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令和４年度の主要施策 
 

１ 都市機能が充実し、快適に暮らせるまちに向けた取組 

安全で快適な都市空間・住環境の創造 
  高槻インターチェンジ周辺の成合南地区については、新たな産業立地など、地域特性に応じた土地利

用の実現を図るため、令和４年度末のまちびらきに向け、公共施設整備等を行う土地区画整理組合を適

切に支援します。 
大阪府が整備を進める十三高槻線（府道枚方高槻線～檜尾川大橋）等の沿道地域については、広域交

流拠点にふさわしい都市的土地利用を見据え、地域住民とともに、まちづくりの検討を進めます。 
檜尾川以東の鉄道沿線においては、新駅設置と新たな市街地形成について、鉄道事業者と連携し、検

討を行います。 
富田地区については、市民が安全で安心して集える施設の再構築を検討し、まちづくり基本構想を策

定します。 
ＪＲ京都線の鉄道高架化については、関係機関とともに、芥川橋梁改築との同時施工の可能性を含め

た検討を行いながら、事業の実現が図れるよう大阪府に要望します。 
コンパクトシティ・プラス・ネットワークの更なる推進に向け、「立地適正化計画」については、都市

計画マスタープランの改定も踏まえ、都市機能誘導区域等の見直しを行います。 
持続可能な公共交通を確保するため、今後の地域公共交通の在り方を示す計画の策定に向け、最適な

交通手段の検討等に引き続き取り組みます。 
ＪＲ高槻駅南については、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の取組を支援します。 
「バリアフリー基本構想」に基づき、公共交通、道路、建築物等をバリアフリー化するハード面の取

組と心のバリアフリーのソフト面の取組を一体的に推進します。 
風格と趣のあるまちなみの形成に向け、城下町エリア等において、良好な景観形成資源の保全に係る

制度を検討します。 
民間建築物の耐震化を促進するため、木造住宅や分譲マンションの耐震診断、設計、改修等の補助に

係る制度利用の利便性向上を図るとともに、官民連携により、積極的な啓発活動に取り組みます。 
学校施設の全てのブロック塀撤去を完了させるとともに、公共施設のブロック塀の計画的な撤去を推

進します。また、民間所有のブロック塀については、撤去の補助を継続するとともに、通学路沿道の所

有者等への積極的な啓発に取り組みます。 
富寿栄住宅については、ＰＦＩ事業者による１期建設工事など、効率的かつ効果的な建て替え事業を

推進します。 
「空家等対策計画」に基づき、管理不全の空家の改善を図るとともに、健全な空家の流通や利活用を

促進するなど、施策を総合的に推進します。 
三世代ファミリー定住支援事業については、生産年齢世代の転入促進を図るため、引き続き取り組み

ます。 
マンションについては、法改正を踏まえ、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場におい
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て評価される環境整備が図られるよう、「マンション管理適正化推進計画」を策定します。 
 

安全で利便性の高い道路空間・交通環境の創造 
ＪＲ高槻駅北については、バスロータリーの改良やエスカレーターの設置、デッキ上屋の設置など、

本市の玄関口にふさわしい駅前広場を整備します。 
新名神高速道路については、高槻以東区間の全線開通を目指すＮＥＸＣＯ西日本を引き続き支援しま

す。 
新名神高速道路の関連事業である萩之庄梶原線については、引き続き整備に取り組むとともに、国道

１７１号までの延伸について検討します。 
大阪府が事業主体の幹線道路については、大阪府から受託した高槻東道路（延伸部）の用地取得業務

を推進するとともに、十三高槻線（２期区間）及び牧野高槻線（渡河部）についても大阪府と連携し、

整備促進を図ります。 
国道１７１号については、円滑な交通を確保するため、富田丘町西の交差点改良工事等に取り組む国

を支援します。 
府道と市道が交差する高西南交差点については、渋滞の解消に向け、大阪府と連携し、交差点改良の

検討を行います。 
「道路施設長寿命化計画」に基づき、適切な維持管理やライフサイクルコストの縮減を図るため、橋

梁を始めとする道路施設の定期点検や修繕工事を行います。 
街路灯については、道路空間の照度向上と維持管理費の低減を図るため、小型街路灯のＬＥＤ化に引

き続き、水銀灯等のＬＥＤ化に取り組みます。 
 
安全で快適な市営バスサービスの提供 

新型コロナウイルス感染症の影響等による利用者数の動向を適切に捉えながら、「市営バス経営戦略」

に基づく取組を推進し、経営基盤の確立・強化を図ります。 
安全な輸送の確保とバリアフリー化の推進のため、ドライバー異常時対応システムを搭載したノンス

テップバス車両への更新を計画的に実施します。 
子育て環境が整ったまちに向け、妊娠から出産後も一定期間市営バスが便利に利用できるよう、妊婦

特別運賃制度（こうのとりパス）に加え、新たな制度（（仮称）かるがもパス）を創設します。 
安満遺跡公園の全面開園及び高槻駅緑町線の全線開通を踏まえ、同公園へのアクセスと近隣住民の交

通利便性の向上を図るため、新たな市営バス路線の開設について調査・検討を行います。 
 
安全・安心な水道水の安定供給 

安全で安心な水道水の安定供給を堅持するため、市内給水量の約３分の 1 を担う大冠浄水場の段階的

な更新など、施設や管路の更新を計画的に進めます。 
災害時にもライフラインの役割を継続して担うため、水道部庁舎や基幹管路等の耐震化を推進します。 
厳しい経営状況においても、持続可能な水道事業経営を行うため、新たな収入確保策として、元芥川

受水場の売却・活用に向けて取り組むとともに、適切な料金水準等について検討を進めます。 
平成３０年の台風第２１号により被害を受けた樫田浄水場について、取水施設等の再整備に向けて取
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り組みます。 
 

持続可能な下水道の運営 
「下水道等事業経営計画（改訂版）」に基づき、安全・安心で快適なまちづくりの実現に寄与するため、

公営企業として自立し、効率的で持続可能な下水道等事業の経営を行います。 
下水道施設については、排水機能の停止や道路陥没等の未然防止を図るため、「下水道ストックマネジ

メント計画」及び「下水道総合地震対策計画」に基づき、管きょの改築工事や耐震化工事など、老朽化

対策・地震対策を推進します。 
 
 

２ 安全で安心して暮らせるまちに向けた取組 

災害に強く強靱なまちづくり 
頻発する自然災害への備えや迅速な復旧復興に資する施策を効果的に推進するため、「国土強靱化地

域計画」に基づく取組を着実に実行し、強靱なまちづくりを進めます。 
公助力の更なる強化に向け、市長直轄の危機管理部門に設置した防災対策官会議における全庁的な体

制の下、平時から取り組むべき防災施策の推進や新たな施策の検討を進めます。 
自助・共助力の更なる向上を図るため、地域住民等で構成される「（仮称）市民防災協議会」の発足を

支援し、既存防災組織や関係団体との連携を強化するなど、これからの時代や地域の状況に合った防災

組織の構築に取り組みます。 
地域の防災活動活性化に寄与してきた防災指導員育成事業については、更なる地域防災力の向上を目

指し、新たに防災士の活用を視野に入れた仕組みを検討します。 
全ての市民が、未曾有の災害を我が事として捉え、防災に関心を持ち、必要な備えができるよう、市

制施行８０周年記念事業として、コミュニティ市民会議と共に、市民や防災関係機関等と連携した「市

全域大防災訓練」を実施します。 
広域避難が必要となる淀川のはん濫に備えるため、防災行動を取りまとめた災害タイムラインについ

て、河川管理者や交通事業者等の多機関が連携した内容に見直し、公助力を強化します。 
大規模水害への備えとして、地域内における関係団体間の連携や、避難行動要支援者の支援等につな

げるため、コミュニティタイムラインの策定を進める地域の取組を支援します。 
避難所における生活環境の向上を図るため、全小中学校体育館への空調設備の設置に向けて取り組み

ます。また、災害時の停電対策として、避難所等への非常用電源の更なる確保を検討します。 
「災害用トイレ対策基本方針」に基づき、指定避難所である玉川小学校等にマンホールトイレを整備

するなど、避難所における生活環境の向上に計画的に取り組みます。 
発災時における停電時自動着床装置が設置されていない公共施設のエレベーターの利用者閉じ込め事

案に対応するため、エレベーター内に飲料や簡易トイレ等を備えた防災キャビネットを設置します。 
発災時の被害状況等の情報収集や伝達を一元的に管理し、迅速かつ適切な応急対策を実施するため、

災害対策本部で活用する情報共有システムを導入するとともに、市民の分散避難を促すため、避難所の

開設や混雑状況をホームページ等で情報発信します。 
「総合雨水対策アクションプラン」に基づき、集中豪雨等による浸水被害の軽減を図るため、ＪＲ高
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槻駅北駅前広場に雨水貯留施設を整備するとともに、高槻城公園等に雨水流出抑制施設を整備します。 
本市も関連整備の負担を行っている安威川ダムについては、事業主体の大阪府が本体工事を完了され、

令和５年度からの本稼働に向けて取り組まれることで、本市南西地域等の治水安全度の向上を図ります。 
 

消防・救急体制の充実 
市民の防火・防災意識の向上を図るため、住宅用火災警報器の設置促進や適正な維持管理について、

自治会訓練等を通じて積極的な広報活動を行うなど、火災予防の取組を推進します。 
地域における消防防災のリーダーである消防団については、処遇改善を図り、減少する団員の確保に

努めるとともに、教育訓練体制を強化するなど、地域防災力の充実に取り組みます。 
中消防署富田分署の建て替えと本市初となる多機能型消防団等訓練施設の整備に向け、引き続き実施

設計を行います。 
今後も増加が見込まれる救急需要に迅速に対応するため、救急車の適正利用に関する広報を更に強化

します。 
大阪府三島救命救急センターの移転に伴い、特別救急隊を移転先の大阪医科薬科大学病院で適切に運

用できるよう、救急ステーションを再整備します。 
令和６年度に更新を予定している消防指令システムについては、引き続き島本町との共同整備や共同

運用を検討します。 
 

防犯活動の推進と消費者の安全・安心の確保 
児童の登下校時の安全・安心を確保するため、「通学路安全プログラム」に基づき、危険箇所の把握か

ら対策の実施まで、家庭・地域・関係機関と連携し、組織的に取り組みます。 
安全・安心のまちづくりに向け、警察や防犯協議会等の関係機関と協働した防犯施策を進めるととも

に、通学路や市街地に設置している街頭防犯カメラ８１０台の適切な運用や自治会等が設置する防犯カ

メラへの補助を実施します。 
特殊詐欺や悪質商法による被害の未然防止を図るため、関係機関との連携を強化するとともに、被害

の多い高齢者への啓発や成年年齢の引下げに伴う若年層への消費者教育など、効果的な啓発活動等の取

組を推進します。 
高槻警察署の移転建て替えについては、大阪府の事業推進が図られるよう、候補地である高槻島本夜

間休日応急診療所等の施設解体に向けた取組を進めます。 
 
 

３ 子育て・教育の環境が整ったまちに向けた取組 

就学前児童の教育・保育の充実 
「第２次市立認定こども園配置計画」に基づき、富田保育所と富田幼稚園を統合し、令和５年度から

認定こども園として運営を開始するため、仮園舎を整備します。また、運営主体となる社会福祉協議会

に対し、新園舎整備や運営体制の準備に係る支援を行います。 
民間施設等における教育・保育の担い手を確保するため、就職フェアを開催するほか、市内で従事す
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る保育士等に対する奨学金の返済支援などの取組を引き続き実施します。 
安定した保育体制を確保するため、保育士の加配を行う市内の小規模保育事業所に対し、人件費を補

助します。 
教育・保育の質の向上を図るため、高槻子ども未来館において、民間施設の職員も含めた人材育成事

業の充実に取り組みます。 
市内の保育資源を有効活用し、保護者の幅広い保育ニーズに対応するため、送迎保育ステーション事

業を引き続き実施します。 
 
子ども・子育て支援の充実 

子ども医療費助成については、子育て中の保護者の経済的負担を軽減するため、引き続き、１８歳ま

でを対象に実施します。 
「第二次子ども・子育て支援事業計画」に基づき、小規模保育事業所を中心に児童の受入枠の確保に

取り組みます。 
「学童保育のあり方等に関する基本方針」に基づき、児童の受入枠を確保するとともに、高学年児童

の受入れを新たに開始するため、民間学童保育室の開設経費等に対する補助を拡大し、更なる設置促進

を図ります。 
市立学童保育室において、児童がタブレット端末を使用できるよう、インターネット環境を整備しま

す。 
ひとり親家庭等の生活の安定と向上を図るため、「第三次ひとり親家庭等自立促進計画」に基づく各種

施策を推進するとともに、次期計画を策定します。 
生後６か月から小学校卒業までの子どものインフルエンザ予防接種にかかる費用を引き続き助成し、

子育て家庭の経済的負担を軽減します。 
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス感染症の予防促進のため、ワクチン接種対象者への

個別通知を再開するとともに、定期予防接種の機会を逃した方に対する接種を実施します。 
出産後間もない産婦の健診費用を新たに助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、産後うつの予防

や早期支援に取り組むことにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を強化します。 
新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの見守り機会が減少し、児童虐待のリスクが高まって

いることから、支援が必要な児童の早期発見・早期対応のため、地域ネットワークを活用した見守りの

対象を拡大します。 
発達に課題のある児童とその保護者が円滑に地域での生活を送れるよう、「第２期障がい児福祉計画」

に基づく施策を総合的に推進します。 
 

学校教育の充実 
中学校の給食費を無償化し、教育費の負担が大きい子育て世帯の家計への負担軽減を図ります。 
きめ細かで質の高い教育を推進するため、中学校においても令和４年度から１年生、令和５年度から

全学年で３５人学級編制を導入します。 
９年間の系統性のあるカリキュラムを編成・実施するため、「第２期教育振興基本計画」における重点

取組の一つである「施設一体型小中一貫校」の検討を進めるとともに、今後１０年間の教育施策につい
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て、市民・保護者に理解を深めていただく場として、教育フォーラムを開催します。 
学校・保護者双方の負担軽減と業務の効率化を図るため、学校と保護者等との連絡手段のデジタル化

等について、検討を行います。 
児童生徒の安全に関する資質・能力を育むことができるよう、高槻版の安全教育副読本等を活用し、

自助・共助・公助の視点を取り入れながら、学校教育活動全体を通じた安全教育を実施します。 
安全・安心な学校づくりを進めるため、寿栄小学校に続き、第三中学校区の他の３校においても令和

４年度中のセーフティプロモーションスクール認証取得を目指すとともに、その取組成果を市内全校へ

展開するなど、学校安全の取組を推進します。 
児童生徒の教育環境の向上を図るため、引き続き、トイレの乾式化や洋式化を計画的に進めます。 
小中学校の空調設備については、更新時期を迎えた普通教室等の機器更新と未整備の特別教室への設

置を進めます。また、災害時に避難所となる体育館への空調設備の設置に向けて取り組みます。 
生徒の学習習慣の定着や自学自習力の向上を図るため、企業との連携により、休日等を活用し、個々

の生徒の学力や目標に応じた家庭学習支援の取組を進めます。 
学校図書館については、児童生徒の読書意欲を高めるとともに、学習活動での計画的な利用により、

言語能力や情報活用能力を育むことができるよう、蔵書を計画的に増冊するとともに、小中学校が連携

した取組を推進します。 
不登校の児童生徒の増加に対応するため、生徒指導研究指定校として２つの中学校区を指定し、これ

までの取組に加え、学習指導の視点から不登校減少に向けた研究を推進します。 
ＧＩＧＡスクール構想の下、ＩＣＴを活用した効果的な学習活動を実践するとともに、指導内容の充

実を図ります。 
学校の教育課程を保護者や地域と共有し、学校と地域が協働して教育の質の向上を図るため、２つの

モデル中学校区で学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールの導入を進めます。 
 
社会教育・青少年育成の充実 

コミュニティ・スクール導入の取組と連動して、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもの成

長を支え、学校を核とした地域づくりを目指すため、２つのモデル中学校区において地域学校協働本部

を整備し、地域学校協働活動を推進します。 
子どもたちの多様な体験や異世代交流の機会を提供するため、地域の参画を得て、引き続き「放課後

子ども教室」を実施します。 
公民館については、市民がより安全に利用できるよう、阿武山公民館の外壁等の改修を行います。ま

た、市民ニーズに対応できる地域の拠点施設として、公民館の効果的・効率的で持続可能な運営につい

て検討します。 
図書館については、２４時間３６５日、インターネットを通じて、電子書籍の貸出し、検索等のサー

ビスを提供する電子図書館を導入し、文字の拡大や音声読み上げに対応するなど、様々な利用者の利便

性向上を図ります。 
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４ 健やかに暮らし、ともに支え合うまちに向けた取組 

市民の健康の確保 
新型コロナウイルス感染症への対応については、感染予防対策を適切に実施するとともに、市民が安

心して医療を受けられる地域医療体制の構築を推進します。また、ワクチン接種については、関係機関

と連携し、円滑に実施します。 
大阪府三島救命救急センターについては、本年７月の大阪医科薬科大学病院への移転が円滑に実施で

きるよう支援します。また、三次救急機能を引き継ぐ大阪医科薬科大学病院に対し、三島二次医療圏の

３市１町で連携して支援を行い、持続可能な救急医療体制の確保を図ります。 
高槻島本夜間休日応急診療所については、令和５年４月の旧弁天駐車場敷地への移転に向け、施設整

備を進めるとともに、三島二次医療圏の３市１町や医療関係者と連携し、実施体制の構築を進めます。 
府内でも高水準にある健康寿命の更なる延伸に向け、「第３次・健康たかつき２１」に基づく健康づく

りの取組を推進します。 
がん検診については、早期発見・早期治療に向け、引き続き、各種検診を無料で実施するとともに、

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み、更なる受診率の向上を図ります。 
自殺予防対策については、増加傾向にある相談に対応するため、引き続き、相談支援体制の強化を図

ります。また、「自殺対策計画」に基づき、関係機関と連携し、自殺未遂者相談支援事業やゲートキーパ

ー養成研修等を実施します。 
国民健康保険については、未就学児にかかる均等割額の５割軽減措置を導入し、子育て世帯の負担軽

減を図ります。また、令和６年度からの保険料率を含む府内統一基準への段階的移行に当たっては、令

和５年度までの激変緩和措置期間を有効に活用し、特に低所得者の負担増に配慮します。加えて、財政

運営の責任主体である大阪府に対しては、収納率の向上や医療費の適正化などの市町村の取組が評価さ

れる制度となるよう要望します。 
成人健（検）診の拠点施設である総合保健福祉センターについては、受診環境の向上や災害時の医療

拠点としての機能拡充のため、施設改修を行います。 
 
地域福祉の充実と生活困窮者への支援 

高槻版の地域共生社会モデルとして、地域の繋がりや高齢者・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

します。 
地域共生社会の実現に向け、「第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づく事業を推進するとと

もに、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を構築する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た検討を進めます。 
地域福祉の中心的役割を担う社会福祉協議会の相談支援体制や災害ボランティアセンター機能の強化

を図るため、地域福祉活動の総合拠点となる「地域福祉会館」を再整備します。 
民生委員児童委員については、その役割等の積極的な周知・啓発を行うなど、活動しやすい環境づく

りに取り組みます。また、一斉改選に当たっては、関係機関と連携し、委員数の充足・確保に取り組み

ます。 
災害時要援護者支援については、地域の関係団体と連携・協力し、引き続き支援体制の確保に努める
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とともに、モデル地区での取組を通じ、効果的な連携の在り方を検討するなど、更なる充実を図ります。 
生活保護については、関係機関と連携した就労支援やリーフレットを活用した進学支援を実施します。

また、ジェネリック医薬品の使用促進や健康管理の支援など、医療扶助の適正化を推進します。 
生活困窮者への支援については、相談支援体制を引き続き確保し、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響による住居確保給付金等の受給相談や自立相談に適切に対応します。 
認知症高齢者や知的・精神障がい者などで、判断能力が不十分な方の権利擁護支援を推進するため、

関係機関と連携したネットワークの構築を推進します。 
  

高齢者福祉の充実 
高齢者を含む全ての世代が互いに支え合い、心が通い合う、やすらぎの社会の実現を目指し、「高齢

者福祉計画・介護保険事業計画」に基づく各種施策に着実に取り組むとともに、府内最低水準の保険料

を維持し、介護保険制度の安定した運営に取り組みます。 
すこやかテラス（老人福祉センター）については、高齢者施策を推進する地域の拠点施設として、高

齢者を対象としたＩＣＴ講座の実施など、生きがい活動支援と社会参加の促進、介護予防の推進を図り

ます。 
養護老人ホームについては、令和６年度からの民間事業者による事業実施に向けた取組を進めます。 
介護予防の推進については、「健幸ポイント」や「介護予防マイスター」による「ますます元気体操」

及び「もてもて筋力アップ体操」の普及啓発活動等を通じ、住民同士の支え合いによる地域づくりに取

り組みます。 
認知症への取組については、認知症地域支援推進員と連携し、認知症の方や家族を温かく見守る認知

症サポーターや、より実践の場で活動する認知症パートナーの養成等を通じ、認知症に対する正しい理

解の促進を図ります。 
認知症支援体制の充実のため、大阪医科薬科大学と連携し、認知症に関わる医療・介護・福祉専門職

の更なる能力開発のための研修を実施します。 
高齢者の社会参加を促進するため、市営バス高齢者割引乗車制度及び無料乗車制度を実施し、高齢者

の外出を支援します。 
 
障がい者福祉の充実 

「第２次障がい者基本計画」及び「第６期障がい福祉計画」に基づき、障がい者の自立や社会参加を

促進し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、障がい者施策を着実に推進します。 
障がい児者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠点等として整備した「高槻

障がい福祉サポートネットワーク」の機能充実に向けて、関係機関との連携強化に取り組むとともに、

相談支援事業所の開設支援等を行います。 
障がい者の自立促進を図るため、障がい福祉サービス事業所等に対し、アドバイザーの派遣や設備整

備のための補助を実施し、生産活動の拡大など、障がい者の工賃向上に向けた取組を支援します。また、

職場や大学等における重度障がい者への支援を新たに実施します。 
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５ 魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまちに向けた取組 
まちの魅力をいかしたにぎわいづくり 

市外来訪者の増加を図るため、文化財や自然、商工業などの地域資源を活用し、観光協会や商工会議

所、協定先自治体との広域的な連携により、多彩なプログラムを提供する体験交流型観光プログラム「オ

ープンたかつき」を実施します。 
大阪・関西万博の開催を見据え、観光協会や商工会議所と連携し、より広域的な観光振興に取り組み

ます。 
交流人口及び関係人口の拡大を図るため、観光プロモーション「ＢＯＴＴＯたかつき」の取組として

「将棋のまち高槻」を始めとした本市の魅力を発信し、街のにぎわいを創出します。 
定住人口の増加を図るため、キャッチコピー「ＭＹ ＬＩＦＥ，ＭＯＲＥ ＬＩＦＥ．」を活用した定住

促進プロモーションを積極的に展開し、特に若年層の転入促進と転出抑制につながる施策を推進します。 
芥川山城の城主であった三好長慶の生誕５００年を記念し、オリジナルの御城印・武将印の発行や、

しろあと歴史館での大規模な特別展を開催します。 
歴史遺産を次世代に継承するまちづくりに向け、令和４年度中の芥川山城跡の国史跡指定を見据えて

芥川山城ＡＲアプリを作成するなど、市民の関心を高めるとともに、「歴史のまち高槻」の魅力を全国に

発信します。 
 
魅力あふれる公園づくり 

安満遺跡公園については、本市のセントラルパークとして、安満人倶楽部や指定管理者、民間事業者

等と連携し、更なる公園の魅力向上に取り組み、街のにぎわいを創出します。 
城下町再生の取組の核となる高槻城公園については、芸術文化劇場の建設と併せて、かつての高槻城

の風情を感じられるよう、歴史的景観に配慮した整備を進めることで、本市の新たなシンボルエリア創

出に取り組みます。 
芥川緑地については、子どもから高齢者まで、誰もが楽しみながら健康づくりを行えるよう、関西最

大級の健康遊具数を備えた広場の基盤整備工事等を行います。 
川添公園については、中消防署富田分署の移転・建て替えに合わせて、公園区域の一部を隣接する植

木団地跡地に移転し、公園全体の再整備を行います。 
「公園施設長寿命化計画」に基づき、安全・安心な公園を提供するため、改良工事を行います。また、

公園灯の計画的なＬＥＤ化を推進します。 
 
農林業の振興 

農業の生産性向上や経営の安定化、農地の遊休化の未然防止及び災害に強い農業基盤の確保を図るた

め、計画的な農道整備を進めるとともに、各実行組合が主体となって実施する農業施設の整備など、農

作業の効率化に向けた取組を支援します。 
地産地消の推進に向け、「大阪エコ農産物」の安定的な生産を支援するとともに、学校給食への供給の

取組等を通じ、子どもたちや保護者の地域農業に対する理解を深め、安全・安心で新鮮な地元農産物の

普及と消費拡大を図ります。 
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
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の生産者による加工・流通・販売等の取組及び商工業者との連携を推進します。 
平成３０年台風第２１号で被災した森林の復旧を図るため、大阪府や大阪府森林組合と連携し、植林

等による森林の再生に取り組むとともに、水源涵養や土砂災害の防止等、森林の多面的な機能を発揮さ

せるため、間伐や下刈り等の森林整備に取り組みます。 
 

商工業の振興と雇用・就労の促進 
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている市内飲食店や小売店並びに市民の家計を支援する

ため、市独自の第３弾プレミアム付商品券を発行します。また、年末に向けて第４弾を実施することで、

事業者と市民生活を更に力強く支援し、地域経済の活性化を図ります。 
新型コロナウイルスの感染拡大により、売上げが減少するなどの影響を受けた事業者の事業継続を支

えるため、セーフティネット保証等に係る融資相談を行うなど、資金調達の円滑化を支援します。 
地域経済の活性化を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街等への事業支援によ

り地域商業の振興を図るとともに、ものづくり企業の販路開拓や設備更新等の支援により、経営状況の

改善や安定化を促進します。 
高槻インターチェンジの供用開始に伴い都市機能が向上する中、「企業立地促進条例」に基づく奨励制

度を企業へ周知するなど、市外からの企業誘致及び市内企業の定着を促進します。 
「中心市街地活性化基本計画」に基づき、各種施策を推進し、中心市街地における都市機能の増進及

び経済活力の向上を図ります。 
生産年齢人口の増加を図るため、「社宅等整備促進補助金制度」をより効果的な施策となるよう改正

し、市内外の法人に周知します。 
中小企業振興に取り組む商工会議所の事業を支援するとともに、パートナーシップを強化し、市内の

商工業の振興を図ります。 
就職困難者の雇用・就労の促進を図るため、合同企業面接会等を実施するとともに、「就職困難者就労

支援計画」に基づき、生活困窮者やひとり親家庭の親等の就労を支援するための多様な事業を展開しま

す。 
 
 

６ 良好な環境が形成されるまちに向けた取組 

温暖化対策・緑化の推進 
世界規模の課題である地球温暖化対策に取り組むため、「気候非常事態宣言」を発出し、国の方針を踏

まえ、各種施策を推進します。 
温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化の防止を図るため、エコハウス補助金等により、市民が取

り組む省エネ・創エネの機器設置や改修、事業者が取り組む省エネ設備の導入を支援します。 
「第２次みどりの基本計画」に基づき、花苗や緑化樹の配布による地域緑化を推進するとともに、緑

化リーダーを計画的に養成するため、園芸講座を開催するなど、市民と協働して、みどりあふれる憩い

と潤いのあるまちづくりを推進します。 
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良好な環境の形成 
「第２次環境基本計画」に示す望ましい環境像の実現に向け、市民・事業者の連携強化と活動の活性

化を図るため、「エコ＆クリーンフェスタ」を開催するとともに、環境保全活動の担い手を育成するため、

「たかつき市民環境大学」を開講します。 
生活環境の保全を図るため、水質汚濁防止法や大気汚染防止法など関係法令に基づき、各種届出の審

査を行うとともに、事業所への立入検査を通じて、適切な指導を行います。また、市域における水質、

大気、騒音・振動の現況をモニタリングします。 
河川水路については、本市のシンボルである芥川において、豊かな生態系を回復し、様々な活動の場

として次代に引き継いでいくため、市民協働による河川愛護の取組を推進します。また、水辺空間の創

出や環境改善を図るため、事業主体の大阪府と連携し、東部排水路の整備を推進します。 
 
廃棄物の排出抑制と循環的利用の推進 

ごみの減量を推進するため、事業系紙ごみの削減や食品ロスの削減等について、これまでの啓発に加

え、新たに多量排出事業者への立入指導を実施します。 
ごみの適正な排出に向け、分別や収集日の出し間違いに対する啓発に引き続き取り組むとともに、幼

児・児童を対象に「ごみ分別啓発グッズ」を配布し、家庭における分別意識の更なる高揚を図ります。 
エネルギーセンターにおいては、第一工場の解体を行うとともに、跡地にペットボトルのリサイクル

施設を整備します。また、高効率のごみ焼却発電設備を備えた第三工場の運転計画の見直し等により、

売電収入の増加を図ります。 
 
 

７ 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 

市民参加・市民協働の推進 
コミュニティ市民会議や各地区コミュニティが取り組む、地域に根ざしたまちづくり活動や防災活動

を支援し、市民との協働によるまちづくりを推進します。 
「樫田地区空き家情報バンク制度」を広く周知するとともに、地元自治会と協働して事業を推進する

ことにより、樫田地区への定住を促進し、コミュニティの活性化を目指します。 
コミュニティハウス（集会所）の新築や増改築、耐震診断等に必要な経費の一部を補助し、自治会活

動の活性化を図ります。 
市民協働や市民公益活動の一層の促進を図るため、中間支援組織である市民公益活動サポートセンタ

ーの取組を支援します。 
身近な人が亡くなられた後の様々な手続きについて、ご遺族の不安を解消し、負担を軽減するため、

「遺族の各種手続き支援窓口」を開設します。 
マイナンバーカードの更なる普及促進を図るため、円滑な申請受付と交付を行う体制を継続するとと

もに、市営バスを活用したラッピング広告による啓発や団体向け出張申請等を実施します。 
市民意識の高揚やにぎわいの創出を図るため、「高槻まつり」や「高槻ジャズストリート」、「安満

遺跡青銅祭」など、市民が主体となって取り組むイベントを支援します。 
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人権の尊重・男女共同参画社会の実現 
「第２次人権施策推進計画」に基づき、「一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分らしく、生き生

きと暮らせる社会の実現」を基本理念とした施策を総合的に推進します。 
男女共同参画社会の形成を図るため、「男女共同参画計画」に基づく施策を総合的に推進するととも

に、社会状況や市民意識調査の結果を踏まえ、次期計画を策定します。 
配偶者等からの暴力に関する相談と女性が抱える様々な悩みに関する相談に迅速かつ適切に対応する

ため、配偶者暴力等相談員によるＤＶ相談・女性相談を実施します。また、相談者が利用しやすくなる

よう、新たにＬＩＮＥを活用し、ＤＶ相談窓口の案内情報を発信します。 
 
文化芸術の振興と生涯学習の推進 

「第２期文化振興ビジョン」に基づき、市民一人ひとりが文化芸術に親しみ、心の豊かさを感じられ

るよう、各種施策を計画的に推進します。 
高槻城公園芸術文化劇場については、本年８月の竣工に向け、建設工事を進めるとともに、令和５年

３月の開館に向けた準備を行います。また、プレイベントや開館記念イベントを通して機運を高めると

ともに、文化芸術の新たな発信拠点としてＰＲし、世代を超えて多くの人々が集うにぎわいの場を創出

します。 
「将棋のまち高槻」の推進に向け、日本将棋連盟との包括連携協定に基づき、アマチュア将棋大会な

どを開催するとともに、将棋のタイトル戦の市内での開催に向け、引き続き取り組みます。また、高槻

産の間伐材等を利用した将棋駒を小学校１年生に配布するほか、広報媒体への詰将棋コーナーの新設な

ど、将棋文化の更なる裾野拡大を図ります。 
関西将棋会館については、令和５年度中の本市への移転に向け、日本将棋連盟との緊密な連携の下、

取組を着実に推進するほか、引き続き、建設支援のための寄附金募集に取り組みます。また、会館のオ

ープンに向け、市民はもちろん全国の将棋ファンの機運を高めるイベントを開催します。 
将棋文化の更なる振興に向けた取組を推進するため、将棋に係る業務を一体的に行う部署を創設しま

す。 
 

スポーツの推進 
「第２期スポーツ推進計画」に基づき、市民一人ひとりの関心や適性に応じて、すべての市民が楽し

みながらスポーツにふれあい、活動できる取組を推進します。 
市民の快適なスポーツ環境を確保するため、堤運動広場体育館に冷房機器を設置します。 
総合スポーツセンター総合体育館を始めとするスポーツ施設については、公募で選定した事業者によ

り、萩谷総合公園及び古曽部防災公園と一体的に管理することで、民間ノウハウを活用した効果的・効

率的な管理運営を行うとともに、市民サービスの向上を図ります。 
スポーツ推進とにぎわい創出のため、新名神高速道路の高架下を利用したスポーツ施設について、民

間活力の導入も含めて検討します。 
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８ 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 

経営的行政運営の推進 
「第６次総合計画」に基づき、まちづくりの目標となる８つの将来都市像の実現に向け、各種施策を

推進します。 
地方創生の実現に向け、施策の方向性や基本目標などを定めた「第２期まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に基づき、地方創生の着実な推進を図ります。 
輝く未来を創造し、持続可能な行財政運営を推進するため、「『みらいのための経営革新』に向けた改

革方針」に基づき、引き続き改革を進めます。 
国の「自治体ＤＸ推進計画」及び本市の「ＩＣＴ戦略」に基づき、行政手続のオンライン化など、Ｉ

ＣＴの効果的な利活用を推進し、市民サービスの向上や業務の効率化を図ります。 
ＩＣＴガバナンスを強化し、全庁的なＩＣＴ関連経費の抑制に取り組みます。 
ポストコロナの時代を見据え、引き続き人事諸制度の見直しに取り組むとともに、改訂後の人材育成

基本方針の下、多種多様な行政課題に柔軟かつ積極的に対応できる人材を育成します。 
生産性の向上と効率的で働きやすい職場環境の構築を図るため、インターネットＷｅｂ会議環境の拡

充による会議の効率化など、働き方改革を推進します。 
国及び大阪府の地方分権に向けた取組の動向を注視するとともに、近隣自治体との広域連携の可能性

について、引き続き検討を行います。 
市内大学と連携し、小学生を対象とした「夏休みこども大学」を実施するなど、大学が有する知的資

源や研究機能、学生の行動力をいかしたまちづくりを目指し、地・学連携の推進に取り組みます。 
ふるさと寄附金の受入額の増加を目指し、魅力ある返礼品を拡充するほか、大手寄附申込サイトを活

用するなど、更なる歳入の確保を図ります。 
広報誌やホームページ、ケーブルテレビなどの多様な媒体の特性をいかし、市政情報や本市の魅力を

市内外へ発信します。また、リニューアル後のホームページと広報誌やＳＮＳ等との連携を強化し、更

なる発信力の向上に取り組みます。 
 

アセットマネジメントの推進 
総合センターに続き、市役所本館において、省エネルギー効果を高め、空調及び照明設備の更新費用

並びに光熱水費の削減を図るため、民間事業者のノウハウを活用したＥＳＣＯ事業を導入します。 
公共建築物については、公共建築物最適化方針に基づき策定した個別施設計画を着実に推進し、効率

的な維持管理に努めます。 
環境科学センター跡地の売却に向けた取組に着手するなど、市有財産の処分や活用を積極的に推進し

ます。 


