
 

 

 

令和３年度（2021年度）主要施策 

  

「身を切る改革の実行」「住民目線に寄り添って直ぐ動き、日本一親切な市役

所」「みどり豊かで住み続けたい、子育て・教育日本一のまちづくり」の３つの基

本姿勢に基づく令和３年度（2021 年度）の主要施策の概要は次のとおりです。 

なお、◆印は施政方針に記載している重点施策であることを示しています。

また、金額は当該重点施策を含む全体事業費で示しているため、重点施策に

かかる費用を上回る場合があります。 

 

１．身を切る改革の実行 

 

◆ 新アウトソーシング計画の策定 

より質の高いサービスを市民の皆さまに提供できるよう、事業の見直しを図

るため、「民間でできることは民間で担う」発想のもと、職員の定員管理などを

含めた「箕面市新アウトソーシング計画」を策定します。 

 

◆ 施設の再配置構想 

業務の効率化を始め、サービスレベルや利便性の向上を図るため、再編

や再配置を含めた公共施設のありかたを検討します。 

 

◆ 市有財産の有効活用 

市有財産について、有効活用できるものは貸付などを積極的に行い、地

域の活性化や賑わいの創出を図ります。また、活用を見込めない財産につ

いては、計画的に売却を進めます。 

 

◆ 全事業の見直し 

全事業について、社会経済情勢や市民ニーズの変化などを踏まえながら、
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公益性、必要性、費用対効果などの幅広い観点で検証し見直しを行います。 

 

◆ 各種団体の見直し 

各種団体が安定的に持続可能な事業展開を行えるよう、より健全な経営基

盤を構築するため、市が組織のスリム化や効率化に向けた支援を行います。 

 
 

事業内容 種別 予算額（千円） 所管部局 

・新アウトソーシング計画 新規 － 総務部 

・施設の再配置構想 新規 － 総務部 

・市有財産の有効活用 

 （市有地売払収入） 
新規 130,000  総務部 

・全事業の点検 新規 － 総務部 

・各種団体の見直し 新規 － 総務部 
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 ２．住民目線に寄り添って直ぐ動き、日本一親切な市役所 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種 

１６歳以上の市民を対象に新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンの

予防接種を実施します。 

 

◇ 新型コロナウイルス感染症対策 

赤ちゃん訪問や市立小中学校などで使用する手指消毒用アルコールな

どの消耗品を購入します。 

 

◇ 外国人による防災コミュニティの形成支援 

外国人防災アドバイザーを養成するとともに、外国人防災アドバイザーに

よる外国人市民の目線に立ったセミナーや体験会の開催、多言語防災ガイ

ドブックの作成を行います。 

 

◇ 市税と国民健康保険料のキャッシュレス決済の拡充 

  市税と国民健康保険料の納税（納付）は、現在も金融機関の窓口払いや

口座振替、コンビニの窓口払い、クレジットカードによるオンライン決済がご

利用いただけます。新年度は、コロナ禍における感染対策として、自宅から

でも納付できるスマートフォンによるバーコード決済を導入します。 

 

◇ 戸籍証明のコンビニ交付開始 

住民票の写し、印鑑登録証明書、市・府民税課税証明書の３種類のコンビ

ニ交付サービスに加え、戸籍証明のコンビニ交付も開始し、箕面市に本籍の

あるかたは、全国どこのコンビニからでも戸籍証明を取得できるようにします。 
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◆ 地域包括支援センターの体制強化 

市内５か所にある地域包括支援センターに配置する専門職を３名から４名

に増員し、高齢者世帯をはじめとする市民の皆さまのより身近な相談窓口と

なるよう体制を強化します。 

 

◆ ささえあいステーション相談体制の強化 

現在６小学校区で実施しているモデル事業を８小学校区に拡大するととも

に、利用者の利便性などの効果を検証し、相談体制の強化を図ります。 

 

◇ 訪問入浴サービス報酬単価の引き上げ 

障害者地域生活支援事業における訪問入浴サービス報酬の単価を介護

保険サービスの「訪問入浴介護」なみに引き上げ、引き続き、障害者地域生

活支援事業における訪問入浴サービス制度を堅持します。 

 

◆ 箕面新稲の森の整備 

◇ 野外活動センター次期事業者募集 

箕面新稲の森の整備について、貴重な山林を保全しつつ、市民ニーズに

あった魅力的な施設にするため、青少年教学の森野外活動センターの活用

と併せ、民間事業者の力を最大限活かした方策について検討を進めます。 

 

◆ 公園のリニューアル 

公園の魅力アップを進めるため、令和３年度から公園のリニューアルに着

手します。国費を活用し優先順位の高い公園に集中投資することとし、新年

度は唐池公園を３世代が楽しめる公園にリニューアルします。 

 

◆ 府域水道の一元化 

効率的な水道事業の運営による市民サービスの向上をめざし、水道事業

- 6 -



 

 

の府域一元化に向け、大阪広域水道企業団との統合について、協議、検討

を進めます。 

 

◆ ５市２町消防通信指令の共同運用 

豊中市（能勢町受託）、吹田市、池田市、摂津市と箕面市（豊能町受託）の

５市２町で、令和６年４月から消防通信指令事務を共同運用するため、通信

指令システムの構築など準備を進めます。 

 

◇ 常備・非常備消防車両の計画的更新 

車両の更新を計画的に進めており、新年度は、常備消防において、車両

を２台（消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車（緊急消防援助隊登録車

両））、非常備消防において、普通免許で運転できる消防ポンプ自動車１台

（３．５トン級車両）を更新します。 

 
 

事業内容 種別 予算額（千円） 所管部局 

・新型コロナウイルス感染症にかかる 

ワクチン接種 
新規 654,251  健康福祉部 

・新型コロナウイルス感染症対策 継続 9,802  子ども未来創造局 

・外国人による防災コミュニティの形成

支援 
継続 1,749  人権文化部 

・市税・国民健康保険料のキャッシュレ

ス決済の拡充 
新規 － 総務部 

・戸籍証明のコンビニ交付開始 新規     3,792  市民部 

・地域包括支援センターの体制強化 強化 122,840  健康福祉部 

・ささえあいステーション相談体制の 

強化 
強化 24,000  健康福祉部 

・訪問入浴サービス報酬単価の引き 

上げ 
新規 21,704  健康福祉部 
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・箕面新稲の森の整備 新規 － 
地域創造部 

子ども未来創造局 

・野外活動センター次期事業者募集 新規 30  子ども未来創造局 

・公園のリニューアル 新規 48,000  みどりまちづくり部 

・府域水道の一元化 新規 － 上下水道局 

・５市２町消防通信指令の共同運用 新規 － 消防本部 

・常備・非常備消防車両の計画的更新 継続 99,997  消防本部 
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 ３．みどり豊かで住み続けたい、子育て・教育日本一のまちづくり 

 

◆ 保育士確保策における家賃支援補助 

国の制度を活用し、民間保育園が新規採用から９年目までの保育士のた

めに箕面市内に住居を借り上げた場合、保育士１人あたり月額７万円を上限

として民間保育園に賃貸費用を補助します。 

 

◆ 医師が常駐する病児保育室の整備 

医師が常駐する医療機関併設型病児保育室について、令和４年４月の開

設をめざし国費などを活用して整備費を民間事業者へ支援します。 

 

◇ 産後ケア事業対象者の拡大 

出産後４か月までの母子を対象に、心身のリフレッシュや、育児アドバイス

などを受けられる産後ケア事業を実施 しています。 

新年度は、母子保健法の改正に伴い、入院が長期化する低出生体重児な

どの母子について、産後４か月を超えても、新たに対象となります。 

 

◆ 少人数学級を小学校３年生まで拡大 

小学校の「少人数学級」が段階的に拡充される国の方針を受け、本市では、

新年度より国の動きに先駆けて、小学校３年生を３５人学級とし、きめ細かな

指導体制、環境を整備します。 

 

◆ オンライン学習の推進 

全児童生徒１人１台のタブレット端末の配置が完了することに伴い、デジタ

ルドリルを活用した個別学習や持ち帰り学習の実施に向けた検討を進め、今

後のＩＣＴ教育のさらなる推進を図ります。 
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◇ オンライン学習の支援 

児童生徒の自宅にオンライン授業環境を整備するための支援として、就学

援助費及び支援教育就学奨励費の給付費目に、「オンライン学習通信費」を

追加します。 

 

◇ 放課後スタディルームの拡大・強化 

自学自習の場として小学校８校で実施している放課後スタディルームを、 

放課後学習室「すたさぽ」として、全１４校に拡大するとともに、各校に専任の

放課後学習支援員を配置し、来室児童への学習支援を強化します。 

 

◇ 子どもの生活・学習支援 

生活困窮世帯のうち養育支援を必要とする小学生を対象に、子どもの居

場所事業を実施し、子どもが自立する力を伸ばすことのできる機会と環境を

提供します。 

 

◆ 熱中症予防策の強化 

熱中症予防対策マニュアルを作成するとともに、熱中症に関する知識を正

しく習得できるよう、教職員向けの研修を実施します。 

中学校には、グラウンドにミストシャワー、プールに遮光シートを設置し、部

活動中の熱中症対策を強化します。 

 

◇ 教育委員会事務局の業務改善・機能強化 

令和３年１０月から、就学関連事務や学童保育関連事務の定型的業務の

委託化を段階的に実施します。業務委託により、事務局業務の改善を図り、

市職員が政策課題や専門的な相談業務などのコア業務により注力できる体

制を構築します。 

 

- 10 -



 

 

◇ ホストタウン事業の実施 

ニュージーランド柔道チームのホストタウンとして、国際交流や国際理解の

促進、多文化共生社会の実現をめざすとともに、オリンピックの機運醸成を図

るためのスポーツイベントを実施します。 

 

◆ 市街化調整区域における開発許可等の事務移譲 

令和３年４月１日に大阪府から市街化調整区域における開発許可などの

事務移譲を受け、市街化調整区域の良好な環境を保つとともに、違反物件

の是正を行います。 

 

◆ 大阪大学箕面キャンパスの跡地活用 

本市の市街地に残された最後の貴重な広大空間である大阪大学箕面キャ

ンパス跡地の活用について、令和２年度には公募を開始し、今後選定した優

先交渉事業者と協議のうえ、契約の締結を行います。 

 

◆ 川合・山之口地区のまちづくり 

土地区画整理準備組合の設立が予定されており、新年度は、土地区画整

理事業の事業化に向け、支援を行っていきます。 

 

◆ 北大阪急行線の延伸整備 

令和５年度の鉄道開業に向けて、トンネル本体の工事や軌道の敷設など

を行っていきます。 

 

◆ 新駅周辺のまちづくり 

箕面船場阪大前駅前の周辺整備事業において、市立船場図書館、市立

船場生涯学習センター、メインデッキ、市立箕面船場第一駐輪場が５月に、

市立文化芸能劇場が８月にオープンします。新年度は、エントランス、駅前
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広場、市立箕面船場第二駐輪場の整備を進め、令和５年度の新駅開業時の

オープンをめざします。 

 

◇ オレンジゆずるバスの更新 

新型コロナウイルス感染症などへの対策として、オレンジゆずるバスをより

安心してご利用いただける新車両に更新します。また、更新の際には、市民

の皆さまにより親しみやすい車両となるようデザインの公募も行います。 

 

◆ 新病院運営手法の検討 

全国の先進的な取り組みや新市立病院整備審議会での検討内容などを

踏まえながら、新病院が担うべき役割や機能をより効果的、効率的に実現で

きる運営主体や運営手法について、あらゆる可能性を視野に入れながら

検討を進めます。 

 

◆ 箕面船場地区ヘルスケア拠点施設の創出 

箕面船場地区に整備が予定されている「関西スポーツ科学・ヘルスケア

総合センター（仮称）」について、国の交付金を活用し、整備費を支援します。

また、令和６年度のオープンをめざし関係団体などと連携し、センターを活用

したスポーツと健康のまちづくりに資する各種施策の検討を進めます。 

 

◇ 大日橋園地駐車場の整備 

滝道観光の活性化のため、観光バスが大日橋園地で観光客を降ろし、箕

面駅前ロータリーでピックアップすることができるよう、大日橋園地駐車場に

観光バスの駐車スペースを整備します。 

 

◇ 足湯跡地の活用 

令和２年度をもって阪急箕面駅の足湯を閉鎖されることから、当該跡地を
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さらなる観光振興の拠点とするべく、既設の観光案内所に加え、新たに観光

協会と協業予定である箕面ＦＭまちそだて（株）の事務所として活用します。 

 
 

事業内容 種別 予算額（千円） 所管部局 

・保育士確保策における家賃支援補助 新規 27,523  子ども未来創造局 

・医師が常駐する病児保育室の整備 新規 33,660  子ども未来創造局 

・産後ケア事業対象者の拡大 強化 3,325  子ども未来創造局 

・少人数学級を小学校３年生まで拡大 新規 18,837  子ども未来創造局 

・オンライン学習の推進 新規 163,703  子ども未来創造局 

・オンライン学習の支援 新規 13,116  子ども未来創造局 

・放課後スタディルームの拡大・強化 新規 11,090  子ども未来創造局 

・子どもの生活・学習支援 新規 17,914  子ども未来創造局 

・熱中症予防策の強化 強化 5,035  子ども未来創造局 

・教育委員会事務局の業務改善・機能 

 強化 
新規 7,920  子ども未来創造局 

・ホストタウン事業の実施 継続 8,295  人権文化部 

・市街化調整区域における開発許可等

の事務移譲 
新規 188  みどりまちづくり部 

・大阪大学箕面キャンパスの跡地活用 新規 7,858  地域創造部 

・川合・山之口地区のまちづくり 継続 4,832  地域創造部 
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・北大阪急行線の延伸整備 継続 4,189,720  地域創造部 

・新駅周辺のまちづくり 継続 1,077,753  地域創造部 

・オレンジゆずるバスの更新 

 （ Ｒ２予算 ） 
新規 161,899  地域創造部 

・新病院運営手法の検討 新規 6,050  市立病院 

・箕面船場地区ヘルスケア拠点施設の

創出 （債務負担限度額） 
新規 257,275  地域創造部 

・大日橋園地駐車場の整備 新規 － 地域創造部 

・足湯跡地の活用 新規 4,007  地域創造部 
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