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濱田剛史

市民の皆様には、この１期４年間、ご支援、ご理解を

賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、私の政策集を作成させていただきま

した。

私は、これまで、市政を運営するにあたって、念頭に

おいていたのは、地方自治体の使命は、市民の生命、

財産を守り、福利を向上しているということにあるということです。

地方自治体がこのような使命を担っているということは、すべての市民の皆

さんが理解されることだと思います。つまり、地方自治体の使命を達成するの

に、政治的信条や思想などは、関係ないということです。市長は、党派を超え

た、いわば、「市民党」として、市政運営をしなければならない立場にありま

す。そして、このような使命は、思いつきや歯切れの良い言葉だけの政治では、

到底達成できるものではありません。市民の生命、財産、福利向上は、地道で

考え抜かれた施策の積み重ねによって達成できるものですし、何よりも、継続

性と安定性が求められます。

私は、市長就任後、市民全体の福利向上と、未来の高槻を見据え、主に、子

育て・教育施策の充実、高齢者福祉の向上、防災等の安全安心のまちづくり、

営業広報戦略に力を注いできました。どの施策も全国に誇れる施策であり、他

市からの視察も相次いでいます。

その一方で、行財政改革も併せて進め、市の借金は３年で、１８億円減少さ

せ、市の貯金である基金については３６億円増加させました。もちろん、市の

財政は黒字を維持しています。

私は、この１期目の市政運営で、さらなる高槻の発展につながる施策を展開

し、軌道に乗せたものと自負いたしておりますが、この方向性をしっかりと継

続し、高槻のさらなる発展への安定軌道に乗せ、高槻の「みらい・創生」を進

めて行くために、真摯に考え抜いたのがこの政策集です。

市民の皆様におかれましては、この政策集をご覧いただき、高槻の「みら

い・創生」に思いをはせていただくとともに、濱田剛史に引き続きのご支援を

賜りますようお願い申し上げます。
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富田のまちづくり 高槻の副都心としてふさわしいまちづくりを推進するとともに、行
政サービスの向上に取り組みます。

鉄道駅周辺や歴史資源が残るエリアでは、歩行者にやさしく回遊性
の高い魅力的な空間形成に取り組みます。

循環型社会の推進

京大農場跡に防災
公園を整備

ＪＲ高槻駅北駅前広場の整備を推進し、北の
玄関口にふさわしい快適で利便性の高い駅前
空間を実現します。

沿道まちづくり 新名神高速道路高槻インターチェンジ周辺や関連道路沿道のまちづ
くり事業を支援し、良好で快適なまちづくりを促進します。

新駅設置 コンパクトシティの推進と地域の活性化や利便性向上につながる新
駅設置について検討します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

  「ＪＲ高槻駅のホーム拡充」のほか、「歩道のバリアフリー化」、
「自転車通行ネットワークの整備促進」など、すべての人にやさし
いまちづくりを進めます。

  「文化芸術の創造・発信拠点」の整備（市民会館の建て替え）、あ
らゆる世代の市民の憩いの場となる「安満遺跡公園」や「雨の日も
暑い日も遊べる『子どもが主役となる拠点』」の整備など、機能的
で快適な都市空間の形成を図ります。

　富田のまちづくりにおいては、高槻の副都心としてふさわしい行
政サービスの向上に向けた検討を進めます。

　これらの取り組みや「新名神高速道路高槻インターの完成」（平
成２８年度予定）を絶好の契機ととらえ、関西の中央都市にふさわ
しい都市機能の充実に努めます。

ＪＲ高槻駅ホーム拡充 ラッシュ時の混雑緩和と安全性の
向上を図るＪＲ高槻駅ホーム拡充
事業を推進します。あわせて、特
急の高槻駅停車実現に向け取り組
みます。

「市民とともに育てつづける」をコンセプト
に、京大農場跡に歴史を感じることができる
防災公園（安満遺跡公園）の整備を推進しま
す。

全天候型の子どもの遊び場、多機能保育、母
子保健等の子どもが主役となる施設について
も、安満遺跡公園と一体的な空間形態となる
よう整備を推進します。

ＪＲ高槻駅北駅前広場
の再整備

次世代に良好な環境を引き継ぐため、ゴミの
減量、太陽光発電等の再生可能エネルギーの
普及促進、鉄道・バス等公共交通の利便性向
上など、環境にやさしいまちづくりを進めま
す。

機能的で快適
なまちづくり

こんなことをめざします。

ま ち
づくり

公園整備・
緑化推進
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 定住人口増加住み替え支援

自転車道

市道整備

新名神高速道路の平成28年度の供用開始（高槻・神戸間）に向け、
NEXCO西日本や大阪府と連携し、アクセス道路の整備を推進します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

自転車通行ネットワークの整備を促進し、歩
行者・自転車にやさしいまちづくりを推進し
ます。

高齢者や障がい者、子
育て世代にやさしい歩
道の整備（バリアフ
リー化）を順次進めま
す。

道路ネットワーク

中心市街地における防災・バリアフリー機能の向上や景観に配慮し
た良好な街並みを形成するため、無電柱化エリアを拡大していきま
す。

中心市街地における緑化の推進により、花と緑がいっぱ
いの、潤い・安らぎのある街なかを形成します。

３世代ファミリー定住
支援事業やマイホーム
借上げ事業など高槻市
への住み替えが促進さ
れる施策を推進しま
す。

「まちごと図書館」
の展開

城跡公園再整備 市民会館の建て替えに併せて城跡公園の再整備を図り、歴史・文化
の交流によるにぎわいの創出や、中心市街地における緑あふれる快
適な都市空間の形成を目指します。

中心市街地緑化推進

図書館サービス
の充実

更なる図書館サービスの充実を図り、貸出冊
数の大幅な増加を目指します。

市バス利用者サービスの充実 市民の身近な交通手段として、利用者の視点に立った、より魅力的
なサービスを提供します。

新たな交通需要への対応や交通渋滞の解消を図るため、国・府と連
携し、新名神高速道路の供用開始を見据えた八丁畷周辺の道路環境
整備を推進します。

安満遺跡公園整備に併せて、ＪＲ高槻駅から公園や高垣地区を結ぶ
都市計画道路の整備を推進し、都市防災力の向上と東西ネットワー
クの強化を図ります。

市民会館建て替え 市民の多様なニーズに応えるため、新たな本
市の文化・芸術拠点施設としての市民会館を
建て替え、特色ある文化芸術の創造や都市の
魅力向上を図ります。

インターネットを通じて予約した本を公共施
設で受け取るなど、市民がより気軽に読書を
楽しむことができる環境を整備します。

道路の整備

生涯学習

住宅・市バス
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防災の駅づくり

消防団の強化

災害が発生した場合にも、被害が最小限となるようインフラの耐震
化等を推進します。また、災害時の飲料水を確保する給水拠点に、
常設水栓などを整備するとともに、市民との共助による給水活動が
スムーズに行える取り組みを推進します。

災害に強いインフラの整備

火災発生時における被害を最小限に抑えるた
め、消防団が訓練できる環境を整備します。

インターチェンジの供用開始により本市が担
う高速道路上での消防・救急業務に適切に対
応できるよう、消防・救命救急力の強化を図
ります。

　台風やゲリラ豪雨などによる浸水・土砂災害や南海トラフ地震な
どの地震災害から、市民の皆さんの生命と財産を守るため、「雨水
貯留施設の整備」など、事前の備えから災害時の対応に至るまでの
対策を更に推進します。

　これらの取り組みにより、市民の皆さん誰もが、『安全に、安心
して暮らせるまちづくり』を実現します。

ゲリラ豪雨対策

ＪＲ高槻駅ホーム拡充事業に併せて高槻駅の防災駅づくりを促進し
ます。

降雨ピーク時の雨水を一時的に貯め、浸水被害の軽減を図る雨水貯
留施設の整備を進め、ゲリラ豪雨対策を積極的に推進します。

気象情報や被害状況などの情報を市から市民へ積極的に発信すると
ともに、市民の皆さんから情報を求めるなど、市と市民が情報を共
有する仕組みを検討し、災害時の被害を最小限にとどめる取り組み
を推進します。

災害時において、より速やかな「先を見越した対応」を実現するた
め、各防災関係機関が時系列で適切な連携を図ることを目的とする
災害タイムライン（時系列に沿った事前防災行動計画）の策定を検
討します。

　「通学路のカラー舗装化」など、子どもの登下校時における安全
対策の充実や「防犯カメラの設置」など、市民の皆さんが、安心し
て毎日を暮らせる取り組みを進めます。

　救命救急や休日診療などの充実を図り、これまで以上に安心して
生活できる環境を整備します。

中消防署富田分署を建て替え、施設面での消
防体制の充実を図ります。

消防力強化

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

災害タイムライン
（事前防災行動計画）の策定

たかつき減災プロジェクト
の展開

安全・安心の
まちづくり

こんなことをめざします。

災害対策
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通学路の安全対策

ＩＣタグの活用

特殊詐欺対策

不法投棄、落書き、道路の陥没、街灯の故障などの公共の問題につ
いて、市民とともに課題や解決策を協議し、お互いが連携して取り
組む仕組みの構築に努めます。

市内で被害が多発している特殊詐欺等への対策を強化し、被害の未
然防止に努めます。

配偶者などからの暴力の防止や被害者の保護
を図るため、配偶者暴力相談支援センターを
設置します。

自動車等の運転手に注意を促すため、通学路
の路側帯へのカラー舗装化を推進し、児童等
の安全な登下校を確保します。

保護者と地域住民との連携・強化
を図るとともに、ＩＣタグを活用
し子どもの登下校の状況をリアル
タイムに保護者にメールで配信す
る安心見守りシステムを構築し、
安全・安心な見守り体制の強化を
目指します。

防犯カメラの設置 登下校時の犯罪防止及び抑制を図
るため、全小学校通学路に防犯カ
メラを設置します。

地域の見守り力の向上を図るため、自治会などの地域団体が行う防
犯カメラ設置を支援します。

配偶者等からの
暴力防止

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

老朽化が進む三島救命救急センター並びに高槻・島本夜間休日応急
診療所を建て替え、機能・設備の充実を図り、これまで以上に安心
して生活できる医療環境を整備します。

三島救命救急センター
の建て替え

新たな市民協働の取り組み
を推進

毎日の安心な
暮らし
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ボランティアを行う市民を応援す
る制度の創設、高齢者の社会貢献
と生きがいづくりの支援、高齢者
の幅広い活躍を促す事業に取り組
む事業者や団体に対する支援の拡
充などにより、高齢者の社会参加
を応援します。

本市と市内の大学による大学連携
事業を活用し、高齢者の生涯学習
事業の拡充を図ります。

社会福祉会館の設置 地域福祉活動の中心拠点となる社会福祉会館を設置します。

老人福祉センター・公民館・コ
ミュニティセンターや公園などに
健康遊具を設置し、身近な場所で
体を動かせる環境を整備します。

地域での「ますます元気体操」やラジオ体操などの普及を推進し、
地域を中心とした健康づくり活動を積極的に支援します。

市民プールに続き、番田温水プール、クリンピア前島でも高齢者割
引を導入し、高齢者の健康づくりを支援します。

社会参加を促す施策の充実

生涯学習を支援

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

　子どもから高齢者に至るまでの一貫した健康づくりを支援し、運
動習慣の定着や生活習慣病にならないための生活改善等を応援しま
す。

　アクティブシニア（活動的な高齢者）の社会参加や生涯学習を支
援し、充実した生活を送ることができる環境整備を推進します。

　市民の皆さんのコミュニティ活動を支援し、特色ある地域づくり
を応援するとともに、皆さんと一緒に考え、皆さんと一緒に市域全
体の活性化を図っていきます。

　これらの取り組みにより、市民の皆さんが、健やかで、生きがい
を感じ、豊かな生活を送ることができ、高齢になっても地域で元気
に活躍することができるまちづくりを進めます。

健康づくりの推進 健康遊具数が関西最大となる健康
遊具公園を整備します。

　障がい者の働きやすい環境づくりを支援するなど、社会参加や自
立を促進する取り組みを推進していきます。

健康いきいき
のまちづくり

こんなことをめざします。

高 齢 者
いきいき
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障がい者の働く環境を支援

体験就労の奨励支援

物品販売の促進

障がい者雇用に向けた市内事業所
の環境づくりを支援し、障がい者
雇用の理解を高めるとともに、雇
用の促進を図ります。

障がい者就労施設等からの物品等の調達を増やし、障がい者の自立
及び社会参加を促進します。

スポーツを通じての
健康づくりを支援

ジョギングやウォーキング環境の
向上のための芥川の遊歩道整備
や、スポーツ関係施設を充実させ
るなど、スポーツ推進のための環
境整備に努めます。

コミュニティ活動の推進 コミュニティ活動を支援し、特色ある地域づくりを応援するととも
に、今後のコミュニティ活動の方向性やコミュニティセンターと公
民館のあり方等について、市民の皆さんと一緒に検討していきま
す。

障がい者が働ける環境を充実させ
るため、「特例子会社」を設立す
る企業等を支援します。

健康づくり事業の推進 市民の皆さんがいつまでも健や
かで充実した生活を送れるよ
う、健診事業や保健指導、生活
習慣病予備群の方に対する健康
指導など、生涯にわたる健康づ
くり推進事業を積極的に進めま
す。

口腔保健センターの利用拡大 在宅要介護者の歯・口腔の健康を維持するため、口腔保健センター
の利用拡大を検討します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

健 康・
スポーツ・

ふれあい

障がい者
いきいき
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父親の育児参加促進 父親としてのかかわり方を記載した「イクメ
ン手帳」を作成し、母子手帳と同時に交付し
て、お子さんが生まれる前から積極的な育児
参加意識を醸成することで、子育て家庭を側
面から支援します。

きめ細やかな育児支援 育児に困っておられる家庭に対し、地域の保
育所において保育士と一緒に育児を体験して
もらうなど、乳幼児との接し方を学ぶ事業を
実施します。また、経済的理由などにより未
就園となっている児童のお宅に保育士を派遣
し、家族以外との対人活動体験を提供するこ
とにより、児童の発達面の支援や親の養育負
担を軽減など、きめ細やかな育児支援を行い
ます。

待機児童対策 子ども・子育て支援新制度に適切に対応する
とともに、引き続き待機児童対策に積極的に
取り組み、「年間を通じて待機児童ゼロ」を
目指します。

病児・病後児保育
保護者の子育てと就労の両立を支援するた
め、病児・病後児保育を実施します。

インフルエンザ
予防接種の助成

子育て家庭の負担を軽減するため、子どもの
インフルエンザ予防接種費用の一部を助成し
ます。

　子ども・子育て支援新制度に適切に対応するとともに、年間を通
じて『待機児童ゼロ』を実現できるよう、更なる保育環境の充実に
全力で取り組みます。

　「病児保育の実施」、「父親の育児参加促進」など、子育て家庭
の幅広い支援に取り組みます。

　将来活躍できる人材を育成するため、「小学校低学年からの英語
教育の実施」や「中１ギャップの解消と学力向上」など更なる教育
環境の充実に努めるとともに、「学童保育や放課後子ども教室の充
実」により、児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができる居場所づくりを推進します。

　これらの取り組みにより、『子育て支援のトップランナー都市』
を目指します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

子育て・教育
のまちづくり

こんなことをめざします。

子育て
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トップクラスの英語教育の実施

スポーツ・文化活動の充実

企業との連携による
土曜教室の実施

全ての中学校区で、体育の授業の充実に取り組みます。小中学校総
合体育大会や小中学校文化芸術発表大会を実施し、スポーツや文化
芸術に触れる機会を増やします。

学校トイレの環境改善 学校トイレの便器の洋式化や防臭対策を実施
し、快適な学校トイレの環境を整備します。

ＡＬＴ（外国語指導助手）を中
学校区に配置し、小中一貫した
質の高い英語教育を実施しま
す。
また、小学校低学年から英語に
触れる機会を増やし、英語を使
える子どもを育成します。

小中一貫教育を一層推進し、義務教育９年間における学習環境の充
実を図ります。

教育関連企業と連携し、全ての中学校で土曜教室を実施し、子ども
の学習機会の充実を図ります。

放課後活動の推進 学童保育や放課後子ども教室など放課後に実
施している各種事業を拡充し、子どもの居場
所づくりを推進します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

中１ギャップの解消と
学力向上

教 育
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工場見学ツアー

市内産業の活性化

芥川緑地資料館の再整備
博物館相当施設となった芥川緑地資料館を再整備するとともに、芥
川緑地の位置付けを再検討し、調和の取れた公園整備を進めます。

工場見学を実施しようとする企業に対し支援
を行うなど、工場見学関係の観光ルートの充
実を図ります。

市内企業の販路拡大等につながる取り組みを
支援し、産業の活性化を図ります。

　これらの取り組みにより、市外の多くの方々から注目される『に
ぎわいと活力のあるまち　たかつき』を形成していきます。

企業誘致の積極的推進 新名神高速道路高槻インターチェ
ンジ周辺や関連道路沿道への企業
誘致を積極的に推進するととも
に、企業立地促進制度を活用する
ことにより、市内産業の発展と雇
用の創出拡大を図ります。

摂津峡周辺の活性化 摂津峡や芥川緑地、三好山、萩谷などの周辺
地区の魅力向上に努めるとともに、積極的に
ＰＲを行い、集客力のある観光地として整備
します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

　新名神高速道路の高槻インターや周辺道路の完成による、新たな
広域ネットワークを最大限に活用し、「企業誘致の積極的な推進」
や摂津峡周辺など高槻が有する自然・歴史を活かした活性化に取り
組みます。

　地産地消の推進など農林業の活性化に取り組むとともに、商工会
議所と連携し、市内産業の活力を高めます。

　一流の文化・芸術・音楽・スポーツなどにふれることができる環
境を整備し、心豊かな市民生活の実現と様々な交流によるまちのに
ぎわい創出を図ります。また、これらの分野で活躍する市民の皆さ
んを応援し、活気ある本市の魅力を全国に発信します。

成長・躍進の
まちづくり

こんなことをめざします。

産業・観光
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ブランド化の支援

高槻城跡・富田・西国街道

安全・安心で新鮮な地元産農産物を販売する朝市や直売所施設への
安定的な供給を支援します。また、学校給食の食材として引き続き
地元産の米や野菜を活用し、子どもたちの「食育」を推進します。

高槻城跡周辺や、富田地区、西国
街道等において、歴史・文化資源
を活かした地域のまちづくりの取
り組みを支援し、風格と魅力ある
街並みの形成やにぎわい・活力の
向上を目指します。

市民の取り組みを支援 高槻まつりや高槻ジャズストリート、高槻シ
ティハーフマラソンをはじめとする、文化・
音楽・スポーツ等に関する市民の取り組みを
積極的に支援するとともに、活力ある本市の
魅力を全国に発信していきます。

付加価値の高い農産物
を生産する事業者を支
援し、高槻ブランドの
農産品の普及と事業者
の経営基盤の強化を目
指します。

農地保全と生産環境の確保 農地の保全や効率的で持続可能な農業生産環境を確保するため、農
道・水路等の基盤整備や適正な維持管理に向けた取り組みを引き続
き支援します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

文化・芸術・スポーツ等に
親しむ環境整備

一流の文化・音楽・演劇・スポーツ等にふれ
ることができる環境を整備し、心豊かな市民
生活の実現と様々な交流によるまちのにぎわ
い創出を図ります。

地産地消の推進

農 業

にぎわい
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インターネット申請の拡大など、行政手続きのオンライン化を推進
し、市民サービスの充実と業務の効率化を推進します。

ふるさと納税の積極的活用

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

ふるさと納税制度について、高槻を愛する方々が利用しやすく、貢
献意欲のわく魅力的な仕組みを構築し、まちづくりに積極的に活用
していきます。

家族葬への対応

　「証明書のコンビニ交付」など、利便性の高い行政サービスを充
実させていくとともに、「公共施設アセットマネジメントの推進」
や「民間ノウハウの積極的活用」など、更なる効率的な行政運営に
取り組みます。

　今後ますます厳しくなる財政見通しを踏まえ、これまでの健全財
政を堅持していくため、引き続き徹底的な行財政改革に取り組みま
す。

証明書のコンビニ交付

市民目線に立った窓口改革 庁舎の執務レイアウトについて、外部の専門家の助言を受けながら
ゼロベースでの見直しを行い、来庁者がわかりやすく快適な市役所
を目指します。

オープンデータの活用 オープンデータを推進し、市政の透明性・信頼性の向上、市民参
加・官民協働の推進、地域経済の活性化、行政の効率化を図りま
す。

葬儀に対する市民ニーズに応えるため、家族葬にも対応できるよう
葬祭センターを整備します。

住民票等の各種証明書
のコンビニ交付を実施
します。

行財政改革で
スマートな
まちづくり

こんなことをめざします。

市民サービス・

窓口・情報改革
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女性の登用

外部人材の活用

女性職員の管理職への積極的登用を
引き続き推進するなど、女性が活躍で
きる環境を創出します。

民間活力の積極導入 多様化する市民ニーズに対し、
一層のサービスの充実を図りな
がら、効率的な運営を実現する
ため、民間事業者等の経営ノウ
ハウを積極的に導入していきま
す。

はまだ剛史は挑戦し続けます。

給与制度の見直し 総人件費の抑制、職員のモチベーションアップのため、責任や年齢
などと給与とのバランスの見直しを検討します。

すべては高槻市民の幸せのために　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために　　　　すべては高槻市民の幸せのために

外部から専門家などの登用を行い、
一層の組織体制の強化と活性化を図
ります

職員意識の改革を徹底 業務改善運動の推進、目標管理の徹底、説明責任の徹底などを通じ
て、引き続き職員の意識改革を進めます。

公共施設アセットマネジメントを推進し、効率的な公有資産の利活
用と維持管理に努めるとともに、中長期的な状況を見極め、必要に
応じ民間への売却や貸付等を行うなど、将来を見据えた行政コスト
の最適化（削減）を図ります。

公・民の役割と協働の推進 公・民の役割を明確にしなが
ら、行政が果たすべき役割の最
適化を図ります。

公共施設アセットマネジメ
ントの推進

経営改革
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Ver.1.1　H27.1 ☆ 機能的で快適なまちづくり
☆ 安全・安心のまちづくり
☆ 健康いきいきのまちづくり
☆ 子育て・教育のまちづくり
☆ 成長・躍進のまちづくり
☆ 行財政改革でスマートなまちづくり

未来に輝く高槻に向け さらなる成長軌道へ

～すべては高槻市民の幸せのために～
Takeshi Hamada                    　　　　　　　　　　　　　

はまだ剛史 政策集

みらい・創生


