
令和３年度当初予算 主要事務事業（概要） 

 

１ 予算編成にあたっての基本的な考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和３年度主要事務事業（Ⅰ類） 

番

号 
事業名 

予算額 

（千円） 
事業概要 

１ 防災対策事業 49,850 

・大阪府新基準に基づき備蓄物資を整備すると共に

備蓄倉庫整備に伴う設計業務を行う。 

・法令等の経年変化、各種訓練等の成果に基づき地

域防災計画を改訂する。 

２ 全世代地域市民会議運営事業 18,406 市民会議の運営、活動に関し補助金を交付する。 

３ 公民連携総合調整事業 3,857 

・リードプロジェクトに係るプロモーションや次の

展開に必要な環境を整える。 

・民間提案を引き出し、プロジェクト化していく仕

掛けづくりを行う。 

４ 北条まちづくり推進事業（公共） 317,023 
・親水護岸の整備工事 

・橋梁の整備工事 

５ 新庁舎整備推進事業 2,671 

各会議体での議論や市民との対話などを通じて、具

体的な事業内容を盛り込んだ基本構想を策定し、設

計～施工へとつなげる。 

６ 行政改革推進事業 3,743 
RPA の本格導入及び効果検証を目的とした試行運用

を実施する。 

７ 安全・安心見守り事業 8,180 
多機能型カメラ、ビーコン機器を活用した見守りシ

ステムの利用に向けた周知・広報 

８ 
障害者が安心できるまちづくり

事業 
25,167 

・障害者の就労支援について、国の就労定着支援事

業とあわせて、職場定着支援事業を実施する。 

・グループホーム等の開設等に関し、補助金を交付

することでその設置促進を図り、障害者の住まいの

場の確保に取り組む。 

９ 子育て支援事業 27,220 
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。 

10 法人立保育所等整備費補助事業 229,736 
老朽化等の理由による施設の改修を希望する民間園

に対し、整備補助金を交付する。 

11 児童虐待防止事業 45,584 

・虐待防止ネットワークの強化 

・実務者・機関のスキルアップ連携強化 

・要保護児童等・親に対する支援充実 

 予算編成方針 

安心・安全・快適なまちづくり  

市民の幸せの増大 

強靭な財政基盤の確立 新たな時代に適合した行政サービス  

民間の 

発想力・資金力  

行政の 

資源  

公民連携の推進  

ＩＣＴやＡＩなど 

技術革新の活用 

行政サービスの向上  



番

号 
事業名 

予算額 

（千円） 
事業概要 

12 
子育て世代包括支援センター事

業（子ども） 
9,265 

・新しい生活様式に対応すべく、従来の利用者支援

事業に加え、オンラインを活用した事業の展開を図

る。 

・大阪産業大学との協働により、幅広い層への啓発

をめざす。 

13 子育て支援情報発信事業 1,735 スマートフォンアプリによる情報提供を行う。 

14 幼児教育・保育の無償化事業 92,286 
幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童の副

食費の無償化を実施する。 

15 
地域支援事業（高齢支援・介護予

防） 
235,719 

高齢者が住み慣れた地域で健康に生活を営めるよ

う、高齢者の虚弱化・要介護化を防ぎ自立支援を促

進する。 

16 地域支援事業（高齢支援・包括） 150,431 

地域包括支援センターが、中核機関となり、地域課

題の解消や医療・介護連携の強化を推進できるよう

体制整備を支援する。 

17 
子育て世代包括支援センター事

業（地域保健） 
11,664 相談支援業務の実施 

18 空家等対策推進事業 13,541 

・隣接地等取得費補助事業 

・空家リフォーム補助事業 

・専門家による相談会 等 

19 まちづくり調査検討事業 20,967 

・都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ・住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ計画策定 

・水路総合的利用基本計画 計画策定案の検討 

・連続立体交差事業 基本構想策定 

・東部山地部の活性化基礎調査 

20 
既存民間建築物耐震診断・改修

補助事業 
28,660 

・耐震診断、耐震設計・改修補助 

・地震ハザードマップの全戸配布 

21 三世代家族推進事業 12,817 
三世代の市内居住を目的とした子世帯の住宅の新

築、購入に要する費用を補助する。 

22 景観形成推進事業 3,664 R2.10 景観アドバイザー制度創設（R3.4.1～施行） 

23 地域公共交通事業 130,733 市内の東部地域や西部地域の交通体系の検討 

24 東部地域道路整備事業 1,377 新規事業箇所の土地調査等を行う。 

25 深野北谷川線新設事業 162,943 

・事業予定地の用地取得に係る土地鑑定、補償算定

及び用地買収を行う。 

・旧権現川接続部の整備工事を行う。 

26 都市公園再整備事業 188,741 
・都市公園等遊具撤去更新工事 

・都市公園基本設計業務委託 

27 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業 3,315,862 

野崎駅の橋上化及び立体駐輪場の整備、四条畷駅東

側ペデストリアンデッキ等の整備、事業用地の取得

を推進する。 

28 都市浸水対策事業 90,315 住道南小学校校庭貯留浸透施設整備工事 

29 水路整備事業 211,905 

・設計委託 

・水路整備工事 

・灰塚地内水路整備に伴う補償 

30 森林環境譲与税事業 8,357 

・通行道に面する危険樹木伐採による森林整備 

・森林整備に向けた意向調査のための地番整備 

・木質バイオマス利用促進 

31 企業立地促進事業 33,644 
・大東市住工調和条例及び要綱の運用 

・大東市企業立地促進補助制度の運用 



番
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32 大東ビジネス創造センター事業 29,650 
・センターの周知 

・相談支援の実施 

33 未来人材奨学金返還支援事業 8,774 
・関係機関及び対象者への事業の周知を図る。 

・奨学金返還補助業務を実施する。 

34 夢をかなえる起業応援補助事業 3,000 
・関係機関及び対象者への事業の周知を図る。 

・夢をかなえる起業応援補助事業を実施する。 

35 市内企業 DX 推進事業 3,325 

・ICT リテラシーの向上 

・継続的な DX 推進事業者育成 

・市内企業の DX 推進課題の傾向分析 

36 大東の魅力づくり事業 21,434 

大東市ブランドＰＲを軸に据え、魅力資源を活かし

たシティプロモーションコンテンツを開発し、オン

ラインをはじめ、多様な媒体で発信する。 

37 
オリンピックパラリンピックを

活用した地域活性化事業 
91,075 

コロンビア共和国のホストタウンとして、安全を重

視した万全の体制で事前キャンプを受入れ最大限の

支援を行うとともに、交流事業やパブリックビュー

イング等の応援イベントを実施。 

38 飯盛城跡保存整備活用事業 20,713 

・石垣の分布調査と測量調査 

・報告会・スポット展示の開催 

・周知用パンフレットの作成 

・飯盛城跡の周辺整備 

39 家庭教育支援事業 41,768 

・小学 1 年生全家庭を対象としたアウトリーチ型支

援の実施 

・「いくカフェ」の実施 

・家庭教育応援企業等登録制度の実施 

・親学習の充実 

40 英語教育推進事業 1,439 

・大東市英語教育推進研修(年 6 回)開催 

・小学校英語教材「DREAM」全校全学年活用 

・Daito English Trial(中学生英検受験の助成) 

41 GIGA スクール推進事業 32,235 

・効果的な運用支援のためＩＴ民間企業よりアドバ

イザリースタッフを通年で招聘する。 

・校内 LAN通信ネットワーク及び端末の保守を行う。 

・Think Board の運用を進めることで家庭学習の充

実を図る。 

42 学力向上推進事業 19,618 

・市共通到達度確認テスト、大東教員スキルアップ

講座、ふるさとジュニア検定等の実施 

・学校訪問指導及び外部アドバイザーの助言の活用 

 


