
Ⅱ   未来への投資  ～将来の大阪の発展のために～

１.　　次代を担う人材の育成

（１）　こども・青少年のための施策 ８６３億４，０００万円

（子育て支援とこどものための施策） ８５９億１，７００万円

「次世代育成支援行動計画」後期計画（２２～２６年度）の推進

すべてのこどもたちが、豊かな心をはぐくみながら、いきいきと自立して生きる社会、

こどもを生み育てることに安心と喜びを感じる社会の実現をめざす

①　保育サービスの充実 １１億６，５００万円

２６年度目標        通常保育    約４３，６００人（前期計画  約４２，０００人）

○　保育所の整備 ９億３，５００万円

こども ・　公立保育所整備 ３ヵ所 １億６，８００万円

こども ・　民間保育所整備助成 ３ヵ所 ３億８，５００万円

こども ・　賃貸物件を利用した民間保育所整備助成 ３ヵ所 ４，８００万円

こども ・　民間保育所改修助成など ３億３，４００万円

こども 新 ○　認定こども園の整備助成 ２ヵ所 １億４，４００万円

幼稚園と保育所が連携して、一体的な運営を実施

こども ○　保育ママ事業 ６ヵ所 → ８ヵ所 ８，６００万円

こども 新 ②　多様な保育サービス等開設支援事業 ２，２００万円

一時保育、病児・病後児保育（乳幼児健康支援デイサービス事業）および

地域子育て支援拠点事業の開設準備経費を助成

③　多様な保育サービスの提供 ２６億８，０００万円
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こども ○　長時間保育 全保育所 ９億８，６００万円

こども ○　延長保育 ２１３ヵ所 → ２３６ヵ所 ９億１，３００万円

こども ○　一時保育 ５８ヵ所 → ６６ヵ所 １億９，０００万円

運営法人 社会福祉法人に加え、 新 ＮＰＯ法人等にも拡大

こども ○　休日保育 ２６ヵ所 → ２８ヵ所 ７，０００万円

こども ○　夜間保育 ６ヵ所 → ７ヵ所 ３億５，９００万円

こども ○　病児・病後児保育（乳幼児健康支援デイサービス事業） １億６，２００万円

３４ヵ所 → ３５ヵ所

こども ④　低年齢児保育の推進（１歳児特別対策） ８億２，６００万円

こども ⑤　公立保育所の入所枠拡大 １億９，４００万円

新 任期付職員（５２人）を活用し、保育室の余裕スペースで保育を実施

こども 新 ⑥　年度途中入所対策　　　２４ヵ所 ２，５００万円

育児休業明け等による途中入所希望に対応するため、年度当初から保育士を確保

こども ⑦　保育料軽減措置の継続

子育て世帯を支援するため、ひきつづき実施

国基準の６９.４％

こども ⑧　保育所保育料徴収体制の強化 （９，０００万円 ）

２２年度目標収納率    ９８％

こども ⑨　公立保育所民間委託の実施 ２５億４，７００万円

２１ヵ所 → ２７ヵ所

こども ⑩　乳幼児医療費の公費負担 ３５億３，８００万円
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入    院 小学校修了まで

通    院 義務教育就学前まで

こども 新 ⑪　子ども手当の支給 ４０４億７，６００万円

支給対象 中学校修了前の児童を養育している者

支給金額 児童１人当り月額１３，０００円

対象児童 約３１１，０００人

実施月 ２２年４月  （支払月  ６月、１０月、２月）

こども ⑫　児童手当の支給 ３１億９，２００万円

⑬　幼稚園教育の推進 ２４億９，８００万円

こども ○　私立幼稚園児就園奨励費補助の拡充 ２０億４，０００万円

低所得者層への給付の重点化をはかる観点から補助単価を改定

市民税所得割非課税世帯

第１子　　１１６，３００円　　→　　１９０，０００円    など

こども ○　私立幼稚園幼児教育費補助 ３億２，２００万円

就園奨励費の単価改定を踏まえ、補助単価を改定

こども ○　私立幼稚園振興事業など １億３，６００万円

こども ⑭　幼稚園における預かり保育事業の支援 ３，５００万円

市立 ５９園 私立 １４０園

こども ⑮　なにわっ子すくすくスタート（就学前のすこやかな育ちを支える取り組み） ８，２００万円

母子訪問指導事業、乳幼児健康診査等を活用した子育て相談・情報提供

⑯　地域子育て支援の推進 １４億４，２００万円
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こども ○　子育て活動支援事業 ６億７，８００万円

こども ○　地域子育て支援拠点事業 ４億４，４００万円

１０１ヵ所    →    １０４ヵ所

こども ○　子どものショートステイ事業        １２ヵ所 １，２００万円

こども ○　ファミリーサポート事業 １億５，６００万円

こども ○　子育ていろいろ相談センターの運営など １億５，２００万円

⑰　児童いきいき放課後事業 ３６億８，８００万円

こども ○　市内全小学校 ３４億９，４００万円

土曜日および長期休業日の活動時間を延長

午前９時から午後６時 → 新 午前８時３０分から午後６時

こども ○　子どもの家事業 ３２ヵ所 １億９，４００万円

こども ⑱　留守家庭児童対策事業 １１７ヵ所 ４億　　８００万円

⑲　社会的養護体制の強化 ５億４，３００万円

こども ○　民間児童養護施設の整備助成 ２億６，６００万円

増改築        ２ヵ所

うち小規模グループケア    １２人分

こども ○　児童養護施設等環境改善事業 １億７，０００万円

こども ○　児童養護施設等職員に対する研修事業の拡充 ８，４００万円

被虐待児等への支援を強化するため、施設職員の個別指導技術を強化

こども ○　児童自立支援施設等入所児童学習指導事業 １，７００万円

こども ○　児童養護施設の退所予定者等に対する就業支援事業 ６００万円
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⑳　児童虐待防止事業等の充実 ４億８，０００万円

こども ○　「児童虐待ホットライン」事業

こども ○　里親委託の推進、里親家庭に対する養育相談など

教育 ○　児童虐待防止支援委員会の運営など

新 教職員からの相談に対する社会福祉士による支援を実施

こども 　こども相談センターの機能強化 ４億７，０００万円

相談の複雑化・多様化に対応可能な児童・心理相談体制の構築、

一時保護所の夜間処遇体制の強化など

本務職員（児童福祉司等）    １１５人　　→　　１３９人など

こども 　児童扶養手当の拡充 １５４億２，６００万円

受給資格要件を新 父子世帯にも拡充

２２年８月実施

　母子保健医療対策の充実 ３０億９，４００万円

こども ○　不妊治療費助成事業 ２億７，３００万円

こども ○　妊婦一般健康診査公費負担 １２億４，８００万円

健診助成    １４回

健福 ○　子宮がん検診の拡充 （１億８，１００万円 ）

妊婦健診と同時に受診する場合、新 自己負担を無料化

健福 ○　周産期緊急医療対策 ４，２００万円
病院

こども ○　乳児健康診査・保健指導事業など ５億３，３００万円
健福

健福 ○　小児慢性特定疾患児ピアカウンセリング事業など ３００万円
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健福 ○　小児慢性特定疾患医療費等の公費負担 ７億　　１００万円

健福 ○　小児ぜん息等医療費助成事業 ２億９，４００万円

こども 　ひとり親家庭医療費の公費負担 ２０億９，８００万円

　ひとり親家庭等に対する自立支援の推進 ４億５，３００万円

こども ○　ひとり親家庭等就業自立支援サポート事業 ３，２００万円

こども ○　母子家庭等就業・自立支援センター事業 ４，３００万円

こども ○　母子家庭自立支援給付金、日常生活支援事業など ３億７，８００万円

こども 　母子および寡婦への福祉貸付金 ３億９，３００万円

こども 　母子寡婦福祉貸付金返還金徴収体制の強化 （７００万円 ）

教育 　子どもの安全指導員の配置 １億４，２００万円

区 　「こども１１０番の家」事業 （４００万円 ）

　子育て支援のための住宅施策の推進

都整 ○　子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給の拡充

都整 ○　子育て安心マンション認定制度

都整 ○　子育て支援等公社ストック活用制度

○　市営住宅募集

都整 ・　子育て世帯向け別枠募集        １５０戸

都整 ・　多子世帯に対する当選確率の優遇

（青少年のための施策） ４億２，３００万円

こども 　社会総がかりでこどもをはぐくむ取り組みに対する支援 １００万円
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　輝け「未来」・こども夢体験プロジェクト ６，８００万円

こども ○　こども  夢・創造プロジェクト事業 ６００万円

こども ○　サマースクールシティ事業 １００万円

こども ○　地域こども体験学習事業 ５，３００万円

ゆとり ○　トップアスリートによる「夢・授業」 ８００万円

　「いじめ」・「不登校」問題対策 １億６，９００万円

こども ○　いじめ・不登校等に対する体系的な相談の実施 （２億３，１００万円 ）

こども ○　スクールカウンセラー派遣事業の拡充 １億４，７００万円

全中学校で実施

１０校において　　校下の小学校への派遣を試行的に実施

こども ○　家庭へのメンタルフレンドの派遣 ４００万円

教育 ○　スクールソーシャルワーカーの配置など １，８００万円

こども 　若者自立支援事業 ２，５００万円

こども 　若者就業等社会参加後フォローアップ事業 ６００万円

こども 　青少年センターの運営 ６，４００万円

こども 　青少年活動の推進、青少年団体の育成など ３，９００万円

こども 　青少年非行対策の推進 ５，１００万円

新
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（２）　学校教育の充実 ３０３億４，９００万円

①　確かな学力を身につける教育の推進 １６億５，９００万円

教育 ○　習熟度別少人数授業の充実 １４億８，４００万円

対   象  全小・中学校で実施

小学校    ３～６年生の国語・算数

中学校    全学年の国語・数学・英語

教育 ○　放課後ステップアップ事業の充実 ７，４００万円

対   象        全小学校で実施

教育 ○　学校元気アップ地域本部事業 ７，７００万円

地域の力を活かした学校支援の仕組みとして、中学校区に

地域本部を設置し、放課後学習等を実施

対   象 　　 ８中学校区    →    ２４中学校区

教育 ○　学習理解度到達診断の実施 １，６００万円

教育 ○　言語力の向上支援事業 ４００万円

教育 ○　学校図書館活性化事業の充実 ４００万円

学校図書館に地域ボランティアを配置し、読み聞かせ等を実施

対   象 小学校  ２００校　　→　　全校

教育 ②　キャリア教育推進事業 １，０００万円

教育 ③　多様な体験活動の推進 ２億　　２００万円

教育 ④　小学校区教育協議会（はぐくみネット）事業の推進 ５，１００万円
区

⑤　学校における教育活動の充実 １０億２，７００万円
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教育 ○　教育用コンピュータの更新など ８億４，３００万円

教育 ○　視聴覚・理科の教材機器の整備 １億８，４００万円

教育 ⑥　体育部・文化部活動の指導者招へいなど ４，２００万円

⑦　国際理解教育の推進 ２億４，２００万円

教育 ○　「英語でわくわく１、２、３（ワン・ツー・スリー）」事業 ２，５００万円

教育 ○　外国青年招致事業 １億８，４００万円

教育 ○　中学・高校生の海外派遣など １，７００万円

教育 ○　帰国した子ども等の教育の充実 １，６００万円

教育 ⑧　児童・生徒就学費補助 ３０億８，２００万円

教育 ⑨　学校給食調理業務民間委託の実施 ５億３，９００万円

小学校  １６校    →    ２７校

⑩　中学校昼食事業 １億８，７００万円

教育 ○　民間業者による昼食提供の実施 １億８，２００万円

対   象    全校で実施

教育 ○　弁当持参の支援や食に関する指導の実施 ５００万円

教育 ⑪　教職員の資質向上方策の推進 ６，２００万円

教育 ⑫　授業力アップサポート事業 ７，４００万円

教育 ⑬　教員の研修、研究活動の充実 ９，３００万円

教育 ⑭　教員養成講座の充実 ３００万円

対象者を小学校教員に加え、 新 中学校教員をめざす大学生等に拡充

教育 ⑮　学校経営の支援 ４００万円
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教育 ⑯　小・中学校現場支援推進事業 １００万円

教育 ⑰　奨学費の支給 ４億６，７００万円

奨学費    月額１０，９００円 → 入学資金 ３５，０００円以内

学習資金 年額７２，０００円以内

（２２年度入学生から適用）

教育 ⑱　知的障害のある生徒の高等学校受け入れ １，０００万円

教育 ⑲　新工業高校の具体化方策の検討 １００万円

より実践的な技術を学べる工業高校の実現に向け、基本構想の具体化を検討

教育 ⑳　新商業高校の整備 １０億８，０００万円

開校予定    ２４年４月

教育 　校舎の補修など ４１億５，７００万円

教育 　小･中学校の整備など ４７億３，３００万円

（別に債務負担行為 ２２億８，９００万円 ）

老朽鉄筋校舎の改築など １０１教室

講堂兼体育館の整備 １校

総務 　公立大学法人大阪市立大学への運営費交付金など １２６億２，３００万円
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