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１１１１．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度（（（（2012201220122012年度年度年度年度））））予算総括表予算総括表予算総括表予算総括表

単位：千円、％ 

平成２４年度 平成２３年度
（2012年度） （2011年度） 増 減 額 増 減 率

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ｂ 

38,070,000 38,150,000 ▲ 80,000 ▲ 0.2

50,600,000 42,400,000 8,200,000 19.3

13,954,220 14,016,513 ▲ 62,293 ▲ 0.4

22,328 22,328 0 0.0

2,105,552 2,113,642 ▲ 8,090 ▲ 0.4

7,290,494 6,751,987 538,507 8.0

610,186 707,931 ▲ 97,745 ▲ 13.8

1,722,771 1,431,678 291,093 20.3

76,305,551 67,444,079 8,861,472 13.1

9,250,231 9,150,587 99,644 1.1

3,504,105 3,593,817 ▲ 89,712 ▲ 2.5

2,651,628 2,969,916 ▲ 318,288 ▲ 10.7

15,405,964 15,714,320 ▲ 308,356 ▲ 2.0

129,781,515 121,308,399 8,473,116 7.0

***** 平成２４年度予算の主な変化 *****

《《《《一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・歳入歳入歳入歳入》》》》

・・・・ 年少扶養控除年少扶養控除年少扶養控除年少扶養控除のののの廃止等廃止等廃止等廃止等によるによるによるによる市民税市民税市民税市民税のののの増加増加増加増加がががが見込見込見込見込まれるもののまれるもののまれるもののまれるものの、、、、景気景気景気景気のののの低迷低迷低迷低迷によるによるによるによる所得所得所得所得のののの落落落落ちちちち込込込込みやみやみやみや固定資産固定資産固定資産固定資産

のののの評価替評価替評価替評価替えなどによりえなどによりえなどによりえなどにより、、、、市税収入全体市税収入全体市税収入全体市税収入全体ではほぼではほぼではほぼではほぼ前年度並前年度並前年度並前年度並みとなるみとなるみとなるみとなる見通見通見通見通しですしですしですしです。。。。

・・・・ 施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等にににに伴伴伴伴うううう積立基金積立基金積立基金積立基金のののの投入額投入額投入額投入額（（（（取崩額取崩額取崩額取崩額からからからから積立額積立額積立額積立額をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた額額額額））））はははは、、、、最小限度最小限度最小限度最小限度のののの約約約約4444....8888億円億円億円億円にににに抑制抑制抑制抑制しししし、、、、

財政調整基金財政調整基金財政調整基金財政調整基金のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しはしはしはしはゼロゼロゼロゼロとしましたとしましたとしましたとしました。。。。

・・・・ 臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債をををを限度額限度額限度額限度額までまでまでまで全額発行全額発行全額発行全額発行しないなどしないなどしないなどしないなど、、、、市債発行額市債発行額市債発行額市債発行額をををを前年度並前年度並前年度並前年度並みのみのみのみの約約約約25252525億円億円億円億円にににに抑制抑制抑制抑制しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその

結果結果結果結果、、、、市債残高市債残高市債残高市債残高はははは減少減少減少減少するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。

《《《《一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・歳出歳出歳出歳出》》》》

・・・・ 北大阪急行線延伸北大阪急行線延伸北大阪急行線延伸北大阪急行線延伸やややや彩都地区彩都地区彩都地区彩都地区のののの道路道路道路道路・・・・公園整備公園整備公園整備公園整備などによりなどによりなどによりなどにより、、、、土木費土木費土木費土木費はははは約約約約5555億円億円億円億円、、、、物件費物件費物件費物件費はははは約約約約4444億円増加億円増加億円増加億円増加しましたしましたしましたしました。。。。

・・・・ 「「「「小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流センターセンターセンターセンター」」」」・・・・「「「「多文化交流多文化交流多文化交流多文化交流センターセンターセンターセンター((((仮称仮称仮称仮称))))」」」」のののの建設建設建設建設にににに伴伴伴伴いいいい、、、、総務費総務費総務費総務費はははは約約約約13131313億円増加億円増加億円増加億円増加しましたしましたしましたしました。。。。

・・・・ 「「「「多世代交流多世代交流多世代交流多世代交流センターセンターセンターセンター（（（（新新新新・・・・松寿荘松寿荘松寿荘松寿荘、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター）」）」）」）」やややや民設民営民設民営民設民営民設民営となるとなるとなるとなる養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム「「「「新新新新・・・・永寿園永寿園永寿園永寿園」」」」のののの整備整備整備整備

などによりなどによりなどによりなどにより、、、、民生費民生費民生費民生費はははは約約約約11111111億円増加億円増加億円増加億円増加しましたしましたしましたしました。。。。

・・・・ 平成平成平成平成23232323年年年年4444月開校月開校月開校月開校のののの小中一貫校小中一貫校小中一貫校小中一貫校「「「「彩都彩都彩都彩都のののの丘学園丘学園丘学園丘学園」」」」のののの整備費整備費整備費整備費のののの支払支払支払支払がががが概概概概ねねねね完了完了完了完了((((一括支払部分一括支払部分一括支払部分一括支払部分、、、、HHHH22222222～～～～HHHH23232323のののの2222ヶヶヶヶ年年年年))))

したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、教育費教育費教育費教育費はははは約約約約22222222億円減少億円減少億円減少億円減少しましたしましたしましたしました。。。。

《《《《全会計全会計全会計全会計》》》》

・・・・ ＳＧＳＧＳＧＳＧ競走競走競走競走（（（（賞金王決定戦競走賞金王決定戦競走賞金王決定戦競走賞金王決定戦競走））））開催開催開催開催のためのためのためのため特別会計競艇事業費特別会計競艇事業費特別会計競艇事業費特別会計競艇事業費のののの予算規模予算規模予算規模予算規模がががが大幅大幅大幅大幅にににに拡大拡大拡大拡大することからすることからすることからすることから、、、、全会計全会計全会計全会計のののの

予算総額予算総額予算総額予算総額がががが約約約約85858585億円増加億円増加億円増加億円増加しましたしましたしましたしました。。。。
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公 共 下 水 道 事 業 会 計

企業会計の計

水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

競 艇 事 業 費

国 民 健 康 保 険 事 業 費

牧 落 住 宅 団 地 事 業 費

増  減

財 産 区 事 業 費

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費

特別会計の計

介 護 保 険 事 業 費

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費
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２２２２．．．．予算予算予算予算((((案案案案))))のののの概要概要概要概要

当初予算の全体像

380億70百万円◆一般会計の予算額
＜▲80百万円、▲0.2%＞

人件費の減少や普通建設事業費の減少などはあるが、予算
規模は前年度と同水準

1,297億82百万円◆全事業会計の予算額
＜＋84億73百万円、＋7.0%＞

特別会計競艇事業費において、ＳＧ競走『賞金王決定戦競走』を
開催するため、予算規模が拡大

収支バランスの状況

経
常
収
支
比
率

98.1%◆経常収支比率
＜▲1.0ポイント＞

人件費、公債費の減などにより、経常的な支出が減少したた
め、昨年度から1.0ポイント改善した。

（臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合は、
103.8% ＜▲1.3ポイント＞）

市

債

◆基金投入額 4億85百万円
＜＋3億47百万円、＋252.1%＞

基

金

取り崩しを必要最小限度の6億36百万円とし、一方で『未来
子ども基金』、『交通施設整備基金』などに1億51百万円積立

てた。
（昨年同様、財政調整基金の取り崩しはしない。）

◆基金残高 155億58百万円

＜▲4億76百万円、▲3.0%＞

将来への投資に活用しつつ、今後の財政需要に備えて取り
崩しを極力抑制した。

◆市債発行額 25億20百万円
＜＋3億27百万円、＋14.9%＞

『多文化交流センター（仮称）』などの整備のため施設整備
事業債を約12億20百万円発行した。
なお、臨時財政対策債は限度額まで全額発行せず、13億

円の発行に抑えている。

◆市債残高 280億43百万円

＜▲5億57百万円、▲1.9%＞

平成15年度をピークに減少傾向にある。
平成24年度についても、約5.6億円の減少。

一般会計予算の概要

219億47百万円・ 市税収入 ＜＋69百万円、＋0.3%＞

年少扶養控除の廃止等により増収が見込まれるものの、景気の低迷などにより市税収入全体は横ばい

25億20百万円・ 市債 ＜＋3億27百万円、＋14.9%＞

『彩都の丘学園』整備完了に伴う市債の減少、「多文化交流センター（仮称）」などの整備に伴う市債の増加

32億74百万円・ 普通建設事業費（施設整備工事など） ＜▲2億56百万円、▲7.3%＞

『多文化交流センター（仮称）』、『小野原多世代地域交流センター』、『多世代交流センター』などの公共施設の再編や、
彩都の道路・公園の整備など、箕面が元気に発展し続けるための事業に重点化

北大阪急行線延伸整備の基本設計や新駅周辺のまちづくり検討の実施による増加など

69億33百万円・ 物件費 ＜＋4億32百万円、＋6.6%＞

『交通施設整備基金（北急延伸の準備資金）』、『未来子ども基金』への積立など

1億51百万円・ 積立金 ＜▲31百万円、▲16.8%＞

『緊急プラン・ゼロ試案』について

（※ 経常収支比率は、「臨時財政対策債」を経常一般財源等から除いた数値）

◆“さらなる内部改革”の継続

（特別会計・企業会計を含む）

◆歳出における特徴的な変化

◆主な歳入の状況

＜＞の数値は、前年度との比較

（取崩額－積立額）

（普通会計ベース）

一般会計予算規模の推移
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基金投入額の推移（当初予算）
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160

市債発行額の推移
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60
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市債発行額

特定目的

公債管理

財政調整
基金投入額

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

市債残高の推移

100

200

億円

300

12月補正後

当初予算後

決算見込み

当初予算後

・ 「ゼロ試案」の改革項目に加え、“さらなる内部改革”を実施し、予算に反映した。景気の低迷や社会保障関係経費の大幅な
増加など本市を取り巻く環境に好転が見込めず、引き続き厳しい予算編成ではあったが、改革は着実に進展している。

H23

98.1

H24

H22

H23

H23 H23

（普通会計ベース）

・経常収支比率は98.1%に抑えることができたが、

臨時財政対策債を除いた“素”の経常収支比率は
103.8%となっている。

・改革による効果は、緊急プランの目標を上回ったも
のの、全国的な課題である後期高齢者医療費や生活
保護費など社会保障経費の大幅な増加により、緊急
プランのH24目標値（102.9%）に対して0.9ポイント

差となった。

H24予算案
緊急プラン（素案）での目標値

H24目標値 最終目標値

基金投入額 4億85百万円 3億9百万円 以内 H25当初予算 0 （基金依存ゼロ）

経常収支比率 103.8％ 102.9％ 以下 H27当初予算 100％以下

H24

99.1
98

6億円・ 競艇事業収入 ＜±0億円、±0.0% ＞

・収益向上策の強化などにより、前年度と同額の6億円を繰入

・3億円を、防災対策（地区防災ステーションの整備、消防車両2台の更新）や市民生活に直結した事業に

活用（『とどろみの森学園』給食室の整備、認定こども園施設整備、病院事業会計繰出）

・3億円を、未来・将来への投資財源として、今年度から新たな局面を迎える北大阪急行線の延伸整備や、

『交通施設整備基金（北急延伸の準備資金）』、『未来子ども基金』への積立に活用

・各年度で緊急プランの目標値をわずかずつ上回って
はいるものの、ほぼ目標どおりの推移となってお
り、「経常収支比率の完全均衡（完全な経常黒字）」
への歩みを着実に進めることができている。

H24

H24H15
・税務証明窓口における定型的な業務のアウトソースを実施した。

・複数の施設管理業務を一括で契約して経費削減を実現する管理業務の総合一括委託を実施した。

H24 H24

・総合保健福祉センターの障害者ショートステイ室を移転し、定員を3名から8名に増員しつつ、運営を合理化するこ

とで経費削減を実施した。

内、財政調整基金

◆当初予算（案）に反映した主な改革項目
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緊急プラン策定
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110.5
110.0
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106.7
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100.2
緊急プランの
目標推移

改革しなかった場合の
想定推移（H20.12)

経常黒字

経常赤字

当初予算の
実績

内、特例債

赤字

51億80百万円・ 国庫支出金 ＜▲6億50百万円、▲11.2%＞

『彩都の丘学園』整備完了に伴う国庫支出金の減少、子ども手当制度改正に伴う国庫負担額の減少

96

市債残高

内、特例債

２
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１．「災害に強い箕面」の実現                      【予算額 52,307 千円】 
○ 避難所の運営体制の構築と機能強化、市役所内部の防災体制の再編成や機能強化を集中的に実施し、

来年１月、本市初の全市一斉防災訓練に向けて、市民の防災意識の向上を図る。 

○ 地区福祉会や自治会をはじめとする地域の活動団体（地区福祉会、青少年を守る会、コミュニティセンター

管理運営委員会、消防団、自治会など）を中心に、小学校区単位の地区防災委員会の設立を支援。 

２．「多世代交流センター」と「新・永寿園」 福祉複合施設の整備  【予算額 1,190,798 千円】 
○ 旧清掃工場跡地に「多世代交流センター」（新・松寿荘、子育て支援センター）と養護老人ホーム「新・永寿

園」を整備。整備・運営は民間法人が一体的に行う。来年４月オープン予定。 

３．市立病院における医療の充実と赤字の圧縮             【予算額 246,825 千円】 
○ リハビリテーション部門の人員を増やし、現在の週６日実施を見直して一年３６５日休まず回復期リハビリテ

ーションを実施するなど、医療サービスの充実により収益を向上させる。平成２８年度の独立採算の運営に向

けて、新年度は前年度から２.６億円の赤字を圧縮(当初予算比)。 

４．防犯灯のＬＥＤ化の促進                     【予算額 26,460 千円】 
○ 電力消費量の削減と維持費削減をめざして、今後３年間で全ての防犯灯（６,７００灯）をＬＥＤ化。このため、

自治会の防犯灯改修に対する補助率を７５％から９０％に大幅拡大。 

５．北部地域の消防・救急力の強化                  【予算額 29,023 千円】 
○ 本市北部地域（止々呂美・箕面森町）を含めた新たな消防拠点として、豊能町と共同で消防庁舎を整備。 

６．自転車の安全対策の強化・拡充                                   【予算額 36,987 千円】 

○ 車から自転車と歩行者を守る専用道路を新設するなどハード対策を実施。また、箕面警察署と連携した取

り締まりの強化、事故を実演する「スケアードストレート」など子どもたちを対象とする新たな安全教育を拡充。 

７．上下水道における経営改革 
○「料金の値上げをしないこと」かつ「施設・管路の耐震化と更新を着実に進めること」の２点を目標とする経営

改革プランに基づき、平成３２年度までに２.４億円の年間経費を削減する経営体制を構築。今後は、施設・管

路の維持に必要な投資的経費を精査し、上水道は投資と収益のバランスを勘案しながら、さらなる利用者へ

の還元方策を検討し、また、下水道は料金の値下げも視野に入れて、着実な経営改革を進める。 
 

 
 
 
 
 

１．中学校給食の導入                        【予算額 41,300 千円】 
○ 全中学校で、自校調理方式による中学校給食を導入。施設一体型小中一貫校の２校は本年９月から、６校

は実施設計を経て来年９月からスタート。 

２．待機児童ゼロをめざした保育所整備                                                                                                            【予算額 217,358 千円】 

○ 本年４月に彩都で定員８０名の保育園をオープン。 

○ 平成２５年度のオープンをめざして、箕面森町で定員７０名（予定）の新・保育園の整備準備に着手。 

３．子育て支援の新展開    

私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園におけるにおけるにおけるにおける長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育のののの拡大拡大拡大拡大やややや支援教育支援教育支援教育支援教育のののの充実充実充実充実                                                        【予算額 396,653 千円】 

○ 長時間保育を実施する私立幼稚園に通う園児の保護者、長時間保育や支援教育を実施する私立幼稚園

に補助金を交付し、私立幼稚園における長時間保育の拡大と支援教育の充実を図る。 

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの全市展開全市展開全市展開全市展開 

○ 現在、２か所（萱野、箕面）の子育て支援センターについて、全８か所への拡大をめざす。 

○ 来年４月にオープン予定の「新・松寿荘」に併設して、３か所めの「子育て支援センター」を開設。 

４．教職員人事権の移譲                        【予算額 6,667 千円】 
○ 豊能地区３市２町で取り組んできた全国初の教職員人事権の移譲を実現し、箕面の子どもたちの先生にな

りたい、箕面にこだわりたいと強く希望する優秀な人材を確保・育成。 

 

 

５．長期休業中における子どもの居場所の確保              【予算額 2,881 千円】 

○ 夏季休業中、小学校の施設の一部を子どもたちに開放する試行事業を継続。また、対象を５校から全小学

校（１４校）に拡大。 
 

 

 

１．山なみ景観の保全                           【予算額 2,072 千円】 
○ 景観を阻害する危険性が特に高いエリアを絞り込み、都市計画法や景観法を活用する新たな規制を導入。 

○ 墓地の経営許可などの権限が大阪府から本市に移譲されることを契機として、設置場所を学校、店舗など

の敷地から３００メートル以上離れた場所に限るなど、従来の大阪府内の一律ルールを超えた、本市独自の

墓地開発規制を導入。 

２．新たな局面を迎える北大阪急行線の延伸                    【予算額 450,304 千円】 

○ 国、大阪府、鉄道事業者とともに、鉄道の基本設計、測量調査、地盤調査などに着手。今後、平成２５年度

末に着工できるよう、都市計画決定や事業許可に向けた手続きの準備を進める。 

○ 延伸に伴い、必要となる新駅予定地周辺のまちづくりについて、地権者の意向調査や整備手法のあり方を

調査・検討。さらに、 「交通施設整備基金」に１億円を積み立て（計３０億円超）。 

３．箕面駅前第一駐車場・駐輪場のＰＦＩ手法によるリニューアル    【予算額 4,638 千円】 
○ 駅周辺の回遊性の向上と賑わいの創出をめざして、老朽化した箕面駅前第一駐車場・駐輪場のＰＦＩ手法

によるリニューアルに向け、民間事業者の公募・選定を実施。 

４．桜井駅前地区の再整備                           【予算額 1,765 千円】 

○ 地元との連携を密にし、「歩いて暮らせるまちづくり」をコンセプトに、桜井駅前地区の再生を進める。 

５．小野原への公共施設の新設                                                             【予算額 772,839 千円】 

「「「「小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流小野原多世代地域交流センターセンターセンターセンター」」」」のののの整備整備整備整備                                                                                             

○ 本年１０月に小野原東でオープン。高齢者の豊かな経験を活かした次世代との交流や、世代を超えたふれ

あいの場とするため、指定管理者は（公社）箕面市シルバー人材センターを予定。 

「「「「多文化交流多文化交流多文化交流多文化交流センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」のののの整備整備整備整備                                                                                                                             

○ 来年５月、図書館を併設して小野原西にオープン予定。国際色豊かな地域の特性を活かすため、指定管

理者は（財）箕面市国際交流協会を予定。 

６．彩都の国文都市６号公園の整備                      【予算額 150,000 千円】 

○ 小中一貫校「彩都の丘学園」の子どもたちがワークショップで意見を持ち寄った提案に基づき、自然林や地

形を活かした園路、展望施設など、子どもたちがのびのびと遊べる公園を整備。 

７．「オレンジゆずるバス」の実証運行                      【予算額 150,764 千円】 

○ 市民参画による地域公共交通活性化協議会において、店舗とのタイアップやまち巡りの企画など、様々な

利用促進策を検討、実行しながら来年４月の本格運行をめざす。 

 

 

 

 

１．図書館サービスの充実と効率化                   【予算額 110,359 千円】 

○ 「多文化交流センター（仮称）」内に７館めの図書館を建設するほか、図書購入費の倍増、ＩＣタグを利用した

簡単・便利な自動貸出機の運用開始などサービスを充実し、かつ、現在の６館体制にかかっている運営経費

よりも少ない経費で運営する徹底的な効率化を実行。 

２．公共施設における管理業務の総合一括委託            【予算額 111,000 千円】 

○ スケールメリットによる経費削減をめざし、４８施設の管理業務を総合一括委託(効果額は２６,３２６千円/年)。 

３．指定管理者の管理運営に対する外部評価の導入                     【予算額 626 千円】 

○ 公共施設におけるサービスの向上をめざして、指定管理者制度を導入している全ての公共施設において外

部評価を導入し、より使いやすい公共施設とするためのチェック体制を整備。 

３３３３．．．．施政方針施政方針施政方針施政方針のののの概要概要概要概要    

Ⅰ 安心・支え合い最優先 

Ⅱ 子育てしやすさ日本一 

Ⅲ 緑・住みやすさ最先端 

◆市政運営の基本姿勢と重点施策 

市民の安全・安心の確保と、地域での支え合いを醸成していく

取り組みを進める。 

子育てがしやすく、子どもたちが健やかにのびのびと育つ環境

を整える。 

豊かな緑を守り、便利で住みやすく、元気で活力ある箕面をめ

ざして、まちづくりを進める。 

市役所改革 ・ 行政改革の断行 
市役所が実行力と機動力を発揮し、子どもたちにツケを回さ 

ない行財政運営と、市民視点の使いやすい市役所をめざす。 

◆市政運営を着実に実行するために
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※（新規）とは、新たに予算措置した事業であることを示す。 

 

１．「災害に強い箕面」の実現 

【事業名】 ①地域防災力向上事業  

②地域防災力集中強化事業 

③防災システム等管理運用事業 

【予算額】 ① 4,567千円（新規） 

      ②40,913千円（新規） 

      ③ 6,827千円 

【目 的】 避難所の運営体制の構築と機能強化、市役所内部の防災体制の再編成や

機能強化を集中的に実施するとともに、市民の防災意識の向上を図る。 

【内 容】 □発災後、救援活動が本格化するまでの３日間をしのぐため、避難所と

なる小中学校で、最大２万人の方が避難生活を送れるだけの食料、飲

料水を備蓄。 

□職員の緊急呼び出しシステムを構築、運用。 

□地域防災ステーションに消火・救助用資機材を整備。 

□地区福祉会や自治会をはじめとする地域の活動団体（地区福祉会、青少

年を守る会、コミュニティセンター管理運営委員会、消防団、自治会など）

を中心として、ふだんは防災活動を自主的に実施し、非常時には避難所

を運営する自治組織となる小学校区単位の地区防災委員会の設立を

支援。 

□来年１月に全市一斉の防災訓練を実施。 

 

 

２．「多世代交流センター」と「新・永寿園」 福祉複合施設の整備  

【事業名】 ①多世代交流センター整備事業 

 ②民間養護老人ホーム整備費補助事業 

③地域密着型サービス拠点整備費補助事業 

【予算額】 ①743,983千円（新規） 

      ②429,415千円（新規） 

③ 17,400千円（新規） 

【目 的】 高齢者の活動と活躍の場に加え、子育て支援の場を確保し、世代を超え

た交流を促進する。 

【内 容】 □旧清掃工場跡地に「多世代交流センター」（新・松寿荘、子育て支援

センター）と養護老人ホーム「新・永寿園」を整備。 

□来年４月オープン予定。 

□整備・運営は民間法人が一体的に行う。 

 

 市民の安全・安心の確保と、地域での支え合いを醸成していく取り組みを進める。 

Ⅰ 安心・支え合い最優先 

４４４４．．．．重点施策重点施策重点施策重点施策におけるにおけるにおけるにおける主要事業主要事業主要事業主要事業 



 5

３．市立病院における医療の充実と赤字の圧縮 

【事業名】 医療機器整備事業 

【予算額】 246,825 千円（病院事業会計） 

【目 的】 地域医療支援病院として、医療サービスの充実と経営の健全化を図る。 

【内 容】 □がん、脳卒中、糖尿病の治療については、かかりつけ医と地域連携診

療計画を作成。相互の役割を決め、双方の医師が協働して診療を行い、

より一層地域の医療連携を推進し、医療への安心感を高める。 

□リハビリテーション部門の人員を増やし、現行の週６日実施を見直し

て、一年 365 日休まず回復期リハビリテーションを実施。 

□手術関係機器や内視鏡関係機器等の医療機器を整備。 

      □医療サービスの充実により収益を向上させ、平成 28 年度の独立採算

の運営に向けて、前年度比２億６千万円の赤字を圧縮（当初予算比）。 

 

 

４．防犯灯のＬＥＤ化の促進 

【事業名】 自治振興補助事業（臨時） 

【予算額】 26,460 千円 

【目 的】 電力消費量の削減と維持費削減をめざして、今後３年間で全ての防犯灯

（６,７００灯）をＬＥＤ化する。 

【内 容】 □３年間の集中取り組み期間中、自治会の防犯灯改修に対する補助率を

７５％から９０％に大幅拡大。 

 

 

５．北部地域の消防・救急力の強化 

【事業名】 北部地域消防庁舎整備費負担事業 

【予算額】 29,023 千円 

【目 的】 北部地域（止々呂美・箕面森町）の消防・救急力を強化する。 

【内 容】 □本市北部地域を含めた新たな消防拠点として、豊能町と共同で消防庁

舎を整備。 

□施設の概要 

・敷地面積約 790 ㎡、延べ床面積 946 ㎡ 

・鉄骨造・地上２階建 

 

 

６．自転車の安全対策の強化・拡充 

【事業名】 ①自転車安全対策事業 

      ②第四中学校東歩道新設事業 

【予算額】 ① 1,024 千円 

      ②35,963 千円（新規） 

【目 的】 自転車の安全性を高めるため、ハード対策と安全教育の拡充に取り組む。 

【内 容】 □箕面警察署と連携した取り締まりの強化、事故を実演する「スケアー

ドストレート」など子どもたちを対象とする新たな安全教育を拡充。 

□第四中学校東側の通学路において、車から自転車と歩行者を守る専用

道路を新設。 
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７．上下水道における経営改革 

【目 的】 「料金の値上げをしないこと」かつ「施設・管路の耐震化と更新を着実

に進めること」の２点を目標とする経営改革プランに基づき、経営体制

を見直す。 

【内 容】 □平成３２年度までに２.４億円の年間経費を削減する経営体制を構築。 

□今後は、施設・管路の維持に必要な投資的経費を精査し、上水道にお

いては投資と収益のバランスを勘案しながら、さらなる利用者への還

元方策を検討し、また、下水道においては、料金の値下げも視野に入

れて、着実な経営改革を進める。 
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１．中学校給食の導入 

【事業名】 中学校給食準備事業 

【予算額】 41,300 千円（新規） 

【目 的】 給食を通じて食育を推進し、食生活や食習慣を改善することによって、

子どもたちの心身の健やかな成長を支える。 

【内 容】 □全中学校で、自校調理方式による中学校給食を導入。施設一体型小中

一貫校の２校は本年９月から、６校は実施設計を経て来年９月からス

タート。 

 

 

２．待機児童ゼロをめざした保育所整備 

【事業名】 ①民間保育所運営費補助事業 

      ②箕面森町保育施設整備費等補助事業 

【予算額】 ①211,029 千円 

②  6,329 千円（新規） 

【目 的】 民間保育所の整備を支援し、急増する保育ニーズに対応する。 

【内 容】 □本年４月に彩都で定員８０名の保育園をオープン。 

      □平成２５年度のオープンをめざして、箕面森町で定員７０名（予定）

の新・保育園の整備準備に着手。 

 

 

３．子育て支援の新展開 

・私立幼稚園の保育の拡充 

【事業名】 私立幼稚園振興助成事業 

【予算額】 396,653 千円 

【目 的】 私立幼稚園において長時間保育や支援教育を充実することで、急増する

保育ニーズを私立幼稚園で受け入れる体制を整える。 

【内 容】 □長時間保育を実施する私立幼稚園に通う園児の保護者へ、府内トップ

の「子育て応援幼稚園保護者補助金」を交付するほか、長時間保育や

支援教育を実施する私立幼稚園に補助金を交付し、私立幼稚園におけ

る長時間保育の拡大や支援教育の充実を図る。 

 

・子育て支援センターの全市展開 

【目 的】 家庭での子育てを支援するため、現在、２か所（箕面、萱野）の子育て

支援センターについて、全８か所への拡大をめざす。 

【内 容】 □来年４月にオープン予定の「新・松寿荘」に併設して、３か所めとな

る「子育て支援センター」を開設。 

 

 

 子育てがしやすく、子どもたちが健やかにのびのびと育つ環境を整える。 

Ⅱ 子育てしやすさ日本一 



 8

４．教職員人事権の移譲 

【事業名】 ①教職員人事権移譲事務事業 

      ②教員チャレンジサポート事業 

【予算額】 ①5,690 千円（新規） 

      ②  977 千円（新規） 

【目 的】 箕面の子どもたちの先生になりたい、箕面にこだわりたいと強く希望す

る優秀な人材を教職員として採用し、箕面市の学校に配置する。 

【内 容】 □豊能地区３市２町で取り組んできた全国初の教職員人事権の移譲を実

現し、大阪府と共同して豊能３市２町で共同採用試験等を実施。 

□教師養成セミナーを開催するほか、インターンシップ・プログラムを

実施。 

 

 

５．長期休業中における子どもの居場所の確保 

【事業名】 夏季休業中における子どもの居場所づくり事業 

【予算額】 2,881 千円（新規） 

【目 的】 長期休業中において、子どもが安全に楽しく過ごすことができる居場所

を確保する。 

【内 容】 □夏季休業中、小学校の施設の一部を子どもたちに開放する試行事業を

継続。また、対象を５校から全小学校（１４校）に拡大。 
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１．山なみ景観の保全 

【事業名】 都市景観形成事業 

【予算額】 2,072 千円 

【目 的】 本市の最大のシンボルである北摂山系の山なみ景観を保全する。 

【内 容】 □景観を阻害する危険性が特に高いエリアを絞り込み、都市計画法や景

観法を活用する新たな規制を導入。 

□墓地の経営許可などの権限が大阪府から本市に移譲されることを契機

に、設置場所を学校、店舗などの敷地から３００メートル以上離れた

場所に限るなど、従来の大阪府内の一律ルールを超えた、本市独自の

墓地開発規制を導入。 

 

 

２．新たな局面を迎える北大阪急行線の延伸 

【事業名】 ①北大阪急行線延伸推進事業 

      ②北大阪急行線延伸整備事業（新規） 

③交通施設整備基金積立事業 

【予算額】 ① 6,449 千円 

      ②343,853 千円 

      ③100,002 千円 

【目 的】 大阪都心部へのアクセス機能の強化、バス路線網の再編、環境負荷の軽

減などを図るとともに、市域全体の総合交通体系を確立し、利便性の確保

や市域全体の活性化を図る。 

【内 容】 □国、大阪府、鉄道事業者とともに、鉄道の基本設計、測量調査、地盤

調査などに着手。 

      □今後、平成２５年度末に着工できるよう、「社会資本整備総合交付金

制度を活用した新たな事業スキーム」を確立させ、都市計画決定や事

業許可に向けた手続きの準備を進める。 

□延伸に伴い、必要となる新駅予定地周辺のまちづくりについて、地権

者の意向や整備手法のあり方を調査・検討。 

□「交通施設整備基金」に１億円を積立（計３０億円超）。 

 

 

３．箕面駅前第一駐車場・駐輪場のＰＦＩ手法によるリニューアル 

【事業名】 箕面駅前駐車場・駐輪場整備事業（継続費）  

【予算額】 4,638 千円 

【目 的】 箕面駅周辺の回遊性の向上と賑わいの創出をめざす。 

【内 容】 □老朽化した箕面駅前第一駐車場・駐輪場のＰＦＩ手法によるリニュー

アルに向け、民間事業者の公募・選定を実施。 

豊かな緑を守り、便利で住みやすく、元気で活力ある箕面をめざして、まちづくり

を進める。 

Ⅲ 緑・住みやすさ最先端 
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４．桜井駅前地区の再整備 

【事業名】 桜井駅前地区再整備事業 

【予算額】 1,765 千円 

【目 的】 桜井駅前地区の再生と活性化をめざす。 

【内 容】 □地元との連携を密にし、「歩いて暮らせるまちづくり」をコンセプト

に、桜井駅前地区の再整備を進める。 

 

 

５．小野原への公共施設の新設 

・「小野原多世代地域交流センター」の整備 

【事業名】 小野原多世代地域交流センター整備事業 

【予算額】 110,545 千円 

【目 的】 小野原東で高齢者の豊富な経験を活用した次世代との交流、世代を超え

たふれあいの場を提供する。 

【内 容】 □本年１０月オープン。 

□施設の概要 

・敷地面積約 1,200 ㎡、延べ床面積 392 ㎡ 

・鉄筋コンクリート造地上１階建 

□指定管理者は（公社）箕面市シルバー人材センターを予定。 

 

・「多文化交流センター（仮称）」の整備 

【事業名】 小野原西多文化交流センター整備事業 

【予算額】 662,294 千円 

【目 的】 国際色豊かな小野原西で多文化共生の拠点、地域の生涯学習の拠点を整

備する。 

【内 容】 □来年５月オープン予定。 

□施設の概要 

・敷地面積約 1,200 ㎡、延べ床面積 2,195 ㎡ 

・鉄筋コンクリート造地下１階地上２階建 

□７館めとなる図書館（直営）を併設。 

□指定管理者は（財）箕面市国際交流協会を予定。 

 

 

６．彩都の国文都市６号公園の整備 

【事業名】 国文都市６号公園整備事業 

【予算額】 150,000 千円 

【目 的】 彩都地区において、子どもたちがのびのびと遊べる公園を整備する。 

【内 容】 □小中一貫校「彩都の丘学園」の子どもたちがワークショップで意見を

持ち寄った提案に基づき、自然林や地形を活かした園路、展望施設な

どを整備。 
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７．「オレンジゆずるバス」の実証運行 

【事業名】 市内公共交通整備事業 

【予算額】 150,764 千円 

【目 的】 来年４月の本格運行に向けて、利用促進を図る。 

【内 容】 □市民参画による地域公共交通活性化協議会において、店舗とのタイア

ップやまち巡りの企画など、様々な利用促進策を検討、実行しながら

来年４月の本格運行をめざす。 
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市役所が実行力と機動力を発揮し、子どもたちにツケを回さない行財政運営と、

市民視点の使いやすい市役所をめざす。 

 

１．図書館サービスの充実と効率化 

【事業名】 図書館運営事業等 

【予算額】 110,359 千円 

【目 的】 ７館めの図書館を建設するなどサービスを充実し、かつ、現在の６館体

制にかかっている運営経費よりも少ない経費で運営する徹底的な効率化

を実行する。 

【内 容】 □来年５月、小野原西にオープン予定の「多文化交流センター（仮称）」

内に７館めの図書館（直営）を建設。 

□図書購入費を倍増し、ＩＣタグを利用した簡単・便利な自動貸出機の

運用を開始するなど図書館サービスを充実。 

□上記のサービス充実を実現し、かつ、現在の６館体制にかかっている

運営経費よりも少ない経費で運営するため、業務を見直し、人件費を

削減するなど徹底的な効率化を実行。 

 

 

２．公共施設における管理業務の総合一括委託 

【事業名】 公共施設管理事業 

【予算額】 111,000 千円（新規） 

【目 的】 スケールメリットによる経費の削減を図る。 

【内 容】 □４８施設の管理業務を総合一括委託。 

□効果額は 26,326 千円/年。 

 

 

３．指定管理者の管理運営に対する外部評価の導入 

【事業名】 指定管理者施設管理運営評価事業 

【予算額】 626 千円（新規） 

【目 的】 より使いやすい公共施設とするためのチェック体制を整え、サービスの

改善と向上を進める。 

【内 容】 □指定管理者制度を導入している全ての公共施設において、外部評価を

導入。 

市役所改革・行政改革の断行 


