
２.　　セーフティネットの再構築

（１）　雇用の創出と自立の支援 ［３，１４４億３，５００万円 ］

「雇用失業情勢の悪化に対応した緊急の取り組み」を新たな重要な柱と位置づけ、

「大阪市雇用施策推進プラン」を改定し、雇用の創出に向けた対策（２２・２３年度）と

生活保護受給者等への自立の支援を全市的に推進

（雇用の安定と創出） ［２２６億９，９００万円 ］

①　雇用失業情勢の悪化に対応した緊急の取り組み ［７９億２，３００万円 ］

○　雇用創出事業 [２３億６，８００万円 ]

市民・健福 ・　緊急雇用創出事業など （１３億６，８００万円 ）
ゆとりなど

失業者に対して次の雇用までの一時的な雇用機会や

正規雇用につながる継続的な雇用機会を創出

２２年度    １，６３１名

新 うち生活保護受給者およびボーダーライン層優先枠 約１００名

市民 新 ・　重点分野雇用創造事業 １０億円            

介護、環境、観光等成長が期待されている分野における

新たな雇用機会を創出

２２年度    ２８８名

うち生活保護受給者およびボーダーライン層優先枠 約６０名

うち未就職の新卒予定者優先枠 約６０名

健福 ○　住宅手当緊急特別措置事業 １０億７，９００万円

支給額 単身世帯の場合　月額　４２，０００円（上限）など
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支給期間 ９ヵ月

健福 新 ○　住居喪失者に対する緊急一時宿泊事業 ７，０００万円

住宅手当等を受給するまでの間（原則４週間以内）、宿所等を提供するとともに

生活相談により自立を支援

市民 ○　無料職業紹介事業、資格取得講座の実施など （４４億　　６００万円 ）
健福など

②　就職に向けた支援が特に必要な人に重点をおいた取り組み （２２億６，１００万円 ）

健福 ○　生活保護受給者等への就労自立支援

被保護世帯の中学３年生への進学指導や動機付け等を行う

新 高校就学支援員派遣事業、総合就職サポート事業など

健福 ○　若者自立支援事業、母子家庭自立支援給付金事業など
こどもなど

経済 ③　人材育成、多様化した働き方への支援など （１２５億１，５００万円 ）
教育など

大阪産業創造館事業、ロボットビジネス創出拠点形成事業、キャリア教育推進事業など

（生活保護等福祉施策） ２，８８９億１，９００万円

健福 ④　被保護者に対する扶助費 ２，８６２億８，８００万円

標準３人世帯生活費    　月額    １６２，１７０円

健福 ⑤　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 １億４，４００万円

健福 ⑥　緊急援護資金の貸付 ５００万円

⑦　生活保護の適正実施の取り組み強化 １８億５，５００万円

局横断的に編成した「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」により、

制度の抜本的改革や市民の信頼回復に向けた取り組みを強力に推進
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○　ケースワーク業務の充実・強化

健福 新 ・　任期付職員の雇用（２４２人）

健福 ・　嘱託職員による年金裁定請求支援・受給資格点検の強化など

健福 ○　生活保護適正化推進チームの運営

悪質な不正受給・請求や「貧困ビジネス」事業者への対応を強化

健福 新 ○　（仮称）生活保護行政特別調査検討会の運営

外部有識者の意見を踏まえた、制度の抜本的改革に向けた検討・提言など

健福 ⑧　中国残留邦人等への支援 ６億２，７００万円

（ホームレス対策） １２億４，７００万円

健福 ⑨　自立支援センターの運営 ７億４，９００万円

施設型（５ヵ所）      定    員 ４３０人

賃貸住宅型          定    員   １８人    →    ５０人

⑩　ホームレスへの就労支援 ７，９００万円

健福 ○　民間公募型自立支援協働事業 ７００万円

健福 ○　大阪ホームレス就業支援センター事業など ７，２００万円

健福 ⑪　自立支援型ＤＯＴＳの実施 （１，０００万円 ）

健福・ゆとり ⑫　ホームレス巡回相談事業など ４億１，９００万円
建設
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（あいりん対策） １５億７，０００万円

建設・計画 ⑬　あいりん地域環境改善対策事業 ３，６００万円
健福など

新 市民協働による今後の施策のあり方検討や道路の不法占拠対策の強化など

健福 ⑭　越年対策事業 １億５，６００万円

健福 ⑮　高齢日雇労働者等生活道路清掃・除草等事業 ３億７，５００万円

健福 ⑯　臨時夜間緊急避難所の運営 １億６，３００万円

健福 ⑰　社会医療センターの運営・整備助成 ５億８，６００万円

健福 ⑱　あいりんＤＯＴＳの実施など （１，４００万円 ）

健福 ⑲　生活相談、あいりん銀行、更生相談所の運営費など ２億５，４００万円

（２）　高齢者のための施策 ２，０６２億１，１００万円

①　介護保険事業 １，８５１億６，４００万円

健福 ○　被保険者数        １，４９１，７８９人

第１号被保険者（６５歳以上） ６２３，８０４人

第２号被保険者（４０～６４歳） ８６７，９８５人

健福 ○　保険料（第１号被保険者）    　 １人当り月額基準額    ４，７８０円（据置）

健福 ○　居宅サービスの給付

訪問介護、通所サービス、短期入所サービス、訪問看護など

健福 ○　施設・居住系サービスの給付

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）など
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○　地域支援事業

健福 ・　介護予防事業

生活機能評価、運動機能向上事業、閉じこもり等予防事業、

介護予防広報啓発事業など

健福 ・　地域包括支援センターの拡充

相談支援体制を強化        ２７ヵ所  →  ３８ヵ所

健福 ・　高齢者虐待防止事業

緊急一時保護体制の強化など

健福 ・　生活支援型食事サービス事業、認知症サポーターの養成など

健福 ○　保険料徴収体制の強化

徴収嘱託員による訪問督促、 新 財産調査業務体制の充実など

目標収納率    ９７％

健福 ②　特別養護老人ホームの建設助成 １７億６，４００万円

新    設 ６ヵ所 定    員 ６２０人

継    続 ２ヵ所 定    員 ２００人

整備後 ９，９４８人

助成単価 １床当り    ３，５６４千円 → 新 ３，７１２千円

健福 ③　介護老人保健施設の建設助成 １億４，０００万円

継    続 １ヵ所 定    員 １００人

整備後 ５，６９４人

- 9 -



健福 ④　養護老人ホームの建設助成 １億６，３００万円

新    設 １ヵ所 定    員 ８０人

整備後 ９９７人

助成単価 １床当り    ３，９２０千円 → 新 ４，０８３千円

健福 ⑤　介護療養型医療施設転換整備助成    ２９１床 ２億　　４００万円

健福 ⑥　小規模多機能型居宅介護拠点の整備助成     ４ヵ所 １億１，７００万円

新 ⑦　特別養護老人ホーム等緊急整備促進助成 ６億８，９００万円

健福 ○　定期借地権設定による用地確保に対する助成　　６ヵ所

助成額        借地権設定にかかる一時金の１／２（上限  路線価評価額の１／４）

健福 ○　開設準備経費に対する助成　　２ヵ所

助成額        定員１人当り６０万円

健福 ⑧　認知症高齢者グループホーム等スプリンクラー設置助成 ２億９，５００万円

認知症高齢者グループホーム    ５３ヵ所

新 小規模多機能型居宅介護拠点    １５ヵ所

健福 ⑨　提案型高齢者地域交流拠点づくり事業 ９，９００万円

新    設    ２ヵ所        継    続    ２ヵ所

健福 ⑩　ふれあい型食事サービス事業 ２億１，１００万円

健福 ⑪　日常生活用具給付事業 １，４００万円

⑫　認知症高齢者支援事業の充実 ６，８００万円

健福 新 ○　認知症高齢者支援ネットワークへの専門的支援事業 ６００万円

弘済院が培ってきたノウハウを活用した情報発信や研修内容の充実など
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健福 ○　認知症地域ケア推進事業など ６，２００万円

健福 ⑬　生活・介護支援サポーター養成事業 ３００万円

健福 ⑭　就労的生きがいづくり活動支援事業など １，６００万円

健福 ⑮　老人憩の家の運営助成など １億８，２００万円

運営助成    年額  ４３８，０００円

健福 ⑯　いきいきエイジングセンターの運営 １億　　１００万円

健福 ⑰　市営交通料金の福祉措置 ８７億６，２００万円

対    象        ７０歳以上        ３２６，６００人

健福 ⑱　上下水道料金の福祉措置 ３３億３，７００万円

対    象        ６５歳以上        １７４，０００世帯

健福 ⑲　在日外国人高齢者給付金支給事業 ９，３００万円

健福 ⑳　老人医療費の公費負担 ４５億８，２００万円

　高齢者向け住宅施策の推進 ２億　　７００万円

健福 ○　高齢者住宅整備事業 ２億　　７００万円

住宅改修費助成        補助限度額        ３０万円

都整 ○　新築市営住宅における高齢者が使いやすい浴槽の設置、

○　福祉型エレベーターの設置など

都整 ○　高齢者世帯向け市営住宅別枠募集   １６０戸

都整 ○　市営住宅親子近居募集    １２０戸

都整 ○　民間老朽住宅建替支援事業

高齢者世帯従前居住者家賃補助
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（３）　障害者のための施策 ５８６億２，７００万円

①　障害者自立支援給付 ４２８億３，７００万円

健福 ○　利用者負担の軽減

新 市民税非課税世帯の居宅・通所サービス等にかかる利用者負担を無料化

健福 ○　介護給付 ２５７億１，１００万円

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、共同生活介護（ケアホーム）など

健福 ○　訓練等給付 ２７億　　４００万円

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グループホーム）

健福 ○　補装具給付 ７億２，９００万円

健福 ○　自立支援医療 １３６億４，９００万円

身体障害児育成医療、身体障害者更生医療、精神障害者通院医療

健福 ○　サービス利用計画作成費など ４，４００万円

健福 ②　障害児施設給付 １９億９，３００万円

③　地域生活支援事業 ５３億３，８００万円

健福 ○　利用者負担の軽減

障害者自立支援給付に準じて、 新 市民税非課税世帯の利用者負担を無料化

健福 ○　移動支援事業 ２５億７，０００万円

健福 ○　地域活動支援センター事業 １１億　　６００万円

健福 ○　日中一時支援事業 ６，４００万円

健福 ○　重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業 ２００万円

健福 ○　重度障害者入浴サービス事業 １億６，１００万円
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健福 ○　障害者生活支援事業 ３億８，７００万円

健福 ○　障害者情報バリアフリー化支援事業 ３００万円

健福 ○　日常生活用具の給付など １０億４，５００万円

健福 ④　障害程度区分認定など ３億７，４００万円

健福 ⑤　障害児施設等利用料軽減措置 １００万円

健福 新 ⑥　障害者リハビリテーション促進事業 ５，０００万円

リハビリ専門職員を配置する事業所に対し給付費を加算

健福 新 ⑦　強度行動障害者処遇改善事業 ２，３００万円

著しい自傷等の行動により処遇が困難な障害者に対応するため

介護職員を加配する事業所に対し給付費を加算

健福 新 ⑧　障害者虐待防止事業 ６００万円

介護者等から虐待を受けた要援護障害者に対する緊急一時保護事業の実施など

⑨　障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業所への移行促進 ８，０００万円

健福 ○　障害者就労訓練設備等整備助成 １６ヵ所 ５，０００万円

健福 ○　障害者自立支援移行整備助成    １０ヵ所 ３，０００万円

健福 ⑩　障害者グループホーム・ケアホーム消防用設備整備助成        ６５ヵ所 ２，２００万円

健福 ⑪　障害者小規模作業所等の運営助成など ６億５，３００万円

運営助成    ８１ヵ所

健福 ⑫　障害者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援事業 ８００万円

健福 ⑬　知的障害者に対する介護員資格取得・就労支援事業 ６００万円

健福 ⑭　障害者就業・生活支援センター事業 ９，８００万円
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健福 ⑮　障害者職業能力開発プロモート事業 ９００万円

健福 ⑯　重症心身障害児（者）通所訓練事業 ７，４００万円

運    営    ３ヵ所

健福 ⑰　精神障害者社会適応訓練事業 １，２００万円

健福 ⑱　重度身体障害者食事サービス事業 １，３００万円

⑲　地域生活移行への促進 １億３，２００万円

健福 ○　障害者グループホーム・ケアホーム整備助成 １億３，０００万円

社会福祉法人等が新築する場合

助成単価　　１事業所当り    １８，７５０千円 → 新 １９，６００千円

健福 ○　地域移行支援センター事業 ２００万円

健福 ⑳　リハビリテーションセンターの運営 １億７，５００万円

健福 　こころの健康センターの運営 １億１，２００万円

健福 　精神保健福祉相談、社会復帰相談指導事業など ４億４，２００万円

健福 　重度障害者等タクシー料金の給付 ９億４，３００万円

健福 　外国人心身障害者給付金支給事業 ３，２００万円

健福 　障害者医療費の公費負担など ４１億４，６００万円

健福 　心身障害者扶養共済事業 ９，７００万円

　障害者向け住宅施策の推進

都整 ○　新築市営住宅に福祉型エレベーター設置など

都整 ○　車いす常用者世帯向け特別設計市営住宅の整備    １４戸

都整 ○　障害者向け市営住宅別枠募集 ２１５戸
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健福 　難病患者等居宅生活支援事業 ２，３００万円

　発達障害者への支援 ３，７００万円

健福 ○　発達障害者就労支援事業 ４００万円

健福 ○　発達障害児療育支援事業など ２，６００万円

こども ○　４・５歳児発達障害相談事業 （６００万円 ）

こども 新 ○　発達障害児特別支援教育相談事業 ７００万円

発達障害に関する専門相談員による指導・助言を実施

　特別支援教育の充実 ８億９，１００万円

教育 ○　教育活動支援員の配置    ２４２人 １億７，３００万円

教育 ○　特別支援教育推進事業 １億４，２００万円

教育 ○　特別支援学級の整備など ６，８００万円

教育 新 ○　特別支援学校の整備に向けた検討調査 １００万円

検討委員会を設置し、整備内容等について検討

教育 ○　スクールバスの運行等通学対策 ４億４，８００万円

教育 ○　医療ケアを要する児童・生徒のための看護指導員、重度肢体不自由児への

○　機能訓練指導員の派遣など ４，６００万円

教育 ○　重度障害児移動教室（なかよし号）の運営 １，３００万円

教育 ○　知的障害のある生徒の高等学校受け入れ （１，０００万円 ）
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（４）　福祉活動の支援 ５０億５，３００万円

①　地域福祉の推進 ３３億１，３００万円

健福 ○　地域福祉計画の推進 ７００万円

健福 ○　社会福祉協議会活動の推進 １６億８，１００万円

健福 ○　地域生活支援事業 ７億８，６００万円

健福 ○　後見的支援事業 ２億６，３００万円

健福 ○　地域福祉活動推進事業 ５億５，１００万円

健福 ○　地域福祉推進のための施設整備助成 ２，５００万円

整備助成    ８ヵ所        補助限度額    ８６０万円

健福 ②　民生委員・児童委員活動の推進 ４億２，６００万円
こども

健福 ③　社会福祉研修・情報センターの運営など ３億８，４００万円

健福 ④　福祉人材養成確保推進事業 １，５００万円

健福 ⑤　介護福祉士資格取得支援事業 ９００万円

健福 ⑥　民間社会福祉施設職員の処遇改善など ９億　　６００万円
こども

（５）　保健・医療の充実 ４，０３１億９，４００万円

①　「すこやか大阪２１」の推進 １９億４，５００万円

健福 ○　「すこやかＯＳＡＫＡ推進プロジェクト」の推進 ７００万円

健福 ○　がん検診など １８億　　８００万円

・ 子宮がん検診の拡充

妊婦健診と同時に受診する場合
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自己負担額 ４００円 → 新 無料

・ 各種がん検診や特定年齢者に対する乳がん・子宮がんの無料検診の実施など

健福 ○　骨粗しょう症対策 １，０００万円

健福 ○　訪問指導 ３，５００万円

健福 ○　訪問歯科診療 ８００万円

健福 ○　健康教育、健康手帳の交付、健康相談など ６，８００万円

健福・教育 ○　ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード ９００万円
経済

教育 ○　中学生の弁当持参の支援や食に関する指導の実施 （５００万円 ）

健福 ②　自殺防止対策事業 １，９００万円

自殺未遂者に対する傾聴相談、 新 弁護士との連携による支援など

健福 ③　ひきこもり相談窓口の運営 ４００万円

④　感染症対策の推進 ２５億９，４００万円

健福 新 ○　新「結核対策基本指針」の策定 ２００万円

２３年度からの新たな結核患者の削減目標や

目標達成に向けた具体的方策等を策定

健福 ○　「ＳＴＯＰ結核」作戦の推進 １億　　７００万円

大阪市版ＤＯＴＳ（服薬を直接確認する結核短期療法）の実施など

健福 ○　各種予防接種事業 ２３億４，９００万円

麻しん（はしか）排除計画の推進など

健福 ○　新型インフルエンザ対策の推進 ３，３００万円

医療機関における病原性の変異等の常時監視など
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健福 ○　Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス無料検査の実施、エイズ対策の推進など １億　　３００万円

⑤　救急急病医療対策の推進 ９億９，０００万円

病院 ○　総合医療センター ４億　　２００万円

新 「総合周産期母子医療センター」の認定取得に向けた

ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）の設置など

病院 ○　住吉市民病院 ３００万円

小児二次救急２４時間受入体制の強化（週２回）

健福 ○　休日・夜間急病診療所の運営など ４億９，５００万円
病院

健福 ○　精神科救急医療対策の推進 ９，０００万円

消防 ⑥　救急業務の充実 （３億２，７００万円 ）

病院 新 ⑦　住吉市民病院建替整備基本構想調査 ３，０００万円

民間活力の活用等による具体的な整備手法の検討など

⑧　国民健康保険事業 ３，４０４億８，２００万円

健福 ○　医療分および後期高齢者支援金分

４９５，７００世帯        ８３２，４００人

・　保険料

医療分および後期高齢者支援金分を合わせた１人当り平均保険料を

２１年度に引き続き２年連続で据置

（医療分）

平   等   割 １世帯当り ３５，６９０円

均   等   割 １人当り      ２０，５８２円
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所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 ４７万円    →    ５０万円

（後期高齢者支援金分）

平   等   割 １世帯当り    ９，１７４円

均   等   割 １人当り      ５，２９０円

所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 １２万円    →    １３万円

健福 ○　介護分

２４１，７００世帯        ３０１，１００人

・　保険料（第２号被保険者）

平   等   割 １世帯当り    ７，７７３円

均   等   割 １人当り      ６，２４０円

所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 １０万円（据置）

健福 ○　特定健康診査・特定保健指導事業 １５億５，４００万円

２４年度目標実施率        健診    ６５％        保健指導    ４５％

健福 ○　検診事業の実施 ２億６，３００万円

健福 ○　出産育児一時金の支給 ２４億３，５００万円

第３子以降 ４３万円 → 新４５万円

健福 ○　レセプト点検等医療費適正化対策の推進 ５億１，３００万円
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健福 ○　保険料収納率の向上 ４億１，３００万円

所得申告書届出の 新 民間業者による電話勧奨、滞納整理指導員の増員など

目標収納率    調整交付金のカットを受けない８９％

⑨　後期高齢者医療事業 ４６４億３，４００万円

健福 ○　被保険者数    ２６４，８００人

健福 ○　保険料（２２・２３年度）

均   等   割    １人当り    ４９，０３６円

所   得   割    前年所得金額  ×  ９．３４％

高限度額    ５０万円（据置）

健福 ○　保険料収納率の向上 ３，８００万円

コールセンター（民間業者）での納付勧奨の実施

目標収納率    ９９％

⑩　ぜん息等の発症予防・回復事業 ６，５００万円

健福 ○　健康相談、健康診査、機能訓練の実施 ３，０００万円

健福 ○　医療機器整備助成事業 ３，５００万円

健福 ⑪　公害健康被害補償事業 １０５億８，２００万円

健福 ⑫　小規模受水槽衛生対策 ５００万円

健福 ⑬　輸入食品の安全対策 ４，１００万円

健福 ⑭　所有者不明ねこの適正管理推進事業 ３００万円
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