

田市商店街でも好評のように、その話題性に期待したいと思いますが、いかが

でしょうか、見解をお聞かせください。 

 富田駅周辺地区の整備についてお尋ねします。 

 富田芝生線の沿道整備は、今年度より用地買収が進められています。これま

で富田地区まちづくり協議会においては、機運が高まっている反面、阪急高架

化事業や富田奈佐原線の整備が進まない状況に対して、本市はどのように考え

ているのか、また、濱田市長がマニフェストに掲げた富田複合庁舎の建設は大

変評価するところであり、今後のスケジュールについてお聞かせ願います。 

 次に、交流人口がふえるまちとして、観光、営業戦略、歴史遺産についてお

尋ねします。 

 重点課題の一つに、都市間競争の戦略があります。今回、高槻ブランドを一

歩拡充するため、高槻営業戦略として、より積極的に取り組み、本市の魅力を

発信しようとするものですが、これまでの観光基盤整備を初め、観光振興に関

する取り組み等も２２年度以降の対外ＰＲは評価できるものですが、全体的に

は、まだまだこれからだと思います。 

 まずは、喫緊の最重要課題として、全国に誇る「いましろ 大王の杜」、今城

塚古代歴史館を中心とした観光資源の大胆な活用への取り組みが必要と考えま

す。１年目は、目標入場者数を上回ったとはいえ、観光情報コーナーの活用な

ど、さまざまな課題も出ています。現状の課題と今後の取り組みなど、市長の

お考えをお聞かせください。 

 公園について、まずは安満遺跡芝生公園等整備事業についてお尋ねします。 

 ３者による基本協定の締結を受け、整備構想の策定に向けた新たな検討が始

まります。市街地では、最大とも言える本市の貴重な財産をどのように生かす

のか、市長の政治姿勢が問われる重要課題であります。そのためには、将来の



高槻の目指すべきビジョンを明確に示した上で、行政、地域、市民が一体とな

って取り組むことが必要かと思います。市長の基本的な考えをお聞かせくださ

い。 

 次に、市長は、昨年７月、芥川山城跡を現地視察されました。施政方針にも、

三好山、帯仕山付近一帯において、緑、歴史に親しめる散策の場として、案内

板や散策路等の整備に向けた取り組みを行うとされています。現在、歴史の散

歩路１０の散策コースを利用していただいていますが、芥川山城跡も新たなコ

ースとして追加をし、桜や紅葉の季節に散策していただけるように、文化財ス

タッフの会・観光ボランティアの増員も含め、関係機関との協働事業の実施を

希望しますが、市の取り組み、見解をお聞かせ願います。 

 次に、今回、提案されているスポーツ振興条例の調査研究は、国のスポーツ

基本法の改正に基づき提案されたものと思います。これまで、本市の唯一のス

ポーツ振興の基本方針である、高槻市スポーツ振興対策及び施設整備に関する

基本方策は、平成１２年に庁内の検討委員会で策定されたものです。今回は外

部識者、スポーツ関係者などで構成されるスポーツ振興審議会を開催し、提言

を受けての策定を要望しますが、見解をお聞かせください。 

 また、本市には、なでしこリーグの１部に昇格した女子サッカーチームを初

め、日本女子プロ野球機構も本市を拠点にされるなど、多くの可能性を秘めた

スポーツ選手が高槻におられます。市民に対してもスポーツに親しむ機会と場

所の提供が望まれます。サッカーや野球等の練習場の確保など、スポーツ施設

についてはダイナミックな取り組みを期待するところであります。市の見解を

お聞きいたします。 

 文化振興についてお聞きします。 

 文化・芸術の拠点となる市民会館の建てかえ、また文化振興のビジョンにつ

いては、それぞれ懇話会で検討されています。市民会館の建てかえについては、

昨年策定された市民会館建て替え基本構想に、今後、進めていく建てかえ計画

においては、施設としての諸課題の検討とともに、まちのにぎわい創出や市民

の憩いの場所として、良好な都市環境をつくるために、城跡公園と市民会館と

の総合的、一体的な整備に向けて取り組んでいきますとあります。一体的な整

備に向けての検討について、その基本コンセプトが重要です。その提示の時期、

また具体的な検討は、今後どの部署が担当されるのか、お尋ねいたします。 

 最後にお聞きいたします。濱田市長は、検事、弁護士を経て、民間人から市

長になられました。そして、２年目に当たり、パラダイム転換を通して、これ

までの行政職員の考え方にとらわれない斬新で大胆な発想を常に発信していき

たいと決意されており、私どもも期待をするところであります。１年たった今、

市民目線での市役所の常識と非常識をどのように認識されているのか、また、



市長自身はどのような期待を受けていると感じておられるのか、高槻市行政の

最高責任者として、これからどう進んでいこうとお考えなのか、お聞かせいた

だければと思います。 

 そして、濱田市長がおっしゃるとおり、そもそも高槻には自然や歴史、交通

の利便性など、住民に十分満足される都市としての魅力が備わっていると感じ

ています。そのよさを十分伝え切れていなかったのではないかと、濱田市長を

初め、職員の皆さんが高槻の営業マンという意識を持ってＰＲしていくと、力

強いご決意をいただきました。大いに期待をいたします。しっかり市民満足度

を勝ち得ることが大切だと思います。まちづくりは人づくりからであります。 

 また、東日本大震災から人の価値観が変わったと言われています。人と人と

を結ぶ「絆」の言葉どおり、人、自然、歴史、文化等のつながりが大切です。 

 住みやすさナンバーワンは、住んでよかった、訪れてよかったと実感できる

ことが大切であり、それは人と人のつながりの中に生まれてくるのではないで

しょうか。 

 さらに、もっと民間の活力と連携すべきであります。防災や減災、観光や地

域振興、また、さまざまなＰＲにおいて、もっともっと連携すべきだと感じま

す。 

 平成２４年度の基本方針をもとに、さまざま申し上げましたが、これが市民

の声であります。市民の利益につながる市政運営を、未来を築く取り組みを、

濱田市長の熱い思いを込め、今後も緊張感を持って取り組んでいただくことを

お願い申し上げ、公明党からの代表質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

<PAGE="78"> 

○議長（久保隆夫） 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） 皆さん、おはようございます。 

 答弁いたします前に、一言お断りを申し上げます。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。 

 権限移譲の取り組みについてですが、本市は中核市移行に伴い、多くの権限

移譲を受けましたが、これを強みに変え、他市にはない特徴的な取り組みを実

施してきた実績があります。一例で申し上げますと、保健所では平成２１年度

の新型インフルエンザ発生時には、いち早く発熱相談センターを立ち上げ、医



療機関との連携により府内で先駆けて発熱外来を設置することなどにより、市

民の生命、健康に対する影響を最小限に食いとめることができました。 

 地域主権一括法により、新たな権限が移譲されることとなりますが、これを

契機と受けとめ、せざるを得ないではなく、権限を活用してどんな施策が打ち

出せるかという気持ちで、一層の市民サービスの向上に努めてまいります。 

 自治基本条例についてのお尋ねですが、今後、市民の皆さんが住みやすさを、

より実感できるまちづくりを進めるためには、市民の皆さんと行政がそれぞれ

主体性を持ち、課題解決に向けて協働でまちづくりを進める必要があり、その

ためには共通の基本ルールが必要だと認識しております。そのため、まずは現

行の市民参加に関する指針に基づく取り組み実績について検証するとともに、

広く市民、事業者、各種団体等の皆さんのご意見を伺い、本市における課題の

整理に努めてまいります。 

 まちづくりのビジョンについてですが、本市の財政は、生産年齢人口の減少

による税収減、高齢化の進展による扶助費の増加などにより、今後ますます厳

しくなると予測しております。このような状況において、今後も持続的に本市

を発展させるためには、これまでの行財政改革を初めとした取り組みに加え、

定住人口の増加を目指した積極的な施策の推進が必要であると考えております。

関西の中央都市としての高い利便性に加え、さまざまな施策において、本市の

強みをさらに高めることにより、市民の皆さんにとって住みやすく、市外の方

からも住みたいと思われるまちづくりを目指してまいります。 

 組織の活性化についてですが、市における最大の資源は人材、すなわち職員

であると考えております。そのためには、職員のやる気を引き出し、個々の職

員が持つ能力を最大限に発揮できる環境づくりが必要です。本市の新たな組織

機構につきましては、スピード感を持って市民サービスの向上と充実を図るも

のですが、職員一人一人が適正かつ的確に責任意識を持って仕事に当たること

ができる職場環境もつくってまいりたいと考えております。 

 機構改革についてですが、昨年の１２月議会において、事務分掌条例の全部

改正についてご可決いただきましたが、機構全体につきまして、さまざまなご

意見をちょうだいしたところです。今回の機構改革は、当然、市民サービスの

向上を目指しておりますが、実施に際しては、組織の名称変更等により、ご不

便をかけないよう、わかりやすさの観点も含め、改めて精査を行っております。 

 高槻版事業仕分けについてですが、これまで取り組んできた事務事業評価や、

業務精査などの内部評価を一歩進め、その成果を踏まえた、より客観的で公正

な事業評価とすることを目的に実施し、本市が行う事業の進行管理の精度と実

効性を高めてまいります。公開の場で第三者に参画いただき、事業の目的や手

法など、評価を受けることが必要と判断する事務事業を対象とし、市民の理解



を得つつ、限られた経営資源の適正な配分につなげてまいります。 

 健全財政の維持についてですが、今般、策定した第８次行財政改革大綱実施

計画では、計画期間中の４年間に見込まれる収支不足額に対し、その均衡を目

指すとともに、経常収支比率についても９０％以下とすることなどを目標に掲

げております。この目標達成に向けては、全庁一丸となった取り組みが必要で

あり、また市民の皆様にもご理解をいただきながら進める必要があります。計

画の進捗状況につきましては、適宜、議会及び市民の皆さんに報告し、公開し

てまいります。 

 防災に関するお尋ねですが、国では東日本大震災を受け、津波対策を中心に

防災基本計画の見直しをされるとともに、東南海地震など３連動地震の被害想

定について検討されております。また、府では、現在、国の見直しを受けた地

域防災計画の修正を進められているところです。本市防災会議は災害対策基本

法に基づき設置し、地域防災計画の策定と推進などを行っており、必要に応じ

て会議を開催し、審議いただいているところでございます。 

 市民に対する防災教育としては、市民や企業、行政も含め、大規模災害が発

生した際に、慌てることなく、おのおのがその役割を果たせるよう各種訓練も

含め、周知啓発を今後とも行ってまいります。 

 被災者支援システムについては、大阪府が同システムの導入、運用を計画し

ており、その活用に向け、府と協議を進めております。また、備蓄資機材です

が、必要な物資、数量など絶えず検討し、計画的に配置しております。飲料水

についても、まず方面隊基地に配置してまいります。 

 次に、女性の視点についてですが、出前講座など、さまざまな機会をとらえ、

女性から直接ご意見を伺っておりますが、さらに防災指導員等、防災に関する

さまざまな組織にも積極的に参加いただくよう働きかけを行ってまいります。 

 また、これから地域とともに作成に取り組む地域版ハザードマップや、更新

する防災ハンドブックについては、地域の防災訓練などに活用していただき、

防災意識の向上につなげていただけるよう働きかけを行ってまいります。 

 住みかえ支援策についてですが、新婚・子育て世帯は、比較的面積規模の小

さな住宅に居住している比率が高い一方、郊外住宅地に居住する高齢世帯の利

便性の高い町なかへの移住のニーズの高まりから、今後、郊外住宅地の空き家

の増加も予想されます。こうした状況を踏まえ、新婚・子育て世帯の適切な規

模の住宅確保と、郊外住宅地のコミュニティの活性化にもつながるような、住

みかえ支援について、関係団体との連携の可能性も視野に入れながら検討して

まいります。 

 市営住宅についてのお尋ねですが、平成２２年度に策定しました高槻市営住

宅長寿命化計画に基づき、富寿栄住宅につきましては、既存敷地において建て



かえを実施する場合、建築基準法等の高さ制限などの規制の中で、どの程度の

規模の建物を建築することができるかといった検討を主な内容として、平成２

４年度に基礎調査を行うものです。今後の予定ですが、基礎調査の内容を踏ま

えて、基本構想の策定につなげてまいりたいと考えております。 

 企業誘致についてですが、新名神高速道路インターチェンジは、交通の要衝

として企業からの期待も大きく、大都市圏に近接した立地や、豊富な労働人口

に加え、本市の企業誘致における、さらなる優位条件になるものと認識してお

り、新たに初期投資奨励金を加えた奨励制度を中心に、幅広く推進してまいり

ます。また、都市計画マスタープランで、広域交流拠点と位置づけたインター

チェンジ周辺では、高い立地ポテンシャルを有効活用し、経済活力の増進につ

ながる適切な土地利用が図られるよう、地域とともに取り組んでまいります。 

 道路整備についてですが、本市の外環状幹線道路である十三高槻線は、国道

の渋滞緩和や新名神高速へのアクセス道路として大変重要な道路であります。

現時点で用地買収率は低いですが、地元の事業協力が得られ、より一層の事業

進捗が図れるよう、施行者の大阪府を強く支援してまいります。また、本市の

主要な道路においては、交通渋滞を初め、多くの交通課題がある中で、今回の

大阪府の都市計画道路の見直しの素案では、本市の将来の道路ネットワークを

形成する重要な役割を担う路線について、廃止候補として示されました。今後、

本市では各路線の位置づけ、経過、整備率比較のほか、渋滞状況等も踏まえ、

重要路線については存続に向けて大阪府と粘り強く協議を進めてまいります。 

 放置自転車対策についてですが、阪急高槻市駅周辺の市道等においては、撤

去等の対策を実施しております。しかし、阪急電鉄敷地内の放置自転車対策は、

現在、阪急電鉄との協議を行っています。阪急電鉄におかれましても、対策の

必要性は認識されており、引き続き問題解決に向けて協議を進めてまいります。 

 歩行者や自転車の安全確保についてですが、歩行者と自転車の安全で快適な

通行を確保するため、特に通行量の多い中心市街地等のエリアにおいて、歩行

者と自転車の分離を基本とする道路空間の再配分を検討し、これらの整備の方

向性を示した計画の策定に向けて取り組んでまいります。 

 次に、自転車事故の保険加入の啓発ですが、現在、広報紙、市のホームペー

ジなどで行っておりますが、今後より一層の啓発に努めてまいります。 

 市営バスについてのお尋ねですが、休日等における市営バスの子ども無料乗

車制度につきましては、子どもの社会参加と子育てを応援する取り組みとしま

して、新たに検討を開始するものです。対象年齢や実施時期、運用方法等の詳

細につきましては、今後、他市等の事例も参考にしながら検討を進めてまいり

ます。 

 市営バスのボディーカラーにつきましては、利用者に与えるイメージとして



重要と考えますので、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。 

 路上喫煙防止に向けた取り組みですが、路上喫煙につきましては、受動喫煙、

歩きたばこの危険性、吸い殻のポイ捨て等が社会問題となっております。本市

におきましても、市民の快適な生活環境の確保に、より資するために、高槻市

まちの美化を推進する条例、通称ポイ捨て条例の見直しに向けて、庁内検討組

織を立ち上げてまいります。喫煙者と非喫煙者が、ともに安全・安心で健康な

生活が送れるよう、罰則規定も踏まえた議論を行ってまいります。 

 高槻クリーンセンターについてのお尋ねですが、第一工場の稼働期間につき

ましては、平成２６年度までを耐用年数と考えておりましたが、第二工場の大

規模なリフレッシュ工事が近づいていることから、最低限必要な対策を講じ、

さらに二、三年延長してまいります。また、第一工場更新について、課題等の

整理を行ってまいりましたが、今後のごみ量の推移を見定めつつ、クリーンセ

ンター全体としての整備計画をできる限り早期に検討し、整備してまいります。 

 高槻島本夜間休日応急診療所についてですが、現在、平日夜間から深夜にか

けて、また休日・祝日において、かかりつけ医で対応できない時間帯をカバー

するため、初期診療を実施しております。本市は高槻市医師会とともに、市民

の皆さんがかかりつけ医を持つよう啓発をしているところですが、市民の皆さ

んの安全を確保し、特に子育て世代が、より安心できる医療環境を整備するた

め、小児科、内科、外科の診療科で、比較的空白時間帯となっている土曜日午

後の診療時間を拡大することにより、小児救急医療を初めとした初期救急医療

体制の一層の充実を図るものです。 

 三島救命救急センターについてですが、救急医療体制の整備については、三

島２次医療圏の３市１町で構成する三島２次医療圏救急医療検討会において、

望ましい救急医療体制の構築に向けて検討を進め、とりまとめた結果を本年２

月に大阪府の協議組織である三島保健医療協議会に報告し、本報告を基本に医

療圏における救急医療体制の推進を図る、とされました。当該協議会における

三島２次医療圏の救急医療体制についての取り組みの推移を見守る中で、三島

救命救急センターの耐震化や建てかえについても、大阪府や３市１町、医療関

係者等、三島医療圏全体で協力関係を構築しながら、これら課題の解決に努め

てまいります。 

 消費生活業務についてですが、市民の安全・安心な消費生活の確保に向けて、

消費生活相談の充実、消費者教育と啓発事業の推進に努めるとともに、計量事

務及び消費者保護事務についても、円滑な業務の実施が図れるよう体制を整え

てまいります。休日、夜間等の相談業務については、現在、専門家団体による

休日電話相談を案内しておりますが、今後、他の自治体の状況や市民ニーズを

調査研究してまいります。 



 就労支援についてですが、常用雇用に至るまでの期間設定については、先進

自治体の事例を参考に検討しているところですが、常用雇用に至る就労形態は

さまざまなものがありますので、資格等取得から就労に至るまでの期間設定に

ついては、支援事業の趣旨を踏まえ、弾力的な運用が必要であると考えていま

す。また、厳しい中高年の再就職への取り組みといたしましては、関係機関と

連携しつつ、就職面接会等の開催などを実施してまいります。 

 災害ボランティアについてですが、平成２３年度には社会福祉協議会におい

てボランティアを募集し、東日本大震災の被災地支援を行ったほか、ボランテ

ィア市民活動フェスティバルにおいても、参加されたボランティアなどから関

係者の連携についての報告を受けました。それらを生かして平成２４年度には、

社会福祉協議会が災害発生時を想定したボランティアの登録手続等のシミュレ

ーション訓練の実施を予定しておられます。本市としましても、これらの成果

を踏まえ、災害時にスムーズな支援が行えるよう、社会福祉協議会と協力して

計画的に取り組みを進めてまいります。 

 介護保険の運営についてですが、３年ごとの介護保険事業計画策定年度につ

いては、市会議員や、それぞれの専門分野の代表に加え、公募により選出しま

した２名の市民に高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に参加していた

だき、市民の皆さんの意見が計画に反映できるように努めてきたところです。

今後も市民の皆さんの意見が、より一層反映できるよう、現行の法的枠組みの

中での工夫を行い、分科会の適切な運営に努めてまいります。 

 高齢者福祉についてのお尋ねですが、緊急通報装置の対象者拡大につきまし

ては、現在、早期の実施に向けて取り組みを進めております。実施可能となり

次第、高齢者世帯への対象者拡大を行ってまいります。また、高齢者肺炎球菌

ワクチン接種の公費助成につきましては、国において検討されているところと

承知しております。大阪府内では８市町村で実施されており、今後、国及び他

市の動向を注視しつつ、実施について検討してまいります。 

 障がい者虐待防止についてですが、本年１０月施行の、いわゆる障害者虐待

防止法に対応した相談及び支援体制につきましては、障がい者への虐待の未然

防止、早期発見及び虐待後の支援に対し、迅速かつ適切に対応できる体制であ

るべきと考えております。そこで、本市といたしましては、１０月に大阪府の

研修を修了したケースワーカーを専任とし、障がい福祉課に相談窓口を設置い

たします。さらに、相談窓口が有効に機能するよう、市内の相談支援事業所や

関係機関との連携の強化を図ってまいります。 

 精神障がい者の医療費助成についてですが、全国の中核市においても、医療

費助成制度として精神福祉手帳所持者に対して年齢を問わず実施されているの

は、４１市中１８市となっており、そのすべてが都道府県との共同事業となっ



ています。本市といたしましても、府福祉医療費助成制度で対応すべきと考え

ますので、引き続き精神障がいの程度に応じた医療費助成制度の創設を府に要

望してまいります。 

 自殺対策についてですが、現在、相談支援事業、普及啓発事業、ゲートキー

パー養成事業を中心に実施しているところです。新たな取り組みといたしまし

て、自殺未遂者等のハイリスク者への支援、情報共有者や課題検討を目的とし

た庁外関係機関との検討会議の設置を行います。その効果的な事業実施のため、

従来の自殺対策庁内連絡会の再構築を図り、総合戦略プランの目標達成に向け、

多角的な視点を持って自殺予防対策を推進してまいります。 

 生活福祉に関するお尋ねですが、職員体制につきましては、事件発覚後、現

在まで、職員１０名を増員いたしております。国の監査で指摘されました生活

保護の適正実施につきましては、訪問計画及び援助方針の見直しや、査察指導

員による進行管理の徹底、職員研修の充実など、それぞれ改善に取り組むとと

もに、実施体制につきましても、人員のさらなる増員を含め、強化を図ってま

いります。また、電子レセプトでは、頻回受診や長期入院患者を抽出し、嘱託

医の審査等により個別指導を進め、適正な医療の給付に努めます。 

 成人保健事業についてですが、健康寿命延伸など、総合戦略プランの目標達

成に向けて適切な環境整備を図るため、昨年９月から本市の関係部署と高槻市

医師会など関係者で構成された、成人保健事業施設検討委員会において、施設

についての検討を重ね、保健事業や事業推進のための拠点施設の課題と対応策

などについての報告書をとりまとめたところです。今後は、引き続き施設の必

要性について、関係者から幅広く意見をいただきながら検討を行ってまいりま

す。また、デジタル化など、医療機器の更新については、その検討の中で議論

してまいります。 

 ニート、ひきこもり等の支援についてですが、富田・春日青少年交流センタ

ーの青少年相談では、義務教育終了後のひきこもりなどについて、電話や相談

員による相談を行いながら、個々のケースに応じて学校や関係機関、ＮＰＯ等

との連携を図り対応しております。また、ひきこもり等の課題を有する青少年

の支援に取り組むため、庁内関係課の相互の連携や、情報の共有、現状の把握

を目的として、平成２４年度に庁内ネットワークを構築してまいります。 

 子ども医療費助成制度についてですが、今般、所得制限を完全に撤廃し、入

院、通院ともに小学校卒業年度末まで対象年齢を拡大させていただくことで、

本市の子ども医療費助成制度は、政令市を除けば府内でトップの水準となると

ころです。中学校卒業年度末までの対象拡大につきましては、中核市や府内の

一部の自治体が実施されておりますが、本市といたしましては、平成２５年度

に向けて検討を続けておられる大阪府の制度改正を注視しながら、制度拡大の



効果を検証してまいります。 

 待機児童解消に向けた取り組みについてですが、第２次高槻市保育計画に基

づいて取り組みを推進しております。また、増大する低年齢児の保育需要に対

して、応急的入所待機対策として、保育者の居宅等で少人数の低年齢児の保育

を行う家庭的保育事業については、平成２６年度の制度導入に向けて、さらに

検討を進めてまいります。平成２４年４月時点での待機児童の見込み数につい

ては、現在選考の最終段階であること等から、お示しすることはできませんが、

各保育所の入所状況や待機状況などのインターネットでの公開については、今

後、検討課題としてまいります。 

 市立保育所・幼稚園の民営化についてですが、市立保育所では、茨木市や豊

中市、箕面市などで実施された事例はありますが、幼稚園については近隣市で

の事例はございません。今後は、市立の幼稚園や保育所のあり方につきまして

は、就学前の児童施設として、地域や小、中学校との接続、児童数の動向、保

育や教育の保障と充実など、さまざまな観点から検討してまいります。 

 障がい児支援についてですが、言葉が遅い、発達が少し心配、あるいは子ど

もとのかかわりが難しいなど、配慮を要する子どもに特性に応じた一貫した支

援をするため、子育て支援を推進する子育て総合支援センターに新たに窓口を

設け、発達相談事業を実施するものです。このような趣旨から、窓口の表示等

につきましては、市民の皆さんが気軽に相談できるよう配慮してまいりたいと

考えております。 

 任意予防接種助成についてですが、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防

の３つのワクチン接種を現在、有料で実施している中核市は、本市を入れて５

市になります。これらのワクチンは、任意の予防接種であることから、ワクチ

ンの効果や副反応を十分理解した上で接種されるよう、周知に努める必要があ

るものと認識しております。引き続き、国の示す基準額の１割をご負担してい

ただきますが、生活保護世帯と市民税非課税世帯につきましては接種費用を免

除いたします。 

 ３５人学級についてですが、一人一人の子どもを大切にし、きめ細やかな指

導の充実を図るためには、少人数による指導が効果的な取り組みであると認識

しております。さらに、少人数学級編制は学習指導の効果だけではなく、生徒

指導面においても子どもたちと向き合う時間がふえることにより、基本的な生

活習慣の確立や、生徒指導上の課題の早期発見、早期解決が図れると期待する

ものです。対象学校については、その運営上の課題を考慮しながら、必要な教

科等の教員を充足させる３５人学級編制補助教員を決定し、当該校に配置する

予定となっております。各学校では、この補助教員を配置することで、正規の

教員から６年生の担任を生み出し、学級指導の充実を図ります。 



 なお、学級がふえる８校については、人的配置とあわせて、教室の確保やエ

アコンの設置など、学習環境の整備に努めてまいります。 

 中学校での武道の指導についてですが、本市では本年４月から中学校で完全

実施となる武道必修化に先立ち、平成２１年度から大阪府教育委員会の研究協

力校として、さらに平成２３年度は文部科学省の事業を活用して、各学校に畳、

柔道着やヘッドギア、剣道防具などを整備してまいりました。また、教員の実

技研修の実施や、各中学校で授業を行う際には、教員と専門的な指導者が２人

体制で指導に当たるなど、事故の防止に努めてきたところです。今後とも各校

での指導状況や課題等を把握するとともに、武道が安全に実施できるよう指導

マニュアルの作成や環境整備に努めてまいります。 

 支援学級についてですが、特別支援教育支援員については、平成２４年度に

増員を図り、各校の状況を踏まえ、適切に配置してまいります。また、支援学

級担任の専門性の向上については課題であると認識しており、引き続き、市教

育センター研修や校内及び中学校区での研修会の充実に努めるとともに、専門

家による巡回相談等を通じて教職員の資質向上を図ってまいります。 

 なお、特別支援学校免許については、府の認定講習会を活用するよう情報提

供を行い、取得者の増加に努めてまいります。 

 中学校図書館についてですが、学校図書館の蔵書につきましては、文部科学

省の図書標準を達成させ、その充実に努めてまいりました。学校図書館の役割

としましては、子どもたちが本に親しみ、読書活動を行う場であるとともに、

学習活動における情報資料を活用する場でもあると考えております。その活動

を支援する人材の役割は重要であると認識しておりますので、中学校への人材

配置のあり方について検討してまいります。 

 「まちごと子ども図書館」構想についてですが、子どもたちがあらゆる機会、

あらゆる場所を通じて読書活動ができるよう、学校図書館等との連携強化を進

めているところです。平成２２年度から図書を巡回させるという画期的な事業

を始め、また図書館職員を派遣し、本の紹介方法などを実演する事業にも取り

組み始めました。子どもたちと本をつなぐ人が重要ですので、今後も学校図書

館担当やボランティアなど、人材育成に力を注いでまいります。 

 市立図書館の整備についてですが、高槻市立図書館整備方針におきまして、

７館整備の方向性を示しておりますが、現在２地区が空白地となっております。

お尋ねの五領地区につきましては、阪急上牧駅前の公共公益施設用地を中心に

内部検討を進めております。まずは、（仮称）北地区図書館の建設を行ってまい

りますが、空白地の解消は課題でございますので、具体化に向けて検討を進め

てまいります。 

 中学校給食導入についての課題整理の考え方についてですが、庁内及び学校



関係者から成る高槻市立中学校給食実施検討委員会で検討を進めておりますが、

中学校のほとんどの教職員にとっては初めての経験であることから、諸課題に

適切に対応するため、試行校の校長を初めとする教職員や、教育委員会の関係

職員などから成る中学校給食試行校連絡会を設置し、他市への視察も行いなが

ら具体的な検討を進めております。今後もスクールランチの総括を行うととも

に、試行実施の結果を踏まえ、本格実施に向け、さらに検討を深めてまいりま

す。 

 ＪＲ高槻駅北東地区についてですが、官民一体の維持管理はデッキ、公園等

の公共施設の清掃や植栽管理を、地元管理協議会も費用負担されながら、本市

の通常の水準以上で維持管理されていくもので、高槻市の新たな玄関口にふさ

わしい良好な景観を高いレベルで、効果的に維持しようとするものです。ドラ

イミストにつきましては、緑豊かな都市環境の創出に努められている民間事業

者に対し、さらなる取り組みとして、積極的な導入を働きかけてまいります。 

 富田駅周辺のまちづくりについてですが、阪急高架化、富田奈佐原線の整備

は、当地区の交通課題を抜本的に解決できる重要な事業であり、本市のまちづ

くり基本構想に基づき、具体的に取り組まれている地元の状況を示しながら、

早期整備を大阪府に強く要望してまいります。また、富田複合庁舎につきまし

ては、同地区に立地する公共施設の規模や権能など、現在の行政サービスの状

況についての整理を進め、複合庁舎を含めた具体的な施設整備のあり方を検討

してまいります。 

 「いましろ 大王の杜」についてですが、我が国最大級の埴輪祭祀場を再現

し、壮大な大王陵を体感できる全国唯一の史跡公園として、関係各課が一丸と

なり、市内外への広域的なＰＲを展開してきたところです。今後も、引き続き、

雑誌社やテレビ局等のマスメディアに対し積極的な営業活動を行うとともに、

埴輪にちなんだ商品の開発、販売や観光情報コーナーの充実など、さらなる話

題づくりに取り組んでまいります。 

 安満遺跡芝生公園についてですが、公園整備構想につきましては、おおむね

２年間をかけて策定してまいりたいと考えております。検討に当たりましては、

市民ニーズを把握し、外部の検討委員会においても幅広いご意見をちょうだい

する中で、市民を対象とした説明会等を開催し、さらにはパブリックコメント

を実施するとともに、議会にも適宜報告し、さまざまなご意見を機会あるごと

にお聞きしてまいります。これらを参考に、高槻の将来のまちづくりを見据え、

安満遺跡芝生公園が多くの市民や他市からの来園者にも楽しんでいただける歴

史と緑豊かな公園となるよう、整備構想を策定してまいりたいと考えておりま

す。 

 芥川山城跡についてですが、芥川山城跡のある三好山、帯仕山付近一体は、



本市における市街地近郊の貴重な緑と歴史の重要地域として認識しています。

この地域については、散策やハイキングに親しまれている摂津峡との連携を図

りながら、身近に緑と歴史に触れ、親しまれる本市の重要な観光資源として、

周辺地域や関係機関と協働し、魅力あふれる空間の形成に向けた取り組みを進

めてまいります。 

 スポーツ振興条例についてですが、昨年８月施行のスポーツ基本法において、

スポーツは生涯にわたり、心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠の

ものとして、スポーツの重要性と役割が明らかにされました。これを受け、ス

ポーツ事業を推進し、生涯スポーツ社会の実現に向けた取り組みを進めてまい

ります。スポーツ振興条例につきましては、他市の状況等について調査研究を

進めてまいります。 

 スポーツ施設についてですが、スポーツの振興において、トップレベルのス

ポーツが果たす役割の重要性は十分認識しており、本市に拠点を置くスペラン

ツァＦＣ大阪高槻が、なでしこリーグに昇格したことを機に、萩谷総合公園サ

ッカー場の観客席を増設するなど、施設の拡充を図ってまいります。また、チ

ームの練習場確保などについてですが、現在、市が保有するスポーツ施設にお

きましては、既に多くの競技団体や市民の方々が利用されています。トップレ

ベルチームから利用施設や利用時間などについての要望があれば、一般の競技

団体や市民の皆さんの利用との調整を図ってまいりたいと考えております。 

 城跡公園と市民会館の整備についてですが、市民会館のあるエリアは中心市

街地に位置し、高槻城跡などの歴史資源を有する貴重な緑の空間であります。

基本コンセプトについては、身近に歴史と緑、文化に触れ合える公園として策

定に取り組んでいる城跡公園の基本構想とも整合を図りながら、市民会館建て

替え基本構想に基づき、現在、策定を進めている基本計画の中で検討してまい

ります。 

 なお、担当部署につきましては、市民生活部を中心に全庁的に取り組む予定

です。 

 市民目線での市政運営についてですが、市長としての職務を務める中で、時

には自分自身がこれまで持っていた考え方の物差しや、判断基準と微妙に異な

るスタンスで政策決定に望まなければならないのだと感じることもございまし

た。また、民間企業と比較してスピード感に欠けると感じたこともございまし

た。これらについては、一般の市民の方も同じような感想をお持ちになってい

るのではないかとも考えております。これからも行政経験を積み重ね、皆さん

から信頼される市長を目指し、一方で行政経験がなかったからこそ素朴な疑問

を感じられた、この感覚を忘れることなく、常に市民目線で、斬新かつ大胆な

発想を大切にしていきたいとも思っております。 



 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。 
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