
４.　　大阪の発展を支える人材の集積・育成

（１）　こども・青少年のための施策 ９８４億円              

（子育て支援とこどものための施策） ９７９億６，１００万円

「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 ２３億３，８００万円

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 １４億９，８００万円

こども ・　公立保育所整備    ４ヵ所 ３億５，４００万円

こども ・　民間保育所整備助成    ７ヵ所 ７億９，５００万円

こども ・　賃貸物件を利用した民間保育所整備助成    ５ヵ所 ８，０００万円

こども ・　民間保育所改修助成など ２億６，９００万円

こども ○　認定こども園の整備助成    １０ヵ所 ７億３，１００万円

こども ○　保育ママ事業    ８ヵ所    →    １０ヵ所 １億　　９００万円

こども ②　多様な保育サービス等開設支援事業 １，２００万円

③　多様な保育サービスの提供 ２６億５，１００万円

こども ○　長時間保育    全保育所 ９億８，５００万円

こども ○　延長保育    ２３６ヵ所 →    ２４３ヵ所 ８億２，３００万円

こども ○　一時保育    ６６ヵ所 →    ６９ヵ所 １億９，５００万円

こども ○　休日保育    ２８ヵ所 ７，１００万円
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こども ○　夜間保育    ７ヵ所 ４億１，１００万円

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） ３５ヵ所 １億６，６００万円

こども ④　低年齢児保育の推進（１歳児特別対策） ８億６，６００万円

こども ⑤　公立保育所の入所枠拡大 ２億　　１００万円

こども ⑥　年度途中入所対策    　　　　　　　２４ヵ所    →    ３５ヵ所 ２，４００万円

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％

⑧　保育所保育料収納対策の強化 ６，４００万円

こども 新 ・ 督促納期限後未収分について、子ども手当からの直接徴収の実施

こども ・ 新 再任用職員による差押等滞納処分の実施体制の強化など

２３年度目標収納率    ９８．４％

こども ⑨　公立保育所民間委託の実施　　　２７ヵ所    →    ３５ヵ所 ３１億５，７００万円

こども ⑩　乳幼児医療費の公費負担の拡充 ３４億８，８００万円

所得制限 児童手当法の特例給付基準 → ０～２歳について、入通院とも撤廃

入　　　院 小学校修了まで     → 中学校修了まで

通　　　院 義務教育就学前まで

こども ⑪　子ども手当の支給 ５２９億４，０００万円

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　→

０～２歳のみ月額２０，０００円に増額（２３年４月分より）
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⑫　幼稚園教育の推進 ２５億２，０００万円

こども ○　私立幼稚園児就園奨励費補助の拡充 ２１億２，０００万円

保護者負担の軽減等をはかるため、補助単価を改定

市民税所得割非課税世帯

第１子    １９０，０００円    →    １９３，２００円    など

こども ○　私立幼稚園幼児教育費補助の拡充 ２億６，８００万円

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 １億３，２００万円

こども ⑬　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    １３９園

こども ⑭　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） ８，６００万円

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

⑮　地域子育て支援の推進 １４億１，８００万円

こども ○　子育て活動支援事業 ６億６，０００万円

こども ○　地域子育て支援拠点事業    １０３ヵ所 ４億４，６００万円

こども ○　子どものショートステイ事業    １２ヵ所 １，１００万円

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 １億４，５００万円

⑯　児童いきいき放課後事業 ３６億７，６００万円

こども ○　市内全小学校 ３４億９，６００万円

こども ○　子どもの家事業    ２９ヵ所 １億８，０００万円
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こども ⑰　留守家庭児童対策事業    １１０ヵ所 ３億６，７００万円

⑱　社会的養護体制の強化 ３億７，５００万円

こども ○　民間児童養護施設の整備助成 ２億３，９００万円

増改築    １ヵ所 うち小規模グループケア    １２人分

こども 新 ○　児童院の改修 ３００万円

実施設計    定員    ３５人    →    ４０人

こども ○　弘済みらい園に 新 心理療法室を設置 ９００万円

こども 新 ○　児童養護施設の小規模ケア化促進事業 １，２００万円

小規模グループケア、地域小規模児童養護施設の開設準備経費を助成

こども 新 ○　阿武山学園入所児童の処遇改善 ５００万円

公教育導入による環境変化に円滑に対応するため

被虐待児を個別指導する非常勤嘱託職員を配置被虐 個 置

こども ○　児童養護施設等職員に対する研修事業 ７，８００万円

こども ○　児童自立支援施設等入所児童学習指導事業 １，８００万円

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など １，１００万円

新 社会的自立につながる効果的な支援を行うため、退所者の実態調査を実施

⑲　児童虐待防止事業等の充実 ６億７，１００万円

こども 新 ○　要保護児童対策地域協議会の機能強化 １，３００万円

各区で行う個別ケース会議や事例検討会に、虐待対策に精通した

学識経験者等を派遣し、参加機関の専門性を強化

こども ○　児童虐待防止広報啓発事業 ４，７００万円

虐待防止に対する市民意識の向上のため、 新 オレンジリボンシール等の
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全戸配付など

こども ○　子育ていろいろ便利帳の作成 ２，１００万円

子育て支援制度等をわかりやすく掲載した冊子を配付

こども 新 ○　ステップファミリー支援ガイドブックの作成 ３００万円

児童虐待のリスクが高い家庭の養育スキルを高めるために冊子を配付

○　次代の健全な親づくり支援 ７００万円

こども ・ イベントを通じ青少年のつながりを築く 新 （仮称）青少年フェスティバルの実施

７００万円

こども ・ 市立中学校における助産師による、思春期集団健康教育など （２００万円 ）

こども 新 ○　児童虐待防止システム化事業 ４，４００万円

虐待通告へのより的確な初期対応を行うため、こども相談センターと各区、

教育相談事業との情報を共有化育 情 化

こども ○　「児童虐待ホットライン」事業、里親委託の推進、里親家庭に対する養育相談など

５億３，０００万円

教育 ○　児童虐待防止支援委員会の運営など ６００万円

⑳　こども相談センターの機能強化 ５億３，０００万円

こども ○　相談の複雑化・多様化に対応可能な相談支援体制の確保

本務職員（児童福祉司等）１３９人    →    １６１人    など

こども ○　休日・夜間対応の安全確認等を強化するため、新 警察官ＯＢの配置など

こども 　児童扶養手当の支給 １６０億９，３００万円

　母子保健医療対策の充実 ３２億２，８００万円

こども ○　不妊治療費助成事業 ３億２，３００万円
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助成回数 年２回まで　→　初年度のみ年３回まで（通算５年、１０回は継続）

こども ○　妊婦一般健康診査公費負担の充実 健診助成　１４回 １３億２，９００万円

健福 ○　周産期緊急医療対策 ３，０００万円

健福 ○　ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンの無料接種 （１４億１，９００万円 ）

健福 ○　子宮頸がん検診 （１億８，２００万円 ）

こども ○　乳児健康診査・保健指導事業など ５億３，５００万円
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

健福 ○　小児慢性特定疾患医療費等の公費負担 ７億１，９００万円

健福 ○　小児ぜん息等医療費助成事業 ２億８，９００万円

こども 　ひとり親家庭医療費の公費負担 ２０億８，７００万円

　ひとり親家庭等に対する自立支援の推進 ６億　　５００万円億

こども ○　ひとり親家庭等就業自立支援サポート事業 ２，８００万円

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 ５億３，４００万円

こども 　母子および寡婦への福祉貸付金 ３億７，７００万円

こども 　母子寡婦福祉貸付金返還金収納対策の強化 １，０００万円

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

都整 ○　子育て安心マンション認定制度
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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    ２００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） ４億３，９００万円

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

こども 　輝け「未来」・こども夢体験プロジェクト ６，６００万円
ゆとり

こども　夢・創造プロジェクト事業、サマースクールシティ事業、

地域こども体験学習事業、トップアスリートによる「夢・授業」

こども 新　次世代リーダー育成プログラムの開発 ５００万円

「生きる力」と「市民力」を持つ将来の地域を担うこどもを育成するため、

地域貢献型学習を試行的に実施

　「いじめ」・「不登校」問題対策 １億９，５００万円

こども ○　いじめ・不登校等に対する体系的な相談の実施 （２億１，８００万円 ）

こども ○　スクールカウンセラー派遣事業の拡充 １億７，６００万円

全中学校で実施

小学校への派遣を行う中学校    １０校    →    ４０校

こども ○　家庭へのメンタルフレンドの派遣 ３００万円

教育 ○　スクールソーシャルワーカーの配置など １，６００万円

こども 　若者自立支援事業 ２，５００万円
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こども 　青少年センターの運営 ５，７００万円

こども 　青少年活動の推進、青少年団体の育成など ３，７００万円

こども 　青少年非行対策の推進 ５，３００万円

（２）　学校教育の充実 ３３７億８，３００万円

①　確かな学力を身につける教育の推進 １７億８，５００万円

教育 ○　習熟度別少人数授業の実施 １４億６，２００万円

対　　象    全小学校    ３～６年生の国語・算数

全中学校    全学年の国語・数学・英語

教育 ○　放課後ステップアップ事業 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 ２億３，１００万円

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、放課後学習等を充実

対　　象    ２４中学校区    →    ７６中学校区

教育 ○　学習理解度到達診断の実施 １，２００万円

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 ２００万円

教育 新 ②　小中一貫教育の推進 １００万円

義務教育９年間を見通した教育課程を編成し、学習指導や生活指導等を実施

教育 新 ③　夏季における教室内環境の調査研究 ２，１００万円

壁面緑化やドライ型ミスト散布等を組み合わせた各モデルにおける
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教室内での温度を分析し、効果的な暑さ対策の方策を検討

教育 ④　キャリア教育推進事業 １，０００万円

教育 ⑤　多様な体験活動の推進 ２億　　１００万円

教育 ⑥　小学校区教育協議会（はぐくみネット）事業の推進 ５，０００万円
区

⑦　学校における教育活動の充実 １０億９，６００万円

教育 ○　教育用コンピュータの更新など ８億９，９００万円

教育 ○　視聴覚・理科の教材機器の整備 １億９，７００万円

教育 ⑧　体育部・文化部活動の指導者招へいなど ３，４００万円

⑨　国際理解教育の推進 ２億３，７００万円

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 １億７，９００万円

教育 ○　中学・高校生の海外派遣など １，５００万円

教育 ○　帰国した子ども等の教育の充実 １，８００万円

教育 ⑩　児童・生徒就学費補助 ２８億６，９００万円

教育 ⑪　学校給食調理業務民間委託の実施 ７億１，２００万円

小学校    ２７校    →    ３７校

⑫　中学校昼食事業 １億８，６００万円

教育 ○　弁当持参の支援や食に関する指導の充実 ９００万円

新 食育の推進計画を策定し、小中一貫した指導を実施

教育 ○　民間業者による昼食提供（全中学校） １億７，７００万円

教育 ⑬　教職員の資質向上方策の推進 ６，０００万円
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教育 ⑭　授業力アップサポート事業 ６，８００万円

教育 ⑮　教員の研修、研究活動の充実 ９，１００万円

教育 ⑯　教員養成講座の充実 ３００万円

教育 ⑰　学校経営の支援 １００万円

教育 ⑱　奨学費の支給 ４億６，７００万円

教育 ⑲　知的障害のある生徒の高等学校受け入れ １，０００万円

教育 ⑳　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 　新商業高校の整備 ２６億２，８００万円

（仮称）グローバルビジネス科を設置し、英語・情報・会計を専門教育の柱として、

高度な専門性を備えたビジネススペシャリストを育成

校　　　名 （仮称）大阪ビジネスフロンティア高等学校

開校予定    ２４年４月 学校規模    １学年８クラス

教育 　校舎の補修など ４９億　　５００万円

教育 　小・中学校の整備など ５０億１，２００万円

（別に債務負担行為 ４５憶６，３００万円 ）

新 施設一体型小中一貫教育校の整備（中学校の活用）

矢田小学校・矢田南中学校 開校予定    ２４年４月

啓発小学校・中島中学校（実施設計） 開校予定    ２５年４月

老朽鉄筋校舎の改築など    １８８教室

講堂兼体育館等の整備    ５校
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教育 　特別支援学校の整備 （３，３００万円 ）

新 （仮称）南部特別支援学校（実施設計）など

総務 　公立大学法人大阪市立大学への運営費交付金など １３３億３，５００万円

（３）　スポーツの振興 １０億９，４００万円

ゆとり ①　総合型地域スポーツクラブの設立・活動に対する支援 ４００万円

地域住民が主体的に運営するスポーツクラブの設立・活動を支援

ゆとり ②　スポーツボランティア活動の促進 ３００万円

ボランティアリーダーを中心としたボランティア活動の支援など

ゆとり ③　国際競技大会の招致・開催 ２，１００万円

開 大阪市長杯２０１１世界スーパージュニアテニス選手権大会

開催予定    ２３年１０月

④　トップアスリートとの市民交流の促進 １，５００万円

ゆとり ○　トップアスリートによる「夢・授業」 （５００万円 ）

ゆとり ○　「２０１１オリンピックデーラン大阪大会」の開催など １，４００万円

ゆとり ○　ＪＯＣパートナーシップ事業の実施 １００万円

ＪＯＣとのパートナーシップ協定を活用してナショナルチーム

強化合宿を誘致し、市民との交流等をはかる

ゆとり 開 ⑤　第１回大阪マラソン～ＯＳＡＫＡ　ＭＡＲＡＴＨＯＮ２０１１～ １億円              

開催日    ２３年１０月３０日

参加予定者   ランナー 大３万人    ボランティア約１万人

ゆとり ⑥　オータム・チャレンジ・スポーツ２０１１の実施 １，５００万円
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開催期間    ２３年９月～１１月

ゆとり 開 ⑦　（仮称）大阪市長杯姉妹都市ユースサッカー大会 ３００万円

開催予定    ２３年８月   

ゆとり ⑧　「水と歴史の都　大阪ウォーク」の開催など ８，２００万円

ゆとり ⑨　その他スポーツ施設の整備など ７億２，２００万円

ゆとり ⑩　学校体育施設の開放 １億２，４００万円

運動場、プール、体育館の開放など

ゆとり ⑪　健康広場の整備 ５００万円

ゲートボール等の軽スポーツができる広場や健康遊具のある公園

港湾 ⑫　舞洲地区の活性化 （５００万円 ）

新 健康・スポーツ分野の実証フィールドとしての活用方策を検討検討

（４）　生涯学習と男女共同参画の推進 ２８億９，６００万円

（生涯学習の推進） ２２億３，７００万円

教育 ①　総合生涯学習センター、市民学習センターの運営など ６億６，３００万円

区 ②　生涯学習ルーム事業 ４，２００万円
教育

教育 ③　大阪国際平和センター展示更新に向けた検討 ２００万円

展示更新の具体的内容を検討するための調査

④　図書館の運営 １５億２，３００万円

教育 ○　図書館機能の充実（知識創造型図書館） ６億６，９００万円
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教育 ○　図書館の利用促進など ８億５，４００万円

教育 ⑤　地域図書館の建替 ７００万円

城東図書館    （実施設計）

（男女共同参画の推進） ６億５，９００万円

市民 ⑥　「大阪市男女共同参画審議会」の運営など １００万円

市民 ⑦　子育て世代の男女の仕事と家庭の両立支援プロジェクトなど ６００万円

市民 ⑧　しごと情報ひろばに 新 （仮称）「マザーズ」を設置 （６，０００万円 ）

市民 ⑨　男女共同参画センターの運営など ５億８，１００万円

女性のチャレンジ支援のための相談事業、情報提供など

市民 新 ⑩　男女共同参画関連ＮＰＯ等助成事業 （１００万円 ）

市民 ⑪　ドメスティック・バイオレンス対策事業 ５，２００万円

緊急一時保護や相談、 新 配偶者暴力相談支援センターの設置など

市民 ⑫　女性学級、各区女性のつどいなど １，９００万円

健福 ⑬　子宮頸がん予防ワクチンの無料接種 （７億７，４００万円 ）

健福 ⑭　女性特有のがん検診 （８億１，５００万円 ）

健福 新 ⑮　特別養護老人ホーム等施設内保育施設整備助成 （２，６００万円 ）

（５）　国際交流・協力の推進

①　世界から人々が集まり、活気にあふれるまちづくり

政策 ○　大阪の魅力の世界へのアピール強化と国際協力 （６億３，６００万円 ）
ゆとりなど
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「環境」、「観光」等をテーマとしたトッププロモーションの実施、ミラノ市との姉妹都市

提携３０周年に合わせたプロモーション、 新 水・環境技術の海外プロモーション、

新 国際医療交流の推進および関連産業の活性化、開発途上国の研修員の受け入れ、

専門技術者の派遣など

政策 ○　ビジネス拠点としての大阪の魅力向上 （６億　　４００万円 ）
経済など

次世代ロボット国際ネットワーク形成事業、「売りづくり」の視点からの製品開発・

海外販路開拓支援、 新 商店街等における外国人観光客受入促進事業、

企業の総合的な誘致戦略の推進、国際ビジネス活動の支援など

ゆとりなど ○　大阪への国際観光客の誘致 （１７億２，８００万円 ）

新 中国・アジアからの観光客誘致強化事業、 新 （仮称）関西メガセール推進事業、

新 来阪外国人等の受入環境整備など

政策など ○　姉妹都市等を活用した交流ネットワークの強化 （１億６，１００万円 ）

計画など ○　関西国際空港、大阪港の利用促進 （９，９００万円 ）

政策など ②　世界から集まった人々が活躍できる環境づくり （８億３，５００万円 ）

外国人への生活情報提供体制の整備、外国籍住民施策の推進、

新 留学生との連携拡大および留学生ＯＢによる起業の支援事業など

（６）　人権施策の推進

人権啓発の推進など ３億８，９００万円

市民 ○　人権啓発・相談センターの運営 ９，９００万円

市民など ○　市民・企業に対する人権啓発の推進など ２億３，９００万円

市民 ○　大阪人権博物館の運営助成 ５，１００万円
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