
1億円以上の主な施策･事業の見直しの分野別整理表 
 

 この表は、市政改革プラン(素案)のアクションプラン編別冊の 5頁～56頁に掲載している｢見直し対象とする主な施策･事業｣について、個々の施策･事業の該当ページをより簡単に検

索いただけるよう、施策分野ごとに事業名と別冊の該当ページを整理したものです。  

 また、4月5日に公表している｢施策・事業の見直し(試案)｣以降今回の｢市政改革プラン(素案)｣公表までの推移をご確認いただきやすいよう、試案の該当ページや、4月16日から 4

月19日にかけて行われたオープン議論の資料・議事録についてもリンクを設定するとともに、変更の概要等を記載しております。 

 

 なお、該当ページの検索を容易にすることを優先している関係上、事業名称欄には、他の施策分野で掲載した施策･事業が再掲されていることがあります。 

  ☆印の事業については、区民利用施設の見直しにかかる基本的な考え方(素案 P37)を合わせてご参照ください。 

 

施策分野 

 
事業名称 

試案 
(4月5日) 

オープン議論 
(4月16日～19日) 

素案 
(5月11日) 

試案からの主な変更点等 
※概要のみの記載です、具体的な内容は必ず素案をご確認ください 

方針等 
(変更の無い場合素案の内容を記載) 

効果額(百万円) 

こども・青尐年 
青尐年野外活動施設 P.2 

資料 議事録 P.8 

3館廃止(伊賀、びわ湖、信太山) 

⇒2館廃止(伊賀、びわ湖) 

26年度190⇒108 

(素案 H26:108) 

民間社会福祉施設職員給与改善

費 
P.13 

資料 議事録 P.19 

廃止、24年度 

⇒24年度1/2、25年度廃止 

24年度122⇒0、 

25・26年度122⇒102 

(素案 H25:102 H26:102) 

1歳児保育特別対策費 P.14 
資料 議事録 P.20 

概ね変更なし 

(保育士配置基準見直し、25年度) 

変更なし 

(素案 H25:899 H26:899) 

教育相談事業 P.15 
資料 議事録 P.21 

サテライトの相談事業廃止 

⇒存続 

25年度29⇒0、26年度61⇒42 

(素案 H26:42) 

子
育
て
支
援  

子育て活動支援事業  

(子ども子育てプラザ☆) 

P.20 
資料 議事録 P.26 

概ね変更なし 

(24ヶ所→18ヶ所・公募化、26年度) 
変更なし 

(素案 H26:284) 
地域子育て支援拠点事業 概ね変更なし (継続) 

子育ていろいろ相談セン

ター 

概ね変更なし 

(廃止、機能は区へ、26年度) 

キッズプラザ運営補助 P.26 
資料 議事録 P.32 

概ね変更なし 

(基礎自治としては廃止、29年度) 

変更なし 

(素案 29年度廃止) 

放課後事業 P.39 
資料 議事録 P.45 

学校での事業に集約 

⇒留守家庭児童対策の継続 

25年度355⇒0、26年度355⇒54 

(素案 H26:54) 

ファミリー・サポート・センター事業 P.40 
資料 議事録 P.46 

概ね変更なし 

(公募化・スリム化、25年度) 

変更なし 

(素案 H25:137 H26:137) 

保育料の軽減 P.46 
資料 議事録 P.52 

概ね変更なし 

(保育料の引き上げ、25年度) 

変更なし 

(素案 H25:150 H26:150) 

高齢者福祉、障害者

福祉その他社会福

祉(こども・青尐年を

除く。) 

弘済院 P.1 
資料 議事録 P.7 

養護老人ホームの廃止 25⇒28年度に 

収支均衡に向け人件費等削減 

25・26年度50⇒0 

(素案 H28:50) 

地
域
福
祉
活
動
支
援 

地域生活支援事業 

P.8 

資料1 議事録1 

P.14 

概ね変更なし 

(地域生活支援ワーカーを削減し、新たな

相談支援体制を再構築 、25年度) 
・地域生活支援事業 

  変更なし 

・地域福祉活動推進事業 

  変更なし 

・食事サービス(ふれあい型) 

  25・26年度182⇒54 

・老人憩いの家 

  25・26年度162⇒55 

(素案 H25:807 H26:807) 

地域福祉活動推進事業 

概ね変更なし 

(ネットワーク推進員への補助を廃止し、

地域活動協議会の実施方法とあわせ区で

検討し再構築、25年度) 

食事サービス事業 

(ふれあい型) 
資料2 議事録2 

ふれあい喫茶等により対応⇒軽食等のメ

ニュー設定などにより経費を縮減し、区長

が実施方法等を判断 

老人憩いの家運営助成

事業 
資料3 議事録3 

運営助成 廃止⇒運営経費の半額補助、

区長が実施方法等を判断 

軽費老人ホームサービス提供費

補助金 
P.9 

資料 議事録 P.15 

加算廃止 24年8月⇒ 

24年度12月以降1/2補助、 

25年度1/4補助、26年度廃止 

24年度52⇒14、25年度79⇒59 

(素案 H24:14 H25:59 H26:79) 

あ
い
り
ん 

施
策
関
連 

大阪社会医療センター

運営事業 
P.11 

資料1 議事録1 

P.17 

診療所機能に特化 25⇒27年度目途に 
25・26年度130⇒0 

(素案 H27:130) あいりん生活道路環境

美化事業等 
資料2 議事録2 事業目的を踏まえ公募化 24⇒25年度に 

上下水道料金福祉措置 P.12 
資料 議事録 P.18 

概ね変更なし 

(廃止、25年度 

 低所得者対策の必要性を検討) 

変更なし 

(素案 H25:3,966 H26:3,966) 

長居障害者スポーツセンター・舞

洲障害者スポーツセンター 
P.24 

資料 議事録 P.30 

長居:廃止⇒大規模更新まで継続、 

のち広域 

舞洲:宿泊施設 25年度廃止⇒収支均衡策を

講じ検証 

変更なし 

(素案 H25:62 H26:62) 

委託老人福祉センター☆  P.33 
資料 議事録 P.39 

概ね変更なし 

(26館→18館、26年度) 

変更なし 

(素案 H26:165) 

大阪市社会福祉協議会交付金・各

区社会福祉協議会交付金 
P.38 

資料 議事録 P.44 

概ね変更なし 

(補助金25%削減、24年度) 

変更なし 

(素案 H24:461 H25:*461 

  H26:*461) 

* H25年度予算に向け再度精査 

市営交通料金福祉措置(敬老パス) P.45 
資料 議事録 P.51 

3案提示⇒5案提示に 

※詳細はこちら 

変更なし 

(素案 H25:5,003 H26:5,003) 
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施策分野 

 
事業名称 

試案 
(4月5日) 

オープン議論 
(4月16日～19日) 

素案 
(5月11日) 

試案からの主な変更点等 
※概要のみの記載です、具体的な内容は必ず素案をご確認ください 

方針等 
(変更の無い場合素案の内容を記載) 

効果額(百万円) 

学校教育 
多様な体験活動の実施 P.18 

資料 議事録 P.24 

概ね変更なし 

(事業を一旦リセットし再構築、25年度) 

変更なし 

(素案 H25:197 H26:197) 

キッズプラザ運営補助 P.26 
資料 議事録 P.32 

概ね変更なし 

(基礎自治としては廃止、29年度) 

変更なし 

(素案 H29年度廃止) 

学校元気アップ地域本部事業 P.41 
資料 議事録 P.47 

局の効率化案を採用し、効果を反映 
24年度132⇒115、25年度146⇒83 

(素案 H24:115 H25:83 H26:146) 

一般維持運営費 P.42 
資料 議事録 P.48 

小中一貫校の統合効果を追加 

過小校の経費削減 26年度まで⇒26年度

までを目標に 

24・25年度0⇒4、26年度0⇒11 

(素案 H24:4 H25:4 H26:11) 

学校給食協会交付金 P.47 
資料 議事録 P.53 

公会計化と競争性の導入 25⇒26年度に 
変更なし 

(素案 H25:120 H26:120) 

健康づくり、医療 

国民健康保険事業会計繰出金 P.44 
資料 議事録 P.50 

概ね変更なし 

(一般会計からの繰入見直し、25年度) 

25・26年度2,067⇒1,067 

(素案 H24:130 H25:1,067 

H26:1,067) 

弘済院 P.1 
資料 議事録 P.7 

養護老人ホームの廃止 25⇒28年度に 

収支均衡に向け人件費等削減 

25・26年度50⇒0 

(素案 H28:50) 

検診推進事業(がん・総合健康診

査・女性特有のがん・大腸がん) 
P.10 

資料 議事録 P.16 

概ね変更なし 

(総合健診廃止、25年度) 

25・26年度162⇒137 

(素案 H25:137 H26:137) 

特別会計繰出金(病院局関係) P.43 
資料 議事録 P.49 

庁費分担金の支出等を考慮し減額 

24年度400⇒0、25年度700⇒500、

26年度1,000⇒500 

(素案 H25:500 H26:500) 

コミュニティづくり、

市民協動 
市民交流センター管理運営及び改

修整備 
P.7 

資料 議事録 P.13 

概ね変更なし 

(廃止、26年度) 

変更なし 

(素案 H24:155 H25:155 

H26:1,033) 

区民センター等管理運営 ☆ P.32 
資料 議事録 P.38 

34館→9館～⇒存続(34館) 26年度388⇒0 

地域活動団体等の公益活動の連

携・協働の促進等による地域コミュ

ニティづくり事業 

P.37 
－ － P.43 

概ね変更なし 

(事業費25%削減、24年度) 

変更なし 

(素案 H24:121 H25:*121 

H26:*121) 

* H25年度予算に向け再度精査 

スポーツ・レクリエー

ション、文化 
プール管理運営 ☆ P.3 

資料 議事録 P.9 

概ね変更なし 

(24ヶ所→9ヶ所、26年度) 

変更なし 

(素案 H26:1,223) 

スポーツセンター管理運営 ☆ P.4 
資料 議事録 P.10 

概ね変更なし 

(24ヶ所→9ヶ所、26年度) 

変更なし 

(素案 H26:474) 

(社)大阪フィルハーモニー協会助

成及び(財)文楽協会運営補助金 
P.28 

－ － P.34 

概ね変更なし 

(補助金25%削減、24年度) 

変更なし 

(素案 H24:40 H25:40 H26:40) 

音楽団事業及び音楽堂貸し出し事

業 
P.5 

資料 議事録 P.11 

概ね変更なし 

(廃止、25年度) 

変更なし 

(素案 H25:52 H26:52) 

企業誘致、産業振興

等 

国際ビジネスプロモーション活動・

大阪市内への企業誘致・市内企業

の再投資促進 

P.22 
資料 議事録 P.28 

IBPC廃止⇒基礎自治業務に特化 

24年度181⇒51、 

25・26年度274⇒169 

(素案 H24:51 H25:169 H26:169) 

海外事務所運営経費事業 P.23 
－ － P.29 

概ね変更なし 

(上海は府と共同事務所化 他の3事務所

は廃止、24年度) 

24年度0⇒28､25年度164⇒161 

(素案 H24:28 H25:161 H26:164) 

ＡＴＣ関連事業 P.50 
－ － P.56 

概ね変更なし 

(補助金廃止、24年度) 

変更なし 

(素案 H24:569) 

* H25年度以降は事業の検証結果 

 により決定 

環境、ごみ 
管路輸送 P.16 

資料 議事録 P.22 
南港地区廃止 25⇒27年度に 

25・26年度127⇒5 

(素案 H25:5 H26:5) 

環境学習センター P.25 
資料 議事録 P.31 

概ね変更なし 

(基礎自治に関する事業に特化、 

 その他の事業は廃止) 

変更なし 

(素案 H26:141) 

生涯学習・社会教育 
生涯学習センター ☆ P.6 

資料 議事録 P.12 

概ね変更なし 

(廃止、26年度) 

変更なし 

(素案 H26:528) 

音楽団事業及び音楽堂貸し出し事

業 
P.5 

資料 議事録 P.11 
概ね変更なし(廃止、25年度) 変更なし(素案 H25:52 H26:52) 

住宅 

新婚世帯向け家賃補助 P.17 

資料1 

議事録 P.23 

概ね変更なし 

(新規募集停止、24年度) 

24年度632⇒460、 

25年度1,471⇒1,343、 

26年度2,263⇒2,171 

(素案 H24:460 H25:1,343  

 H26:2,171) 

資料2 

住まい情報センター他 ☆ P.21 
資料 議事録 P.27 

概ね変更なし 

(廃止、必要な機能は区へ、28年度) 

変更なし 

(素案 H28:115) 

研究 
大阪バイオサイエンス研究所 P.27 

資料 議事録 P.33 

概ね変更なし 

(補助金25%ずつ削減、24年度から) 

変更なし 

(素案 H24:150 H25:300 H26:450) 

コミュニティ系バス 

コミュニティ系バス運営費補助 P.29 
資料 議事録 P.35 

概ね変更なし 

(年額4億4千万円を目途に事業を再構築、

25年度) 

変更なし 

(素案 H25:1,073 H26:1,073) 

男女共同参画 男女共同参画センター管理運営 

☆ 
P.19 

資料 議事録 P.25 

概ね変更なし 

(施設廃止、機能は区へ、26年度) 

変更なし 

(素案 H26:456) 
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(参考)その他オープン議論の対象となった事業等 

施策分野 事業名称 
試案 

(4月5日) 

オープン議論 
(4月16日～19日) 

素案 
(5月11日) 

試案からの主な変更点等 
※概要のみの記載です、具体的な内容は必ず素案をご確認ください 

方針等 
(変更の無い場合素案の内容を記載) 

効果額(百万円) 

高齢者福祉、障害者

福祉その他社会福

祉(こども・青尐年を

除く。) 

高齢者住宅改修費給付事業(整理

番号106) 

所管局別 

P.15 

資料 議事録 P.73 

概ね変更なし 

(1割の自己負担制を導入) 

変更なし 

(素案 H25:9 H26:9) 

環境、ごみ 
太陽光発電普及促進事業(整理番

号279) 

所管局別 

P.38 

資料 議事録 P.96 

概ね変更なし 

(廃止、24年度 

 規制緩和等によるインセンティブを検討) 

変更なし 

(素案 H24・H25・H26:0) 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000163/163563/03_2.pdf#page=15
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000163/163563/03_2.pdf#page=15
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000164/164916/4_07_kourei.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000164/164916/4-09_gizi_koureisyajyuutakukaisyuu.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000174/174593/bessatsu2-1.pdf#page=77
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000163/163563/03_3.pdf#page=6
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000163/163563/03_3.pdf#page=6
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000164/164916/3_12_taiyoukou.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000164/164916/3-12_gizi_taiyoko.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/cmsfiles/contents/0000174/174593/bessatsu2-1.pdf#page=100

