
平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

子どものための教育・保育の給付　7,928億円+事項要求

　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　7,928億円）

幼稚園就園奨励費補助　330億円

　　　　　　　　　 　　 （㉙　309億円）

【予算措置状況】

子どものための教育・保育の給付　9,031億円

幼稚園就園奨励費補助 330億円

　・年収約360万円未満相当世帯の第１子及び第２子の保育料の軽減を拡充

【予算以外の措置状況】

平成29年12月閣議決定の「新しい経済政策パッケージ」において、

・3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化すること

  (ただし、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、幼稚園の公定価格を上限に無

償化)

・0歳から2歳児について、当面、住民税非課税世帯を対象に無償化を進めること

が明記された。

４者（大阪府、大阪市、JR西日本、南海電鉄）間の協議・調整に

時間を要したため、概算要求には盛り込まれず

【予算以外の措置状況】

・平成31年度の新規補助採択及び環境アセスメントや鉄道事業許可申請等の手続きの進め方に

ついて、国と本格的な協議を進めている。

リニア中央新幹線の建設（財政投融資）　　ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1兆5,000億円）

　

スーパー・メガリージョン形成による対流促進方策の検討　0.22億円

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　（㉙ 0.2億円）

整備新幹線整備事業費補助　755億円

　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　755億円）

　

整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金　31億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（㉙　26億円）

　

【予算措置状況】

スーパー・メガリージョン形成による対流促進方策の検討　0.2億円

整備新幹線整備事業費補助　755億円

整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金　25億円

※北陸新幹線（敦賀・大阪間）の駅・ルート公表に向けた設計施工法等調査等　11億円

【予算以外の措置状況】

・「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針　平成29年6月閣議決定）」において、「駅・

ルートの公表に向けた準備を進められるよう、必要な連携、協力を行う」と明記された。

社会資本総合整備（社会資本整備総合交付金）1兆484億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　  （㉙　8,940億円）

道路直轄事業（改築その他）　1兆2,782億円

　　　　　　             　　　 （㉙　1兆　 972億円）

【予算措置状況】

社会資本総合整備（社会資本整備総合交付金）  8,886億円

※ただし、淀川左岸線2期において、交付金事業に対する「国庫債務負担行為」や「高速道路事業

の立替え制度の適用範囲の拡大」の制度化には至らず。

道路直轄事業（改築その他） 1兆719億円

国際競争拠点都市整備事業　107億円

　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　　83億円）

【予算措置状況】

国際競争拠点都市整備事業　93億円

※平成29年度補正予算　16億円

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・国際競争力の強化に資する新駅設置に対する補助金の地方負担額への起債充当の制度拡充に

は至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・新産業創出機能の実現に向けた取組みに対する国の財政支援の獲得には至らず。

・平成29年6月に立ち上げたうめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会におい

て、文部科学省・経済産業省の審議官や、JSTやNEDOの理事がアドバイザーに就任。

・イノベーション創出を支援する国機関について、関西における機能拡充には至らず。

【予算措置状況】

国際博覧会出展事業委託費　11億円　[経済産業省]

※平成29年度補正予算　9億円

大阪万博誘致　8億円　[外務省]

※平成29年度補正予算　1億円

【予算以外の措置状況】

・大阪府・大阪市・経済界の官民共同で立ち上げた誘致委員会と共に、オールジャパンの体制で誘

致活動を行っており、平成29年9月にはビッド・ドシエ（立候補申請文書）を博覧会国際事務局

（BIE）に提出。

（４）うめきた２期区域及び中之島地区のまちづくりの推進

（うめきた２期区域における基盤整備の促進及び新産業創出機能の実現）

○国際競争力の強化に資するＪＲ東海道線支線

の地下化及び新駅設置、土地区画整理事業、防

災機能を有する都市公園整備を円滑に進めるため

の財源確保

○公共性の高い新駅設置に対する地方負担額へ

の起債充当

○うめきた２期区域の新産業創出機能の実現に向

けた研究開発プロジェクトへの国の財政支援や推進

活動への国の参画・支援及び国のイノベーション支

援機関の関西における機能拡充

（３）分散型国土構造への転換、都市基盤整備等の強化

○関空アクセス強化に資するなにわ筋線の早期整

備に向けた財源の確保

○リニア中央新幹線・北陸新幹線の早期全線開業

による広域幹線鉄道の充実

○都市圏高速道路のネットワーク早期整備

○関連するインフラ施設の整備（地下鉄の延伸や

道路整備等の関連事業）に対する支援措置の実

施

（2）統合型リゾート（IR)の立地実現

○地方の意見を十分に踏まえたうえでの、統合型リ

ゾート（ＩＲ）整備の推進のために必要な措置の

早期法制化

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・平成29年７月に国において「特定複合観光施設区域整備推進会議　取りまとめ」が公表される

など、IR実施法策定に向けて検討が進められている。

・また、ギャンブル等依存症については、平成29年８月にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会

議において「ギャンブル等依存症対策の強化について」取りまとめられるとともに、法制化については、

国会において、各党から議員提案により法案が上程されたが、継続審議中となっている。

○2025日本万国博覧会の誘致に関する国内の誘

致機運の醸成や、海外での誘致活動との連携、協

力、支援

国際博覧会出展事業委託費　23億円　[経済産業省]

　　　　　　　　　　　　　    （㉙　14億円）

大阪万博招致経費　11億円　[外務省]

○懸念されるギャンブル等依存症にかかる法制化及

び対策の実施

○大きな経済波及効果が期待できる大阪・夢洲で

のＩＲの立地の実現

○ＩＲの立地が実現した場合の関連するインフラ施

設の整備（地下鉄の延伸や道路整備等の事業）

に対する支援措置の実施

【最重点特別要望項目】　幼児教育の無償化

　○ 幼児教育の無償化

○すべての子どもが等しく質の高い幼児教育を受け

ることができるよう幼児教育の無償化の実現に向け

た制度化及び財源の確保

【最重点要望項目】　大都市圏の成長を通じた日本の再生

（１）2025日本万国博覧会の誘致実現

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・現在、大阪府、大阪市及び経済団体などで協議・調整を行いながら、未来医療国際拠点（再生

医療国際拠点からコンセプトを変更）に係る基本計画（案）の策定に向け、検討を進めているとこ

ろであり、未来医療国際拠点の形成を推進するための支援制度の創設には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・「グローバル技能外国人人材の受入れ拡大」について、提案内容の一部（クールジャパン・インバウ

ンド分野）の外国人人材の受入れについて、規制改革メニューの追加が実現。

　平成29年6月特区法成立、同年9月法施行

・「公設民営学校」（中高一貫校）について、区域計画の認定を受けた。

　平成29年12月認定、平成31年4月より開校

・その他の提案について、継続して国と協議を行っているものの、規制改革メニューとしての拡充には

至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・国家戦略特区及び国際戦略総合特区の税制支援の適用期限が２年延長された。ただし、平成

31年4月からは特別償却や税控除が縮減となる。

・地方税軽減相当額を法人税の課税所得に算入しない制度について、制度創設には至らず。

＜阪神港＞

国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速　887億円

 　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　（㉙　762億円）

〇制度改善要望

＜阪神港＞

【予算措置状況】

国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 766億円

※ただし、特定港湾運営会社に対する国の支援の強化、進出企業の施設整備費・土地取得費等

に係る補助制度の創設などについては、実現に至らず。

＜夢洲・咲洲地区＞

【予算以外の措置状況】

･国により電力需給調整に関する検討が進められているが、実現には至らず。

保育対策予算関係経費　1,401億円（㉙　991億円）

　うち、保育人材確保のための総合的な対策　141億円

　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 （㉙　200億円）

【予算措置状況】

保育対策予算関係経費　1,071億円

※平成29年度補正予算　　659億円

　うち、保育人材確保のための総合的な対策　124億円

　　※平成29年度補正予算　13億円

・「保育補助者雇上げ強化事業」、「保育体制強化事業」において、規模に応じた加算制度の創設

等が行われた。

【予算以外の措置状況】

・平成29年12月閣議決定の「新しい経済政策パッケージ」において、保育士確保の観点から、人事

院勧告に伴う賃上げに加えて、平成31年４月からさらに１％（月3,000円相当）の賃金引上げ

を行うことが明記された。

保育対策予算関係経費　 1,401億円（㉙　991億円）

　うち、保育の受け皿拡大　1,142億円

　　　　　　　　　  　　　　（㉙　689億円）

【予算措置状況】

保育対策予算関係経費　 　1,071億円

※平成29年度補正予算　　　 659億円

　うち、保育の受け皿拡大　　　 889億円

　　※平成29年度補正予算　 643億円

〇制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・「子育て安心プラン」に基づき、引続き国有地の活用が図られるが、対象法人の拡大には至らず。

〇制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・平成29年12月の「第31回 地方分権改革有識者会議・第68回 提案募集検討専門部会合同

会議」で提出された、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、地域型保育事

業の連携施設制度について、連携施設の役割のうち「代替保育の提供」について一定の要件緩和

が行われることが示されている。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・平成29年12月の「第31回 地方分権改革有識者会議・第68回 提案募集検討専門部会 合

同会議」で提出された、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、保育所の居

室の床面積に関する基準（面積基準）の緩和の延長について検討（平成29年度中に結論）す

ることが示されている。

・また、幼保連携型認定こども園の面積基準緩和についても認められることが示されている。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・継続して国と協議を行っているものの、制度創設には至らず。

地域子供の未来応援交付金7.6億円

【予算措置状況】

地域子供の未来応援交付金　1.5億円

※平成29年度補正予算　6.1億円

養育費確保支援事業委託費　0.6億円

　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　0.6億円）

【予算措置状況】

養育費確保支援事業委託費　0.6億円

【予算以外の措置状況】

・本市が要望する制度の創設等には至らず。

児童入所施設措置費等　1,230億円

　　　　　　　　　　　　（㉙　1,227億円）

児童虐待・DV対策等総合支援事業　166億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ㉙　154億円）

【予算措置状況】

児童入所施設措置費等　1,266億円

・養育里親手当の増額　（第１子　月額72,000円→月額86,000円等）

※平成29年度実施済み（平成29年9月決定）

児童虐待・DV対策等総合支援事業　159億円

・児童養護施設退所児童等の自立支援を促す取組にかかる予算制度が一部改善

　○ こどもの貧困対策

○地域の実情に応じたこどもの貧困対策を展開する

ための財政措置の充実

○ひとり親家庭への支援の充実

○社会的養護の充実

（２）国家戦略特区の活用による待機児童解消の推進

○特区内での保育所設置基準を自治体の独自判

断と責任で決定できる仕組みの確立

○特区内における「保育支援員」制度の創設

【最重点要望項目】　こどもの貧困対策

【最重点要望項目】　待機児童解消に向けた施策の充実

（１）保育人材確保や認可保育所等の整備促進

○多様な人材確保支援策の継続・拡充

○都市部の実態に応じた賃料や整備補助金の充

実

○国有地の保育所整備への優先活用及び対象法

人の拡大

○地域型保育事業が安心して安定的に運営できる

制度の創設

○国家戦略特区等における規制改革の更なる拡

充と制度の柔軟な運営

○国家戦略特区等における法人税の優遇措置の

延長・拡充と大胆な税制の特例措置の実現

○夢洲・咲洲地区における環境・エネルギー産業分

野に関する関係法令の整備ならびに阪神港の物流

機能強化に資する支援措置の実施

（中之島４丁目における再生医療国際拠点の形成）

○中之島４丁目の再生医療国際拠点の形成を推

進するための支援制度の創設

（５）国家戦略特区等を核とした大阪の競争力強化



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆2,982億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1兆1,057億円）

【予算措置状況】

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆1,117億円

※ただし、堤防の耐震対策を集中的に実施するための新たな財政支援制度の創設には至らず。

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆2,982億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1兆1,057億円）

耐震対策緊急促進事業　140億円

　　　　　　　　　　　　（㉙　120億円）

【予算措置状況】

社会資本総合整備（防災・安全交付金））1兆1,117億円

※設計から耐震改修までパッケージで支援する新たなメニューが創設されたが、従来の補助制度につ

いては、補助率の引き上げ、補助にかかる地方負担額の起債措置等には至らず。

耐震対策緊急促進事業　120億円

※ただし、補助制度の補助率の引き上げには至らず。

鉄道施設総合安全対策事業費補助　83億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　42億円）

【予算措置状況】

鉄道施設総合安全対策事業費補助　40億円

※平成29年度補正予算　28億円

※ただし、民間鉄道施設の耐震改修費補助にかかる地方負担額への起債充当の制度化には至ら

ず。

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆2,982億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1兆1,057億円）

密集市街地総合防災事業　50億円

　　　　　　　　　　　 　 （㉙　27億円）

【予算措置状況】

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆1,117億円

※住宅市街地総合整備事業において、隣地との敷地の集約化による建替え支援メニューが追加さ

れたが、補助率の引き上げ、補助にかかる地方負担額の起債措置等には至らず。

密集市街地総合防災事業　32億円

※ただし、都市計画道路整備事業に係る財源の重点化には至らず。

義務教育費国庫負担金　1兆5,189億円

　　　　　　　　　　　　（㉙　1兆5,248億円）

【予算措置状況】

義務教育費国庫負担金　1兆5,228億円

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・移転型事業については、平成30年税制改正において、準地方活力向上地域と指定された近畿

圏の中心部及び中部圏の中心部が対象地域になるなどの見直しが行われるうえで、制度の2年間

延長の方針が示された。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・地方分権型道州制の実現には至らず。

○地方固有の財源であることを踏まえた、地方交付

税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止

○県費負担教職員制度の見直しに伴う適切かつ確

実な財政措置

（地方創生の推進）

○地方における企業の拠点強化を促進する特例措

置の見直し

（地方分権改革の推進）

○地方の発意に基づき、地方自らが地域経営でき

る地方分権型道州制の実現

○国民生活や経済活動において特に重要な役割を

果たす企業の事業継続を円滑なものとするため、関

係機関の意向を踏まえながら、必要な対策を講じる

こと

（４）分権型の国の形への転換

（地方税制改革の推進）

○分権型社会の実現に向けた、税源移譲を基本と

した国と地方の税源配分の是正 地方交付税　15兆9,264億円＋事項要求

　　　　 （㉙　16兆3,298億円）

【予算措置状況】

地方交付税　16兆85億円

○国と地方の役割分担の見直しを行ったうえでの、

国庫補助負担金の改革

（３）首都圏での大災害への対応

○首都圏で地震等の大災害が発生した場合を想

定し、国家の危機管理の観点から、早急に政府代

替拠点のあり方検討を進め、首都圏以外で最も都

市機能等が集積する大阪・関西を首都機能バック

アップエリアに位置付けること

社会全体としての事業継続体制の構築推進　0.53億円

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（㉙　0.42億円）

【予算措置状況】

社会全体としての事業継続体制の構築推進　0.41億円

○建築物の耐震化を促進するための制度拡充及び

財源の確保

○民間鉄道施設の耐震化を促進するための制度

拡充

○密集市街地整備を推進するための制度拡充及

び財源の確保

（２）インフラ施設等の老朽化対策

○老朽化が進むインフラ施設等の維持管理・更新を

推進するための制度の創設・拡充及び財源の確保 社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆2,982億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1兆1,057億円）

公立学校施設の老朽化対策を中心とした

教育環境の改善等の推進　2,006億円

　　　　　　　　　　　　　  （㉙　 690億円）

【予算措置状況】

社会資本総合整備（防災・安全交付金）1兆1,117億円

※ただし、インフラ施設等の老朽化対策に係る補助制度の創設及び拡充には至らず。

　

公立学校施設の老朽化対策を中心とした教育環境の改善等の推進　682億円

※平成29年度補正予算　662億円

【最重点要望項目】　安全・安心を支えるまちづくり

（１）災害に強いまちづくりの推進

◇　南海トラフ巨大地震に伴う津波浸水対策

○海岸・河川堤防の耐震・液状化対策を推進する

ための財政支援の拡充

◇　建築物・民間鉄道施設の耐震化、密集市街地整備



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・就労自立給付金について、より効果的・効率的なインセンティブとなるような見直しが示されたが、生

活保護費を給与や年金などのように一括して支給する仕組みや医療費の一部自己負担の導入は

反映には至らず。

・なお、生活扶助基準について、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図る観点から、減額幅の

抑制（現行から▲5%以内）や段階的な施行といった生活保護世帯への影響を緩和するための工

夫を行いつつ、見直しを行うことが示されている。

生活困窮者自立支援制度の着実な推進　441億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　（㉙　400億円）

【予算措置状況】

・生活困窮者自立支援制度の着実な推進　432億円

　うち、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金　218億円

　うち、生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金　214億円

※ただし、本市が要望している基準額設定の見直し等については反映には至らず。

【予算以外の措置状況】

・本市が開催する「あいりん地域まちづくり会議」に国（大阪労働局）が参画。

・国、府が主催する「労働施設検討会議」での地域メンバーとの話し合いや議論。

【予算措置以外の状況】

・国民健康保険制度の都道府県単位化のための財政措置については3,400億円（平成27年度

から平成29年度は1,700億円）に拡充されたが、財政を長期的に安定した制度とするための医療

保険制度の一本化には至らず。

【予算以外の措置状況】

平成30年度税制改正大綱において、中間所得者層の保険料負担の緩和策等が示された。

【予算以外の措置状況】

・平成30年度より未就学児までを対象とするこども医療費助成については、国保の減額調整措置は

行わないこととなっているが、就学後のこどもや他の医療費助成制度についての減額調整措置の廃止

には至らず。また、医療費助成制度全般における国制度の構築には至らず。

・グループホーム設置補助や発達障がい者への支援

などの本市独自施策や地域生活支援事業への適

切な財政措置

（３）国民健康保険制度の改革

○円滑な都道府県単位化のための財政措置と、医

療保険制度の一本化 ○制度改善要望

○地方単独医療費助成制度の実施に伴う国庫負

担金の減額調整措置の廃止

・介護保険財政の安定運営にかかる財政措置を講

じるとともに、制度改正にあたっては保険者意見を十

分に反映すること

（障がい者福祉施策の充実）

・障がい者施策の安定的運用のための適正な報酬

単価の設定及び制度改正等における自治体の十

分な準備期間や市民への周知期間の確保

障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの

障害児、障害者支援の推進　1兆8,422億円

　　                       　（㉙　1兆7,260億円）

発達障害児、発達障害者の支援施策の推進　5.9億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　2.1億円）

　

【予算措置状況】

障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの

障害児、障害者支援の推進　1兆8,419億円

※報酬改定率は＋0.47％であったが、本市が要望している適正な報酬単価の設定については示さ

れず。

発達障害児・発達障害者の支援施策の推進　4.1億円

※ただし、本市が要望している独自施策に対する制度化等には至らず。

【重点要望項目】

セーフティネットの整備

（介護保険制度の円滑な実施による高齢者施策の推進）

・地域包括ケアシステムの構築に向け、地域の実情

に応じた生活支援・介護予防サービスの安定的な

実施及び認知症施策、在宅医療・介護連携等の

推進を図るために必要な財政措置

○制度改善要望

・介護給付費負担金　　  　　　1兆9,031億円

　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙1兆8,212億円）

・介護給付費財政調整交付金　 　5,188億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙4,974億円）

・地域支援事業交付金　　　　　　　1,569億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙1,569億円）

【予算措置状況】

介護給付費負担金　　  　    1兆8,829億円

介護給付費財政調整交付金　 　5,127億円

地域支援事業交付金　　　　　　  1,988億円

保険者機能強化推進交付金 　　 　200億円

※ただし、いずれも法定された割合による国の負担分のみであり、本市が要望している国の負担割合

の引き上げや本市の実情に応じた財政措置等の拡充には至らず。

（２）あいりん対策の推進、ホームレスの自立支援対策の推進

○日雇労働者等自立支援事業などあいりん地域に

おける各種事業に対する財政措置 生活困窮者自立支援制度の着実な推進　441億円

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　（㉙　400億円）

【予算措置状況】

・生活困窮者自立支援制度の着実な推進　432億円

　うち、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金　218億円

　うち、生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金　214億円

※ただし、本市が要望している補助対象や補助率の拡充、総合対策への支援には至らず。○地域事情を踏まえた総合対策の推進、環境改善

をめざしたまちづくりに対する支援

○あいりん総合センターのあり方における地域との協

議を経た方針策定

【最重点要望項目】　安心して生活できるセーフティネットの確立

（１）生活保護制度の見直し、生活困窮者自立支援制度の推進

○生活保護制度が最後のセーフティネットとして持続

可能なものとなるための制度改正

○生活困窮者自立支援制度の円滑な事業運営の

ための必要な財政措置

○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

の再延長及び全国的なホームレス自立支援等施策

の実施、国の責務による雇用施策のより一層の充

実

【予算措置状況】

・生活困窮者自立支援制度の着実な推進　432億円

　うち、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金　218億円

　うち、生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金　214億円

※ただし、本市が要望している補助率の拡充には至らず。

【予算措置以外の状況】

・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成29年6月21日に

公布及び施行され、10年間延長された。

○ホームレスの自立支援等の施策に対する財政措

置



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

救急・周産期医療などの体制整備　207億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　258億円）

　

【予算措置状況】

救急・周産期医療などの体制整備　288億円

精神科救急医療体制整備事業費　18億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　16億円）

【予算措置状況】

精神科救急医療体制整備事業費　17億円

地域医療確保対策の推進　64億円

　　　　　　　　　　　　　（㉙　30億円）

【予算措置状況】

地域医療確保対策の推進　49億円

子ども・子育て支援新制度の実施　2兆4,332億円＋事項要求

　　　　　　　　　　　　　　　　   （㉙　2兆4,550億円）

　うち、地域子ども・子育て支援事業　1,239億円＋事項要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　1,239億円）

【予算措置状況】

子ども・子育て支援新制度の実施　2兆5,885億円

　うち、地域子ども・子育て支援事業　1,356億円

※ただし、安定した事業継続と事業実施の双方に配慮した財政措置には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・全国一律の制度化には至らず。

児童手当制度　1兆3,795億円

　　　　　　（㉙　1兆4,007億円）

【予算措置状況】

児童手当制度　1兆3,795億円

※ただし、全額国庫負担には至らず。

放課後子供教室　74億円

　　　　　　　 （㉙　64億円）

【予算措置状況】

放課後子供教室　60億円

※ただし、補助要件の緩和と財政措置の充実について、予算化には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・不妊治療法について、保険適用の対象とすることには至らず。

【予算措置状況】

児童虐待防止対策　1,498億円

　うち、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業　159億円

　うち、児童入所施設措置費等               　1,266億円

　うち、次世代育成支援対策施設整備交付金　71億円

　

・児童養護施設等の職員処遇について、国の配置基準が改善され、措置費単価の改定が行われ

た。

・施設の小規模化に向けた予算制度の改善には至らず。

・「一時保護施設における環境改善等事業」における補助率について、平成30年度は継続されず。

・学校教育におけるＩＣＴ活用を推進していくため

に必要な各校に派遣するＩＣＴ支援員の配置にか

かる費用についての財政措置

（英語教育の強化）

・英語教育を効果的にすすめるための学習教材整

備にかかる財政措置 小・中・高を通じた英語教育強化事業　9.7億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　7.6億円）

【予算措置状況】

小・中・高を通じた英語教育強化事業　8.4億円

※ただし、学習教材整備経費及び外国語（英語）指導員配置経費については予算措置には至ら

ず。
・生きた英語を学ぶ機会を増やすため、各校に配置

する外国語（英語）指導員の配置にかかる費用に

ついての財政措置

・放課後子供教室について地域の実情に応じた事

業推進が図れるよう補助金の要件緩和と財政措置

の充実を図ること

・医療保険適用外の不妊治療法について、早期に

保険適用の対象とすること

学校教育におけるＩＣＴ活用の推進及び英語教育の強化

（ICT活用の推進）

・学校に整備するタブレット端末、電子黒板、デジタ

ル教科書等の学習コンテンツ及び無線LAN環境構

築にかかる財政措置

次世代の教育情報化推進事業　1.8億円

　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　0.5億円）

　

次世代学校支援モデル構築事業　1.4億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　1.4億円）

スマートスクール・プラットフォーム実証事業　3.0億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　2.2億円）

　

【予算措置状況】

次世代の教育情報化推進事業　1.1億円

　

次世代学校支援モデル構築事業　1.2億円

スマートスクール・プラットフォーム実証事業　2.7億円

※ただし、ICT支援員配置経費については予算措置には至らず。

子ども・子育て支援新制度の円滑な事業運営のための安定財源確保並びに子育て支援施策の充実

・新制度の幼児教育・保育・子育て支援の質・量の

充実として必要とされる財源について恒久的な確保

策を講じること。とくに、保育士の継続雇用や労働環

境改善を図るため、職員の処遇向上を目的に実施

する１歳児配置改善を早急に実現すること

子ども・子育て支援新制度の実施　2兆4,332億円＋事項要求

　　　　　　　　　　　　　　　　   （㉙　2兆4,550億円）

【予算措置状況】

子ども・子育て支援新制度の実施　2兆5,885億円

・支給認定事務等の市町村事務についての財政措置には至らず。

【予算以外の措置状況】

・１歳児配置改善には至らず。
・支給認定事務等の市町村事務について財政措置

を講じること

・病児・病後児保育事業について、地域の実情に応

じた事業推進が図れるような制度設計及び安定した

事業継続と事業実施の双方に配慮した財政措置の

充実

・妊婦健康診査公費負担について全国一律の制度

とすること

・児童手当に係る必要経費の全額について、財政

措置を講じること

（救急医療体制の充実強化）

・救急医療を担う医療機関に対する財政支援や診

療報酬を改善・強化すること

・精神科救急医療等確保事業に対する補助金を

増額すること

・救急医療の体制維持のために必要な、医師（特

に小児科、産科等の分野）をはじめとする医療従

事者の人材確保策を推進すること

（児童虐待対策）

・児童養護施設等の職員の人材確保に向けた更な

る処遇改善並びに施設等の小規模化を推進するた

めの予算制度を改善すること

児童虐待防止対策　1,522億円

　　　　　　　　　　（㉙1,493億円）

　うち、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業　166億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　154億円）

　

　うち、児童入所施設措置費等　1,230億円

　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　1,227億円）

　うち、次世代育成支援対策施設整備交付金　75億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　66億円）

・ 「一時保護所における環境改善等事業」における

補助率を平成30年度以降も継続すること



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

日本政策金融公庫出資金　335億円

　　　　　　　　　　　　　 （㉙　538億円）

　

信用保証協会連合会等への補助金　87億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　55億円）

【予算措置状況】

日本政策金融公庫出資金　505億円

信用保証協会連合会等への補助金　61億円

地域・まちなか商業活性化支援事業　21億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （㉙　18億円）

【予算措置状況】

地域・まちなか商業活性化支援事業　16億円

※ただし、施設・設備等整備にかかる補助制度の拡充には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・本市の要望である、正規雇用や長期的な雇用の拡大を実現するための制度構築には至らず、財

政措置もなされなかった。

ー ー

競技力向上事業　101億円

　　　　　　　   （㉙　92億円）

【予算措置状況】

競技力向上事業　96億円

スポーツによる地域活性化推進事業　3億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1億円）

【予算措置状況】

スポーツによる地域活性化推進事業　2億円

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・一部の住戸に居住がある長屋の空家部分について法の対象とすることには至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・郵便の転送情報を利用可能とすることなどの対策は講じられず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・帰宅困難者の退避施設に関するルールづくりへの国の積極的な関与について示されず。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業　88億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 （㉙　85億円）

【予算措置状況】

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業　96億円

※平成29年度補正予算　50億円

※ただし、地方負担額への起債充当にかかる充当率の拡充には至らず。

・地方自治法の分担金制度において、分担金として

エリアマネジメント活動にかかる費用の徴収および都

市再生推進法人への交付が可能となる規定を追加

すること

・都市再生推進法人への公共施設管理権限の一

部を移譲すること

民間鉄道駅舎におけるホームドア、可動式ホーム柵の整備促進のための制度の充実

・民間鉄道駅舎におけるホームドア等の整備補助に

かかる地方負担額への起債充当について、充当率

を拡充すること

都市再生緊急整備地域内における安全な退避施設の確保

・大規模地震発生時に帰宅困難者受け入れ施設

を確保し、災害に強いまちづくりを推進するため、施

設管理者の責任範囲についてより明確にする必要

があり、法制度上の担保も含めそのルール作りに国

が積極的に関与すること

法的な権限のもとで財源を確保できるＢＩＤ制度の実現

・都市再生推進法人への寄付金が税額控除される

などの税制優遇措置が行えるよう、都市再生推進

法人を公益法人とみなす規定を追加すること

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・平成29年12月のまち・ひと・しごと創生会議において、次期通常国会に地域再生法の改正法案を

提出予定であることが示されており、一定のエリアで市町村が受益者から負担金を徴収し、それを元

に、エリアマネジメント団体が賑わいの創出や公共空間の活用等の活動を行い、エリアの価値の向上

を実現する制度（BID制度）を創設する見込み。

・スポーツ施設の耐震化（建築非構造部材の耐震

対策等）に関する補助内容の継続と拡充

空家等対策の推進

・長屋の空家については、建物の棟単位で判断する

のではなく、一部の住戸に居住がある長屋の空家部

分についても、「空家等対策の推進に関する特別措

置法」の対象とするよう法整備を行うこと

・固定資産税情報等を利用してもなお所有者等の

所在の特定が困難な場合について、郵便の転送情

報を利用可能とするなどの必要な対策を講じること

スポーツ振興のための環境整備と安全対策

・地域におけるトップ選手を輩出するための事業にか

かる助成対象を拡大

・スポーツによる地域活性化事業にかかる補助制度

のさらなる拡充

・スポーツ施設の新改築等だけでなく、地域の実情に

即して、既存の施設における設備改修にも充当でき

るよう補助制度を拡充

学校施設環境改善交付金　1,527億円

　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　241億円）

【予算措置状況】

学校施設環境改善交付金　288億円

正規雇用及び長期的な雇用の拡大につなげる雇用施策の推進

・働き方改革の推進に向け、国と地方が一体となっ

て正規雇用及び長期的な雇用の拡大を実現するた

めの制度を確立し、地方公共団体において、地域の

実情に応じ実施する雇用施策に対し財政措置も含

めた積極的な支援を行うこと

コングレス（国連犯罪防止・刑事司法会議）の大阪誘致

・2020年の国内開催にあたり、国際会議の豊富な

開催実績や数多くの魅力ある観光資源を有し、海

外からのアクセスの利便性に優れた大阪を開催都市

として選定

中小企業への積極的支援

・厳しい経営環境にある中小企業の経営基盤強化

及び成長・発展に向けた各種支援制度の拡充、並

びに中小企業の資金調達の円滑化のための信用補

完制度の充実・強化

・地域のコミュニティの場として、公共的な役割を果た

す商店街の魅力を高め、安全性を確保し、地域の

活性化を推進するための施設・設備等整備にかかる

補助制度の拡充



平成29年12月22日現在

概算要求状況等

※（　　）内は平成29年度当初予算額
政府予算案等

平成30年度　大阪市　国の施策・予算に関する提案・要望にかかる政府予算案

提案・要望内容

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・港湾管理の広域的な一元化にむけて国土交通省と協議を行っているが、制度改正には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・高規格臨港道路の地方への管理委託の廃止には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・鉄道駅周辺での放置自転車対策を鉄道事業者に対して課すことを可能とする制度創設には至ら

ず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・自転車所有者の管理責任強化のための制度創設には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・平成29年10月に環境省等が「廃安定器の仕分けの徹底・促進について」を取りまとめたことによ

り、当初の想定よりもPCB使用安定器（水銀灯含む）の処理費の削減が見込まれるが、財政支

援制度の創設には至らず。

○制度改善要望

【予算以外の措置状況】

・廃止した廃棄物処理施設の解体にかかる財政措置には至らず。

マイナンバー制度の円滑な実施とマイナンバーカードの利活用の促進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　231億円）

　うち、個人番号カード交付事務費補助金　71億円

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　        （㉙　17億円）

【予算措置状況】

マイナンバー制度の円滑な実施とマイナンバーカードの利活用の促進　275億円

　うち、個人番号カード交付事務費補助金　71億円

○制度改善要望

【予算措置状況】

・情報セキュリティ対策に係る必要経費に対する十分な財政措置には至らず。

【予算以外の措置状況】

・国の責任において補償する制度の創設には至らず。

・万が一、不発弾の爆発事故が発生した場合におけ

る人身及び物件に対する損傷又は被害に対して

は、国の責任で対処するため、新たな補償制度を創

設すること

大規模災害に備えた緊急消防援助隊の充実強化　63.8億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　    （㉙　 60.7億円）

様々な災害に対応するための常備消防力等の強化　20億円

 　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　    　（㉙　16.9億円）

・社会保障・税番号制度の円滑な運用に向けた支

援に係る財政措置

・社会保障・税番号制度に関連する情報セキュリ

ティ対策の継続的な取組みに係る必要経費の財政

措置

不発弾の処理費用等に関する財政支援及び補償制度

・不発弾等の発見及び処理に係る費用は、工事中

に偶然発見された場合であっても、公共、民間を問

わず避難や警備等に要する費用も含めすべて国の

負担とすること

○制度改善要望

・ポリ塩化ビフェニル使用蛍光灯安定器の処理にか

かる、負担の軽減や支出の平準化ができる財政支

援制度の創設

循環型社会形成推進交付金制度の拡充

・循環型社会形成推進交付金制度の拡充による、

廃止した廃棄物処理施設の解体にかかる財政措置

社会保障・税番号制度の安全かつ円滑な運用に向けた支援及び情報セキュリティ対策の支援

総合的な自転車対策の推進

・鉄道駅周辺での放置自転車対策を鉄道事業者

に対して課すことを可能とする制度整備

・自転車所有者の管理責任強化のための制度整備

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理にかかる財政支援

大規模災害時に拠点・要となる消防機関の役割に応じた消防力整備制度

・全国域を対象とする消防力整備にあたって、大規

模災害時に中心的な役割を担うことができる拠点的

消防機関を明確化した制度の創設

【予算措置状況】

大規模災害に備えた緊急消防援助隊の充実強化　58.7億円

 ※平成29年度補正予算　15.1億円

　

　

様々な災害に対応するための常備消防力等の強化　17.3億円

 

【予算以外の措置状況】

・大規模災害時に中心的な役割を担うことができる拠点的消防機関を明確化した制度等の創設に

は至らず。

・拠点的消防機関に、全国域を視野に出場する特

別な消防部隊を整備及び維持していく制度の創設

・拠点的消防機関に、大規模災害時における緊急

消防援助隊の活動力向上のための広域活動拠点

施設を整備する制度の創設

新たなエネルギー社会構築のための政策の推進

・原子力発電の安全性確保のため、世界最高水準

の安全基準の設定、審査指針・検査マニュアルの充

実などの促進及び使用済み核燃料の処理問題の

解決

新エネ導入拡大及び新エネ関連研究開発の促進　1,393億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙　1,200億円）

原子力の社会的信頼確保に向けた、

原子力のさらなる安全性の向上のための技術開発　153億円

　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　（㉙　150億円）

　

エネルギー需給構造高度化対策費　2,269億円

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （㉙　1,530億円）

　

【予算措置状況】

新エネ導入拡大及び新エネ関連研究開発の促進　1,187億円

原子力の社会的信頼確保に向けた、

原子力のさらなる安全性の向上のための技術開発　145億円

エネルギー需給構造高度化対策費　1,565億円

・原子力発電への依存度の低下のため、代替電源

となる多様なエネルギー源の拡大に向けた電力シス

テム改革の推進、自立分散・地産地消型エネル

ギーシステムの構築に向けた規制緩和及び財政支

援の拡充

阪神港をはじめとする大阪湾諸港の機能強化

・大阪湾諸港の更なる国際競争力強化には、国際

コンテナ戦略港湾施策による港湾運営会社の取組

みのみならず、港湾管理の広域的な一元化が必要

であり、その実現に向けて、所要の制度改正等、必

要な措置を講じること

高規格臨港道路の地方への管理委託の廃止

・国直轄事業で整備された高規格臨港道路（夢

咲トンネル）について、地方に財政負担を課している

管理委託の廃止


