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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

と々して可愛い動作が人気の
ウォンバット。豪州などに生息
する希少種だが、池田市と豪

州ローンセストン市の姉妹都市50周年記
念として贈られた。ウォンバットは日本に9
頭しかいない。飼育下での寿命は20歳と
言われているなか、同園のウォンバットは2
頭が28歳、1頭が13歳と高齢で、繁殖が
危惧されていた。今回新たに3頭が加

わったことで早くも赤ちゃん誕生に期待
が高まっている。

丸

自動車関連犯罪の被害に遭わないために

【絵本賞】
「だめよ、デイビッド！」

【作品賞】
「いのち運んだナゾの地下鉄」

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。

知っておきたい自分の住む町の手当て・助成金

五月山動物園にようこそ
豪から3頭のウォンバット

里山駅周辺において、吹田市
と都市再生機構（UR）が市民
と協働して総合的・一体的に行

ったまちづくりが、一般社団法人全国建設
技術協会が設ける「全建賞」の住宅部門
を受賞した。「全建賞」は昭和28年度以
来、毎年優れた建設事業を実施した機関
に授与されている。平成28年度は322事
業の応募のうち77事業が受賞、住宅部門

は当事業を含め3事業が受賞した。同事
業は、老朽化が進んだ団地の建て替えと、
総合的・一体的に駅前広場や都市計画
道路などの駅周辺公共施設整備を行っ
たもので、市民・市・UR等の協働のまちづ
くり、交通混雑の解消や歩行者の安全確
保などを達成したことが評価された。

千

千里山駅周辺のまちづくり
優れた建設事業と評価され受賞

面市内の小中学生が好きな文
学作品を投票する「箕面・世界
子どもの本アカデミー賞」が開

催された。読書をテーマとした活動を全国
的に実施した2010年「国民読書年」をきっ
かけに創設し、今年で8回目。子どもが支
持している本を、子ども自身が選ぶという、
全国でも珍しい取り組みだ。
　賞は、小学校1、2年生が選ぶ「絵本賞」、
小学校3～6年生が選ぶ「作品賞」、「主
演男優賞」、「主演女優賞」、そして中学
生が選ぶ「ヤングアダルト賞」の5部門だ。
市立図書館や市内に23校ある小中学校

の学校図書館司書らが、部門ごとに30冊
のノミネート作品を選び、子どもたちが投
票し選出する。11月3日には、子どもたちが
運営する授賞式で受賞作家によるスピー
チやサイン会などが行われた。後日、受賞
作家等は市内の小中学校への訪問も予
定している。
　今年の授賞式には、絵本賞の小川仁
央さん、作品賞の野田道子さん、ほか2名
が出席。担当者は「授賞式に参加した子
どもたちは、作者に会える貴重な機会に目
をキラキラさせていた。これからも本に触
れるきっかけを作り続けたい」と話している。

箕
箕面 世界子どもの本アカデミー賞 開催

【 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。

平成28年9月に行われたまちびらきイベント。

同市は3頭の愛称を公募。9日間で1,200件以上の応募が
あった。オスは「コウ」、メスは「マル」と「ユキ」。

　 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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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

デイビッド・シャノン／作
小川仁央／訳
（評論社）

【主演男優賞】
「男子☆弁当部 
オレらの友情
てんこもり弁当」のソラ

【主演女優賞】
「怪盗レッド①」の
アスカ

イノウエミホコ／作
東野さとる／絵
（ポプラ社）

野田道子／作　
藤田ひおこ／絵
（毎日新聞社）
※現在品切れ

【ヤングアダルト賞】

「君の膵臓をたべたい」

住野よる／著
（双葉文庫）

秋木真／作
しゅー／絵
（KADOKAWA）

コウ

マル ユキ

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。

　育児に関しては、妊娠・出産から幼児・小・
中・高とまんべんなく支援が用意されている。
特に高校生には、本人が学業に励む思いを
自書して申請することで支給される支援金が
ある。また、集合住宅を花で彩るための助成
制度など市民が住みよいまちづくりに取り組
んでいる。

［ 妊婦健康診査受診券 ］
妊婦健診を受けた際の費用を補助する受診
券を交付。枚数は14枚で、合計101,560円。

［ 助産制度 ］
経済的な理由で、入院助産が受けられない場
合、出産費用（一部除く）を助成する。対象世
帯は主に生活保護世帯。

［ 子ども医療費助成制度 ］
中学校修了前までの子どもの保険診療に係
る医療費を助成（小中学生は平成30年4月
から所得制限撤廃）。自己負担額は医療機関
ごとに入院・通院別で1日500円を月2日まで、
3日目以降は無料（自己負担上限額は子ども
1人につき2,500円／月）。

［ 私立幼稚園就園奨励費 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、
私立幼稚園の入園料や保育料に対して市
独自の補助金を上乗せして支給する。

［ 吹田市高等学校等学習支援金支給制度 ］
高等課程に在学中の生徒で、学習用図書の
購入費用など学習支援金の支給を行う。支給
額は、月額4,000円。

［ 耐震診断の補助制度 ］
昭和56年5月31日以前の建築物の耐震診
断費用の一部を補助する。

［ 耐震改修の補助制度 ］
上記木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補
助する。工事費用または70万円（特定世帯は90
万円）のいずれか少ない方の金額を支給する。

［ 耐震設計の補助制度 ］
上記木造住宅の耐震設計費用の一部を補助す
る。設計費用の10分の7または10万円のい
ずれか少ない方の金額を支給する。

［ 葬祭費の支給 ］
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った
人に3万円を支給。

［ 彩（いろどり）団地助成制度 ］
集合住宅の入居者を対象に、ベランダを花で飾
る取り組みに必要な花苗や土、肥料などの購入
費、1戸あたり5,000円を上限に助成する。1棟に
つき3戸以上の入居者による同時申請が必要。

［ 安心安全ドライブレコーダーの設置補助 ］
市内の事業者が所有する車両に防犯目的で
新たにドライブレコーダーを設置する場合、設
置費用の1/2まで補助する（上限1万円/台）。

吹田市

暮らし

子育て

　豊中市では「みどり豊かなまちづくり」を
推進し、生垣緑化や保護樹、松くい虫防
除に対する助成金制度が提供されてい
る。地域の貴重な財産である自然を守るた
め、市民の自発的な取り組みに対しての助
成が充実。市民主体のより良いまちづくり
が推進されている。

［ 妊婦健康診査 ］
産婦人科の健診費用を補助する受診券を交
付。枚数は14枚で、合計116,840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。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）。

［ 豊中市私立幼稚園児保護者補助金 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、
私立幼稚園の入園料や保育料に対して市
独自の補助金を上乗せして支給する。

［ 私立高校入学支度金貸付あっせん ］
私立高校に入学予定の保護者に、1人20万
円以内の入学支度金の貸付をあっせんし、そ
の利子を補給する。

［ 既存民間建築物耐震診断補助制度 ］
昭和56年5月以前の建築物の耐震診断費
用の一部を補助する。

［ 木造住宅耐震改修補助制度 ］
上記木造住宅の耐震改修工事費用の一部
を補助する。工事費用の2分の1または100
万円（所得により80万円または40万円）のい
ずれか少ないほうの金額を支給する。

［ 葬祭費の支給 ］
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った
人に5万円を支給する。

［ 人間ドック・脳ドック ］
人間ドックおよび脳ドックを受診する30歳以
上の国保加入者に、1年に1度、費用の一部
を助成する。

［ 生垣緑化助成金交付制度 ］
生垣設置工事を行う市民などに、1件につき6
万円を限度に樹木代金の3分の2を助成する。

［ 保護樹等助成金交付制度 ］
樹木を所有する市民などに、2万円を上限に１
本あたり１万円を助成する。

［ 松くい虫防除事業助成金交付制度 ］
松くい虫の防除事業を実施する市民などに、
1本あたり2千円～6千円を助成する。

［ 家族介護慰労金 ］
家族介護者に年間10万円の慰労金を支
給する。

豊中市

子育て

暮らし

　「子育てしやすさ日本一」を目指す箕面市で
は、特に子育て世代への補助が手厚い。中で
も、子どもの医療費助成は今年度から高校卒
業年齢までに大幅拡大。全国でもトップクラス
の水準となる。また、市が子育て応援幼稚園
と位置づけた私立幼稚園と認定こども園（幼
稚園）には、公立幼稚園と同等の保育料で利
用可能。府内トップの補助額を交付している。

［ 妊婦健康診査 ］
妊婦健診費用を補助する受診券を交付。枚
数は14枚で、合計10万円。

［ 出産費用の援助 ］
経済的理由で出産費用の負担が困難な人
に、出産費用の一部を補助する。

［ 子どもの医療費助成制度 ］
高校卒業年齢まで、子どもの医療費を補助。
自己負担金は医療機関ごとに入院・通院別
で1日500円まで（月2日まで、以降は無料）。

［ 子育て応援幼稚園保護者補助金 ］
市が子育て応援幼稚園と位置づけた私立
幼稚園と認定こども園（幼稚園）に通園して
いる世帯に、保育料が公立幼稚園と同額と
なるように補助金を支給する（実質保育料月
額1万円以下）。

［ 耐震診断費補助制度 ］
昭和56年5月以前の建築物の耐震診断費
用を補助する。

［ 耐震改修設計費補助制度 ］
上記木造住宅の場合、上限額10万円または
耐震改修設計費用の10分の7のいずれか低
いほうの額を限度とする（所得制限あり）。

［ 耐震改修工事費補助制度 ］
上記木造住宅の耐震改修工事費用の一部
を補助する。上限額は一戸あたり40万円又
は60万円（所得制限あり）。

［ 葬祭費の給付 ］
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った
人に3万円を支給。

［ 住宅改修費の支給 ］
要支援1および2、要介護1～5の方を対象に、
日常生活の自立を支援する住宅改修に対し、
20万円を限度に費用の8～9割を支給する。

［ 防犯カメラ設置費用補助 ］
防犯カメラを設置する自治会に対して、設置
密度が低いエリアへの設置費用を80％補助
（他のエリアへの設置は40％補助）する。

［ 防犯灯設置改修費補助金 ］
防犯灯を設置する自治会に対して、4万円を
限度に経費の4分の3以内を補助する。

箕面市

暮らし

子育て

　池田泉州銀行による出産祝い品やダイ
ハツ工業株式会社による新車の無償貸与
など、地元企業とタイアップした手当てが特
徴的。官民一体となって少子化対策に取り
組み、「子ども・子育て支援日本一のまち」を
目指している。また、高齢者のサポートも手
厚い。

［ 私立幼稚園児保護者補助金 ］
国の制度である就園奨励費補助金に加え、
要件を満たす世帯を対象に、私立幼稚園の
入園料や保育料に対して市独自の補助金を
上乗せして支給する。

［ エンゼル祝品支給制度 ］
出産後、池田泉州銀行より、第1子・第2子に
は1万円、第3子以上には5万円の積立式定
期預金通帳を贈呈。一定の要件あり。

［ エンゼル車提供制度 ］
第3子以上を出産した世帯に、ダイハツ工業
株式会社の「ブーン」または「トール」の新車を
3年間無償貸与する。一定の要件あり。

［ 保育所児童エンゼル補助金の支給 ］
市立保育所、私立保育所、なかよしこども園、
認定子ども園に通う第4子以上の児童に、保
育料の全額を支給する。

［ 池田市既存民間建築物耐震診断補助 ］
昭和56年5月31日以前の建築物の耐震診
断費用を補助する。

［ 池田市既存民間建築物耐震改修補助金 ］
上記木造住宅の耐震改修工事費用の一部
を補助。70万円を上限とし、費用の2分の1
以内を支給する。

［ 葬祭費の支給 ］
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った
人に3万円を支給。

［ 結婚祝品利用券の進呈 ］
婚姻届を出した夫婦に、市内商工業者から結
婚祝品利用券を贈呈する。

［ 紙おむつ給付事業 ］
要介護4以上の市・府民税非課税世帯の高
齢者に、1か月あたり1,600円の紙おむつ給
付券を給付する。

［ 日常生活用具給付 ］
おおむね65歳以上の高齢者に、火災報知器
の給付や老人用電話の貸与を行う。

［ 緊急通報装置の貸与 ］
65歳以上のひとり暮らしの方や高齢者世帯
へ、緊急ボタンや相談ボタンを押すだけで、消
防や健康相談につながる緊急通報装置を自
己負担月額500円（生活保護世帯は無料）で
貸与する。希望者には、毎月1回程度、市職員
の訪問による見守りサービス（無料）を実施。

池田市

暮らし

子育て

特別編




