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日 本 共 産 党
高槻市会議員団

　６月 18 日の震度６弱の地震は高槻
南部が震源地で、大きな被害がありま
した。２人の方が亡くなられ、小学校
のブロック塀の倒壊による死亡事故は
人災でした。小・中学校で 120 セン
チ以上のブロック塀がある 30 校で撤
去をします。公共施設は 75 施設でブ
ロック塀を撤去をしました。
　また、台風による甚大な被害もあり
ました。

(

(
大阪北部地震
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高槻市では
　市域には数千年前から人が住み、安満遺跡では
約2500年前にコメ作りが始まりました。
　1943（昭和 18）年１月１日に大阪府で９番目の
市として高槻市が誕生しました。当時は田園風景の
広がるのどかなまちで、1948年に阿武野村、1950
年には五領村を合併、工場誘致運動を行い、1954
年には衛星都市唯一の市営バスを開業しました。
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安心・安全な防災のまちに

市独自に家屋の一部損壊への補助

市がブロック塀撤去補助

被災者への支援

台風 21 号の山林被害
高槻は甚大

１

　国や大阪府は、全壊か半壊と認められなければ支
援の制度はありません。国や大阪府が責任を持って
一部損壊にも補助するべきです。日本共産党はその
ことを要望しています。
　高槻市は、独自に修繕費用３０万円以上なら３万
円、５０万円以上なら５万円補助します。

　民間のブロック塀の撤去工事への補助制度を新た
につくりました。道路や公園に面した、高さ 80 セ
ンチ以上のブロック塀撤去に対して、20 万円を限度
として補助します。また、幹線通学路に面している
場合は、限度額は 30 万円です。しかし、国の補助
限度額は 15 万円で国と府で 75％です。国や大阪府
はもっと補助を増やすべきです。小中学校のブロッ
ク塀やエアコン設置の補助制度を要求し実現しまし
た。

被災者生活再建支援法→北部地震では全壊家屋が 11
戸あり、適用になり国が最大 300 万円支援します。
しかし、台風 21 号での全壊・半壊には適用されま

せん。一つの災害で 10 戸以上の全壊家屋がなけれ
ば適用しないのは問題です。
災害救助法→都道府県が適用し、応急的な救助の要
請、費用の負担をします。北部地震では適用され、
半壊家屋の応急修理費 58 万４千円の補助、見なし
仮設住宅への入居などが行われました。

19,991戸

4,291戸

一部損壊

一部損壊

全 壊 11戸
大規模半壊　　2戸
半 壊 221戸

全 壊 2戸
大規模半壊　　2戸
半 壊　28戸

北部地震

台風 21 号

痛ましい事故を繰り返さないために、
小・中学校、通学路などの
ブロック塀撤去
　高槻市では、小・中学校５９校の内、ブロック塀
の撤去が必要な３０校で撤去しました。
　公共施設は１２カ所で「危険」、６３カ所が「要
注意」と判断され、保育所や公民館、児童遊園、プー
ルなど７５施設のブロック塀を撤去しました。

※ 2018 年 10月 9日現在の数値

　台風 21 号の山林への被害は約 613 ヘクタール、
倒木は、数万本以上です。芥川や出灰川に折れた木
がかかり流木となり、川の水があふれる原因になり
ます。樫田の山は個人所有ですが、急斜面で個人で
の復旧はできない状況です。国と大阪府が責任を持っ
て、復旧する方針を持つことが必要です。
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市の財政状況と今後の見通し２
　20 年前の納税義務者１人当たりの所得は 398 万円、2017 年は 327 万円です。20 年間で１
人当たりの所得は 71 万円、総所得額は総額で 1137 億円減少しています。
　市の収入も、自主財源である市民税や固定資産税が減少し、国からのお金が増えています。
20 年前は、市の収入に占める市税収入は 55.6％でしたが、昨年度の市税収入は 44.1％で、
11.5％も落ち込みました。

●今年度は 116 億 21 百万円の建設費が予算　
化されています。

　ごみ焼却施設→ 88 億円
　　　　　　　　（国補助 10 億 57 百万円）
　子ども未来館→ 20 億円
　　　　　　　　（国補助 4 億 89 百万円）
　 安満遺跡公園→ 26 億 86 百万円
　　　　　　　　（国補助 3 億 19 百万円）

富寿栄住宅建替→ 86 億円　国補助 2 分の 1。　　
　　　　　　　 工事に 3 年かかる。
市民会館建替→ 2021 年完成予定。130 億（概　
　　　　　　　 算）国補助 4 割満額は出ない。　　　　　　　　
　　　　　　　　その他、城跡公園、南、北エ　　
　　　　　　　　リアの整備などで約 10 億円。
市役所耐震化→ 2019 年完成。36 億円  国補　　
　　　　　　　助３億 63 百万円  
安満遺跡公園→ 2023 年完成予定。
　　　　　　　今後３年〜４年で、市負担額
　　　　　　　合計約 183 億円プラス安満遺
　　　　　　　跡工事の負担が。

◇市税収入（２０１７年度決算）５０１億８百万円

◇建設中の公共施設の建設・
立替え

高槻市民の状況、市税収入など

納税義務者
１人当たり平均総

所得
市税収入 総収入に占める

市税収入の割合 自主財源率

１９９８年 156,133 人 3,988,493 円 554 億円 55.6％ 69.3％

２０１７年 155,337 人 3,276,753 円 501 億円 44.1％ 51.4％

差 796 人 711,740 円 12％ 17.7％

今後の計画・建設中のもの
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◇国民健康保険の大阪府一本化
　による負担増

◇り災証明で、国民健康保険
料・介護保険料の減免

◇介護保険制度

◇健康で豊かな老後のために

65 才以上の１人当たりの介護給付月額

国民健康保険　
日本共産党市議団の役割と成果

地域活動への参加意向の高齢者の割合

　国保は今年度から市と大阪府の共同運営に
なり、大阪府は、保険料率、減免制度を府が
決定するとし、６年後に一本化しようとして
います。高槻市では今年度は、独自の減免制
度をおおむね守り、７割の世帯が値下げにな
りました。しかし、来年度以降は、減免制度
と一般会計からの繰り入れを徐々に少なくす
る計画です。

●介護サービスの認定率は府下でも少なく、
昨年度 16.1％、大阪府は 21.3％です。

　市の高齢者は 2017 年９月時点で、65 才以
上 10 万 766 人、（75 才以上４万 9213 人）
28.5％（全国 27.7％、大阪府 26.5％）となっ
ています。しかも、健康寿命は府下で上位です。
　全国で唯一、市バスの無料敬老パスがあり、
自然環境にも恵まれています。地域づくりに
参加する意欲のある人が、大阪府平均より多
くなっています。また、介護を受ける人が他
市より少なく、介護の費用も少なくてすんで
います。

●国保世帯７割の値下げ、減免制度を実現。
　収入の少ない世帯への保険料を値上げ
しないよう市独自の減免制度を要求し、
低所得世帯への減免制度、所得の 16％
を超える保険料の減免制度、収入が２割
減少した場合の減免制度と実現してきま
した。その結果、国保加入者の６割が減
免制度を受けています。

高槻市（％） 府内市平均（％）
ボランティアに参加
している高齢者 17.2 12.5
地域づくりへ参加意
向のある高齢者 65.0 53.7
閉じこもりリスクの
ある高齢者 11.0 16.0

（出典）厚生労働省；地域ケア「見える化」システム。介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査（第７期）２０１７年８月３１日時点で
結果が公開されている自治体との比較

65 才以上１人の
月額在宅サービス

高槻市 大阪府 全国

9,755 円 14,225 円 11,317 円

　65 才以上では、在宅サービスで月額 4,470
円、年間 53,640 円少なく、サービスを受け
ている人の比較でも、月額 14,360 円、年間
172,320 円も少ない。

　高槻市の国保、介護の減免要項は、全壊・
半壊以外の、一部損壊でも保険料の減免制度
があります。持ち家はもちろんですが、借家
でもり災証明があれば対象になります。大阪
府では高槻市だけです。
　減免の期間は、災害発生時から 2020 年３
月分まで半額にすることができます。高槻市
の災害減免に対して、国や大阪府が負担をす
ることが必要です。

充実が求められる医療・介護・子育て３
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介護が必要になっても
安心できる環境の整備を

　高齢者世帯で、ひとり世帯が 27.9％、高齢
者のみ世帯は 35.5％です。認知症や身体的に
自宅での生活が困難になったときの、入所施
設が少ないうえに、所得に応じて入所費用が
決まるのは特別老人ホームだけです。
　収入が少なくても、入所できる施設が必要です。

◇子育てしやすい高槻市に

小学校入学時の支援金
入学前（3 月）に支給が実現

●子ども医療費助成制度は、中学卒業まで所
得制限なし　

●小学校全学年で 35 人学級の実施
●中学校給食、自校親子方式で実施
●子供食堂 10 カ所への補助
●５歳児の幼児教育無償化
●来年４月から安満遺跡公園で、一時預かり、

休日一時預かり、病児保育が始まります。

　高槻市では 2015 年から中学入学時の支援
金については、小学６年生の３月に支給され
ています。しかし、小学校入学時の支援金は、
いまだに７月支給です。小学校入学時に必要
な学用品を購入する費用は、47,400 円です。
これだけの金額を一時的にですが、保護者は
立替えることになります。入学の費用はそれ
だけではありません。全国では小学校入学の
額用品費を、入学前の３月に支給している自
治体は４割もあります。
　高槻市は来年３月の小学校入学前に支給さ
れることが実現しました。

　子育てや育児への不安がある人に対して、
訪問指導、面接、電話による相談。妊娠の届
け出の時には、面談をしています。

　保育所の申し込み人数は 6745 人、利用
者は 6205 人特定の保育所しか申し込まな
い人など、潜在的待機児は 540 人、昨年に
比べて 91 人減りました。
　２歳児までしか預からない小規模保育施設
が増えています。０才から５才までの認可保
育所の建設が必要です。

　各小学校に学童保育室を設置し、待機児が
多い 13 の学童では２室目をつくり、特に希
望者が多い芥川小学校では３室目をつくりま
した。それでも、昨年の待機児童は 51 人、
2018 年４月１日の待機児童は 42 人です。
　安岡寺・北清水・奥坂小学校では、空き教
室などを利用して臨時の学童保育室をつくり
対応しました。学童保育室の増室が必要です。

充実が求められる医療・介護・子育て ③充実が求められる医療・介護・子育て

児童虐待、相談

保育所の待機児

学童保育
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◇産業廃棄物焼却施設建設への反対運動が起こり、建設に住民合意が必要と
いう条例制定を議員提案できるように努力し、住民の働きかけがあり全会
一致で制定。

◇市バス敬老パスの経済効果 32 億円との検証結果がでる。
◇月 3000 円を超す医療費を障害者が立替える制度から市が振り込む制度に

変えました。党の働きかけもあり実現。
◇子どもの貧困対策を訴え、就学援助の小学校入学支度金を入学後の 7 月支

給から入学前の３月支給に。
◇子ども食堂への補助。
◇市は公立保育所、幼稚園の民営化を一気にする計画でしたが、一部しか提

案できていない。
◇国民健康保険料は値下げを要望し、今年度７割の世帯の値下げを実現。　
◇水道料金２回の値下げを実現

水道料金値上げの時も、高齢者への負担軽減を実現

４ みなさんとともに、努力し、実現したこと

府企業団で 7500 万円の値下げ→市は、利用水量 21㎥〜 30㎥で対象戸数 49,402 戸、30％。
51㎥〜 300㎥対象戸数 2,371戸、1.4％を値下げ

値上げの時には、高齢者への配慮を要求　今年７月から、一部ですが水道料金を値下
げされます。
　高槻市内の水道水の約 70％は、大阪広域
水道企業団から購入しており、今年４月から
水道水の卸売価格が引き下げられたことによ
り、市も値下げをします。
  2010 年にも大阪府営水道が値下げされ、
市の水道料金も全世帯を対象に値下げしまし
た。府議会で、宮原たけし府会議員が、ダム
事業からの撤退などを主張し、値下げが実現
しました。

　2015 年、高槻市公営企業審議会の答申を
うけ、基本料金 100 円値上げが提案されま
した。日本共産党市会議員団は、高齢者への
負担は軽減すべきと要望し、市は従量料金の
６トン以下は 20 円を 10 円に値下げをする
としました。高齢者を含め、ひとり世帯の少
量の使用者の方は１か月でおおむね 40 円の
負担増に抑えることができました。

（ ）
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５ これからもがんばります
◇国民健康保険料の府統一化をストップし、市の減免制度を守る。
◇介護保険料の減免制度の拡充。
◇市バスの民営化をやめ、経済効果のある敬老パスを守る。
◇新駅建設は十分な検討を。
◇過度な民間委託、民営化や利用料金の見直しに反対し、市民の利益を守る。
◇就学援助制度の拡充。
◇自然を生かし、街の緑を増やし、山林を守る。
◇賑わいのある商店街に。

必要のない新たな開発事業はやめよ

行政サービスコーナーの復活

三島救命救急センターは充実を

保育所の充実

①

③

④

②

●ＪＲ高架化→芥川から総持寺駅にかけて高
架にする計画。市負担 100 億円

●新駅の可能性の検討→萩之庄付近での検討　
　大型の不要不急の公共事業で、大きな借金
をした地方自治体があり問題になりました。

「検討の結果、駄目になる可能性もある」と
答弁しています。

　2020 年には２カ所の保育所、３カ所の幼
稚園が民営化され、その後も、公立を６カ所
残しますがそれ以外の公立保育所、幼稚園は
民営化する計画があります。
　国は、小規模保育では保育士のうち、半分
は保育士の資格がなくてもいいと規制緩和を
しています。
　高槻市では、全員保育士の資格が必要とし
ていますが、一時預かり保育などは民間委託
を進めようとしています。

　三島救命救急センターが耐震性が確保され
ていないために、大阪医科大学に移転するこ
とが決まりました。現在の運営主体は公益財
団法人　大阪府三島救急医療センターでした
が、移転後は大阪医科大学に移ります。
　ドクターカーや国、大阪府、３市１町の補
助金はどうするのかなど、課題はあります。
患者を断らない救命救急をめざし、病床と医
師の確保、ドクターカー運行のために、関係
機関で協議が必要です。

　昨年９月末で廃止しました。その結果、市
役所本庁の市民課の証明書発行が 1.5 倍に。
その一方、マイナンバーカードを使用するコ

問題点

ンビニでの交付は、979 件、全体の 3.9％
です。（最新の情報に）
　市民が対面で、わからないところも聞ける
行政サービスコーナーの復活を求めます。

夜間休日応急診療所の継続を⑤
　他の医療機関が診察していない時間帯に、
診察してもらえる貴重な診療所です。年末年
始は、多くの患者さんが来られ、長い休みで
も安心です。
　三島救命救急の移転後についても、現在の
体制が守れるように取り組んでいきます。
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高槻市会議員団

日本共産党高槻市会議員団 〒 569-0067　高槻市桃園町 2 ー 1 控室
TEL072-674-7230  FAX072-674-3202
http://www.jcp-takatuki.jp2018 年冬季版政策パンフレット

だれ一人取り残されない社会

宮原たけし

中 村
　れい子
宮 本
　雄一郎

出 町
　ゆかり

きよた
　純　子

1947 年「昭和 22 年」生まれ。５歳の時父死亡、瀬戸内の山口県上関町で母１人、子１人で育つ。
熊毛南高校「同窓生に道上洋三氏等」、京大文学部卒、
１６年の共産党職員ののち、１９９１年「平成３」大阪府会議員、２００３年から議員団長、現在７期。
□趣味読書、スポーツ観戦ー最近では、カーリングと小平奈緒、松坂太輔さんの活躍。
□最近良かった映画ー北の桜守、妻よ薔薇のようにー家族はつらいよ３、恋は雨上がりのように。
□嫌いなことー弱いものいじめ、嘘つき。
□好きな人物ー坂本龍馬、金子みすゞ「みんなちがってみんないい」。

大阪府議会議員

生活相談区域

生活相談区域

生活相談区域

生活相談区域

川久保、成合、弥生が丘、日吉台、宮が谷、寺谷、真上 6、紅茸、 花
林苑、美しが丘、古曽部、奥天神、別所、安満、山手、高垣、野田東、
萩之庄、梶原、神内、東上牧、上牧、上牧山手、上牧北・南駅前、淀
の原、五領、道鵜、井尻、前島、八丁畷、八丁西、松原、南松原、緑
町、千代田、沢良木、天王、宮野、明野、野田、永楽、藤の里、天川
新町、天川、日向、東天川 1 〜 5、須賀、大冠、深沢、 大塚、竹の内、
番田、松川、辻子２・３、東和、深沢本町、北大樋、南大樋、西大樋

萩谷、萩谷月見台、霊仙寺、奈佐原、奈佐原元町、南平台、岡本、
大和、阿武野、塚原、土室、上土室、氷室、宮田、赤大路、富田丘、大畑、
幸、浦堂 1、西之川原 2、宮之川原 5、大蔵司、郡家新町、郡家本町、
今城、津之江１、川西３、津之江北町、東五百住１

北園、高槻、紺屋、桜町、明田、上田辺、桃園、城北、野見、大手、
上本町、京口、 出丸、城内、本町、城東、土橋、八幡、城南、春日、
下田部、西冠、若松、堤、 登町、辻子１、西町（１番除く）、川添、牧田、
芝生１〜 4、中川、城西、庄所、 南庄所、高西、玉川新町、玉川、
唐崎西・北・南・中、西面北・南・中、三島江、 三箇牧、柱本、
柱本新町、津之江３、如是、南総持寺町

樫田、原、安岡寺、松が丘、清水台、高見台、黄金の里 1、東城山、塚脇、 
宮之川原 1 〜 4、宮之川原元町、浦堂本町、浦堂 2 〜 3、西之川原 1、
芝谷、 真上１〜５、西真上、緑が丘、名神町、 川西 1 〜 2、清福寺、
芥川、南芥川、殿町、月見、 天神、紫、津之江２、西町１、栄町、寿
町、柳川、北柳川、東五百住２〜３、 西五百住、 富田１〜６、登美の里、
桜ヶ丘、昭和台、 北昭和台


