平成３１度当初予算の主要事業
１

予算編成に当たっての基本的な考え方

２

平成３１年度主要事業

番号

事業名

予算額
（千円）

事業概要

防災対策事業

気象情報システム等の運用、備蓄物資等の
24,783 整備により、災害時に備えて質の高い防災体
制の確立を図る。

２

行政改革推進事業

『大東市行政改革指針』に掲げる各取組み
を円滑に推進する。今年度はＲＰＡ（ロボテ
3,000
ィック・プロセス・オートメーション）の本
格導入に向けた効果検証を行う。

３

北条まちづくり推進事業
（公民連携）

北条まちづくり構想（第二期）として、嵯
5,000 峨園第１・２住宅の更新を含むエリアの再整
備を検討していく。

大東の魅力づくり事業

大東市ブランド PR を軸に据え、市外居住
の子育て世代に向けたシティプロモーショ
18,681
ンコンテンツの開発と、多様な媒体を活用し
た PR 強化を図る。

大東ビジネス
創造センター事業

売上向上や創業支援に特化した相談窓口
としての「大東ビジネス創造センター（Ｄ－
28,863 Ｂｉｚ）」を運営し、元気な市内事業者の増
加や市内での創業促進を図り、起業家が集ま
ってくるような活気あるまちをめざす。

１

４

５

企業立地促進事業

大東市企業立地補助金による企業誘致と、
35,973 大東市住工調和条例に基づく事前協議を実
施する。

未来人材奨学金
返還支援事業

中小企業および福祉・子育て支援分野での
市内事業所への就業を促進し、人的課題解決
8,299
の好循環を生み出すことを目的として、奨学
金の返還の一部を補助する。

夢をかなえる
起業応援補助事業

市内で創業する者や創業して間もない者
に補助することにより、創業者への支援とし
2,500
てだけでなく、市内の創業機運を高め、創業
促進も図る。

９

公民連携総合調整事業

公民連携事業を推進するにあたり、民間の
80,653 ノウハウを取り入れた提案の検討・実施・検
証を行う。

１０

北条まちづくり推進事業
（公共）

人口減少や高齢化が進む北条エリアにお
635,239 いて、市営住宅の建替え更新を契機として、
周辺地域も含めたまちなみの創生を図る。

１１

リノベーションまちづく
り総合プロデュース事業

民間資産を含む遊休不動産等を活用し、持
5,330 続的な事業展開をしていくリノベーション
まちづくりを実施する。

１２

全世代地域市民会議
運営事業

地域の意思がより反映されやすいまちづ
19,406 くりを行うため、各地区に市民会議を創設
し、その運営をマネジメントする。

安全・安心見守り事業

各小学校の通学路を中心にビーコンを設
置し、発信機を携帯した児童が通過すれば反
4,943
応し、保護者等に位置情報を通知する見守り
システムの運用を行う。

６

７

８

１３

１４

障害者が安心できる
まちづくり事業

本市障害者施策の重要課題である障害者
の就労支援と、住まいの場の確保に取り組
む。
26,384
○職場定着支援事業
【3,694 千円】
○グループホーム等補助金事業
【22,690 千円】

１５

子育て支援情報発信事業

１６

法人立保育所等整備費
補助事業

スマートフォンアプリ及びＷｅｂポータ
7,676 ルサイトを活用することにより、妊娠・出
産・子育てに関する情報発信の充実を図る。
老朽化等の理由により施設の改修・増築等
162,769 を希望する民間保育園に対し、整備補助金を
交付する。
子育て世帯を経済的に支援することで、子
どもを育てやすい環境を実現する。

１７

子育て支援事業

22,802

○子育てスマイルサポート事業
【22,302 千円】
○子育てガイドブック発行
【500 千円】

１８

児童虐待防止事業

虐待防止ネットワークの強化・関係機関の
スキルの向上、親支援・子ども支援事業によ
20,739
る虐待状況の改善、虐待の早期発見・未然防
止を目的とした啓発活動を行う。

１９

子育て世代
包括支援センター事業
（子ども）

妊娠・出産から子育てまでの切れ目ない支
8,602 援と子育てワンストップサービスを目的と
した利用者支援事業を実施する。
高齢者が要介護状態となることを予防し、
社会参加しつつ自立支援を促進する支援体
制を構築する。

２０

地域支援事業
（高齢支援・介護予防）

○大東元気でまっせ体操事業 【20,495 千円】
○訪問型サービス事業
【6,562 千円】
190,968 ○介護予防・生活支援サービス費
【132,187 千円】
○生活サポートセンター運営補助金
【8,820 千円】
○ふれあいデイハウス介護予防事業
【15,000 千円】
等
高齢者の自立支援を促進し、認知症の支援
体制を構築する。

２１

地域支援事業
（高齢支援・包括）

136,278

○地域包括支援センター運営委託料
【104,076 千円】
○認知症初期集中支援事業
【6,704 千円】

２２

子育て世代
包括支援センター事業
（地域保健）

保健医療福祉センターに設置した子育て
8,761 世代包括支援センターにおいて、妊娠期から
就学前を中心とした相談・支援を行う。
特定空家等の是正、空家等の流通・利活用
の促進を行う。

２３

２４

２５

空家等対策推進事業

三世代家族推進事業

景観形成推進事業

7,707

○隣接地等取得費補助
○空家活用リフォーム補助

【6,500 千円】
【1,000 千円】
等

市内における三世代同居等を目的とした、
転入、転居に要する費用及び、住宅の新築、
11,562
購入、リフォームに要する費用の補助を行
う。
本市が有する特性を活かし、良好な景観形
成を推進するため、景観行政団体への移行、
景観計画の策定、計画運用ガイドライン作
7,473 成、景観条例の策定をめざす。
○景観ガイドライン策定支援業務
【7,140 千円】
既存民間建築物を対象とした耐震診断、木
造住宅の耐震設計および改修工事、建替え等
の促進のため住宅等の除却に関して補助を
行う。

２６

既存民間建築物耐震診
断・改修補助事業

26,781

○既存民間建築物耐震診断補助【3,250 千円】
○既存木造住宅耐震改修設計補助【1,000 千
円】
○既存木造住宅耐震改修補助【13,500 千円】
○木造住宅等除却補助【9,000 千円】
公共交通の運行や利用実情把握のための
アンケート調査等を実施する。

２７

地域公共交通事業

103,969 ○巡回バス事業
【51,255 千円】
○阪奈生駒線運行補助金
【21,700 千円】
○乗合タクシー運行事業
【11,934 千円】
○交通体系調査検討業務委託 【9,000 千円】

２８

野崎駅・四条畷駅周辺
整備事業

２９

がけ地近接等危険住宅
移転補助事業

３０

３１

市東北部の振興を図るため、JR 野崎駅、四
条畷駅の周辺で特色ある魅力的な整備を行
2,211,880
う。平成３０年度は、四条畷駅西側の整備し、
また、事業用地取得を推進する。

4,952

土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の
移転および除却工事に対して補助を行う。

東部地域道路整備事業

狭小な道路や南北通行へのアクセスを改
善することにより、東部地域全体の利便性向
10,128
上を図る。平成３１年度は北条 5 丁目地内の
道路拡幅工事を行う。

深野北谷川線新設事業

本市の南北を貫く幹線道路として、また広
域避難地大東中央公園へのアクセス道とし
193,683
て重要な役割を担っている都市計画道路で
ある深野北谷川線の整備を行う。
供用開始後 20 年を経過した都市公園につ
いてリニューアルを図り、地域特性に応じた
特色ある公園整備をめざす。

３２

都市公園再整備事業

237,623
○施設等点検業務
【2,358 千円】
○新田中央公園防災倉庫新築工事等
【235,265 千円】

３３

中垣内浜公園新設事業

中垣内浜公園は平成２８年度から４年間
115,124 で整備する計画であり、その最終年度の工事
を行う。
集中豪雨等による浸水被害を軽減するた
めに効果的な雨水貯留施設等の整備を進め
る。

３４

都市浸水対策事業

87,874 ○諸福中学校校庭貯留浸透施設整備工事
【65,379 千円】
○住道南小校庭貯留浸透施設実施設計業務
委託
【9,220 千円】
等

水路の修景整備などを実施することで、水
路の環境改善を図り、市民に親しまれる水辺
環境を創出する。
３５

水路整備事業

383,304

○新田地内水路整備工事
○灰塚地内水路整備工事
○御領水路通路設置工事

【304,196 千円】
【53,588 千円】
【9,240 千円】
等

英語教育推進事業

英語教育推進研修を実施し、中学校におけ
る英語教育の充実を図るとともに、小学校で
1,405 は全校において英語教材「ＤＲＥＡＭ」を活
用し、小学校英語の推進を図る。また英検受
検率の向上を図る。

学力向上推進事業

児童・生徒のさらなる学力向上をめざし、
学力向上ゼミ、大東まなび舎、市共通到達度
16,069
確認テスト、大東教員ステップアップ講座等
を実施する。

３８

家庭教育支援事業

孤立しがちな保護者や教育への関心が低
い保護者などへの親学習の提供や訪問相談、
32,239
いじめや不登校などへのサポート体制を図
る。

３９

小中一貫教育モデル校
プロジェクト事業

魅力ある学校づくりを目指すためにモデ
ル校区を定め、本市の実情に合った義務教育
5,176
９年間のカリキュラムの再構築や公開研究
発表会を実施する。

４０

学校施設長寿命化計画策
定事業

中長期的な維持管理等に係るトータルコ
8,343 ストの縮減及び予算の平準化を図るため、全
小中学校施設の長寿命化計画を策定する。

飯盛城跡保存整備活用
事業

飯盛城跡の国史跡指定と指定後の保存と
活用、整備を行い、本市の歴史的シンボルや
11,662 観光資源として活用を図る。平成３０年度
は、専門委員会の開催や、総合調査報告書の
作成等を行う。

３６

３７

４１

