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平成３０年度の予算要望に向けて 

はじめに 
 
本年７月の有効求人倍率は１．５２で、４３年５カ月ぶりの高水準とな

り、正社員の求人倍率も１．０１であった。政府は２０１２年の自公政権

発足時から続く景気回復に関し「戦後２位の『いざなぎ景気』に並ぶ長さ

となった可能性が高い」との認識を示している。また、内閣府が先月２６

日に公表した「国民生活に関する世論調査」によると、現在の生活に「満

足」「まあ満足」と答えた人は合わせて約７４％に上り、調査項目に加わ

った１９６３年以来最高となった。 
このように、日本経済の好調さを示す経済指標が相次いでいる。 
 一方、少子高齢化や人口減少社会の進展により、これらに伴う税収減や

扶助費等の社会保障費の増、また、人口急増期に整備した公共施設の老朽

化への対応等により、これまで長きにわたり健全性財政を維持してきた本

市は、今後、危機的な状況に陥ると予測されており、持続可能な市政を堅

持していく一定の改革が、今、この時こそ求められる。 
濱田市長は本年を「経営革新元年」として位置づけ、未来志向のまちづ

くりへの歩みを緩めることはできず、安満遺跡公園や新名神高速道路関連

道路の整備を始めとするビッグプロジェクト。また、きめ細かな子育て支

援や教育環境の充実等については、引き続き、一層の創意工夫が必要との

認識を示された。 
政府は、平成３０年度の予算の大枠を定める概算要求基準を示す中で

「人づくり革命」に向けて人材育成などの施策に予算の重点配分を表明し

ている。 
「平成３０年度の高槻市政の施策と予算編成に関する要望」において、

国の「人づくり革命」に象徴される「人への投資」の強化はもとより、未

来志向の考え方とともに、従前からの事業の代替策や改善策の事業仕分け、

市政改革の流れを細かく見極めながら、行政と議会が車の両輪の役割をも

って力強く推進し、市民への説明責任を果たしていかなければならないと

いう観点から、次の重点事項６項目と一般施策が反映されるようここに要

望する。 
平成２９年９月８日 
高槻市公明党議員団 

団長 灰垣 和美 
代表 吉田 章浩 
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【重点政策】 

 

１．定住人口の促進について 

 第二次高槻営業戦略は平成３０年３月３１日で終了するが、取り組み施策の効果 
 検証を適切に行い、平成３１年度から始まる次期第三次高槻営業戦略について速 
 やかに施策の展開を図ること。 
社会増を目的とした、生産年齢世代に対しインセンティブが働く、子育て、教育 
等施策の更なる充実に向けた取り組みに加え、婚活など自然増を目的とした、新 
たな施策についても、先行事例を参考に積極的に検討すること。 

 

２．働き方改革について 

 限られた時間で成果を上げる生産性の高い働き方と、ワーク・ライフ・バランスを 
実現する「働き方改革」に取り組むこと。①勤務実態や職場満足度についての実態 

調査や職員などへのモニタリング等による実態把握に努め、より効果的な時間外削 

減施策の展開や多様な働き方の推進等、働きやすい環境を整備すること。また、プ 

レミアムフライデーの導入を検討すること。②業務量に見合った定数の見直し等適 

正な人員配置とともに、職員のコスト意識向上に努め生産性に基づいた人事評価 

について検討すること。③仕事の効率化を図るため、事務マニュアルの整備、庁内 

事務の標準化、システム化等を推進すること。 
 

３．人への投資について 

 平成３２年度から次期学習指導要領にＳＤＧｓの理念が反映されるなど、今後、貧

困や格差などの解決に向け、ＳＤＧｓの理念に基づいた取り組みは重要である。こ

うした中、経済成長への貢献が期待できる「子育て・教育施策」は最優先で取り組

む課題である。 

国は幼児教育の無償化を段階的に拡大してきたが、すべての子どもに質の高い幼児

教育を受ける機会を保障することが重要であり、幼児教育の無償化を実現すべきで

ある。本市においても、他市先行事例における財源確保や成果について検証し、ま

ずは５歳児での無償化を実現できるよう積極的に取り組むこと。 
また、待機児童等の解消など、認定こども園化や公立園の民営化を引き続き市域全

体の就学前児童施設の整理を促進し、さらに、いじめ、虐待、貧困問題等の解決も

含め、未来の人材づくりについて強力に促進すること。 
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４．富田のまちづくりについて 

 高槻市の副都心にふさわしい、富田のまちづくりの加速化を、部門間連携をさらに

強化し、小中一貫校の詳細検討や複合的公共施設の検討、富寿栄住宅の建て替えに

向けた基本計画の早期策定など、またＪＲ富田駅関係の高架化等の検討を促進する

こと。 
 

５．三島救命救急センターについて 

災害拠点病院としての位置付けから総合的な検討を進めるとともに、運営における

課題を明らかにし、大阪医科大学との協議を十分に進めながら移転計画を促進する

こと。 
 

６．防災・減災について 

南海トラフ巨大地震発生が強く懸念され、市民の不安は増大している。一方で「大 

震法」の見直しが予定されており、予知に頼らない堅実な備えとして建物の耐震 

化や避難計画、訓練などハード、ソフト両面の対策が強く求められる。 

その対策として、自然災害から致命的な被害を負わないような「強さ」と速やか 

に回復する「しなやかさ」を併せ持つ地域社会づくりを推進する「地域強靭化計 

  画」を速やかに策定し、ハード、ソフト両面の対策について着実に取り組むこと。 
 
 

【１】市政運営及び行財政改革について 

１．財政運営について 
（１） 

 
持続可能な財政運営の実現のため、長期財政シミュレーションに基づき、ロ

ーリング方式による中期財政計画の策定を検討すること。 
（２） 

 
平成２９年度からの新公会計制度については着実な導入を図ることに加え、

財務諸表の有効かつ適切な活用を実施し、さらに、財政の見える化を適切に

行うことで議会や市民等へのアカウンタビリティを確保すること。 
（３） 

 
外郭団体の健全経営に向け、財政的な視点から経営状況や業務執行状況等を

的確に把握し、今後の団体の在り方の検討を含め適切な指導等を行なうこ

と。 
（４） 

 
予算編成に際し、具体的な成果（アウトカム）指標を重視し、「高槻みらい

のための経営革新宣言」にベクトルを合わせた予算の編成に取り組むこと。

また、財政環境が厳しい状況下、国や府からの補助金や交付税など財政確保

等にも積極的に取り組むこと。 
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２．公共施設等の管理・運営について 
（１） 

 
公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策定にあたり、ライフサ

イクルコストに基づく判断のみならず、地域の特色に応じたまちづくりの

観点が重要であることから、施設カルテや施設白書の作成等により、市民

への見える化を進め、市民ニーズについても十分に反映させること。 

また、今後の個別施設計画の策定および計画実行フェーズに向け、施設管

理を一元的に行う庁内組織体制の構築を検討すること。 

（２） 
 
未利用を含む公共施設においてサウンディング調査等民間事業者等と連

携を適切に行い、民間への貸付、譲渡、売却等、担い手の最適化を図るこ

と。また、行政目的利用としないと判断した資産については、速やかに売

却を進めること。 
（３） 

 
行財政資源の効率化を図る手法として、公共施設の建設・維持管理・運営

等の民間連携（ＰＰＰ、ＰＦＩ等）は有効であり、平成２９年３月に策定

した優先的検討規程が有効に機能するよう、人材育成（担当者等）を含め

た体制整備等を適切に行うこと。 
（４） 総合センターの老朽化対策に対する事前検査を進めること。 
（５） 

 
ビックプロジェクト（新名神ジャンクション・安満遺跡公園・新市民会館）

の着実な事業推進を図るとともに、交通ネットワークの整備や、これらの

プロジェクトを最大限に活かした施策を検討し、交流人口の増加、さらに

は、定住人口増加につなげること。 
  

３．組織構造・人材活用について 
（１） 

 
人口減少社会に対応できる永続的なまちづくりに向け全庁横断的な組織

運営を図ること。 
（２） 

 
総合的かつ戦略的な交通施策を推進するために、庁内（都市創造部・教育

委員会・自動車運送事業・消防本部）連携を図り、「交通政策課」の設置

を検討すること。 

（３） 
 
女性・若手職員の視点を活かした施策展開を検討し、体制整備についても

検討すること。 
（４） 

 
業務プロセスの明確化を進めるとともに、内部監査を定期的に実施する 

ことで、監査の経済性・効率性・有効性を高めること。 
  

４．人事政策の強化について 
（１） 

 
人材育成については、若手職員が中核となって市政を担って行く時代をむ

かえた今、基本方針に基づき、若手職員の視察・研修等、職員の人材育成

の予算の更なる確保について検討すること。 
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（２） 
 
人材育成基本方針は、平成２１年８月に改訂しているが、当市を取巻く環

境が大きく変化しており、今一度、公務員の使命と責任を確認し、これか

らの変化に対応できる自発的な職員の育成等を図るため、速やかに見直し

を行うこと。また、見直しに際しては、実効性を高めるために人事評価項

目と連動させること。 

（３） 
 
自治体における女性管理職割合を高めるために、女性職員の採用・登用の

拡大に積極的に取り組むこと。さらに管理職への昇任意欲を持つことがで

きるよう、ロールモデルの提示、また、ワーク・ライフ・バランス施策の

充実など、女性職員が働きやすい職場環境の整備にも配慮するとともに、

人事当局に女性の管理職や担当者の更なる配置を検討すること。 
（４） 

 
職員定数については、将来の超高齢化・人口減少など環境変化や多様な主

体との連携等あらゆる角度から検証したうえで適正に定めること。また、

各部局への配分についても業務量に見合ったものにすること。 
（５） 

 
非正規社員の増加による人員構成の変化への対応や働き方改革等を着実

に進めるために、事務マニュアル、事務手順書の整備等、事務体制の更な

る整備、強化を図ること。 

（６） 
 
同一労働、同一賃金の取り組み推進と地方公務員法の一部改正に伴い、平

成３２年度から予定されている「適正な任用等を確保」「会計年度任用職

員制度」について、課題等を明確し、適切な実施に向け検討を進めること。 
  

５．電子行政の推進について 
（１） 

 
業務継続性の確保と情報システムの最適化・再構築を進め、ＩＴガバナン

スの更なる強化を図ること。 
（２） 

 
バックアップ機能やセキュリティー強化を図るため、個別サーバーごと 

のクラウド化を着実に進めるとともに、国や他市の動向をみながら共同 

型自治体クラウドについては調査研究を行い、導入に向け環境整備を行 

うこと。 

（３） 
 
市の保有する公共データについて、市民サービスや行政の透明性の向上、

地域の活性化の実現に向け、ビックデータ、オープンデータの更なる活用

推進に取り組むこと。 
  

６．行財政改革について 
（１） 

 
税外滞納債権の一元管理と更なる回収の強化のため、各債権のマニュア 

ル整備や担い手の育成等、さらなる体制整備・強化を図ること。 
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（２） 
 
企業と連携して社会課題の解決に取組む「包括連携協定」を促進すること。

また、企業版ふるさと納税など国の政策についても、他市動向等をみなが

ら検討すること。 
（３） 

 
本市が実施する各事業のあり方について、あらゆる角度から検証したうえ

で、行政や民間、市民等、様々な主体それぞれが担うべき役割を明確にす

ること。 
（４） 議会との情報共有などを含め、未来創生審議会の機能の充実を図ること。 
（５） 

 
定住人口増加の取り組みについては、今年度、初めて実施した転出入者向

けアンケート結果の要因分析を適切に行うとともに、より実効性の高い施

策を促進し、人口の社会増を達成すること。 
（６） 

 
今後、持続可能な行財政運営には、行政資源の抑制的な運営が必要であ 
り、フルセットの行政サービスにこだわらず、住民サービスの向上、割 
り勘効果によるコスト削減、担い手確保等が期待できる事業については、 
エリアの遠・近にこだわらず、広域連携の可能性を模索し推進すること。 

（７） 総務省が平成３０年度に公募を予定している、地域課題を解決する取り組

みとして「シェアリングエコノミー」の活用を検討すること。 
  

７．戦略的な記念イベント等について 
（１） 市制施行７５周年への対応として、さまざまな主体と連携を図り、市の 

ＰＲに寄与するイベントを積極的に実施すること。また、記念イベント 

として平成３０年１１月実施予定の市域全域防災訓練については、過去 

の課題等を検証し、より価値的な訓練とすること。 
（２） 

 
「２０２５日本万国博覧会」大阪誘致に関して、誘致実現のため、高槻 
市民の機運向上等、大阪府・大阪市や経済界とともに積極的に取り組む 
こと。 

  
【２】災害等に強いまちづくりについて 

１．防犯対策について 

（１） 自治会に対する防犯カメラ設置補助金の継続。 

管理負担の軽減や捜査の実効性向上への寄与のため、大阪府警と提携し 

本市設置分について無線で防犯カメラ映像が取得できる仕組の導入を図 

ること。 

（２） 子どもの見守り等、地域の防犯活動の一環として地域が独自に実施して 

いる青色防犯パトロールへの補助金制度（ガソリン代等必要経費）を創 

設のこと。 
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２．防災対策について 

（１） 
 
全３２地区防災会の結成に伴い、各地区において「避難所運営マニュアル」

の作成、運用に対する支援を行うとともに、災害に対する市民意識の醸成

を含めた施策の推進を図ること。 

（２） 災害時の体制の強化等を図るため民間との防災協定をさらに広げること。 
（３） 

 
地域防災の担い手の育成、地域防災力の向上に寄与することを目的に、防

災士の資格を促進する補助事業を創設すること。 
（４） 要援護者避難訓練の重要性を周知し全地域での実施を促進すること。 
（５） 

 
地震調査委員会が公表する地震動予測地図を有効に活用し見える化を図

ること。 
（６） 

 
産官学の連携による防災研究（道路・橋梁施設の空洞化、老朽化対策等）

を促進すること。 
（７） 

 
防災対策として、避難所指定されている学校やコミュニティセンター等の

トイレの洋式化を促進するとともに、断水時のマンホールトイレ等の整

備、対応も充実させること。 
  

【３】安全・安心のまちづくりについて 

１．総合雨水対策の推進 
（１） 

 
集中豪雨等、防災・減災対策を継続的に行なうとともに、新たに作成した

「水害・土砂災害ハザードマップ」の市民への周知徹底と災害時に円滑に

活用されるよう、さらなる取り組み強化を図ること。 
（２） 下水道施設の耐震化事業を促進すること。 

  
２．自転車等の安全利用対策 

（１） 
 
自転車専用レーン整備促進に取り組むとともに、ヘルメットの着用や保険

の加入等、市民への周知と、職員としての率先垂範の取組みを全庁的に行

なうこと。 
（２） 

 
駅前等、放置自転車が原因となっている通行障害に対して、より強力な対

策を講じること。 
  

３．鉄道ホーム柵の安全対策 
（１） 

 
ＪＲ高槻駅の既存ホームへのホーム柵の早期設置とともに、本市に有する

全ての駅にホーム柵の設置促進を踏まえたバリアフリー化に努めること。 
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【４】快適都市「たかつき」のまちづくりについて 

１．市民会館建替えに向けての取り組み 
（１） 

 
文化・芸術の拠点となる新市民会館と中心市街地における貴重な緑の空間

である城跡公園について、関係部署の連携を緊密にしながら、市民の意見

も取り入れて一体的な整備を図るとともに、大きなイベント開催時に懸念

される混雑の緩和を図ること。 
（２） 

 
新市民会館の建設に向け、施設における文化施策の方向性を明確にすると

ともに、市民が主役となる文化の拠点完成を目指し、ソフト面の充実にも、

より一層の取り組みを行うこと。 
  

２．公園整備について 
（１） 

 
高槻の歴史ネットワーク化を進めるため、安満遺跡公園と市域の既存施設

との連携・新規事業等の検討を早期に進めるとともに、「高槻の歴史を知

ろうミステリーツアー（仮称）」を全国に誇れる市営バスを活用した計画

を検討すること。 
（２） 

 
摂津峡の渓谷エリア等でのバーベキューの利用について、環境（ごみ、駐

車場等）、安全等の問題があることから、条例化を含めた規制手段につい

て検討のこと。 
  

３．コミュニティの充実について 
（１） 

 
コミュニティセンターの課題を的確に把握し、将来にわたって快適に利用

できるよう、運営手法について検討すること。 
（２） 

 
自治会及び地区コミュニティの加入率向上に向け、他市事例も参考に取り

組みを進めること。 
（３） 

 
コミュニティセンターのバリアフリー化をさらに進めるとともに、老朽化

する施設の維持管理を適切に行うこと。 

 
４．都市づくり・住環境の取り組みについて 
〈交通網対策について〉 

（１） 
 
高槻市総合交通戦略で示された「コンパクトシティプラスネットワーク」 
について、市民への理解、協力が得られるよう、さらに具体の取組みを 
進めること。 
また、高齢化が進展する環境の中で、循環型バスの検討も含め効率的なバ

ス路線の見直しとバス停留所の設置に関する地域性重視の検討を行なう

こと。 
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（２） ＪＲ京都線芥川以西の鉄道高架化について、早期実現に向け鋭意取り組む

こと。 
（３） 淀川渡河橋（牧野高槻線橋梁）の早期事業化を府に強く働きかけるととも

に、渡河橋と十三高槻線との合流区域周辺の沿道まちづくりについて、地

元地域と適切に連携しながら、良好なまちづくりを支援すること。 
（４） 新名神高速道路供用開始後は、関連道路沿道の積極的な企業誘致を行うと 

ともに、本市の車の玄関口としての機能を活かし、本市への他市からの流 
入を促し、地域、民間企業などと連携した様々な施策を促進すること。 

〈施設の跡地利用について〉 
（１） 植木団地の跡地整備については、市域南部における課題や市民ニーズに見

合った整備を検討すること。 

（２） 芥川緑地プール廃止後、市民ニーズを把握しながら土地の有効活用を図る

こと。 
（３） 東上牧し尿処理場の跡地利用については、地域住民のニーズを踏まえ早期

に進めること。 
〈空き家対策について〉 

（１） 
 
民間の空き家・空き室を活用し、「住宅弱者」「住まいの貧困」ともいわれ

る、住まいを確保することが困難な高齢者や子育て世代の入居を支援する

「改正住宅セーフティーネット法」の具体的な事業構築を促進すること。 
また、三世代同居のさらなる支援や若者世代の住宅取得や転居等の助成を

検討すること。 
（２） 

 
空き家実態調査終了後、速やかに「空き家対策協議会」を立ち上げ、具体

的な施策を講じること。 

〈環境整備について〉 
（１） 

 
阪急高槻市駅北側広場の整備については、安全な通行スペースを確保する

とともに、受動喫煙にも配慮した喫煙スペースを設置すること。 
（２） 耐震性不足が判明した弁天駐車場については、今後の適切な在り方につい

て検討を着実に進めること。 
（３） 公図と現地が不一致となっている市内中心部において、大阪法務局による

地図作成が行われることに併せ、地籍調査ついては効果的に実施するこ

と。 

〈市民サービスについて〉 
（１） 

 
行政サービスコーナーの廃止による市民サービス低下が懸念される。その

解消のためにもマイナンバーカードの普及施策を着実に進めること。ま

た、マイナンバーカードの利便性を高める利活用の立案と推進を図るこ

と。 
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（２） 
 
合葬墓の平成３１年春供用開始に向け、「合葬墓整備基本計画」に則り整 

備を進めるとともに、市民ニーズを踏まえた墓地事業の推進と、合葬墓の 

適切な運用を検討すること。 
  

【５】産業振興で活力あるまちづくりについて 

（１） 
 
本市の玄関口であるＪＲ高槻駅前（南側）商業施設を含む再整備について、

地権者との積極的な話し合いを進め、人が集い、活気にあふれる中心市街

地の立地特性を活かしたまちづくりの検討を進めること。また、ＪＲ高槻

駅（北側）との結節点である地下道の美装化についても検討を進めること。 
（２） 

 
地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し、本市の強み・弱みや課題

を分析し「まち・ひと・しごと創生」に資する取り組みを行うこと。 
また、官民施設でのＷi‐Ｆi 環境等の充実を図ること。 

（３） 労働施策の強化を図り、特に女性、若者、障がい者の就労を支援すること。 
（４） 

 
農業従事者の高齢化や後継者不足を背景に、将来的に耕作放棄地の増加や

土地の荒廃が進む中で将来の地区のあり方や土地活用方策について検

討・協議を行い、良好なまちづくりを実現する土地利用計画案を検討する

仕組みを構築すること。 
  

【６】良好な環境形成づくりについて 

（１） 生活環境の保全を目的に、騒音、振動、水質汚濁等の公害に対して未然に

防止する体制整備を図ること。 
  

【７】健康都市たかつきの充実について 

１．障がい者福祉について 

（１） 
 
障がい者差別解消法と大阪府条例のもとでの庁内における適切な対応を 

周知徹底し、さらに法の趣旨について市民・企業への周知・啓発を強化 

するとともに相談状況など府や国（他市）からの情報の収集に努めなが 

ら積極的に差別解消の推進を図ること。 

（２） 
 
大阪府が全国で初めて行政主導の手話教室を開催している。本市におい 
ての手話言語条例の制定を望むとともに、市主導の手話教室の開設と 
手話が言語であることを広く周知する取り組みを推進すること。 

（３） 障がい福祉として、全体的なコミュニティーツールの検討を図ること。 

（４） 
 
聴覚障害者（児）に対する人工内耳の補助制度を、他部との連携強化を 

図りながら検討を進めること。 
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２．高齢者福祉について 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業については一層の充実を図ること。 
（２） 環境省が高齢者を対象に地方自治体のごみ出し支援制度の普及に乗り出

す。本市においても足腰が衰え集積場までごみを運ぶのが困難な人の支援

と、高齢者の見守り活動を組み合わせた事業を検討すること。 

  

３．健康づくりについて 

（１） 
 
保健センターについては、今後の取り組みに向けて、市民の健康増進につ

ながる整備計画の促進と体制強化を図るとともに、子ども保健課の移転後

の有効活用を図ること。 
（２） 

 
今年度、策定される「健康たかつき２１」を踏まえ、安全で質の高い胃カ

メラ検診の導入を図ること。また、ピロリ菌検診について、転入者や未受

診者等へ検診事業を継続し、市民検診の受診率の向上につなげること。 

  

４．保険・医療福祉について 
（１） 

 
福祉医療費の再構築の結果、償還払いの対象者が増加することが見込まれ

ていることから、自動償還できるよう検討すること。 
（２） 

 
平成３０年度からの「国民健康保険の広域化」について、被保険者、特に

低所得世帯や多子世帯の保険料負担には十分配慮するよう、運営主体であ

る大阪府に要望するとともに、低所得世帯や多子・多人数世帯の保険料負

担には十分配慮し、激変緩和期間にあっては保険料の周知など、適切に対

応すること。また、医療費適正化の取り組みや保険料の収納対策について

は、適切なインセンティブの仕組みの創設や、これまでの高い水準を維持、

努力してきたことに対して適切な評価をされることを大阪府に要望する

こと。 

  
５．医療施設の充実について 

（１） 
 
三島救命救急センターについては、災害拠点病院としての位置付けから総

合的な検討を進めるとともに運営における課題を明らかにし、大阪医科大

学との協議を十分に進めながら移転計画を促進すること。 
（２） 

 
三島夜間休日応急センターについては、耐震性・狭隘性の課題の中で、今

後のあり方など早期に検討を進めること。 
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【８】子育てナンバーワンのまちづくりについて 

１．幼児教育の無償化について 
（１） 

 
国には３～５歳児の幼児教育無償化を早期に実現されるよう要望を重ね

ながら本市においても他市先行事例における財源確保や成果について検

証し、まずは５歳児での無償化を実現できるよう積極的に取り組むこと。 
 

（２） 高槻市の保育園・認定こども園・障がい児人件費補助金については、私立

幼稚園から新制度に移行した園のみが補助制度を受けることができるが、

従前の私学助成園については所管外のため受けることができない。高槻市

の子どもの支援を推進するためにも、継続した新制度の推進と補助金支給

への研究を進めること。 
  

２．待機児童の解消について 
（１） 

 
厚生労働省基準の待機児童はゼロを維持できているものの、希望する施設

に入所できない利用保留児童は年々増加しており児童の受入枠の確保に

向け、現在、計画の就学前児童施設の整備促進等を継続して取り組むとと

もに、国の助成のみで設置・運営できる企業主導型保育事業など、従来以

外の民間活用の手法も積極的に検討すること。 
（２） 

 
高槻市認定こども園配置計画（平成３０年度から３２年度）では示されな

かったが、市内６区域すべてで就学前児童施設の適切な集約・整理を行え

るように、公立園の民営化、認定こども園化をさらに検討すること。加え

て、市民が今後の変化を理解しやすくなるよう、また保育施設やサービス

を選択しやすくなるよう、積極的にメディア等を活用し情報を提供してい

くこと。 
  

３．病児・虐待・貧困対策について 
（１） 

 
病児保育の拡充については、医師、看護師等の職員が既に在籍している病

院や特別養護老人ホームなどでの企業主導型保育事業に期待されている

ことから、その促進を図るため、特に市街化調整区域内にある特別養護老

人ホーム等での開設がしやすくなるような環境づくりに取り組むこと。あ

わせて訪問型病児保育事業の検討を行うこと。 
（２） 

 
虐待や産後のうつ対策の強化と、その解消につながる家庭訪問型保育サー

ビスのさらなる推進を図ること。 
（３） 

 
子どもの貧困問題では、こども未来部、教育委員会、健康福祉部（生活福

祉支援課）及び、社会福祉協議会が連携し総合的・継続的な支援を可能に

する体制を構築すること。また、「こども食堂」を実施する団体や「貧困
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家庭への学習指導を進める」団体への支援を図り、さらに「こども宅食」

についての研究、検討を行うこと。（平成２８年８月設置の「高槻市子ど

もの未来のためを応援する庁内対策会議」での議論を反映すること）また、

平成２９年８月に実施したアンケートを基に、実効性のある第３次高槻市

ひとり親家庭等自立促進計画を策定すること。 
（４） 特別支援教育の取り組みの一貫として幼児期における特別教室を設置し、

専門医を含むスタッフによるサポートや発達障がい児の能力を引き出す

取り組みを支える体制の整備・構築を検討すること。 
  

４．子育て支援について 
（１） 

 
孫育てに奮闘するイクジイ・イクバアの支援と「イクジイ・イクバア手帳

（仮称）」を作成すること。 
（２） 

 
母親に育児と家事が偏っている実態「ワンオペ育児」解消には、職場の意

識改革なしには成り立たないとの観点から、長時間労働の是正が必要。本

市職員の働き方改革（休み方改革）を促進し、民間企業への浸透を図り、

子育てしやすい環境を整えること。 
（３） 

 
平成２８年度から学童保育を運営する民間事業者への補助制度を立ち上

げ、学童保育の待機児童解消に向け取り組まれているが、放課後の子ども

の居場所づくりとしての視点も含め、学童保育のあり方や待機児童の考え

方、運営手法等、現在の事業運営課題をしっかりと検証し、今後のあるべ

き方向性を検討すること。 
  

【９】魅力ある教育の推進について 

  政府が掲げる「未来投資戦略２０１７」において、「人への投資」への強化に則り、

多忙化する教員の業務改善に向けた人員配置とともに、働き方改革を進め教員が児

童生徒と向き合える時間確保の環境をつくること。 
 
１．確かな学力の育成 

（１） 「次世代の学校・地域」創生プランの実現に向けた取り組みを推進するこ

と。 
（２） 

 
次期学習指導要領に備えて、平成３２年度からの小学校３・４年生の外 
国語活動の導入、５・６年生（高学年）の教科化に向け、英語教育の更 
なる充実を図ること。 
また、先行実施に向けて、専科教員の充実を図ること。 

（３） 
 
子どもたちの主体的な学びを支える学校図書館の充実（図書購入予算の増

額及び中学校の図書館支援員の配置等）を図ること。 
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（４） 
 
貧困が世代を超えて連鎖すことがないよう、子ども未来部、健康福祉部 
（生活福祉支援課）との連携も図りつつ、公立小中学校の使命を果たすこ 
と。 

 
２．豊かな人間性の育成 

（１） 
 
高槻市教育振興基本計画～どの子ものばす高槻の教育プラン～に基づき、

すべての子どもの社会参画力を伸ばす取り組みを強化すること。 
（２） 

 
児童生徒がかかえる個別の課題に対し、組織的かつ継続的に指導や援助を

行うため、校内や中学校区の生徒指導体制を充実すること。 
（３） 

 
発達障がいのある児童・生徒のための「通級指導」の充実を図るため人材

確保と育成につとめること。 
  

３．健やかな心身の育成 
（１） 

 
教育的意義を踏まえた部活動の在り方についての研究を進めること。（教

員負担軽減を図りつつ、部活動の指導を充実するため、環境整備を進める。 
  

４．学校力の向上 
（１） 

 
学校教育の充実については、「深い学び」の実現のため、まず教員の養成

が必須であり、特に若手教師の育成に力を注ぐことが大事である。そして

教師が授業に専念できるよう、学校外の人材を積極的に活用し、学校全体

の組織力や教育力を高める「チーム学校」の取り組みを加速させること。 
（２） 

 
子どもたちの基礎・基本の定着や「思考力・判断力・表現力」を養うため

のＩＣＴ機器の活用等のための更なる環境整備を行うこと。 
  

５．小中一貫教育の推進 
（１） 

 
検討委員会から答申のあった、第四中学校区の施設一体型小中一貫教育に

ついては、まちづくりの側面も持ち合わせている。学校と保護者、地域が

同じ方向性を持って協力できるよう、今後の方針については市民の理解を

得られるよう努めること。 
  

６．読書活動のさらなる推進 
（１） 文化の象徴である図書館の充実を図り７館構想実現に向けて取り組むこ

と。 
（２） 

 
ＩＣＴ機器を活用した図書館サービスの充実で貸出冊数の増加に取り組

むこと。 
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（３） 
 
高槻市図書館自動車運行業務、①図書等運搬連絡車運行業務、②学校図書

館連絡車運行業務、③子ども読書支援連絡車運行業務、④移動図書館運

行・運営業務の今後のあり方、運用方法等を検討すること。 
（４） 書籍消毒器の導入を検討すること。 

  
７．学校施設等の環境整備について 

（１） 学校給食棟の老朽・耐震調査終了後、速やかに冷房機器の設置を行うこと。 
（２） 小中学校におけるトイレの洋式化についての取り組みを加速させること。 

  
【１０】高槻市営バスの取り組みについて 

（１） 
 
安全運行の確保を研修会などを通じ、より一層強化しながら、特に車内で

の高齢者等への配慮や注意喚起を確実に実施すること。 
（２） 働き方改革を念頭に人材の補強や育成を適切に行うこと。 

  
【１１】水道部の取り組みについて 

（１） 
 
災害時において迅速に対応できる高い防災機能を有した水道庁舎の建替

えを着実に進めること。 

（２） 既存施設の耐震化を促進すること。 
（３） 普通財産の利活用を市と協議して着実に進めること。 
（４） 

 
災害時の応急給水の円滑な利用に向け、地域団体に対して水道職員ととも

に自主活動ができるように取り組むこと。 
（５） 

 
研修会や現場作業を通して、ベテラン職員から新人職員への技術・技能の

継承を着実に進めること。 
（６） 専用水道を用いる事業所に対し、水道利用を要請すること。 
（７） 

 
水道企業団の構成員として、今後の動向の中で、水道料金のあり方を明確

にし、適時、水道料金の見直しを行い、料金体系のバランスを適切に図る

こと。 
  

【１２】消防本部の取り組みについて 

（１） 
 
高齢者等の救急事案の増加や対応可能な特定行為が増加しており、高度な

スキルを持った救急救命士を更に拡充すること。また、業務の有効かつ効

率的な運営を行うため、人材のマルチ化についても更なる取り組みを行う

こと。 

（２） 
 
救急車出動件数の増加傾向が引き続き予想されるため、要因分析を行い、

必要に応じ、庁内関係部署との更なる連携を図る等、救急車利用のルール

やマナーの定着に向け更なる普及、啓発を行うこと。 
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（３） 
 
消防団が訓練できる環境整備を図かり、人材育成・強化の支援とともに、

女性等含め多様な人材確保に向け、更なる環境づくりに努めること。さら

に、小中学生を対象とした消防団に対する理解を促進するための教育の実

施、また、イベント等さまざまな行事を通じ、高校生や大学生等義務教育

後の世代に対する普及啓発を図ること。 
（４） 救命講習の普及啓発の更なる推進を図ること。 
（５） 

 
北消防署の建て替えを視野に入れた検討を含む各消防署の将来構想を検

討すること。 
（６） 既存感染症を含め感染症への対策強化、充実を図ること。 

（７） 
 
植木団地における中消防署富田分署の移転や消防団訓練施設の整備につ

いて着実に進めること。 
（８） 

 
感震ブレーカーの設置の普及啓発を図り、設置促進に向けた検討等、関 

係部署との連携を図ること。 

  
【１３】選挙管理委員会の取り組みについて 

（１） 
 
初等中等教育でのシチズンシップ教育（主権者教育）を推進し若者の投票

率を向上させ政治参加を促すこと。 
（２） 

 
駅周辺（大学キャンパス含む）等に期日前投票所の設置など投票環境を向

上させること。特に服部、小寺池図書館については、他の期日前投票所と

同レベルの対応が可能となるよう、期日前投票期間、期日前投票時間の延

長等を検討すること。 
（３） 

 
国に対して、投票整理券の発送時期の前倒しや郵便投票の資格の見直しな

ど実態に応じた対応を引き続き要望すること。 
（４） 

 
選挙運動用ビラ配布の解禁（平成３１年３月１日施行）にともない、ビラ

作成費用について、公費負担を可能にするための条例の改訂を行うこと。 

 


