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全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

シティライフNEWS　で検索

槻市は、芥川町の市有地にホ
テル事業者を募集し、株式会
社アベストコーポレーション（神

戸市）に決定した。オープンは2019年春
を予定している。たかつき京都ホテルが
2015年に閉館して以来、同市にはバンケ
ット・コンベンション機能を備えたホテルが
なく、市民や地元企業から誘致を求める
声が出ていた。そのため市は昨年度、宿
泊施設の建設に奨励金を交付する条例
を制定。しかし、建設に適した民間所有
地がなく手をあげる業者がなかったため、
今年6月から市有地での誘致を目指し、
事業者を公募していた。選定委員会によ

る審査を経て、応募3事業者の中から同
社に決定。コンベンションルームの具体的
な活用案などが提案に盛り込まれていた
ことが決定の理由という。同社の松山社
長は高槻市出身。「市内には大学や病
院、企業も多く、大勢の方の利用が期待
できる。災害対策や地域活性化などにも
積極的に取組み、高槻の“顔”となるよう
なホテルを目指したい」と話す。市産業振
興課の担当者も「中心市街地の拠点と
なり、地域の活性化につながれば」と期
待を寄せている。

高

高槻市に新ホテル誕生
2019年春を予定

阪にもっとみどりを！もっとみどり
を楽しもう！」をテーマに、12月1
日（金）～9日（土）うめきたガー

デンイベント広場で「植育」イベントを行う。
　主催する一般社団法人テラプロジェク
トは、植物・食品・健康をキーワードに研究
や商品開発などを行う産学連携組織。
「植育」を通して、次世代を担う子どもた
ちが幼い頃からみどりに触れる機会を持
ち、みどりの大切さを実感・理解を促すこ

とで、将来、環境を意識した大人に成長
してもらうことを目指している。
　イベントでは、樹齢1,000年のオリーブ
の木が登場したり、「みどりに込めた次世
代へのメッセージ」などの講演、テラリウ
ムやキャンドルなどの様々な手作り体験ワ
ークショップ、産学連携のコラボカフェな
どを実施する。

大

「植育」イベント  
みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ2017 開催

ホテル外観イメージ。

屋上テラス
イメージ。

宴会・パーティー等利用時（左）と講演会・会議室等利用時
（右）のコンベンションルームイメージ。

※各イメージは2017年11月現在のものであり、今後の協議
により変更する場合がある。

オリーブを
使った新感
覚ブレッドな
どの販売も。

キッズ音楽団
＆キッズダン
スチームのパ
フォーマンス
も開催予定。

イベント詳細および各イベント申し込みは
「みどりのサンタフェスタ」HPで。

https://www.midori-santa.com/

　「

　茨木市では、多世代近居・同居に力を入れている。住宅取得や
リフォーム費用の補助に加え、今年11月には住宅金融支援機構と
提携。住宅ローン「フラット35」の子育て支援型が利用できるように
なった。また、有利子の奨学金の貸与を受けた40歳未満の方への
利子補給や、安心して子どもを産める環境を整えるための特定不
妊治療費助成など、特に若い世代への助成が際立っている。

［ 出産育児一時金 ］
国保加入者が出産したときに42万円を支給。

［ 妊婦健康診査公費助成 ］
妊婦健診費用を補助する受診券を交付。14枚、合計12万円。

［ 特定不妊治療費助成 ］
所得制限により、府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」
の対象とならない特定不妊治療を受ける夫婦に対し費用の一
部を助成。１回の治療につき、上限15万円（初回の場合のみ上
限30万円）。対象者、助成額に条件あり。

［ こども医療費の助成制度 ］
小学生以下の子どもの医療費を補助。所得制限はなく、自己負
担金は１医療機関あたり入院・通院各1日500円以内（月2日限
度、以降は無料）。１カ月あたり負担限度額2,500円。平成30年
４月から対象を中学生まで拡大。

［ 私立幼稚園就園奨励費補助金・私立幼稚園等在籍園児保護者補助金 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、私立幼稚園に4歳児と5
歳児を通園させている保護者に、市独自の補助金を支給する。対象
は、市民税の所得割課税額が一定以上の世帯で、月額3,580円。

［ 大学奨学金利子補給事業 ］
有利子の奨学金の貸与を受けて大学などを修了し、返還期間が9
年以上残っている40歳未満の市民を対象に、前年からの1年間
で返還した奨学金の利子額を10年間補助する。上限2万円まで。

［ 木造住宅の耐震改修補助制度］
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で耐震診断結
果の数値が一定以上改善される耐震改修工事費用の一部を
補助する。補助金額は最大60万円（世帯全員の年収によって
は上限40万円）

［ 多世代近居・同居支援事業補助制度 ］
市外から転入した子世帯またはその親世帯が、近居や同居をす
るために住宅の購入やリフォームをした場合に補助金を支給す
る。上限30万円。同制度を利用し、子育て世帯が住宅ローン「フ
ラット35」を利用する場合、適用金利が引き下げられる。

［ 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度 ］
太陽光発電システム・家庭用燃料電池（エネファーム）・太陽
熱利用システムを設置した人に、設置費用の一部を補助す
る。補助金額は機器の種類によって異なり、最大で5万円。

［ 土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度 ］
土砂災害特別警戒区域内にある住宅を対象に、転居または住
宅の補強対策の費用の一部を補助する。

［ 季節性高齢者インフルエンザ予防接種 ］
満65歳以上の市民などを対象として、平成29年10月から12月末
日までの間、委託医療機関でインフルエンザ予防接種を実施。接
種費用は1,500円（生活保護受給世帯に属する人等は無料）。

［ 香川県小豆島町・大分県竹田市宿泊施設利用補助制度 ］
姉妹都市である小豆島町・竹田市との交流促進のため、宿泊費
用の一部を補助（１人各市・町で年間１泊）。

茨木市

暮らし

暮らし

　都市部と山間部が共存する高槻市では、子育て世代と高
齢者の双方への支援がバランスよく提供されている。特に子ど
もを私立幼稚園に通わせる若いファミリー世代には、満3歳か
ら卒園までの間、市独自の補助金を支給して利用負担を軽
減。また、親・子・孫の3世代同居・近居の支援にも力を入れ、
定住人口の増加に取り組んでいる。

［ 出産育児一時金 ］
国保加入者が産科医療補償制度の対象となる出産をすると、
42万円を支給。対象外の場合は40万4千円を支給。

［ 妊娠健康診査公費助成 ］
妊婦健診費用を補助する受診券を交付。14枚、合計12万円。

［ 子ども医療費助成制度 ］
中学生以下の子どもの医療費を補助。所得制限はなく、自己負
担金は医療機関ごとに入院・通院別で1日500円（月2日まで、以
降は無料）。

［ 私立幼稚園就園奨励費補助金・私立幼稚園在籍園児保護者補助金 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、私立幼稚園に満3
歳、3歳児・4歳児・5歳児を通園させている保護者に、市独自の
補助金を支給する。対象は、市民税の所得割課税額が一定以
上の世帯で、年額最大6万円。

［ 子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成 ］
生後6カ月から小学校卒業までの子どもを対象に、インフルエン
ザ予防接種費用の一部助成を行う。接種1回につき1,000円を
助成（年間2回まで）

［ 産前・産後ママサポート事業 ］
産前・産後の体調不良や育児の不安感・ストレスにより、育児等
を行うことが困難な家庭等に支援員が訪問し、お母さんの相談を
聞いたり、育児等の手伝いを無料で行う。回数・時間制限あり。

［ 不育症治療費助成事業 ］
医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用
の一部を助成する。助成額は、1年度につき上限30万円まで。

［ 風しん抗体検査・予防接種事業 ］
妊娠を希望する女性やその配偶者、妊婦の配偶者などを対象に抗
体検査と予防接種（原則1人1回）の助成を実施。抗体検査は無
料、予防接種は風しんワクチン全額、ＭＲワクチン上限8,000円。

［ 木造住宅の耐震診断・耐震設計・改修工事・除却工事費用の一部補助 ］
昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断や耐
震設計・改修工事・除却工事費用を補助する。耐震診断は
最大4万5千円、耐震設計は最大10万円、耐震改修工事は
最大75万円、除却工事は最大20万円。

［ 3世代ファミリー定住支援事業 ］
市外から転入した子育て世帯と市内在住の親世帯が近居または
同居するために住宅取得や同居のためのリフォームをした場合
に、費用の一部（最大20万円）を助成する。

［ がん検診無料 ］
肺・胃・大腸・前立腺・子宮頸・乳がん、6つのがん検診が無料で
受けられる。保健センターに加え、個別医療機関での検診も対
象。保育付き検診も年14回実施している。

［ エコハウス補助金 ］
市民が自ら居住する住宅に、市が指定する新エネルギー機器
等を設置した場合、費用の一部を補助する（額は機器によって
異なる）。

高槻市

子育て 子育て

暮らし

　摂津市では、健康づくりや子育て分野に力を入れており、子
ども医療費助成においては、来年度より対象年齢を高校卒業
年齢まで拡大する。また、高齢者や障害者へのサポートも手厚
く、住宅のバリアフリー化などにも補助金を支給している。雨水
タンク設置については、節水効果だけでなく雨水の流出が抑
制されるという効果も期待できる。

［ 出産育児一時金 ］
国保加入者が出産したときに42万円を支給。

［ 妊婦健康診査公費助成 ］
妊婦健診費用を補助する受診券を交付。14枚、合計12万円。

［ 子ども医療費の助成制度 ］
中学生以下の子どもの医療費を助成。所得制限はなく、自己
負担金は医療機関ごとに入院・通院別で1日500円（月2日ま
で、以降は無料）。平成30年４月からは、高校卒業年齢（18
歳到達年度）まで対象者を拡大する。

［ 私立幼稚園就園奨励費補助金・私立幼稚園園児保護者補助金 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、私立幼稚園に満3
歳、3歳児・4歳児・5歳児を通園させている保護者に、市独自
の補助金を支給する。対象は、市民税の所得割課税額が一定
以上の世帯で、年額最大5万4千円。

［ 風しん予防接種事業 ］
妊娠を希望する女性やその配偶者、妊婦の配偶者などを対
象に予防接種（原則１人１回）の助成を実施。風しんワクチン
は上限4,000円、MRワクチンは上限6,000円。

［ 耐震診断費補助制度 ］
昭和56年5月以前に建築された建築物の耐震診断費用を
補助する。木造住宅の場合、4万5千円または耐震診断費用
の10分の９以内のいずれか低いほうの額を限度とする。

［ 耐震改修補助制度 ］
上記木造住宅で、耐震診断の評点が1.0未満のものに対
し、耐震改修工事費用の一部を補助する。耐震改修の診断
に最大10万円、耐震改修工事に最大70万円（低所得者に
は90万円）、除却工事費用に最大40万円。

［ 高齢者世帯民間賃貸住宅の家賃助成 ］
65歳以上のひとり暮らし世帯、又は65歳以上の方を含む60
歳以上の方のみで構成されている世帯を対象に、1カ月につ
き家賃（月額5万円以下の世帯）の3分の1の額で1万円を上
限に助成する。

［ 紙おむつ等給付サービス ］
在宅又は入院して、紙おむつ等を使用しているおおむね65歳
以上の高齢者の方で、要介護認定や所得などの要件を満た
す人に紙おむつ券を支給する。

［ 摂津市雨水タンク設置補助金制度 ］
一戸建て住宅に雨水タンク（貯水容量80リットル以上）を設置
する際に、購入価格の2分の1を補助。上限額は3万円まで。

［ 重度身体障害者等住宅改造助成事業 ］
日常生活を円滑に送れるよう、トイレ・風呂などの改造に必要
な経費の一部を100万円限度として補助する（障がい程度
および所得により制限あり）。

摂津市

子育て

自動車関連犯罪の被害に遭わないために 協力：大阪府警察

　平成29年9月までの車上ねらい認知件数は7,361件（平成29年10月4日付暫定値）で、日本で最も多い
件数となっている。車上ねらいの被害の多くが駐車場で起き、カバンや財布だけでなく、インパクトドライバ
ーなどの電動工具類の被害も発生している。

　車の中にバッグなど物を置かないことが被害防止の最大のポイント。たとえ車の中に
大切なものが入っていなくても、犯人は金目のものが入っていると考えるので「車内をか
らっぽに」を心がけることが大切だ。また、防犯照明･防犯カメラ･出入口のチェーンなど、
防犯設備の整った駐車場を選ぶことも重要となる。
「車内からっぽ宣言」運動とは
　大阪府警察では、平成17年より車上ねらい防止対策として「車内からっぽ宣言」運動を展開。
　パトロール中の警察官が「車内からっぽ宣言カード」を車のフロントガラス付近に貼付し、車
上ねらいの警戒を行っている。車から離れるときは、このカードを車内の目に付くところに掲示
し、車内に物を置かないよう注意しよう。

【 自動車関連の盗難被害 】
ナンバープレート盗難
平成29年9月までの大阪のナンバープレート
盗難は約2,400件。部品ねらい被害の約6割
に。犯人は盗んだナンバープレートを盗難車両
に取り付け、車上ねらいを繰り返しているそう。

［防止策］
ナンバープレートを盗まれ難くする盗難防止ネ
ジの取り付けを推奨している。
※一部車種によっては、ナンバープレートを取り外さないと
オイル交換やメンテナンスができないものがあるので、販売店等で確認を。

　 ICの名称も決定
　川西～神戸は来年春

名神高速道路の高槻ジャンク
ション（JCT）～川西インターチ
ェンジ（IC）間が12月10日に開

通することが発表された。各JCT・ICの
名称も決定し、高槻JCT・IC、茨木千提
寺（いばらきせんだいじ）IC、箕面とどろ
みIC、川西ICとなった。
　新名神高速道路は、名古屋市から神
戸市を結ぶ約174kmの高速道路。今回の
開通により、大阪北部や川西地域から周
辺高速道路へのアクセスが向上するととも
に、移動時間が短縮する。例えば、兵庫県
の猪名川町から京都駅までは約25分短
縮し、約49分で到着する。また、新名神（高
槻～神戸）の開通により、現在、名神高速
道路や中国自動車道に集中している交通
が分散し、多発している交通渋滞の緩和

新

新名神高速 高槻～川西間 
12月10日15時開通

が期待できる。さらに、名神や中国道に大
規模災害が発生した際には、物資や人材
を輸送する代替路としての機能を発揮す
る。川西IC～神戸JCTまでの16.9kmは、
今年度末に開通予定となっている。

　観光の活性化にも期待

木千提寺ICと箕面とどろみIC
が新設された沿線は、彩都や
箕面森町などで大規模なまち

づくりが進められ、人口は増加傾向にある
エリアだ。同時に、特産物の生産・販売地
のアクセスが向上することで消費が拡大
し、地域が活性化すると見込まれている。
また茨木市彩都中部地区は物流拠点と
して整備が進められており、物流の円滑
化や新たな雇用の創出など、様々な波及
効果が期待されている。
　このエリアはアウトドアスポットや寺社な

ど、自然に囲まれた観光地も数多い。交通
アクセスが向上することで遠方からの集
客がしやすくなり、新たなツアー旅行の誘
致も可能となる。また、移動時間の短縮に
より、滞在地を追加したり観光地への滞在
時間を延ばしてゆっくり旅行を楽しめるな
ど、観光客の満足度が増すことも見込め、
観光の活性化にも期待が集まる。　
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善峯寺

今回開通する
主な区間の通行料金
（普通車）

平成29年12月10日開通

知っておきたい自分の住む町の手当て・助成金
各市町村には、市民が生活する上での負担を軽減するさまざまな助成制度がある。申請しなければ、助成金・給付金が受け取れないため、
利用できる制度はぜひ知っておきたい。今月号は特別編として、各市の主な助成制度の内容や特徴的な取り組みについて紹介する。

一部の助成金を紹介しており、条件等を省略しているため、詳細は各市に問い合わせを。

特別編

姉妹都市の小豆島町




