
2007 年度から 2017 年度まで 

 

保健・福祉  

●特別救急隊(ドクターカー)の通年 24 時間の本格運用 

●妊婦健診の公費助成を 14 回実施 

●ワンコインがん検診の実施(自己負担 100 円・500 円で受診) 

⇒がん健診が 2015 年(平成 27 年)9 月から無料(受診には要件があります。また 4 月

～8 月の受診料返還) 

●人間ドック・肺ドックなどの助成制度を創設・拡充 

●待機児童ゼロに向けた 就学前児童施設の充実 

●高槻市独自の認定保育制度の創設 

●こんにちは赤ちゃん事業の実施 

●子育て総合支援センター／集いの広場事業の拡充 

●救急安心センター事業の拡充 

●出産育児一時金 42 万円へ 

◆乳幼児医療制度を小 6 まで拡充、所得制限撤廃 .北摂№1. 

⇒2014 年(26 年)7 月から子ども医療費助成制度となり中学生まで拡大 

◆ピロリ菌対策事業 中学 2 年生対象を対象にした無料の検査 

除菌治療は.全国初. 

■音楽療法の取組 広報たかつき 2011 年／平成 23 年 12 月 10 日 3 面 

■ヒブワクチン等の公費助成 

■緊急通報装置の設置対象者の拡大 

http://www.osaka-mishima.jp/kyumei/about_center/tokkyu.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kosodatekyoiku/ninshin/sinpu_sinsa.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/53/H26-56--57.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/kensui/oshirase/1366159105021.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/hokenfukushi/kokuho/1325139643852.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/hoikus/gyouseikeikaku/1474433749438.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/hoikuj/gyomuannai/hoikusyo/ninkagai_hoikusisetu/nintei_hoiku/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kosodatekyoiku/shussan/1322110918214.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/kosodat/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/cgi-bin/cms/kosodate/hiroba_list.cgi
http://www.fd-takatsuki.jp/119/takatsuki/anshin/tekiseiriyou/tekiseiriyou_top.html#center_osaka
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/iryoukyu/gyomuannai/kyufu_kokuho/1482393822251.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/kikusei/gyomuannai/josei/kodomoiryou/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/hotnews/1434359370155.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%80%80%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B412%E6%9C%8810%E6%97%A53%E9%9D%A2.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/khoken/gyomuannai/vaccination/kobetsu/hib_haien_josei.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/chouju/gyomuannai/service/syoukai2/1407138904954.html


■保育所の定員増(桜台認定こども園等) 

■脳脊髄液減少症に関する情報 提供 

■熱中症対策 

■特定不妊治療費の所得制限廃止  .府内初. 2012 年／24 年 4 月 

■不育症治療費の公費助成  .府内初. 2012 年／24 年 4 月 公明新聞記事▼ 

■介護保険サービス利用の施設等に特化した「ガイドブック」の完成 2013 年／

平成 25 年 12 月定例会一般質問から  

高槻市介護保険施設及び入居系事業所サービスガイド 

■介護施設等のインターネットでの情報提供 

「たかつき高齢者いきいきネット」＞「高齢者暮らしにいかそうサービスガイ

ド」＞「高槻市介護保険施設及び入居系事業所サービスガイド」 

 高槻市介護保険施設及び入居系事業所サービスガイド(同上) 

■要支援者が要介護認定となった際に居宅介護支援事業所に繋いだ件数 

平成 25 年度 第 2 回 高槻市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会／2013 年／平成 25 年 10

月から集計開始 下期から公開 

 地域包括支援センター2013 年／平成 25 年度運営状況 

  

街づくり  

●JR 高槻駅北東地区市街地再開発事業の推進 

●古曽部防災公園(公園内に体育館・軟式野球場)の整備 

●交通安全対策と水路整備の前進 

◆安満遺跡芝生公園等整備構想の策定 

http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/hokenyobou/gyomuannai/nanbyo/nousekizui.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h24/kenkoufu/kenkoufu240702.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/khoken/gyomuannai/iryohi_josei/tokuteifunin.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/khoken/gyomuannai/iryohi_josei/1332315254682.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/hokenfukushi/kaigokorei/1418016349099.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2014/09/02/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E5%AE%8C%E6%88%90/
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/5a8d2489f9c0a418562ea75e6ff8955a.pdf
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/5a8d2489f9c0a418562ea75e6ff8955a.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/chouju/gyomuannai/chiikihoukatu/shiencenter.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/chouju/gyomuannai/chiikihoukatu/shiencenter.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/98aec87aaf6e2f23297847004f8bf7fe.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kiban/toshikeikaku/kinkyuseibi/takatsukiekihokuto/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/bunka_sports/sport_page/shisetu/taiikukan/1327796846594.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kiban/doboku/kasen/1323670541313.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/seisakuzaisei/seisakusuishin/iseki_seibi/index.html


◆市民会館の建て替えに向けた検討 

◆新名神高速道路・関連道路の沿道まちづくりを支援 

■自転車利用環境整備促進事業(自転車利用環境基本計画を策定)2014 年／平成 26 年 3

月定例会審議(平成 25 年 9 月定例会一般質問から) 

⇒「たかつき自転車まちづくり向上計画」平成 27 年 3 月定例会・多数賛成で可決 

■自転車利用環境検討委員会スタート(2014 年／平成 26 年 5 月 22 日から) 

■自転車安全利用条例の策定 検討(2013 年／平成 25 年 9 月定例会一般質問から) 

⇒「高槻市自転車安全利用条例制定」2015 年／平成 27 年 3 月定例会・多数賛成で可

決 

⇒高槻市自転車安全利用条例 施行(2015 年／平成 27 年 10 月１日より)  

 .大阪で 7 市目. 

■自転車レーンの設置 古曽部天神線以外にも検討(2013年／平成25年9月定例会一

般質問から) 

⇒高槻市道路法施行条例中一部改正 (仮称)高槻駅高垣線に自転車専用通行空間

を整備 協議済み.大阪初. 
平成 27 年 3 月定例会・多数賛成で可決 

みずき通りに設置 自転車走行空間 

■ドライ型ミスト装置を設置 

■土のうステーションを順次設置(決算審査特別委員会から)⇒コミュニティ 32 地

区に設置⇒拡充 

■プレミアム商品券発行事業 「地方創生・地域の活性化」 

. 

教育  

●芝生地区の複合施設(プール・図書館・老人福祉センター)の建設 

●阿部山図書館・公民館の建設 服部図書館 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/gyomuannai/bunkagyomuannai/tatekae/smn_kousou.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kiban/doboku/shinmeishin/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/tdouro/gyomuannai/bicycle/keikaku/1426834455377.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/20/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE1/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/tdouro/gyomuannai/bicycle/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/tkanri/publiccomment/jourei_iken/1418013326943.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/tkanri/oshirase/1432274327222.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/20/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE1/
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/20/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE1/
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/f479e97b0893e347d840239669663765.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/bus_kotsu/kotu_anzen/zitensya/1331279288936.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/20/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE1/
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/20/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE1/
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/?s=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E9%80%9A%E8%A1%8C%E7%A9%BA%E9%96%93
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h26/toshi_h26/toshi260711.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/profilekeikaku/konnichihashicho/ichioshi_h26/shichonoitioshi_8.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/gesuikik/gyomuannai/bousai/donou_station.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/gesuikik/gyomuannai/bousai/donou_station.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/2015/03/24/3%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%B8%BE2/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/bunka_sports/sport_page/shisetu/pool/1327808797573.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/chouju/gyomuannai/sisetunoriyou/kaigokorei/roujinhukusisenta/yasuragi.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h25/kyouikukanri_h25/kyouikukanri250731.html


●関西大学・高槻ミューズキャンパス内に子ども図書館を整備 

●今城塚古墳の史跡公園と今城塚古代歴史館の建設 

●全小中学校にエアコン整備と電子黒板を設置 

●全中学校への英語指導助手の配置 

●学童保育室 2 室目整備と保育時間などの延長 

◆小学校の 35 人学級を 6 年生に拡大(現 1・2 年生) 

◆小学校全学年で 35 人学級(2013 年／25 年度) .府内初. 

■小学校への警備員の配置など安全対策の強化 

■中学校給食 2 校で試行(26 年全校実施) 

■いじめ不登校に向けた取組 

■防災ジュニアリーダーの育成も視野に防災副読本の作成配布(一般質問から) 

■セーフティボランティアの皆さんに帽子を貸与(決算審査特別委員会から) 

. 

改革・環境  

●行政改革の推進(10 年間で職員 485 人減)と財政の健全化 

●外部監査の実施 

●公共施設の管理運営を民間へ委託 

●まちの美化推進(ごみポイ捨て禁止)条例の制定 

●高槻市コールセンターの運用開始 

◆市ホームページにバナー広告の掲載 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi_kanko/rekishi/rekishikan/daio/1327400070525.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/profilekeikaku/konnichihashicho/ichioshi_h26/1405296993091.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/scene/nyugaku/1329460259880.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/11/koho12042501.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/welcome/point/education/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/99/05anzen.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h24/kyouikukanri/tyugakkoukyusyoku.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kyoikukanribu/hokenkyu/gyomuannai/gakkokyushoku/tyugakkou.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kyoikushido/ksidou/gyomuannai/kidspage/hanitan110/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/99/bousaikyouiku%20tebiki.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/gyoukaku/gyomuannai/gyoseikaikaku/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/seisakuzai/zaisei/gyomuannai/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/johokokai/kansa/1328148812612.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/seisakuzai/seisaku/gyomuannai/shitei_kanri/index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/bika/1322119563993.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/sumaisodan/korusenta/1326847765175.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/


■三館ネットワークシステムの創設 

■高槻版・事業仕分けの着手(事業公開評価会) 

  

若者  

■頑張る若者の就労支援(再就職資格取得支援助成を開始) 

/ 

●◆は公明党議員団として、■は吉田章浩個人として質問や要望を… 

. 

公明たかつき 25 年度号 ＊質問・意見・要望. 

 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/gyomuannai/bunkagyomuannai/shisetsuyoyaku/link.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/gyoukaku/gyomuannai/hyoukakai/hyoukakai24.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/sumaisodan/hataraku/1336467460569.html
http://www.komei.or.jp/km/takatsuki-yoshida-akihiro/files/2011/02/%E5%85%AC%E6%98%8E%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D-25%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8F%B72.pdf

