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１．平成２６年度（2014年度）予算総括表　
単位：千円、％ 

平成２６年度 平成２５年度
（2014年度） （2013年度） 増 減 額 増 減 率

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ｂ 

41,040,000 39,160,000 1,880,000 4.8

0 103,800,000 ▲ 103,800,000    皆減

13,711,439 14,966,820 ▲ 1,255,381 ▲ 8.4

2,076,096 2,093,762 ▲ 17,666 ▲ 0.8

8,714,849 8,254,602 460,247 5.6

70,345 324,538 ▲ 254,193 ▲ 78.3

2,021,040 1,715,657 305,383 17.8

26,593,769 131,155,379 ▲ 104,561,610 ▲ 79.7

35,706,743 0 35,706,743 皆増

12,082,535 9,561,229 2,521,306 26.4

4,254,690 3,778,056 476,634 12.6

3,105,984 2,451,859 654,125 26.7公 共 下 水 道 事 業 会 計

財 産 区 事 業 費

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費

特別会計の計

企
業
会
計

競 艇 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

介 護 保 険 事 業 費

会    計
増  減

一 般 会 計

特
 
別
 
会
 
計

競 艇 事 業 費

国 民 健 康 保 険 事 業 費

55,149,952 15,791,144 39,358,808 249.2

122,783,721 186,106,523 ▲ 63,322,802 ▲ 34.0

***** 平成２６年度予算の主な変化 *****

《一般会計・歳入》《一般会計・歳入》《一般会計・歳入》《一般会計・歳入》

・・・・ 景気の回復傾向や税制改正などによる個人市民税の増収、箕面森町・彩都地域の新築家屋の増加による固定景気の回復傾向や税制改正などによる個人市民税の増収、箕面森町・彩都地域の新築家屋の増加による固定景気の回復傾向や税制改正などによる個人市民税の増収、箕面森町・彩都地域の新築家屋の増加による固定景気の回復傾向や税制改正などによる個人市民税の増収、箕面森町・彩都地域の新築家屋の増加による固定

資産税の増収などにより、市税収入全体で約6億円増加する見通しです。資産税の増収などにより、市税収入全体で約6億円増加する見通しです。資産税の増収などにより、市税収入全体で約6億円増加する見通しです。資産税の増収などにより、市税収入全体で約6億円増加する見通しです。

・・・・ 積立基金の取り崩しを必要最小限度の約2億円に抑制し、定額運用基金の機能再編や、将来の投資に備え学校積立基金の取り崩しを必要最小限度の約2億円に抑制し、定額運用基金の機能再編や、将来の投資に備え学校積立基金の取り崩しを必要最小限度の約2億円に抑制し、定額運用基金の機能再編や、将来の投資に備え学校積立基金の取り崩しを必要最小限度の約2億円に抑制し、定額運用基金の機能再編や、将来の投資に備え学校

教育施設整備基金などへの積立を行った結果、基金残高は約15億円増加する見通しです。教育施設整備基金などへの積立を行った結果、基金残高は約15億円増加する見通しです。教育施設整備基金などへの積立を行った結果、基金残高は約15億円増加する見通しです。教育施設整備基金などへの積立を行った結果、基金残高は約15億円増加する見通しです。

・・・・ 臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度から約7億円減らし約15億円としました。臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度から約7億円減らし約15億円としました。臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度から約7億円減らし約15億円としました。臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度から約7億円減らし約15億円としました。

その結果、市債残高は約8億円減少する見込みです。その結果、市債残高は約8億円減少する見込みです。その結果、市債残高は約8億円減少する見込みです。その結果、市債残高は約8億円減少する見込みです。

《一般会計・歳出》《一般会計・歳出》《一般会計・歳出》《一般会計・歳出》

・・・・ 臨時福祉給付金の給付や保育所の増設に伴う入所児童数の増加などにより、民生費は約14億円増加しました。臨時福祉給付金の給付や保育所の増設に伴う入所児童数の増加などにより、民生費は約14億円増加しました。臨時福祉給付金の給付や保育所の増設に伴う入所児童数の増加などにより、民生費は約14億円増加しました。臨時福祉給付金の給付や保育所の増設に伴う入所児童数の増加などにより、民生費は約14億円増加しました。

・・・・ 競艇事業収入からの北大阪急行南北線延伸整備基金積立などにより、土木費は約4億円増加しました。競艇事業収入からの北大阪急行南北線延伸整備基金積立などにより、土木費は約4億円増加しました。競艇事業収入からの北大阪急行南北線延伸整備基金積立などにより、土木費は約4億円増加しました。競艇事業収入からの北大阪急行南北線延伸整備基金積立などにより、土木費は約4億円増加しました。

・・・・ 市役所本館・別館への総合窓口設置や牧落交番の市役所南東角地移転などにより、総務費は約2億円増加しま市役所本館・別館への総合窓口設置や牧落交番の市役所南東角地移転などにより、総務費は約2億円増加しま市役所本館・別館への総合窓口設置や牧落交番の市役所南東角地移転などにより、総務費は約2億円増加しま市役所本館・別館への総合窓口設置や牧落交番の市役所南東角地移転などにより、総務費は約2億円増加しま

した。した。した。した。

《全会計》《全会計》《全会計》《全会計》

・・・・ 競艇事業が企業会計へ移行し、他ボートレース場主催の場外発売の予算計上方法が変更されることに伴い、予競艇事業が企業会計へ移行し、他ボートレース場主催の場外発売の予算計上方法が変更されることに伴い、予競艇事業が企業会計へ移行し、他ボートレース場主催の場外発売の予算計上方法が変更されることに伴い、予競艇事業が企業会計へ移行し、他ボートレース場主催の場外発売の予算計上方法が変更されることに伴い、予

算規模が大幅に縮小することから、全会計の予算総額が約633億円減少しました。算規模が大幅に縮小することから、全会計の予算総額が約633億円減少しました。算規模が大幅に縮小することから、全会計の予算総額が約633億円減少しました。算規模が大幅に縮小することから、全会計の予算総額が約633億円減少しました。

合   計

企業会計の計

－ 1 －



２．２．２．２．予算予算予算予算((((案案案案))))の概要の概要の概要の概要

当初予算の全体像

410億40百万円◆一般会計の予算額 ＜＋18億80百万円、＋4.8%＞

扶助費など社会保障関係費の増加、国の経済対策による臨時福祉給付金など補助費等の増加などに
より予算規模は増加

1,227億84百万円◆全会計の予算額 ＜▲633億23百万円、▲34.0%＞

競艇事業が企業会計へ移行し、他ボートレース場主催の場外発売の予算計上方法が変更されることに伴
い、予算規模は大幅に縮小

収支バランスの状況

◆基金残高 228億27百万円 ＜＋14億88百万円、＋7.0%＞ ◆市債残高 288億43百万円 ＜▲8億48百万円、▲2.9%＞

224億9百万円・ 市税収入 ＜＋5億74百万円、＋2.6%＞

景気の回復傾向や税制改正などによる個人市民税の増収、箕面森町・彩都地域の新築家屋の増加に
よる固定資産税の増収などにより、市税収入全体は約5億74百万円の増加

15億12百万円・ 市債 ＜▲7億1百万円、▲31.7%＞

中学校給食室の整備完了などに伴う市債の減少

保育所の増設に伴う入所児童数の増加や児童手当の増加など

92億70百万円・ 扶助費 ＜＋6億円、＋6.9%＞

『北大阪急行南北線延伸整備基金』、『学校教育施設整備基金』への積立など

12億80百万円・ 積立金 ＜＋5億5百万円、＋65.1%＞

（特別会計・企業会計を含む）

◆一般会計の主な歳出の状況

◆一般会計の主な歳入の状況

＜＞の数値は、前年度との比較

（普通会計ベース）（普通会計ベース）

6億円・ 競艇事業会計繰入金 ＜±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6億円の繰入金を見込む。
約18百万円を、北大阪急行南北線延伸に係る鉄軌道詳細設計に活用、約5億82百万円を、『北大阪

急行南北線延伸整備基金』へ積立

88億23百万円・ 国・府支出金 ＜＋5億63百万円、＋6.8%＞

臨時福祉給付金の給付や北大阪急行南北線延伸に係る鉄軌道詳細設計の着手などに伴い、国庫支
出金は約7億60百万円の増加。
中学校給食室の整備完了などに伴い、府支出金は約1億97百万円の減少

全小中学校に電子黒板と校内無線ＬＡＮ環境を整備、保育所の増設や天井耐震化など改修工事、
街路灯・公園灯のＬＥＤ化など

36億43百万円・ 普通建設事業費（施設整備工事など） ＜＋73百万円、＋2.0%＞

取り崩しを必要最小限度
の1億56百万円にとどめる

一方、定額運用基金の機
能再編や『北大阪急行南
北線延伸整備基金』、『学
校教育施設整備基金』など
への積立を行った結果、
基金残高は14億88百万円

増加した。
（昨年同様、財政調整基
金の取り崩しはしない。）

北大阪急行南北線延伸に
係る詳細設計などのため
の施設整備事業債（約2億
12百万円）や臨時財政対
策債（13億円）を発行する
一方、約23億60百万円返

済した結果、市債残高は
約8億48百万円減少した。

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。

市債残高の推移

決算見込み

100

200

300

億円

94.6%◆経常収支比率 ＜▲2.5ポイント＞

人件費（退職手当）や社会
保障関係費が増加したも
のの、歳出の見直しや経
常的な収入の増加により、
昨年度から2.5ポイント改

善。
今回で4年連続の改善、6

年連続の経常黒字（経常
収支比率100%以下）の達

成となる。

当初予算の経常収支比率

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

%

98

102

106

108

94

100

104

96

101.0

104.1

103.3

107.4

103.2

99.1

99.9

98.1

99.9

94.6

97.1

健全化判断比率の状況

平成25年度以前は決算（見込み）、平成26年度は当初予算後の数値による試算。いずれも数値が小さいほど健全。

早期健全化基準を超えた団体は、破たん一歩手前の状況で、早期に財政の立て直しが必要。（イエローカード）
財政再生基準を超えた団体は、破たん状態とみなされ、国の関与のもと厳しい財政の再建が必要。（レッドカード）

◆実質赤字比率

基金残高の推移

特定目的

財政調整

決算見込み※

当初予算後※

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

公債管理

200

億円

160

40

120

80

※地域の元気臨時交付金の積立・繰入を除く

一般会計と特別会計

公共用地先行取得事

業費の赤字の程度で、

財政運営の深刻度を

示す。

◆連結実質赤字比率

一般会計の他、すべて

の特別会計、企業会計

の赤字や黒字を合算し

た赤字の程度で、財政

運営の深刻度を示す。

◆実質公債費比率

一般会計と特別会計

公共用地先行取得事

業費の市債の返済額

などの大きさで、資金

繰りの危険度を示す。

◆将来負担比率

一般会計と特別会計公

共用地先行取得事業費

の市債や将来支払う可

能性のある負担などの

残高の程度で、将来の

財政を圧迫する可能性

が高いかどうかを示す。

黒字

赤字

財政再生基準財政再生基準

早期健全化基準早期健全化基準

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

％

20.00％％％％

12.10％％％％

％

20.00

10.00

0.00

-10.00

30.00

-20.00

-30.00

財政再生基準財政再生基準
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低負担

高負担

350.0％％％％

当初予算後

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

国の緊急経済対策を活用したプロジェクト
による一時的な増

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

全国平均全国平均全国平均全国平均
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＜北大阪急行線延伸の事業化合意について＞ 
○ 平成２６年３月末に、大阪府、阪急電鉄㈱、北大阪急行電鉄㈱、箕面市の４者による「合意書」に調印 

     【合意の概要】 開業目標：平成３２年度（２０２０年度）、総事業費：６５０億円、負担割合、運行主体など 

○ 合意に向けて箕面市の負担想定額１８５億円の債務負担行為を設定 
 
＜箕面市財政運営基本条例の策定＞ 

○ 将来にわたって健全で規律ある財政運営の確保を図り、市民の福祉を維持向上するため、「箕面市財政

運営基本条例」を策定 

○ 施策実施にあたっての財源確保や市債発行等のルールと、中長期的な財政見通しの策定や財政状況の

公表など財政運営の計画性と透明性を確保し、収入にあわせて支出を組むという組織本来の姿を制度化 

○ 特に、将来にわたり財政支出を伴う事業を「特定事業」として位置づけ、長期財政試算のうえ、財政支出ル

ールを定める。直近では、「北大阪急行線の延伸事業」が対象となり、箕面市が負担する約１８５億円の費

用を、競艇事業収入と基金のみで賄うルールを条例化 
 
＜北大阪急行線の延伸と周辺のまちづくり＞         【予算額 合計 1,309,041 千円】 

（平成２５年度補正予算額 461,146 千円／平成２６年度当初予算額 847,895 千円） 

○ 平成３２年度開業をめざし、新年度は、鉄軌道の詳細設計ほか、事業許認可に向けた各種手続きに着手 

○ かやの中央地区周辺のまちづくりについて、子育て支援を中心とする公共施設整備や民間施設の誘致策

など、駅前広場の整備や立体利用に向けた検討 

○ 船場地区周辺のまちづくりについて、文化・スポーツ、健康機能など、まちづくりの核となる施設誘致や新

御堂筋をまたぐ歩行者デッキ、駐輪場の検討 

 

 

 

１．大人の風しん予防接種費用の助成とがん検診の無料化の継続       【予算額 326,301 千円】 
○ 妊娠を希望し、風しんの抗体が十分でない女性等に対する風しん予防接種費用の一部助成を継続する。 

○ 府内で唯一であるがん検診の無料実施を継続する。（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん及び前立腺がん） 

２．健康スポーツの促進                           【予算額 147 千円】 

○ 地域の公園など身近なフィールドを利用したラジオ体操や滝道でのウォーキングイベントなど、市

内企業等の協賛を得て、市民が無理なく長く運動を続けられる環境を整備する。 

３．市立病院における医療の充実                      【予算額 457,703 千円】 
○ より弾力のある経営を行うため、職員定数を４７５人から５３０人に変更し、医療従事者を増員す

るほか、Ｘ線画像撮影装置をはじめとして手術や検査関係設備を整備し、診療体制を充実する。 

○ 「市立病院改革プラン」に基づき収益の向上に努め、前年度から１億９百万円の赤字を圧縮する。 

４．「災害に強い箕面」の実現                        【予算額 73,014 千円】 
○ 昨年度に引き続き、地域の災害救助の拠点となる公園等１０か所（平成２８年度までに６０か所）を

「地域防災ステーション」として、消火・救助用資器材などを納めた大型ベンチを配備する。 

○ 木造住宅の耐震診断の無料化や耐震設計、耐震工事に必要な費用の一部助成を継続する。 

○ 防災対策の一環として、新たに設置する街区表示板に避難所を併記し、避難場所の周知を図る。 

５．市民安全対策の充実                        【予算額 60,504 千円】 
○ 「安全の拠点」としての市役所の機能を高め、警察との連携を強化するため、牧落交番を交差点か

ら目立つ市役所の南東角地付近に移転する。 

６．街路灯・公園灯のＬＥＤ化の推進               【予算額 272,838 千円】 
○ 明るい街づくりと環境負荷の低減のため照明のＬＥＤ化を推進し、市が設置している街路灯・公園灯

の省エネ化率１００％（幹線道路等は高圧ナトリウム灯に改修済）を達成する。 

 

 

 
 
 

１．英語教育の充実                         【予算額 5,823 千円】 

○ 国際理解やグローバル化社会を生き抜く力を育む教育を推進するため、平成２７年度から全小学校

の全学年で毎日の英語教育を実施することとし、平成２６年度の２学期から試行カリキュラムを開始

する。 

２．全小中学校・全クラスへの電子黒板の導入                     【予算額 465,291 千円】 
○動画や音声等を効果的に活用して学習への興味・関心を高め、わかりやすい授業の実現をめざして、すべ

ての小中学校の全クラスに電子黒板を導入し、無線ＬＡＮ環境を整備する。 

３．子育て支援の充実                                                                                           【予算額 870,003 千円】 

○ 国の待機児童対策を超えた真の待機児童ゼロをめざして、４月に桜井地区と市立病院敷地内に、１

２月に彩都地区に、新たに３つの保育所を開設する。 

○ 東部地域の待機児童への緊急対策として、４月に豊川支所２階を活用した簡易保育所を開設する。 

○ 市立保育所の老朽化対策及び入所児童と周辺住民等の安全対策を目的として、東保育所のトイレのドライ

化や恒久的に不足している桜ヶ丘保育所の駐車場を増設する。 

４．子どもの医療費助成の継続                                                                                                                                    【予算額 436,620 千円】 

○ 「中学校卒業まで（通院・入院とも／所得制限なし）」に大幅拡大した子どもの医療費助成や、家

庭保育が困難なため入院する未熟児の医療費助成を継続する。 

５．小児インフルエンザ予防接種への助成制度の継続                                                            【予算額 20,248 千円】 

○ 小児インフルエンザの流行を抑制するとともに重症化を予防するため、小児インフルエンザ予防接

種費用の一部助成（生後６か月から小学６年生を対象に２回を助成するクーポン券方式）を継続する。 
 
 

 

 

１．桜井駅前地区の再整備                       【予算額 3,085 千円】 

○ 駅前広場東側で進行する土地区画整理事業にあわせて、新年度は、桜井駅前広場の歩行者空間の設計

に着手し、平成２７年度の完成をめざす。 

２．西南公民館の再整備の検討                             【予算額 9,578 千円】 

○ 耐震性とバリアフリーに課題を抱える西南公民館の再整備について、周辺に広がる公共施設群と一

連のものとしてさらに力を発揮できるよう、建て替えも視野に入れた基本構想を策定する。 

３．中央図書館のリニューアル                         【予算額 61,313 千円】 

○ より多くの皆さまにご利用いただくため、来館者にゆっくりと過ごしていただく屋外テラスの整備や、親

子連れにも利用しやすいキッズコーナーの設置などの施設リニューアルを実施する。 

４．「箕面市農業公社」の本格稼働                     【予算額 21,317 千円】 
○ 平成２５年度に発足した農業公社を、一般社団法人として本格稼働させ、中学校給食を中心に定期的・

定量的に箕面産の食材が流通するシステムを確立し、都市に残る貴重な農地を持続・保全していく。 

５．宅地開発の事業者等への緑化負担税の検討                        【予算額 329 千円】 

○ 将来にわたって豊かなみどりを維持・保全していくための安定的な財源の確保に向け、有識者等に

よる検討委員会を設置し、宅地開発の事業者等を対象とした「緑化負担」のための税制度創設をめざ

す。 

６．ペットボトルの全戸収集に向けたモデル試行                  【予算額 27,214 千円】 

○ 資源リサイクルの推進・環境負荷の低減のため、平成２７年度からペットボトルの全戸収集を実施

することとし、平成２６年４月から一部地域でのモデル収集を開始する。 

７．土曜営業と利用しやすい窓口配置                       【予算額 133,482 千円】 

○ ２月に開始した窓口の土曜営業など、身近で便利な市民サービスの向上をめざして、本館 1 階ロビー近く

に国民健康保険や介護保険等の「保険総合窓口」を、別館１階に市税に関する「市税総合窓口」を設

置する。 

３．３．３．３．主要施策の概要主要施策の概要主要施策の概要主要施策の概要    

Ⅰ 安心・支えあい最優先 

Ⅱ 子育てしやすさ日本一 

Ⅲ 緑・住みやすさ最先端 
市民の安全・安心の確保と、地域の支えあいを醸成していく

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。 

北大阪急行線延伸の実現 ～箕面市の都市骨格の背骨を成す鉄軌道「北大阪急行線」2020 年度開業へ～ 
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    平成２６年度（２０１４年度）主要施策平成２６年度（２０１４年度）主要施策平成２６年度（２０１４年度）主要施策平成２６年度（２０１４年度）主要施策 

    

 

＜北大阪急行線延伸の事業化合意について＞ 

        ◇平成２６年３月末に、大阪府、阪急電鉄㈱、北大阪急行電鉄㈱、

箕面市の４者による「合意書」に調印します。 

   【合意の概要】 

①開業目標 平成３２年度（２０２０年度） 

②総事業費 ６５０億円(建設費６００億円・車両費５０億円) 

③建設費の負担割合 

  

  

  

 

 

 

 

 

④運行主体など 

 

 

 

 

 

◇事業化合意に向けて、箕面市の負担想定額１８５億円の債務負担

行為を設定します。 

国道423号本線

地形

地下構造 高架構造

国道423号本線

地形

地下構造 高架構造

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の実現の実現の実現の実現    ～箕面市の都市骨格の背骨を成す鉄軌道「北大阪急行線」2020年度開業へ～ 

４．主要施策４．主要施策４．主要施策４．主要施策    

関連まちづくりにより 
需要予測が伸びる場合は 
鉄道事業者は負担を増額 （ 上限 ） （ 採算確保額 ） 

（ 地方と同額 ） 
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＜箕面市財政運営基本条例の策定＞ 

【策定の背景】  

平成２４年度決算で平成１４年度以来１０年ぶりに、経常収支比

率（特例債を除く）１００%以下の完全収支均衡を達成しました。

また、平成２６年度当初予算で、平成１３年度以来１３年ぶりに完

全収支均衡を達成することができました。 

これまでの改革の成果を維持し、財政規律を高いレベルで堅持す

るため、自らを律するルールとして、本条例を策定します。 

【目   的】 

□社会経済情勢の変化や市の実情に対応した施策を、自主的かつ総

合的に実施します。 

□将来にわたって健全で規律のある財政運営の確保を図り、市民の

福祉を維持向上します。 

【概   要】 

◇施策実施にあたっての財源確保や市債発行等のルールを定めると

ともに、中長期的な財政見通しの策定や財政状況の公表など、財

政運営の計画性と透明性を確保し、収入にあわせて支出を組むと

いう組織本来の姿を制度化します。 

◇特に、将来にわたり財政支出を伴う事業を「特定事業」として位

置づけ、長期財政試算のうえ、財政支出ルールを定めます。直近

では、「北大阪急行線の延伸事業」が対象となり、“箕面市が負担

する約１８５億円の費用を競艇事業収入と基金のみで賄うルー

ル”を条例に組み込みます。 
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＜北大阪急行線の延伸と周辺のまちづくり＞ 

◇平成３２年度開業をめざし、新年度は、平成２５年度補正予算と

あわせて合計約６億７千万円を予算化して鉄軌道の詳細設計に着

手するほか、事業許認可に向けた各種手続きを進めていきます。 

◇競艇事業収入６億円のうち、約２千万円を鉄軌道の詳細設計費

（国費等を除く一般財源）に充てるほかは、残り約５億８千万円

を「北大阪急行南北線延伸整備基金」に積立て、延伸整備にかか

る市負担の平準化と、市税に頼らない事業推進を行います。 

◇かやの中央地区周辺のまちづくりについて、子育て支援を中心と

する公共施設整備や民間施設の誘致策など、駅前広場の整備や立

体利用に向けた検討に着手し、北摂山系の山なみや東西に広がる

田園風景と共存する箕面らしいまちづくりを進めます。 

◇船場地区周辺のまちづくりについては、大阪船場繊維卸商団地協

同組合と連携し、文化・スポーツ、健康機能など、まちづくりの

核となる施設誘致に向けた検討を進めるとともに、新御堂筋をま

たぐ歩行者デッキや駐輪場の検討を行います。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・平成２５年度補正予算とあわせて合計約

６億７千万円を予算化して鉄軌道の詳細

設計ほか、事業許認可に向けた手続きに

着手 

６６８，６４８ 

※内Ｈ２５補正予算 

４６１，１４６ 

地域創造部 

・「北大阪急行南北線延伸整備基金」に約

５億８千万円（競艇事業収入のうち鉄軌

道の詳細設計費を除く全額）を積立て 

５８２，４９９ 地域創造部 

・かやの中央地区周辺のまちづくりについ

て、子育て支援を中心とする公共施設整

備や民間施設の誘致策など、駅前広場の

整備や立体利用に向けた検討 

１２，６９０ 地域創造部 

・船場地区周辺のまちづくりについて、大

阪船場繊維卸商団地協同組合と連携し、

文化・スポーツ、健康機能など、まちづ

くりの核となる施設誘致や新御堂筋をま

たぐ歩行者デッキ、駐輪場の検討 

４５，２０４ 地域創造部 
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１．大人の風しん予防接種費用の助成とがん検診の無料化の継続 

先天性風しん症候群の発症予防のため、妊娠を希望し、風しん

の抗体が十分でない女性等に対する風しん予防接種費用の一部

助成を継続します。 

また、府内で唯一実施している無料がん検診（胃がん、肺がん、

大腸がん、乳がん、子宮がん及び前立腺がん）を継続します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・妊娠を希望し、風しんの抗体が十分でな

い女性等に対する風しん予防接種費用の

一部助成を継続 

７２０ 健康福祉部 

・府内で唯一実施している無料がん検診

（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、

子宮がん及び前立腺がん）を継続 

３２５，５８１ 健康福祉部 

 

２．健康スポーツの促進 

   ストレスの解消と生活習慣病を予防するとともに、地域コミ

ュニティの活性化を図るため、地域の公園など身近なフィールド

を利用したラジオ体操や滝道でのウォーキングイベントなど、市

内企業等の協賛を得て、市民が無理なく長く運動を続けられる環

境を整備します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・身近なフィールドを利用したラジオ体操

や滝道ウォーキングなどを通して、無理

なく長く運動を続けられる環境を整備 

１４７ 健康福祉部 

ⅠⅠⅠⅠ    安心・支えあい最優先安心・支えあい最優先安心・支えあい最優先安心・支えあい最優先    
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３．市立病院における医療の充実 

地域医療支援病院として地域医療の中心的役割を担う市立病院。 

より弾力のある経営を行うため、職員定数を４７５人から５３０

人に変更し、医療従事者を増員します。 

また、Ｘ線画像撮影装置をはじめとして手術や検査関係設備を

整備し、診療体制を充実させます。 

収支については、地方公営企業会計制度の改正に伴い、一時的

に見た目上の赤字となりますが、年度末時点では余剰金の振り替

えによる相殺効果の方が上回るため、累積赤字が４億円規模で減

少する見通しです。会計制度改正の影響を除いた実質的な収支差

は、前年度から１億９百万円の収支改善となっており、引き続き

「市立病院改革プラン」に基づき、完全黒字化に向けて着実に改

革を進めていきます。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・より弾力のある経営を行うため、職員定

数を４７５人から５３０人に変更し、医

療従事者を増員 

－ 市立病院 

・Ｘ線画像撮影装置など手術及び検査関係

設備の整備により診療体制を充実 
４５７，７０３ 市立病院 

・「市立病院改革プラン」に基づき、会計

制度改正の影響を除いた実質的収支を前

年度から１億９百万円の赤字圧縮を図

り、完全黒字化に向けて改革を推進 

－ 市立病院 
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４．「災害に強い箕面」の実現 

いつ起こるかわからない大地震。平成２４年度から、毎年１月

１７日に実施している全市一斉総合防災訓練では、初めて休日

（土曜日）開催となる機会をとらえ、安否確認や避難所までの徒

歩避難訓練など、市民参加に重点を置いた訓練を実施します。 

昨年度に引き続き、地域の災害救助の拠点となる公園等１０か

所（平成２８年度までに６０か所）を「地域防災ステーション」

として、消火・救助用資器材等を納めた大型ベンチを配備します。 

木造住宅の耐震診断の無料化や耐震設計、耐震工事に必要な費

用の一部助成を継続します。 

防災対策の一環として、彩都や箕面森町地区など新たに街区表

示板を設置する地域において、街区表示板に避難所を併記して、

災害時の避難場所を周知します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・１月１７日（土曜日）の全市一斉総合防

災訓練で安否確認や避難所までの徒歩避

難訓練などを実施 

４，８１４ 総務部 

・市内公園等１０か所を「地域防災ステー

ション」として、消火・救助用資器材等

を納めた大型ベンチを配備 

３２，９６５ 総務部 

・木造住宅の耐震診断の無料化や耐震設

計、耐震工事費用の一部助成を継続 
２８，３２７ 

みどりまちづ

くり部 

・新たに設置する街区表示板に避難所を併

記し、避難場所を周知 
６，９０８ 市民部 
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５．市民安全対策の充実 

   「安全の拠点」としての市役所の機能を高め、警察との連携を

強化するため、牧落交番を交差点から目立つ市役所の南東角地付

近に移転します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・牧落交番を交差点から目立つ市役所南東

角地に移転 
６０，５０４ 市民部 

 

６．街路灯・公園灯のＬＥＤ化の推進 

市民の安全・安心を支える街路灯・公園灯について、明るい街

づくりと環境負荷の低減のための照明のＬＥＤ化を推進します。

この結果、市が設置している街路灯・公園灯の省エネ化率１０

０％（幹線道路等は高圧ナトリウム灯に改修済）を達成します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・街路灯・公園灯について、明るい街づく

りと環境負荷軽減のためＬＥＤ化を推進

し、省エネ化率１００％を達成 

２７２，８３８ 
みどりまちづ

くり部 
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１．英語教育の充実 

子どもたちの英語によるコミュニケーション力を高め、国際理

解やグローバル化社会を生き抜く力を育む教育を推進するため、

平成２７年度から全小学校の全学年で毎日の英語教育を実施する

こととし、平成２６年度の２学期から試行カリキュラムを開始し

ます。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・平成２７年度から全小学校の全学年で毎

日の英語教育を実施することとし、平成

２６年度の２学期から試行カリキュラム

を開始 

５，８２３ 
子ども未来創

造局 

 

２．全小中学校・全クラスへの電子黒板の導入 

学校教育において、従来の紙や黒板による指導に加え、動画や

音声等を効果的に活用し、子どもたちの学習への興味・関心を高

め、わかりやすい授業の実現をめざしています。 

国の「学びのイノベーション事業」の活用や「ＩＣＴまちづく

り推進事業」の委託を受け、萱野小学校などに電子黒板、第三中

学校と彩都の丘学園にタブレットパソコンを配置するなど、教育

の情報化に向けた実践研究を進めてきましたが、これらの成果を

踏まえ、新年度において、すべての小中学校の全クラスに電子黒

板を導入し、校内無線ＬＡＮ環境を整備します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・全小中学校の全クラスに電子黒板を導入

し、校内無線ＬＡＮ環境を整備 
４６５，２９１ 

子ども未来創

造局 

    

    

 

ⅡⅡⅡⅡ    子育てしやすさ日本一子育てしやすさ日本一子育てしやすさ日本一子育てしやすさ日本一    
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３．子育て支援の充実 

国の待機児童対策を超えた真の待機児童ゼロをめざし、平成２

５年７月に策定した「待機児童ゼロプランＶｅｒ.２」に基づき、

本年４月に桜井地区及び市立病院敷地内に、１２月には彩都地区

に、新たに３つの保育所を開設します。また、東部地域の待機児

童への緊急対策として、４月に豊川支所２階を活用した簡易保育

所を開設します。 

市立保育所の民営化を推進するため、４月から箕面保育所の民

間法人による運営を開始するとともに、一時保育室の整備や老朽

化に伴う改修など、大規模修繕に必要な費用の一部を助成します。 

東部地域の幼稚園就園ニーズに応えるため、平成２８年４月か

ら市立ひがし幼稚園を長時間保育・３年保育を実施する「子育て

応援幼稚園」として、民間法人による運営を開始するため、新年

度は、その準備を進めていきます。 

    東保育所のトイレのドライ化や恒久的に不足している桜ヶ丘保

育所の駐車場増設など、市立保育所の老朽化対策及び入所児童と

周辺住民等の安全対策を目的とした改修を実施します。 

平成２７年度から開始される「子ども・子育て支援新制度」に

向けて、保護者へのニーズ調査に基づき、「子ども・子育て支援

事業計画」を策定し、市として必要となる保育等のサービスの確

保策などを定めていきます。また、市内私立幼稚園２園が新制度

による幼保連携型認定こども園へ移行し、新たに乳児向けの認可

保育所を運営することに伴い、その整備に対して補助金を交付し

ます。 
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事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・「待機児童ゼロプランＶｅｒ.２」（平成

２５年７月策定）に基づき、４月に桜井

地区及び市立病院敷地内に、１２月に彩

都地区に、新たに３つの保育所を開設 

３４９，５９１ 
子ども未来創

造局 

・東部地域の待機児童の緊急対策として、

４月に豊川支所２階を活用した簡易保育

所を開設 

２６，４４０ 
子ども未来創

造局 

・４月からの箕面保育所の民間法人による

運営開始に伴い、一時保育室の整備など

大規模修繕費用の一部を助成 

９６，０８８ 
子ども未来創

造局 

・平成２８年４月から市立ひがし幼稚園を

「子育て応援幼稚園」として、民間法人

運営による長時間保育・３年保育を実施 

－ 
子ども未来創

造局 

・東保育所のトイレドライ化や桜ヶ丘保育

所の駐車場増設など、公立保育所の老朽

化対策及び安全対策を実施 

１６６，８８０ 
子ども未来創

造局 

・平成２７年度から開始される「子ども・

子育て支援新制度」に向けて、「子ど

も・子育て支援事業計画」を策定 

８０２ 
子ども未来創

造局 

・市内私立幼稚園２園が新制度における幼

保連携型認定こども園へ移行し、新たに

乳児向けの認可保育所を運営することに

伴い、その整備に対して補助金を交付 

２３０，２０２ 
子ども未来創

造局 

 

４．子どもの医療費助成の継続 

子どもたちの健康を守るため、「中学校卒業まで（通院・入院

とも／所得制限なし）」に大幅拡大した子どもの医療費助成を継

続して実施します。 

また、家庭保育が困難なため入院する未熟児の医療費助成を継

続して実施します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・子どもたちの健康を守るため、「中学校

卒業まで（通院・入院とも／所得制限な

し）」に大幅拡大した子どもの医療費助

成を継続 

４２９，３７５ 市民部 

・家庭保育が困難なため入院する未熟児の

医療費助成を継続 
７，２４５ 市民部 
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 ５．小児インフルエンザ予防接種への助成制度の継続 

地域で小児インフルエンザの流行を抑制するとともに重症化を

予防するため、小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成

（生後６か月から小学６年生を対象に２回を助成するクーポン

券方式）を継続して実施します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・小児インフルエンザ予防接種費用の一部

助成（生後６か月から小学６年生を対象

に２回を助成するクーポン券方式）を継

続 

２０，２４８ 健康福祉部 
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１．桜井駅前地区の再整備 

「歩いて暮らせるまちづくり」をコンセプトに、自治会やまち

づくり団体の方々と、桜井に相応しい駅前広場のあり方について

協議を進めています。駅前広場東側で進行する土地区画整理事業

にあわせて、新年度は、桜井駅前広場の歩行者空間の設計に着手

し、平成２７年度の完成をめざします。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・桜井駅前広場の歩行者空間の設計に着手

し、平成２７年度の完成をめざす 
３，０８５ 地域創造部 

 

２．西南公民館の再整備の検討 

    耐震性やバリアフリーに課題を抱える西南公民館の再整備について、

周辺に広がる公共施設群と一連のものとしてさらに力を発揮できるよ

う、建て替えも視野に入れた基本構想を策定します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・西南公民館の再整備について、周辺の公

共施設群と一連のものとしてさらに力を

発揮できるよう、建て替えも視野に入れ

た基本構想を策定 

９，５７８ 生涯学習部 

 

３．中央図書館のリニューアル 

    中央図書館をより多くの皆さまに快適にご利用いただくため、

来館者にゆっくりと過ごしていただく屋外テラスの整備や、親子

連れにも利用しやすいキッズコーナーの設置など、活気のある箕

面らしい図書館をめざして施設リニューアルを実施します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・来館者にゆっくりと過ごしていただく屋

外テラスの整備や、親子連れにも利用し

やすいキッズコーナーの設置などの施設

リニューアルを実施 

６１，３１３ 生涯学習部 

ⅢⅢⅢⅢ    緑・住みやすさ最先端緑・住みやすさ最先端緑・住みやすさ最先端緑・住みやすさ最先端    
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４．「箕面市農業公社」の本格稼働 

緑地機能、都市防災、景観、教育など多面的な機能をもつ農地

を保全するため、農業公社を一般社団法人として独立させ本格稼

働させます。遊休化した農地を“活きた農地”として再生すると

ともに、中学校給食における箕面産野菜の使用率（地産地消率）

を持続的に１５％以上達成することで、定期的・定量的に箕面産

の食材が流通するシステムを確立し、農業を業として成立させ、

都市に残る貴重な農地を持続・保全していきます。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・農業公社を一般社団法人として独立させ 

本格稼働。中学校給食を中心に定期的・ 

定量的に箕面産の食材が流通するシステ

ムを確立 

２１，３１７ 農業委員会 

 

５．宅地開発の事業者等への緑化負担税の検討 

市の貴重な財産である豊かなみどりを将来にわたって維持、保

全していくための安定的な財源の確保に向け、有識者等による検

討委員会を設置し、宅地開発の事業者等を対象とした「緑化負

担」のための税制度創設をめざします。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・豊かなみどりを将来にわたって維持、保

全していくための安定的な財源の確保に

向け、宅地開発の事業者等を対象とした

「緑化負担」のための税制度を検討 

３２９ 
みどりまちづ

くり部 
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６．ペットボトルの全戸収集に向けたモデル試行 

資源リサイクルの推進・環境負荷の低減のため、平成２７年度

からペットボトルの全戸収集を実施することとし、平成２６年４

月から一部地域でのモデル収集を開始します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・平成２７年度からのペットボトルの全戸

収集に向けて、平成２６年４月から一部

地域でモデル収集を開始 

２７，２１４ 市民部 

 

７．土曜営業と利用しやすい窓口配置 

仕事や学校を休まずに、転入・転出や幼稚園・保育所・子育て

などの各種手続きができるように、本年２月に「市役所窓口業務

の土曜営業」を開始するなど、身近で便利な市民サービスの向上

をめざした取り組みを進めています。 

新年度は、市役所を訪れる市民の方々にとって、わかりやすく

利用しやすい窓口配置とするため、市役所本館1階ロビーに近い

場所に、多くの市民が利用される国民健康保険や介護保険、福祉

医療の「保険総合窓口」を設けます。あわせて、市役所別館１階

に市税に関する「市税総合窓口」を設けるとともに、待合スペー

スを確保します。 

事業内容 予算額（千円） 所管部局 

・市役所本館1階ロビーに近い場所に、多

くの市民が利用される国民健康保険や介

護保険、福祉医療の「保険総合窓口」

を、別館１階に市税に関する「市税総合

窓口」を設置 

１３３，４８２ 市民部 

 

 


