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市税
505.4億円
（4.8）

1,363
億円

1,363
億円

民生費
673.1億円
（4.7）

衛生費
161.8億円
（34.6）

総務費
148.5億円

（△6.8）

国庫支出金
311億円
（18.1）

地方交付税
114億円
（6.5）府支出金

112.8億円（9.3）

市債
83.1億円（△28.1）

土木費
104.3億円（23.8）

教育費
86.5億円（2.1）公債費

85.7億円（△0.8）
商工費
46.9億円（350.8）その他

55.9億円
（△6.2）

地方消費税交付金
69.6億円（5.5）
繰入金
67.5億円（130.6） その他

99.4億円
（22.2）

※�表示単位未満は四捨五入をしています
※�下表の増減率は令和3年度当初予算と比較。円グラフのカッコ内の数値は
令和3年度当初予算と比較した増減率。△はマイナス

※令和4年2月28日現在の人口（349,385人）で計算
令和4年第1回市議会定例会で、令和4年度当初予算が可決され
ました。今年度も「みらい創生」のまちづくりに向けた予算編成
を行っています。
� �

財務管理室／℡674-7352問

　一般会計は1,362億7,718万
円で前年度当初予算より9.2％
増加しました。また特別会計や
企業会計を合わせた総額は、
2,471億3,754万円で前年度当
初予算より5％の増加となって
います。

一般会計　
対前年度比9.2％増 　今年度の予算編成では、頻発する自然災害

に備えるための安全・安心の取り組みや、中
学校給食費の無償化を始めとする新たな子育
て支援策、将来に向けた投資など、施策の充
実を図る一方で、喫緊の課題である新型コロ
ナ対策や市民生活・地域経済を支援するため
の施策を盛り込みました。
　市は今後、高齢化による社会保障費の増大

「みらい創生」のまちづくりに向けた予算編成

　歳入では、市税は、前年度当
初予算と比較して、市税全体で
4.8％増の23億1,238万円の増
額を見込んでいます。また、新
型コロナへの対応の財源とし
て、国庫支出金47億7,531万
円の増額を見込んでいます。

歳入　
市税･国庫支出金が増

　歳出では、前年度当初予算と
比較して、新型コロナへの対応に
伴い、衛生費が41億6,169万円
の増額。商工費は、プレミアム付
商品券（第3弾・第4弾）の発行
などで、36億5,143万円の増額
を見込んでいます。

歳出　
衛生費･商工費で増

一般会計予算を市民1人当たりで計算すると…（総額　390,049円）

ID �056048

一般会計の内訳

令和4年度当初予算

会　　計　　別 予算額 増減率
（％）

一般会計 1,362億7,718万円 9.2
特別会計 1,108億6,036万円 0.3

特
別
会
計
の
内
訳

国民健康保険
特別会計

385億9,434万円 4.0

介護保険
特別会計

321億2,567万円 4.1

後期高齢者医療
特別会計

68億4,268万円 3.5

母子父子寡婦
福祉資金貸付金
特別会計

1億4,691万円 56.3

財産区会計 46億6,256万円 △2.9
下水道等事業会計 143億7,254万円 0.6
自動車運送事業
会計

44億9,498万円 △1.6

水道事業会計 96億2,069万円 △9.1
合　　　　　計 2,471億3,754万円 5.0

や公共施設の老朽化対策に加え、長期化する
新型コロナの影響などにより、厳しい財政運
営が想定されます。引き続き、創意工夫によ
る徹底的な経費縮減や新たな歳入の確保な
ど、財源の効果的な活用に努めることによ
り、健全財政を維持しながら、高槻をさらに
成長させる「みらい創生」のまちづくりを推
進します。

福祉・医療
148,101円
（38.0％）

子育て・教育
102,162円
（26.2％）

市債の返還
24,536円
（6.3％）

消防関係
10,042円
（2.6％）

その他
61,891円
（15.9％）

歳入 歳出

市民税や固定
資産税などの
税金

国からの補助
金など

府からの補助
金など

国や金融機関な
どから借り入れ
る資金

消費税の一部が
交付されるもの

基金（貯金）を
取り崩したもの

諸収入、使用料及び手数料、寄附金など

安定的な行政サービ
スの提供を目的に国
から交付されるもの

高齢者福祉、障がい
者福祉、児童福祉、
生活保護など

ごみ処理、保健所管
理、予防接種など

文化振興、庁舎の維
持管理など

道路、公園、
市営住宅など

借入金の返済

商工業振興、観光など

消防、議会、農林業など

小・中学校、
幼稚園、社会
教育など

・民間学童保育室の設置促進　2.9億円
・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険特別会計への繰出
　144.2億円
・高齢者福祉施設整備費用の助成　11.7億円

・新型コロナウイルスワクチン接種の実施　25.7億円
・救命救急センターの整備・運営を支援　18.8億円
・総合保健福祉センターの改修　2.6億円
・�エネルギーセンター第一工場解体・リサイクル施設
整備　6.9億円

・関西将棋会館移転に向けた取り組みの推進　6.6億円
・芸術文化劇場の整備　29.1億円
・マイナンバーカード普及促進　2.4億円

・高槻城公園の整備　12億円
・富寿栄住宅の建て替え　9.1億円
・ＪＲ高槻駅北駅前広場の整備　7.1億円
・川添公園の整備　2億円

・中学校の給食費を無償化　4.5億円
・中学校35人学級編制の導入　1.4億円

・プレミアム付商品券（第3弾・第4弾）の発行　35億円

都市環境
43,317円
（11.1％）

令和4年度当初予算
みらい創生のまちづくりへ
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太陽光パネル

蓄電池

太陽光発電システム（イメージ）

北部森林における台風被害の状況（当時）

たかつき市民環境大学の様子

　高槻の良好な自然環境を守り・育て・将来に引
き継いでいくため、「たかつき市民環境大学」
「市民林業士養成講座」（本誌35・36ページに
関連記事）や環境展（本
誌33ページに関連記事）
などを実施しています。
ぜひご参加ください。

高槻の環境について
知る・学ぶ

記録的な高温や台風の強大化、豪雨、大洪水などの極端な気象
現象により、私たちの生活が脅かされています。市では、こうした
状況を市民・事業者の皆さんと共有し、協働して気候変動対策に取
り組もうと、3月18日に「気候非常事態宣言」を表明しました。

	 �環境政策課	
℡674-7486

問

ID 	038447

　近年、地球温暖化の進行が国際的に問題となって
います。温暖化の影響により、海面上昇や異常気象
の増加、さらには、健康被害や生態系損失・食糧不
足などさまざまな分野で影響を及ぼすと言われてい
ます。本市でも、平成30年9月に発生した台風第21
号により、家屋や北部の森林が大きな被害を受けま
した。

地球温暖化の影響が顕在化

ID 	001912
　市ホームページでは気候変動対策
に関する情報をはじめ、日々の生活
の中で簡単に実践できる取り組みな
どを紹介しています。
　また、環境省ホームページ「ひと
りひとりができること　ゼロカーボ
ンアクション30」でも、温室効果
ガスの排出を減らすための具体的な
取り組みを紹介しています。

もっと詳しく知りたい人へ

　気候変動の原因の一つは、温室効果ガスの排出量
が増えたことにあるとされています。
　本市の排出量を部門別にみると、家庭部門の30.2
％、業務部門（事務所など）の24.2％、産業部門
（工場など）の22.5％と、3部門合計で全体の約77
％を占めています。家庭や事務所、工場それぞれ
が、排出量を削減することが重要です。

市民、事業者　皆さんの協力が必要

・	エアコンの温度は、夏は室温28℃、冬は室温
20℃を目安に設定しましょう

・	移動手段には、徒歩、自転車や公共交通機関を
利用しましょう

・	マイボトルを携帯し、使い捨てプラスチック容
器の使用を減らしましょう

始めてみよう
身近な取り組みから

　市では、エネルギー消費の削減を通じて地球温
暖化を防止するため、市民・事業者が行う太陽光
発電システムや、省エネルギー設備などの設備設
置に経費の一部を補助しています（本誌45ペー
ジに関連記事）。ご相談は環境政策課（℡674-
7486）まで。

制度を活用して
お得に設置

気候非常事態宣言の全文
　私たちが住み働く高槻市は、北摂連山の美しい山並みに恵まれ、淀川の悠久の流れに抱かれた自
然豊かなまちであり、私たちは大いにその恩恵を受けて生活しています。
　しかし、2012年には時間降雨量110ミリという集中豪雨に伴い床上浸水による被害が、2018年
には台風第21号により広範囲な風倒木による被害が発生するなど、異常気象により、自然環境や市
民の生活環境に大きな影響が生じています。
　また、同様に世界各地においても、平均気温の上昇、記録的な大雨や洪水、台風の強大化、干ば
つの深刻化などの異常気象が生じており、これらの要因に地球温暖化があることは、科学的知見に
より明らかにされています。
　このようなことから、本市の豊かな自然環境及び高質な生活環境を次世代に継承し、持続可能な
社会を実現するため、気候非常事態であることを宣言し、地球温暖化対策の推進に関する法律に示
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、市民一人
ひとり、それぞれの事業者、行政が協働して効果的な気候変動対策に取り組んでいきます。
 2022年3月18日　高槻市長 濱田 剛史

・	こまめな消灯・電源オフなど省エネ・節電につ
ながる行動に取り組みましょう

・	LED照明や高効率な機器への置き換えを進めま
しょう

・	省エネルギー診断を受けて事務所・工場内のエ
ネルギー利用を最適化しましょう

事務所・工場で

家庭で

家庭部門
30.2％

業務部門
24.2％

産業部門
22.5％

運輸部門
18.8％

廃棄物部門
4.3％

＜平成30年（2018年）度部門別温室効果ガス排出量＞
令和3年（2021年）度版たかつきの環境より

気候非常事態宣言を表明
持続可能な社会の実現に向けて
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4/15現在の新型コロナワクチン接種についての情報
をお知らせします。最新情報は市ホームぺージでご確認
ください。

4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことで、若者の消費
者トラブルの増加が懸念されています。5月の消費者月間に合わ
せ、トラブルに遭わないためのポイントをお知らせします。

	 	市新型コロナワクチンコールセンター
℡0120-090-555

問 	 	消費生活センター
℡682-0999

問

　追加接種の対象に、新たに12～17歳が加わりまし
た。2回目接種から6カ月経過する対象者に4月12日
から順次接種券を送付しています。
　国は、12～17歳のうち「基礎疾患があるなど重症
化リスクが高い人は特に接種をおすすめする」として
います。
　なお5月の集団接種については、他の年代も表1の
とおり土曜日だけ実施し、ファイザー社ワクチンを
使用します。 　接種時の保護者の同伴と予診票への署

名については表2のとおりです。

　4/15現在、国において4回目接種の実施について審議されています。国の方針が決定次第、3
回目接種からの間隔や対象者などの情報を、市ホームぺージでお知らせします。また、対象者に
は接種券と予約方法などの情報を郵送する予定です。

4月12日から順次接種券を送付

保護者の同伴と予診票の署名

　成年になると、親などの法定代理人の同意がなくてもさ
まざまな契約を一人で結べます。一方で、未成年を理由と
した契約の取り消しが出来なくなり、契約の責任を自分自
身で負うことになります。また、新成人を狙った悪質な業者
もいるため、安易に契約を交わすと下記の事例のようなト
ラブルに巻き込まれる可能性があります。ルールや注意す
べき点などを正しく理解した上で、慎重に契約しましょう。

未成年を理由とした取り消しは不可に

ID 	005178 ID 	037075

18歳(成年)になったら 
できること(一例)

・	クレジットカードが作れたり、ロ
ーンを組んだりすることができる

・	親の同意がなくても、自分で携帯
電話などの契約ができる

など

問合先

市新型コロナワクチンコールセンター
℡0120-090-555
8:45 ～ 17:15（土・日曜、祝日含む）
FAX648-3350（聴覚障がいのある人など向け）

副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談
府新型コロナワクチンに関する
専門相談窓口（24時間）
℡0570-012-336　または　℡06-6635-2047
FAX06-6641-0072（聴覚障がいのある人など
向け）

「東京リベンジャーズ」のキャラ
クターたちが新成人の疑問を解説

　政府広報オンラインでは、新成人に
なる皆さんや保護者向けに、東京リベ
ンジャーズとコラボレーションした動
画などで成年年齢引き下げについて解
説しています。

事例②　もうかると聞いていたのに
　大学の先輩から「人を誘うだけで簡単にも
うかるネットワークビジネス（※）がある」と
誘われ、断りきれずに借金して会員になった
が利益は出ず、確認すると、実態不明なマル
チ商法だった
※	マルチ商法の勧誘の際に使われる名称。他にも、コ
ミュニケーションビジネスやシステム販売などとい
った表現が使われることもあります

知らない人の急接近には要注意
　	親しげな態度やSNSのやり取りだけで相手を信用す
るのは危険です

断るときはきっぱりと
　	あいまいな返事はせず、断るときは「いりません」
などと相手にはっきり伝えましょう

すぐに契約しない
　	本当に必要なものかよく考え、契約時に支払総額な
ど契約内容を必ず確認しましょう

困ったら、すぐに相談を
　	トラブルにあったり不安に感じたりする時は、すぐ
に消費生活センターにご相談ください

トラブルに遭わないためのポイント
4回目接種を実施予定

事例①　「お試し」と思っていたのに
　SNSの広告を見てお試し300円の除毛クリ
ームを購入。その後、頼んだ覚えのない2回
目の商品が届き、確認すると、総額4万円の
定期購入コースだった

保護者の同伴 予診票の署名
小学生 必要 保護者

中学生～15歳
原則必要

※	医療機関が認
める場合除く

保護者

16・17歳 同伴を推奨 本人

表2

表1

対象 12～17歳で、2回目接種から6カ月経過した人

ワクチン
ファイザー社ワクチン
※	18歳以上と同じワクチンを使用。1・2回目が武田/モ
デルナ社の場合もファイザー社ワクチンで接種可能

接種場所

医療機関
集団接種

グリーンプラザたかつき	
1号館3階

接種券に同封の医療機関
一覧または、市ホームペ	
ージ参照	 ID 	031409

5/7・14・21・28の土曜
9:00～17:00
（予約枠は16:00まで）

追加接種（3回目）
12～17歳が対象に

成年年齢引き下げで
18・19歳は契約などの責任重く

新型コロナワクチン接種 若者狙う消費者トラブル
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介護で悩む…
子育てのこと
教えてほしい

一人暮らしで不安…

福祉や子育ての
悩みなど…

コミュニティ
ソーシャルワーカー

地域包括支援センター
社会福祉協議会

市役所

子ども
家庭センター

地区福祉委員会

学校

民生委員さんQ＆A

60代
34%

70代
50.7%

男
32%

女
68%

40代
2.6%
50代
12.1%

60代
34%

70代
50.7%

民生委員児童委員の
年齢構成

男
32%

女
68%

男女比

47.3%

80代
0.4%

30代
0.2%

60代
34%

70代
50.7%

男
32%

女
68%

40代
2.6%
50代
12.1%

60代
34%

70代
50.7%

民生委員児童委員の
年齢構成

男
32%

女
68%

男女比

47.3%

80代
0.4%

30代
0.2%

現在、市内では約500人の民生委員児童委員が活動していま
す。その活動内容を紹介します。

  
福祉政策課／℡674-7162問

Q1.どんな活動をしているの？
　委員一人一人に担当区域があり、その区域内で
一人暮らしの高齢者への声掛けや訪問、地域行事
への参加などの活動をしています。

Q2.どんな人が活動しているの？
　同じ地域で暮らす皆さんと同じ住民の一人です。
社会福祉の活動に理解がある人が、厚生労働大臣か
ら委嘱を受けて、ボランティアとして無報酬で活動
しています。

Q3.民生委員児童委員に相談したいときは？
　住んでいる地域の民生委員児童委員が不明な場
合は、福祉政策課へご連絡ください。

Q4.秘密は守られるの？
　民生委員児童委員には、法律によって守秘義務
があります。訪問する際は身分証明書を携帯して
いますので、安心してご相談できます。

　民生委員児童委員は、一人暮らし高齢者への
声掛けや見守り訪問などを行っています。ま
た、住民の生活上の悩みや心配事の相談を聞い
て、関係機関へつなぐ、身近な福祉の相談役で
もあります。なお、すべての民生委員は児童委
員を兼ねています。
　ほかにも子どもや子育て家庭への支援を専門
に担当する主任児童委員が、各小学校区に1人
ずついます。民生委員児童委員と連携して、子
どもたちの見守りなどを行っています。

高齢者や子どもの見守り活動を実施
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　民生委員児童委員になったばかりの頃は、高
齢者のお宅を訪問した際に、「何のご用？」と
言われていたのが、会う回数を重ねるにつれ、
「よう来てくれた」と、身の上話をしてくれる
ようになりました。信頼関係を築けるようにな
り、やりがいを感じています。
　また、私自身は仕事をしながら民生委員児童
委員の活動をしていますが、地域や関係団体の
会議に出席する中で、多くのことを学んだり、
人との交流やつながりが広がったりすること
も、活力の一つとなっています。
　これからも、地域住民の一人としてできるこ
とをやっていきたいです。
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