
全庁的な意思統一  事業の選択と集中 

平成２９年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２９年度主要事業 

番号 事業名 
予算額 

（千円） 
事業概要 

１ 防災対策事業 25,794 

 気象情報システム等の運用、備蓄物資等の

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 公民連携総合調整事業 24,757 

公民連携事業を推進するための手法を用い

て、民間事業者のノウハウや提案をまちづく

りに活用する。 

 

○民間活力誘導業務     【6,757 千円】 

○まちのリノベーションプロジェクト 

【2,500 千円】 

○マイプロジェクト     【3,000 千円】 

○住道エリア戦略推進業務  【9,500 千円】 

○北条ＳＰＣ設立に係る増資 【3,000 千円】 

 

３ 北条まちづくり推進事業 17,500 

人口減少や高齢化が進む北条エリアについ

て、周辺地域の街並み創生を図るための、道

路、橋りょう、公園等の予備設計、測量業務

を行なう。 

 

４ 
深野北小学校跡地活用 

事業 
11,964 

小学校跡地にテナント等を呼び込み、イベ

ント等を随時開催しながら、跡地活用をすす

める。 

 

市有財産

の利活用 

行政評価

の見直し 

特定財源・

歳入の確保 

人口流入 

持続可能な都市 

の確立 

総合戦略事業の優先 
公民連携事業指針に 

基づく事業の優先 



５ 大東の魅力づくり事業 16,411 

市外居住の子育て世代に向けたシティプロ

モーションコンテンツの開発と、多様な媒体

を活用し大東ブランドのＰＲを行う。 

 

６ 
歴史的資源を活用した 

まづくり事業 
1,000 

「飯盛城と三好長慶」をキーコンテンツに

設定し、シビックプライドの醸成および交流

人口の増加を図るための取組を行う。 

 

７ 
地域伝統文化継承および 

都市魅力向上事業 
50,802 

市制施行６０周年を記念した、だんじり集

結プロジェクトおよび文化継承に係る補助金

交付を行う。 

 

○イベントに係る費用    【12,051 千円】 

○だんじり集結参加補助金  【15,750 千円】 

○だんじり文化継承補助金  【16,500 千円】 

○地域文化継承補助金     【6,500 千円】 

 

８ 住工調和事業 36,180 

大東市企業立地補助金による企業誘致と、

大東市住工調和条例に基づく事前協議を実施

する。 

 

９ 
大東ビジネス創造センタ

ー事業 
29,178 

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－Ｂ

ｉｚ）」を立ち上げることで、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。 

 

１０ 
未来人材奨学金返還支援

事業 
4,995 

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

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。 

 

１１ 
全世代地域市民会議運営

事業 
30,412 

 地域の意思がより反映されやすいまちづく

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。 

 

１２ 安全・安心見守り事業 21,075 

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応

し、保護者等に位置情報を通知する見守りシ

ステムを構築し、その運用を開始する。 

 

１３ 
障害者が安心できる 

まちづくり事業 
10,633 

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。 

 

○職場定着支援事業        【2,253 千円】 

○グループホーム等補助金事業【8,380 千円】 

 



１４ 子育て支援事業 19,283 

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。 

 

○産後リラクゼーション事業   【150 千円】 

○子育てスマイルサポート事業 

【19,133 千円】 

１５ 
法人立保育所等整備費補

助事業 
409,049 

老朽化等の理由により施設の改修・増築等

を希望する民間保育園に対し、整備補助金を

交付する。 

 

１６ 児童虐待防止事業 12,599 

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

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。 

 

１７ 子ども食堂支援事業 3,400 

夜遅くまで１人で過ごす環境にある子ども

たちを対象に、食事の提供を行い、地域で子

どもたちを見守る「子ども食堂」を運営する

団体を支援する。 

 

１８ 
地域支援事業 

（高齢支援・介護予防） 
309,152 

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。 

 

○大東元気でまっせ体操事業  【11,426 千円】 

○訪問型サービス事業    【19,170 千円】 

○介護予防・生活支援サービス費  

【249,462 千円】 

○生活サポートセンター運営補助金 

  【8,280 千円】 

                   等 

１９ 
地域支援事業 

（高齢支援・包括） 
89,936 

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。 

 

○地域包括支援センター運営等【84,742 千円】 

○認知症初期集中支援事業   【5,194 千円】 

 

２０ 
地域支援事業 

（高齢支援・任意） 
20,335 

成年後見制度の利用支援や地域ＳＯＳカー

ド登録推進、あんしん通報システム等の利用

を促進する。 

 

○成年後見制度の利用支援     【933 千円】 

○地域ＳＯＳカード登録推進  【2,528 千円】 

○あんしん通報システム等  【16,874 千円】 

 



２１ 空家等対策推進事業 5,507 

特定空家等の是正、空家等の流通・利活用

の促進。 

 

○空家等対策協議会        【257 千円】 

○隣接地等取得費助成事業  【5,250 千円】 

 

２２ まちづくり調査検討事業 4,491 

平成３２年人口１３万人をめざすため都市

計画上の課題等の解消を図る。具体的には市

街化区域内の用途地域の変更、市街化調整区

域の規制緩和をめざす。 

 

○龍間地域のまちづくり検討業務 

【2,500 千円】 

○市の景観形成に関する調査検討業務 

【491 千円】 

○東部地域道路網築造に係る基礎調査業務 

【1,500 千円】 

 

２３ 
既存民間建築物耐震診

断・改修補助事業 
21,085 

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に関して補

助を行う。 

 

２４ 三世代家族推進事業 6,267 

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、

購入、リフォームに要する費用の補助を行う。 

 

２５ 都市浸水対策事業 88,302 

集中豪雨等により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。 

 

○住道北小貯留施設整備工事 【81,856 千円】 

○深野北地内水路改良工事に伴う設計業務 

              【6,446 千円】 

２６ 水路整備事業 216,975 

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。 

 

○新田地内水路・道路整備 【201,715 千円】 

○灰塚四丁目他地内水路   【9,338 千円】 

○太子田一丁目・二丁目地内水路 

【5,922 千円】 



２７ 都市公園再整備事業 241,891 

遊具など公園施設の実態調査および再整

備。 

 

○遊具点検業務             【5,200 千円】 

○野崎中公園実施設計業務     【5,489 千円】 

○西楠の里公園概略設計業務委託 

【1,522 千円】 

○新田中央公園整備工事等  【229,680 千円】 

 

２８ 中垣内浜公園新設事業 110,152 

中垣内浜公園は平成２８年度から４年間で

整備する計画であり、その２期目の工事を行

う。 

 

２９ 道路新設改良事業 594,663 

道路新設改良に必要となる用地取得・業務

委託・工事を行う。 

 

３０ 深野北谷川線新設事業 11,085 

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。 

 

３１ 
野崎駅・四条畷駅周辺整備

事業 
765,745 

市東北部の振興を図るため、JR 野崎駅、JR

四条畷駅の周辺で特色ある魅力的な整備を行

う。平成２９年度は、野崎駅橋上化に向けた

鉄道事業者との基本協定の締結や、用地買収

等を行う。 

 

３２ 地域公共交通事業 62,892 

東部地域のバス運行補助、公共バス運行等 

 

○巡回バス委託       【34,899 千円】 

○阪奈生駒線運行補助金   【14,000 千円】 

○地域公共交通検討業務委託等【13,993 千円】 

 

３３ 英語教育推進事業 1,491 

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、モデル校

において小学校英語教材「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。 

 

３４ 学力向上推進事業 13,917 

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、大東ステップ

アップ学習、市共通到達度確認テスト等を実

施する。 



３５ 家庭教育支援事業 12,409 

専門家や地域人材を活用した家庭教育支援

チームを組織し、すべての教育の出発点であ

る家庭において、保護者が安心して子育て・

教育ができるよう家庭訪問、悩みごとや困り

ごとなどの相談、家庭教育情報・学びの場の

提供など、家庭教育支援活動を行い、家庭教

育力の向上、教育環境の充実を図る。 

 

３６ 
学力強化プロジェクト 

事業 
3,301 

プロジェクトチーム学校訪問指導、学力向

上定期講座、授業力向上会議を開催する。 

 

３７ 
小中一貫教育モデル校 

プロジェクト事業 
4,991 

「開かれた魅力ある学校づくり」を目指す

ため、モデル校区において、本市の実情に合

った義務教育９年間のカリキュラムを再構築

するとともに、確かな学力、社会性および豊

かな心を育む。 

 

３８ 
飯盛城跡保存整備活用 

事業 
11,367 

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観

光資源として活用を図る。平成２９年度は、

専門委員会開催、石垣および遺構の確認調査、

古民家調査と併せた文献史料の調査等を行

う。 

 

 


