
主　　要　　施　　策  

豊　　　中　　　市

令和2年度（2020年度）の主な取組み



☆教育文化先進都市　とよなか

１．子育ち・子育て支援
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

教育・保育施設の認可定員及び受け入れ枠 こども未来部 こども政策課 1 104

教育・保育施設の認可定員及び受け入れ枠 こども事業課

子育て給付課

 

令和2年度（2020年度）の主な取組み



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

私立認定こども園等整備事業（私立認定こども園等整備費本年度支出額） 627,000 こども未来部 こども政策課 1 114

民間保育所の整備等による待機児童ゼロ維持の取組み

　　【継続費　平成30年度～平成34年度　1,773,000千円・私立認定こども園等整備事業】【継続費　平成30年度～令和4年度　1,773,000千円・私立認定こども園等整備事業】

「子育ち・子育て支援行動計画」の推進 12,940 こども未来部 こども政策課 3 102

・子どもの居場所ネットワーク事業の推進 (7,000)

　子どもの居場所コーディネーターの配置、人材バンク、ポータルサイト開設

【債務負担行為　令和3年度～令和4年度　11,500千円】

ワークライフバランスの推進 1,230 こども未来部 こども政策課 1 104

・とよなかイクボスの推進 (910)

【拡充】私立認定こども園等運営助成 2,423,859 こども未来部 こども事業課 1 113

・保育定員確保緊急対策事業 (10,500)

　2号認定児への切替えや弾力化による受入れ枠の拡充等に対する助成

【拡充】私立認定こども園等給付 9,798,102 こども未来部 こども事業課 1 113

・保育定員確保緊急対策事業 (15,600)

　2号認定児受入れ枠の拡充等に伴う給付費

【拡充】私立幼稚園振興助成金 29,086 こども未来部 こども事業課 1 114

・保育定員確保緊急対策事業

　（仮称）預かり保育充実幼稚園に対する住宅家賃補助金

【債務負担行為　令和3年度　14,400千円】

【拡充】公立こども園整備事業 41,174 こども未来部 こども事業課 1 114

原田こども園、てらうちこども園設計及び改修工事費

【債務負担行為　令和3年度～令和4年度　958,800千円】

【拡充】公立こども園施設運営 1,551,135 こども未来部 こども事業課 1 110

・非常変災時の対応のための備蓄（液体ミルクなどをこども園で備蓄） (1,462)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

【拡充】家庭児童相談事業 23,415 こども未来部 こども相談課 - 107

・いじめ・児童虐待の防止対策 (5,811)

　いじめ・児童虐待防止担当管理職の配置等子ども家庭総合支援拠点強化

　SNS等によるいじめの実態調査

　市民フォーラムや学校区単位での講演会の開催及び公共機関等での周知活動

・こども専用LINE相談窓口の開設 (2,978)

児童発達支援事業等民間委託 96,245 こども未来部 こども相談課 4 112

・単独通所事業の民間委託 (75,142)

（令和元年度は、児童発達支援事業（個別療育事業）及び障害児一時預かり事業を委託実施）

【債務負担行為　平成30年度～令和5年度　404,300千円】

【拡充】こども療育相談事業 11,348 こども未来部 こども相談課 4 112

・子育て発達支援プログラム（ペアレント・プログラム、ペアレント・トレーニング）の実施による保護者支援の拡充 (692)

障害児福祉計画の推進 484 こども未来部 こども相談課 4 108

・第2期豊中市障害児福祉計画を第6期豊中市障害福祉計画と一体的に策定 (453)

・医療的ケア児等実態調査（アンケート）の実施 (26)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　400千円】

【拡充】認定こども園等入園 46,921 こども未来部 子育て給付課 1 104

・保育定員確保緊急対策事業 (1,155)

　施設利用の案内冊子作成委託

・AI入所選考ツール導入 (8,580)

【拡充】ひとり親家庭支援事業 14,310 こども未来部 子育て給付課 3 109

・養育費保証制度の創設 (904)

《新規》ICT利活用の推進 25,647 都市経営部 創造改革課 51 33

・ICT見守りサービスの実施 (63)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

【拡充】放課後居場所づくり事業 8,974 教育委員会 学び育ち支援課 3 223

すべての小学生を対象とした、放課後の安心・安全な居場所づくりとしての校庭開放事業の推進

２．学校教育

教育振興計画の推進 7,448 教育委員会 教育総務課 - 196

・次期教育振興計画策定に向けた調査・検討支援業務 (6,700)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　6,700千円】

学校の適正規模にかかる企画立案 11,151 教育委員会 学校教育課 5 192

義務教育学校・（仮称）庄内さくら学園の開校準備

義務教育学校・（仮称）南校の整備に係る事業手法の検討

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　9,400千円】

【拡充】英語・外国語教育の推進 67,710 教育委員会 学校教育課 6 199

・外国人英語指導助手の庄内さくら学園中学校への常駐及び各小学校への派遣期間の拡充 (67,500)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　59,300千円】

学校評議員会 226 教育委員会 学校教育課 - 193

学校・家庭・地域の連携協力推進事業 148 学び育ち支援課 222

・コミュニティ・スクール制度の検討 (93)

【拡充】小学校35人学級の推進 3,388 教育委員会 教職員課 6 195

・教職員確保に向けた取組み (750)

・小学校3年生35人学級のための市費任期付講師の確実な配置 (2,638)

【拡充】スクールソーシャルワーカー活用事業 28,427 教育委員会 児童生徒課 - 207

小中学校へのスクールソーシャルワーカー派遣の拡充

（仮称）庄内さくら学園整備事業 571,313 教育委員会 学校施設管理課特任主幹 5 210

（仮称）庄内さくら学園及び（仮称）南部コラボセンターの建設に伴う旧校舎解体及び遺跡発掘調査等

【債務負担行為　令和元年度～令和3年度　712,700千円】



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

【拡充】教育情報化推進事業（小学校管理費） 396,835 教育委員会 教育センター 6 211

・有線LANネットワーク（35校）10Gbps対応整備

（一般会計補正予算第8号（令和2年3月）・令和元年度から明許繰越　643,400千円）

・小学校（小5～小6）児童数分の3分の1タブレットPC整備 (182,000)

【拡充】教育情報化推進事業（中学校管理費） 341,080 教育委員会 教育センター 6 217

・有線LANネットワーク（15校）10Gbps対応整備

（一般会計補正予算第8号（令和2年3月）・令和元年度から明許繰越　276,000千円）

・庄内さくら学園中3一人1台及び中学校（中1～中3）生徒数分の3分の1タブレットPC整備 (224,000)

【拡充】要・準要保護生徒就学援助（中学校） 130,818 教育委員会 教育総務課 - 220

・中学校の修学旅行費の拡充 (36,900)

３．学校施設の整備

《新規》長寿命化計画の推進 14,003 教育委員会 学校施設管理課特任主幹 7 195

学校施設長寿命化計画策定業務　

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　14,100千円】

《新規》小学校耐震化事業 102,210 教育委員会 学校施設管理課特任主幹 7 215

市立小学校渡り廊下等の耐震診断・設計業務　

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　105,600千円】

《新規》中学校耐震化事業 49,979 教育委員会 学校施設管理課特任主幹 7 220

市立中学校渡り廊下等の耐震診断・設計業務

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　53,400千円】

【拡充】小学校施設運営（学校施設管理課） 309,553 教育委員会 学校施設管理課 7 212

・体育館へ熱中症対策のため大型スポットクーラーを設置 (46,200)

【拡充】中学校施設運営（学校施設管理課） 111,492 教育委員会 学校施設管理課 7 218

・体育館へ熱中症対策のため大型スポットクーラーを設置 (26,180)



４．生涯学習
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

中央図書館構想の策定 4,442 教育委員会 読書振興課 8 228

・（仮称）中央図書館基本構想策定支援業務委託 (4,400)

文化財の保護、活用及び啓発 6,950 教育委員会 社会教育課 9 231

・（仮称）郷土資料館構想の取組み (20)

【拡充】名勝西山氏庭園整備事業 13,934 教育委員会 社会教育課 - 232

耐震構造調査委託・防災設備設置委託

《新規》青年の家改修整備事業 13,681 教育委員会 社会教育課 - 233

青年の家いぶき大規模改修にかかる設計委託

５．文化芸術の振興

【拡充】文化行政推進事業 33,889 都市活力部 文化芸術課 11 36

・（仮称）子どもアートフェスティバルの開催 (11,973)

【債務負担行為　令和2年度　10,400千円】

・文化芸術振興助成金制度（クラウドファンディングコース新設） (7,000)

・文化芸術推進基本計画策定業務委託 (2,200)

６．体育施設の整備

二ノ切温水プール整備事業 1,266,723 都市活力部 スポーツ振興課 12 61

建替え工事

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　1,345,800千円】

千里体育館空調設置等改修事業 405,240 都市活力部 スポーツ振興課 12 61

空調設置等工事

【債務負担行為　令和2年度　532,600千円】



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

武道館ひびき整備事業 22,210 都市活力部 スポーツ振興課 12 62

空調設置等実施設計

柴原体育館整備事業 63,389 都市活力部 スポーツ振興課 12 62

空調設置等工事

高川スポーツルーム整備事業 21,604 都市活力部 スポーツ振興課 12 62

空調更新等工事

【債務負担行為　令和3年度　32,500千円】

庄内温水プール跡地整備事業 都市活力部 スポーツ振興課 12 62

第二期工事（旧管理棟及びウエルネス広場改修、エレベーター設置等）

（一般会計補正予算第7号（令和元年12月）・令和元年度から明許繰越　296,889千円）

豊中ローズ球場整備事業 29,766 都市活力部 スポーツ振興課 12 62

改修基本・実施設計

【債務負担行為　令和2年度　73,700千円】

☆まちづくり先進都市　とよなか

１．都市計画

穂積菰江線整備事業 324,680 都市基盤部 基盤整備課 22 177

【債務負担行為　令和3年度　63,600千円】

家屋調査

【債務負担行為　令和2年度　800千円】

曽根島江線整備事業 17,000 都市基盤部 基盤整備課 22 177

【債務負担行為　令和3年度～令和5年度　66,000千円】



２．公共交通
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

公共交通改善事業 30,349 都市基盤部 交通政策課 21 159

西部地域デマンド型乗合タクシーの運行

東西軸バス路線の強化、南部地域デマンド型乗合タクシーの運行に向けた準備

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　7,000千円】

鉄道駅安全対策事業 21,868 都市基盤部 交通政策課 - 163

大阪モノレール少路駅の可動式ホーム柵等整備にかかる補助金交付

３．安全で快適な移動空間の整備

横断歩道橋改修事業 85,300 都市基盤部 基盤整備課 - 160

定期点検及び長寿命化修繕計画の改定及び長興寺歩道橋の修繕工事

道路橋長寿命化事業 87,400 都市基盤部 基盤整備課 - 160

赤塚橋（上新田第2号線）の修繕工事と北新田橋の定期点検

利倉橋整備事業 825,000 都市基盤部 基盤整備課 - 160

【債務負担行為　令和2年度　255,000千円、令和2年度～令和3年度　727,000千円、令和3年度  30,000千円】

住居地区バリアフリー整備事業 50,000 都市基盤部 基盤整備課 27 163

事業計画（大池・蛍池・桜井谷・刀根山・桜井谷東小学校区）に基づく設計による工事

歩道改良整備事業 100,800 都市基盤部 基盤整備課 - 163

平塚熊野田線の測量と詳細設計

曽根箕面線の歩道改良工事

自転車通行空間整備事業 34,000 都市基盤部 基盤整備課 27 163

曽根服部緑地線、阪急東側線の自転車通行空間整備工事



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

街路樹更新事業 20,000 都市基盤部 基盤保全課 - 161

街路樹植替工事

路面下空洞調査事業 36,000 都市基盤部 基盤保全課 - 162

路面下空洞調査（平成26年度空洞調査路線（車道）/2回目）

主要道路舗装事業 142,000 都市基盤部 基盤保全課 - 162

市内市道（主要道路）舗装工事

生活道路舗装事業 100,000 都市基盤部 基盤保全課 - 162

境界測量、詳細設計

市内市道（生活道路）舗装工事

神崎刀根山線舗装事業 48,000 都市基盤部 基盤保全課 - 162

神崎刀根山線（上野坂地内（南側））舗装工事

深井戸点検システム整備事業 8,239 都市基盤部 基盤保全課 - 168

計測機器を設置し、深井戸の予防保全を図ります。そのことにより、運転状況が容易に把握でき、異常事態にも

即時に対応できます。

４．南部地域

【拡充】南部地域活性化構想の推進 16,488 都市経営部 創造改革課 14 30

・学校跡地個別活用計画（島田小・野田小・第十中）の策定 (3,000)

・南部地域における交通インフラ将来構想検討業務 (10,000)

【債務負担行為　令和3年度　10,000千円】

市街地再開発（庄内・豊南） 10,351 都市計画推進部 市街地整備課 23 172

・神崎川駅周辺まちづくり構想策定事前調査業務 (3,751)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業 564,515 都市計画推進部 市街地整備課 14 176

・大島町地区主要生活道路整備 (310,505)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　47,100千円】

（一般会計補正予算第8号（令和2年3月）・令和2年度へ明許繰越　38,000千円）

・庄内・豊南町地区主要生活道路整備 (90,050)

・木造住宅等除却費補助 (160,000)

公共用地先行取得事業（市街地整備課） 74,416 都市計画推進部 市街地整備課 14 273

大島町地区主要生活道路整備用地取得

（公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号（令和2年3月）・令和2年度へ明許繰越　217,938千円）

公共用地先行取得事業（基盤整備課） 8,300 都市基盤部 基盤整備課 22 273

都市計画道路曽根島江線道路用地取得

大阪音楽大学周辺整備事業 9,000 都市基盤部 基盤整備課 - 161

庄内北回り線の詳細設計

穂積菰江線整備事業（再掲） 324,680 都市基盤部 基盤整備課 22 177

【債務負担行為　令和3年度　63,600千円】

家屋調査

【債務負担行為　令和2年度　800千円】

曽根島江線整備事業（再掲） 17,000 都市基盤部 基盤整備課 22 177

【債務負担行為　令和3年度～令和5年度　66,000千円】

５．千里中央地区周辺

千里中央駅前広場再整備事業 5,830 都市基盤部 交通政策課 15 159

区画整理事業検討に伴う事業化支援及び周辺整備計画の詳細検討



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

千里地区歩路橋改修事業 27,000 都市基盤部 基盤整備課 - 160

【債務負担行為　令和3年度　117,000千円】

北新田橋整備事業 20,000 都市基盤部 基盤整備課 - 161

関係機関との協議資料を作成

千里中央地区再整備 13,556 都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課 15 170

千里中央地区の活性化に向けた協議、調整等

《新規》千里中央地区再整備事業 9,380 都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課 15 176

東町中央ゾーンの再整備に向けた土地区画整理事業の検討等

【債務負担行為 令和元年度～令和2年度　10,000千円、令和2年度～令和3年度　4,000千円】

６．豊中駅周辺

都市・地域拠点の活性化の推進 9,885 都市計画推進部 市街地整備課 20 170

・豊中駅周辺再整備構想策定支援業務 (9,581)

《新規》螢池駅西自動車駐車場再整備事業 13,750 都市計画推進部 市街地整備課 50 176

螢池駅西自動車駐車場再整備基本設計

７．服部天神駅周辺

服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費） 76,890 都市計画推進部 市街地整備課 18 176

服部天神駅周辺地区沿道整備街路事業に係る包括支援業務

【債務負担行為　令和元年度～令和6年度　236,100千円】



８．大阪国際空港を活かしたまちづくり
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

空港を活かしたまちづくり推進事業 3,590 都市活力部 空港課 26 42

・就航都市文化交流事業 (693)

空港周辺対策事業 2,256 都市活力部 空港課 26 45

大阪国際空港周辺都市対策協議会負担金ほか

大阪国際空港周辺地区整備事業 8,608 都市活力部 空港課 26 46

大阪国際空港周辺地域整備構想素案策定業務

９．上下水道事業

漏水防止対策の推進 24,000 上下水道局技術部 水道維持課 - -

漏水調査委託

配水管増補改良事業 1,943,229 上下水道局技術部 水道建設課 - -

水道管路の新設・更新（新配水管整備事業第7期）

老朽化した管路の更新

管路の耐震化

管路の耐震ネットワークの構築

施設整備事業 527,330 上下水道局技術部 浄水課 - -

・配水施設の改築・更新 (527,225)

庄内栄町配水ブロック計装設備更新工事

柿ノ木受配水場受変電設備更新工事

【債務負担行為 令和2年度～令和3年度　810,000千円】

収支の状況 上下水道局経営部 総務課 - -

事業計画 経営企画課

【別表②参照】

一般会計からの繰入金（水道事業） 394,111 上下水道局経営部 総務課 - -



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

管渠築造事業（一部管渠費を含む） 1,847,196 上下水道局技術部 下水道建設課 - -

・浸水対策事業 (127,960) 下水道管理課

雨水管の設置（新免幹線） 下水道施設課

【債務負担行為　令和2年度～令和5年度　2,387,000千円】

  浸水シミュレーション・ 浸水ハザードマップ更新

・下水道管路の改築更新 (893,000)

　第1期ストックマネジメント計画に基づく改築更新工事（服部豊町2丁目地内外）

　第2期ストックマネジメント計画策定に係る詳細調査等

・下水道取付管更新事業 (151,000)

   取付管更新工事及び調査

・ポンプ場の改築更新 (508,364)

   小曽根第1ポンプ場№2雨水ポンプ設備更新工事

利倉ポンプ場自動除塵機更新工事

小曽根第１ポンプ場№1、4電動ポンプ設備更新工事

【債務負担行為 令和3年度 176,000千円】

小曽根第１ポンプ場電気設備更新工事

【債務負担行為 令和3年度 510,000千円】

庄内終末処理場建設事業 1,422,902 上下水道局技術部 下水道施設課 - -

・施設の耐震化 (330,000)

1系ポンプ場耐震補強工事

・施設の改築更新 (1,053,002)

　監視制御設備更新工事

　水処理施設表面保護工事

　2系№2雨水ポンプ設備更新工事

【債務負担行為 令和3年度 459,000千円】

収支の状況 上下水道局経営部 総務課 - -

事業計画 経営企画課

【別表③参照】

一般会計からの繰入金（公共下水道事業） 3,031,591 上下水道局経営部 総務課 - -



☆安全安心・健康先進都市　とよなか

１．地域福祉
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

福祉総合相談支援事業 6,700 福祉部 地域共生課 31 76

学校と福祉など制度・分野を超えた連携の拡充により相談支援ネットワークの構築に取り組みます。 36

交流・支え合いの場づくり推進事業 7,656 福祉部 地域共生課 31 76

地域において分野や世代を超えて交流する場や機会を充実し、支え合い･つながりづくりを進めます。

２．高齢福祉・介護予防

介護保険施設等施設整備補助金（老人福祉施設整備費） 258,300 福祉部 長寿社会政策課 - 99

民間事業者が行う介護保険施設等の整備に対する補助金

介護保険事業運営委員会 8,910 福祉部 長寿社会政策課 - 250

・第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定支援業務 (6,200)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　6,200千円】

地域包括支援センター運営支援・管理業務（総合相談事業費） 153,399 福祉部 長寿安心課 - 260

地域包括支援センター運営支援・管理業務（権利擁護事業費） 125,904 261

地域包括支援センター運営支援・管理業務（包括的・継続的支援事業費） 137,014

地域の高齢者の身近な相談窓口として体制強化を図ります。

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　389,900千円】

通所訪問型短期集中サービス事業 22,008 福祉部 長寿安心課 - 266

介護予防・自立支援をさらに推進するため、保健・医療の専門職により提供されるサービスの実施箇所を拡大

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　20,500千円】

介護予防普及啓発事業 673 福祉部 長寿安心課 - 267

認知症の理解を促すため、認知症予防教室の取り組みを強化



３．障害福祉
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

2,944 福祉部 障害福祉課 33 81

重度障害者が大学等に修学する際、大学等が支援体制を構築できるまでの間、通学中及び学内における

身体介護サービス等を提供

1,274 福祉部 障害福祉課 - 81

・『豊中市手話言語アクションプラン』に基づく映像発信・啓発事業の実施 (981)

3,785 福祉部 障害福祉課 - 81

第６期豊中市障害福祉計画を第２期豊中市障害児福祉計画と一体的に策定

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度　3,600千円】

3,700 福祉部 障害福祉課 33 82

一定の医療的ケアのある重症心身障害者を受け入れている生活介護事業所に対して運営にかかる

補助金を交付

40,204 福祉部 障害福祉課 33 100

民間事業者が行う障害者グループホームの新設に対する補助金

143,309 福祉部 障害福祉課 - 101

障害福祉センターひまわり（3階体育館天井及び空調）改修工事

４．保健医療

【拡充】健康政策の推進 32,405 健康医療部 健康政策課 32 120

・健康マイレージ市独自ポイントの実施 (6,399)

【拡充】定期の予防接種（A類疾病） 1,059,420 健康医療部 保健予防課 - 124

・ロタウイルス感染症の定期予防接種 (55,702)

【拡充】乳幼児健康診査 87,307 健康医療部 母子保健課 4 126

・新生児聴覚検査の費用助成 (5,670)

障害者福祉施設整備補助

障害福祉センター施設整備事業

《新規》重度訪問介護利用者の大学修学支援事業

障害者啓発活動

【拡充】障害者長期計画・障害福祉計画の推進

《新規》医療的ケアのある重症心身障害者支援にかかる施設運営補助



５．国民健康保険
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

国民健康保険事業 健康医療部 保険給付課 - -

保険料率

　（医療分[基礎賦課額]）

　　所得割100分の8.18（100分の7.97→100分の0.21引上げ）

　　被保険者別均等割27,542円（26,424円→1,118円引上げ）

　　世帯別平等割26,223円（24,333円→1,890円引上げ）

　（後期高齢者支援金等分）

　　所得割100分の2.41（100分の2.35→100分の0.06引上げ）

　　被保険者別均等割8,720円（8,561円→159円引上げ）

　　世帯別平等割7,652円（7,097円→555円引上げ）

　（介護納付金分）

　　所得割100分の2.19（100分の2.08→100分の0.11引上げ）

　　被保険者別均等割15,593円（14,559円→1,034円引上げ）

賦課限度額

　（医療分[基礎賦課額]）

　　630,000円（610,000円→20,000円引上げ）

　（後期高齢者支援金等分）

　　190,000円（前年度据え置き）

　（介護納付金分）

　　170,000円（160,000円→10,000円引上げ）

【拡充】特定健康診査・特定保健指導 236,903 健康医療部 健康政策課 32 243

【拡充】保健事業（保健衛生普及費） 11,361 保険給付課

・健康マイレージ市独自ポイントの実施 (11,581)



６．病院事業
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

《新規》病院運営計画新プランの策定 7,000 市立豊中病院 総務企画課 - -

「2025年問題」をはじめ、当院を取り巻く医療環境の変化に対応した「市立豊中病院運営計画」及び

「市立豊中病院運営計画実施計画」を策定します（現運営計画の見直し）。

《新規》がんゲノム医療の推進 15,000 市立豊中病院 総務企画課 - -

国が進めるがんゲノム医療の推進を図るため、必要な診療体制を整備するとともに、がんゲノム医療を担う

拠点病院との連携体制を確立します。「がんゲノム医療連携病院」の指定をめざします。

医療機器等整備事業 705,439 市立豊中病院 総務企画課 - -

・臨床検査機器一式更新 (136,458)

・手術室　生体情報モニタリングシステム更新 (86,454)

・集中治療室　生体情報モニタリングシステム更新 (77,577)

・内視鏡システム関連機器更新 (35,694)

・全身麻酔器（3台）更新 (24,265)

施設設備改良事業 415,020 市立豊中病院 総務企画課 - -

・空調設備更新工事 (200,000)

【債務負担行為　令和3年度　240,000千円】

・空調用ポンプ取替工事 (105,650)

収支の状況 市立豊中病院 総務企画課 - -

事業計画

【別表①参照】

一般会計からの繰入金 2,280,944 市立豊中病院 総務企画課 - -

７．地域自治

地域自治システムの運用 36,064 市民協働部 コミュニティ政策課 35 11

地域自治組織の活動支援（対象校区の増加、地域づくり活動計画策定支援）



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

地域自治組織の形成支援 7,302 市民協働部 コミュニティ政策課 35 11

地域の自主的な取組みに対する支援（対象校区の増加）

８．危機管理対策

【拡充】自主防災体制推進事業 5,310 危機管理課 危機管理課 30 189

・地域防災力の更なる向上のため、とよなか防災アドバイザーを地域へ派遣 (1,000)

避難関連事業 44,162 危機管理課 危機管理課 28 190

・市内指定緊急避難場所や指定避難所に設置している避難所看板の更新 (33,000)

【拡充】備蓄物資整備・管理事業 35,963 危機管理課 危機管理課 - 190

地域防災計画に基づき、大規模災害時における備蓄物資の拡充

【拡充】公立こども園施設運営（再掲） 1,551,135 こども未来部 こども事業課 1 110

・非常変災時の対応のための備蓄（液体ミルクなどをこども園で備蓄） (1,462)

【拡充】本庁舎整備事業 678,967 総務部 行政総務課 - 58

・議会棟議場天井及び２階トイレ改修工事 (23,557)

【債務負担行為　令和3年度　　35,400千円】

・第一庁舎トイレ改修設計委託 (4,588)

耐震診断・改修促進事業 9,387 都市計画推進部 建築審査課 37 153

・「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」の中間検証 (6,556)



９．救急・消防
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

消防車両の更新整備 293,044 消防局 警防課 - 191

・高規格救急自動車　　　1台 (35,891)

・救助工作車　　　1台 (203,401)

・消防ポンプ自動車　　　1台 (46,044)

・小型動力ポンプ台車付（消防団）　　　1台 (2,408)

・応急手当普及啓発広報車　　　1台 (3,155)

・テロ対策用特殊救助資機材（陽圧式化学防護服）　　　5着 (2,145)

耐震性貯水槽の整備 29,200 消防局 警防課 - 192

北町2丁目第3公園（60㎥）　　　1基　設置

１０．住宅施策

《新規》三世代同居・近居支援事業 15,500 都市計画推進部 住宅課 38 180

市外在住の子育て世帯が市内に住む親世帯と同居または近居するための住宅の取得費用や

リフォーム費用の補助

市営岡町北住宅１・２棟整備事業 427,047 都市計画推進部 住宅課 37 180

岡町北住宅１・２棟と西谷住宅１～４棟を、岡町北住宅１・２棟の敷地に集約建替えします。

１１．環境施策

環境基本計画の推進 4,398 環境部 環境政策課 42 43

第３次環境基本計画の進行管理として、環境に関する「協働の取組みに関する意見交換会」の実施や

環境報告書の公表を行います。

地球温暖化防止地域計画の推進 28,423 環境部 環境政策課 42 44

・家庭用燃料電池システム設置補助 (5,700)

・住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助 (4,500)

・住宅の窓断熱リフォーム支援補助 (1,200)

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）普及促進補助 (600)

・地域と連携した地球温暖化対策活動推進事業 (8,000)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業 54,151 環境部 公園みどり推進課 - 61

特別会計先行取得用地の一般会計での買戻し

公園安全安心対策事業 87,000 環境部 公園みどり推進課 - 178

・都市公園における都市公園移動等円滑化基準への適合整備 (17,800)

・老朽化した公園施設の改築・更新 (47,200)

・老朽化した公園施設の改築・更新

　（一般会計補正予算第8号（令和2年3月）・令和元年度から明許繰越　29,000千円）

・法面安全対策工事の設計委託 (22,000)

公園整備・小改良事業 36,000 環境部 公園みどり推進課 - 178

既存公園の改修・改良

【拡充】公園等有効活用事業 187,530 環境部 公園みどり推進課 28 178

・防災公園の設計委託 (8,860)

【債務負担行為　令和元年度～令和2年度 8,900千円】

・防災公園の整備 (92,960)

・大阪国際空港場外用地（移転補償跡地）児童遊園敷地の買取 (63,010)

ふれあい緑地施設整備事業 14,000 環境部 公園みどり推進課 - 178

ふれあい緑地６街区の園路整備

《新規》し尿処理施設基本構想策定業務 5,984 環境部 事業ごみ指導課 - 138

し尿処理施設に関する基本構想の策定

１２．若者支援

若者支援事業 14,164 市民協働部 くらし支援課 39 6

・若者自立支援計画の中間見直しを実施 (902)



１３．就労支援
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

就労支援事業 171,159 市民協働部 くらし支援課 41 142

就職氷河期世代や高年齢者等の就労困難者を対象とした地域就労支援事業を実施

１４．人権・平和施策

外国人向け市政案内・相談窓口 3,538 人権政策課 人権政策課 - 6

外国人向け市政案内・相談窓口の充実

多文化共生施策の推進 8,058 人権政策課 人権政策課 - 6

・多言語防災マップの作成 (3,000)

・外国人のための日本語教室の実施 (1,000)

男女共同参画計画の推進 4,381 人権政策課 人権政策課 - 51

・男女共同参画施策推進にかかる市民意識調査 (3,500)

・女性活躍推進に関するニーズ調査 (700)

国際交流センター施設運営管理 72,788 人権政策課 人権政策課 - 53

外国人のための相談サービスの充実

国際交流センター施設管理 27,723 人権政策課 人権政策課 - 53

・外国人のための相談サービス体制整備の充実 (5,834)

男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業 6,872 人権政策課 人権政策課 - 59

空調設備の基本設計

国際交流センター改修事業 6,243 人権政策課 人権政策課 - 63

空調設備の基本設計

《新規》相談及び人権平和啓発事業 26,681 人権政策課 人権政策課 - 94

・人権平和センターでの平和啓発事業の推進 (22,530)

・戦争体験等映像記録作成 (2,715)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

人権平和センター豊中改修事業 132,406 人権政策課 人権政策課 - 100

・空調設備更新及び内装等改修工事の実施 (126,367)

☆魅力活力先進都市　とよなか

１．豊中ブランドの推進

【拡充】本庁舎管理事業 310,710 総務部 行政総務課 - 15

・第一庁舎１階改修 (11,083)

　各種事業の啓発など市の情報発信拠点とするための改修

【拡充】表彰・顕彰事務 6,920 都市経営部 秘書課 - 6

・名誉市民顕彰事業 (1,630)

サンマテオ市姉妹都市交流 2,005 都市活力部 魅力創造課 43 35

女子ソフトボール親善交流事業などへの支援

【拡充】魅力創造・発信の企画調整 6,369 都市活力部 魅力創造課 43 35

地域資源を活用し、音楽やアートを切り口にした交流・にぎわい創出事業の実施

・ペイントピアノプロジェクト (947)

・グリーンスポーツセンターオープニングイベント (2,288)

・とよなかブランド推進ネットワーク会議企画事業 (500)

シティプロモーション事業 2,563 都市活力部 魅力創造課 43 35

大正から昭和初期の本市の歴史を市内外へ発信

・全国高校ラグビー100回大会PR事業 (800)

・曽根駅界隈(北大路魯山人・大阪星岡茶寮)の歴史・生活文化発信事業 (1,119)

豊中魅力アップ助成金 9,680 都市活力部 魅力創造課 43 35

クラウドファンディングコースの新設と外国人観光客との交流事業などの支援



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

沖縄市兄弟都市交流 818 都市活力部 魅力創造課 43 36

民間交流事業への支援

生涯スポーツ振興事業 16,030 都市活力部 スポーツ振興課 44 37

・全国高校ラグビー100回大会記念事業 (3,168)

２．産業振興

【拡充】産業振興事業 8,173 都市活力部 産業振興課 45 147

・「（仮称）新・産業ビジョン」の策定 (7,500)

【拡充】中小企業チャレンジ事業補助関係 12,061 都市活力部 産業振興課 - 147

中小企業チャレンジ事業補助金制度（コミュニティビジネスコースの新設とクラウドファンディングによる支援）

３．農業振興

《新規》都市農業振興計画 1,225 都市活力部 産業振興課 46 144

都市農業振興基本計画の進行管理を行います。

深井戸点検システム整備事業（再掲） 8,239 都市基盤部 基盤保全課 - 168

計測機器を設置し、深井戸の予防保全を図ります。そのことにより、運転状況が容易に把握でき、異常事態にも

即時に対応できます。

深井戸ポンプ整備 9,313 都市基盤部 基盤保全課 - 168

市内21箇所の農業用深井戸ポンプに対し井戸内浚渫やカメラ調査等の計画的な整備を行います。

☆市民サービス先進都市　とよなか



１．経営戦略
予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

工事等契約事務 383 総務部 契約検査課 52 11

入札制度の一部見直し

予定価格の公表方法の見直し

総務業務の支援 10,676 総務部 行政総務課 51 14

・WEB会議システムの導入 (2,819)

・コミュニケーションツールの導入 (998)

　ICTを活用したコミュニケーションツール（チャット、サンクスカード等）の試行導入

給与関係事務 77,691 総務部 職員課 51 17

・テレワーク（ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方）及び時差出勤の実施 (10,321)

【拡充】採用試験事務 11,914 総務部 人事課 51 17

・採用試験において多くの民間企業が活用する適性検査の導入 (5,300)

人事管理関連業務 18,918 総務部 人事課 51 17

・民間企業等との人材交流 (6,000)

市主催研修 7,846 総務部 人事課 51 40

市民や市内事業所との交流を通じて学び、つながる研修の実施

行政系ネットワーク管理 177,994 総務部 情報政策課 51 18

・行政系ネットワークの無線化 (7,394)

庁内情報端末の管理 192,310 総務部 情報政策課 51 18

・テレワーク用端末の賃貸借 (477)

住民情報システムの運用 640,005 総務部 情報政策課 51 19

・端末利用環境改善、運用管理の効率化、コスト削減を図るため、住民情報系ネットワークを (111,116)

行政系ネットワークに物理的に統合



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

市政等の市民への説明と対話 93 都市経営部 広報戦略課 ‐ 8

・市長ふれあいトーク (63)

インターネットを活用した情報発信等 4,638 都市経営部 広報戦略課 - 24

広報とよなか等の発行 140,215

市内外の方に共感を得られるよう、SNSや広報誌などを積極的に活用した情報発信を実施します。

【拡充】公民連携の推進 1,195 都市経営部 創造改革課 51 33

公民学連携プラットフォームの設置

民間事業者・NPO・大学・豊中市など、多様な主体が連携し、行政課題を解決するアイデアを出し合い、

実践するためのネットワークを設置します。

《新規》ICT利活用の推進 （再掲） 25,647 都市経営部 創造改革課 51 33

・RPA、AI-OCRソフトウェアの本格導入 (25,368)

都市政策研究事業 7,633 都市経営部 とよなか都市創造研究所 - 33

市の持続的な発展と市政の推進に資するよう、中長期的な視点に立った都市政策にかかる研究テーマについて、

関係部局や機関と連携しながら調査研究を行います。

都市政策に関する人材育成事業 7,345 都市経営部 とよなか都市創造研究所 - 34

地域課題の解決やまちの活性化を実践する人材を育成する「とよなか地域創生塾」第4期開校

《新規》包括施設管理事業 215 財務部 資産管理課 - 16

市有施設の保守・法定点検及び小規模修繕業務を総括委託

【債務負担行為　令和2年度～令和3年度　945,000千円】

固定資産税等課税事務 46,881 財務部 固定資産税課 - 66

市税収納事務 5,129 税務管理課 67

・税証明の発行手数料のキャッシュレス化 (176)

【拡充】徴収業務 30,754 財務部 税務管理課 - 67

・スマートフォン等による電子決済の導入 (345)



予算額
（千円） 担当部局 担当課

基本政策
番号

事業別
予算説明書

個人番号カード事業（市民課） 296,941 市民協働部 市民課 - 69

個人番号カード事業（庄内出張所） 9,868 庄内出張所 70

個人番号カード事業（新千里出張所） 12,286 新千里出張所

マイナンバーカード交付円滑化計画等

証明書発行事業（市民課） 115,403 市民協働部 市民課 - 68

証明書発行事業（庄内出張所） 36,969 庄内出張所 70

庄内出張所一般事務事業 2,914 新千里出張所

新千里出張所一般事務事業 5,687

・各種手数料等のキャッシュレス化 (1,858)

【拡充】保険料収納管理事業（国民健康保険事業） 32,732 健康医療部 保険資格課 － 235

【拡充】国民健康保険オンラインシステムの運用 34,982 保険給付課 236

・スマートフォン等による電子決済の導入 (1,227)

【拡充】道路台帳システムの運用 28,649 都市基盤部 基盤管理課 － 159

市道情報の窓口閲覧システムの運用開始

【拡充】蛍池公民館施設運営 1,478 教育委員会 中央公民館 - 224

【拡充】庄内公民館施設運営 881 225

【拡充】千里公民館施設運営 1,330

【拡充】中央公民館施設運営 1,368

・公民館使用料のキャッシュレス化 (580)

【拡充】選挙システムの運用 10,853 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 - 71

・期日前投票所の増設にむけた基盤整備 (6,000)







事業費一覧 （機構順、繰越・事務費除く）
事業名 予算額（千円） 担当部局 担当課

男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業 6,872 人権政策課 人権政策課

国際交流センター改修事業 6,243 人権政策課 人権政策課

人権平和センター豊中改修事業 132,406 人権政策課 人権政策課

本庁舎整備事業 678,967 総務部 行政総務課

文化芸術センター施設整備事業 4,127 都市活力部 文化芸術課

二ノ切温水プール整備事業 1,266,723 都市活力部 スポーツ振興課

千里体育館空調設置等改修事業 405,240 都市活力部 スポーツ振興課

武道館ひびき整備事業 22,210 都市活力部 スポーツ振興課

柴原体育館整備事業 63,389 都市活力部 スポーツ振興課

高川スポーツルーム整備事業 21,604 都市活力部 スポーツ振興課

豊中ローズ球場整備事業 29,766 都市活力部 スポーツ振興課

共同利用施設空気調和設備更新事業 32,730 都市活力部 空港課

春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業 54,151 環境部 公園みどり推進課

公園安全安心対策事業 87,000 環境部 公園みどり推進課

公園整備・小改良事業 36,000 環境部 公園みどり推進課

公園等有効活用事業 187,530 環境部 公園みどり推進課

ふれあい緑地施設整備事業 14,000 環境部 公園みどり推進課

柴原会館耐震化事業 9,150 財務部 資産管理課

三和会館耐震化事業 21,622 財務部 資産管理課

新千里北町会館耐震化事業 21,007 財務部 資産管理課

新千里西町会館耐震化事業 14,146 財務部 資産管理課

東桜塚会館耐震化事業 7,500 財務部 資産管理課

生活情報センター改修事業 41,600 市民協働部 くらし支援課

（仮称）南部コラボセンター整備事業 6,577 市民協働部 南部地域連携センター

福祉会館整備事業 553,272 福祉部 地域共生課

地域福祉活動支援センター整備事業 18,380 福祉部 地域共生課

障害福祉センター施設整備事業 143,309 福祉部 障害福祉課

障害者福祉施設整備補助 40,204 福祉部 障害福祉課

介護保険施設等施設整備補助金（老人福祉施設整備費） 258,300 福祉部 長寿社会政策課

老人憩の家整備事業 22,328 福祉部 長寿安心課

介護予防センター整備事業 134,541 福祉部 長寿安心課
私立認定こども園等整備事業（私立認定こども園等整備費本年度支出額） 627,000 こども未来部 こども政策課

公立こども園空調設備設置事業 92,256 こども未来部 こども事業課

公立こども園整備事業 41,174 こども未来部 こども事業課

市営岡町北住宅１・２棟整備事業 427,047 都市計画推進部 住宅課

市営住宅整備事業 418,915 都市計画推進部 住宅課

庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業 564,515 都市計画推進部 市街地整備課

螢池駅西自動車駐車場再整備事業 13,750 都市計画推進部 市街地整備課

服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費） 76,890 都市計画推進部 市街地整備課

公共用地先行取得事業（市街地整備課） 74,416 都市計画推進部 市街地整備課

千里中央地区再整備事業 9,380 都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課

千里中央駅前広場再整備事業 5,830 都市基盤部 交通政策課

公共交通改善事業 30,349 都市基盤部 交通政策課

民間駐輪場整備助成事業 1,200 都市基盤部 交通政策課

鉄道駅安全対策事業 21,868 都市基盤部 交通政策課

横断歩道橋改修事業 85,300 都市基盤部 基盤整備課

道路・橋梁小改良 84,400 都市基盤部 基盤整備課

千里地区歩路橋改修事業 27,000 都市基盤部 基盤整備課

道路橋長寿命化事業 87,400 都市基盤部 基盤整備課

利倉橋整備事業 825,000 都市基盤部 基盤整備課

北新田橋整備事業 20,000 都市基盤部 基盤整備課

鉄道施設安全対策事業 10,000 都市基盤部 基盤整備課

大阪音楽大学周辺整備事業 9,000 都市基盤部 基盤整備課

住居地区バリアフリー整備事業 50,000 都市基盤部 基盤整備課

歩道改良整備事業 100,800 都市基盤部 基盤整備課

自転車通行空間整備事業 34,000 都市基盤部 基盤整備課

街路用地管理 12,300 都市基盤部 基盤整備課

神崎刀根山線整備事業 2,500 都市基盤部 基盤整備課

穂積菰江線整備事業 324,680 都市基盤部 基盤整備課

曽根島江線整備事業 17,000 都市基盤部 基盤整備課

公共用地先行取得事業（基盤整備課） 8,300 都市基盤部 基盤整備課

細街路整備事業 20,000 都市基盤部 基盤管理課

道路・橋梁小改良 30,000 都市基盤部 基盤管理課

寄附道路整備助成事業 30,000 都市基盤部 基盤管理課

私道整備助成事業 6,500 都市基盤部 基盤管理課

街路樹更新事業 20,000 都市基盤部 基盤保全課

道路・橋梁小改良 10,600 都市基盤部 基盤保全課

路面下空洞調査事業 36,000 都市基盤部 基盤保全課



事業名 予算額（千円） 担当部局 担当課

主要道路舗装事業 142,000 都市基盤部 基盤保全課

生活道路舗装事業 100,000 都市基盤部 基盤保全課

神崎刀根山線舗装事業 48,000 都市基盤部 基盤保全課

一般交通安全施設整備事業 59,677 都市基盤部 基盤保全課

路面標示設置事業 9,000 都市基盤部 基盤保全課

道路照明改修 49,000 都市基盤部 基盤保全課

道路照明ＬＥＤ化事業 41,536 都市基盤部 基盤保全課

水路施設小改良 40,000 都市基盤部 基盤保全課

深井戸点検システム整備事業 8,239 都市基盤部 基盤保全課

深井戸ポンプ整備 9,313 都市基盤部 基盤保全課

道路舗装事業 60,000 都市基盤部 維持修繕課

消防車両の更新整備 293,044 消防局 警防課

耐震性貯水槽の整備 29,200 消防局 警防課

（仮称）庄内さくら学園整備事業 571,313 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

エレベーター設置事業（小学校施設整備費） 243,477 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

校舎設備改修事業（小学校施設整備費） 34,441 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

校舎増築事業（桜井谷東小学校） 54,767 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

小学校耐震化事業 102,210 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

給食配膳室改修事業（小学校施設整備費） 19,255 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

第二次トイレ改修事業（小学校施設整備費） 160,502 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

体育館改修事業（小学校施設整備費） 32,676 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

校舎増築事業（第九中学校） 191,894 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

中学校耐震化事業 49,979 教育委員会 学校施設管理課特任主幹

（仮称）庄内さくら学園整備事業（学校用地取得） 140,000 教育委員会 学校施設管理課

名勝西山氏庭園整備事業 13,934 教育委員会 社会教育課

青年の家改修整備事業 13,681 教育委員会 社会教育課

図書館設備更新工事 72,318 教育委員会 読書振興課

放課後こどもクラブ室整備事業 173,842 教育委員会 学び育ち支援課



令和２年度 当初予算の状況

（単位：特記なきものは千円）

令和2年度当初 増　減　額 増　減　率

予 算 規 模

一 般 会 計 155,424,878   3,926,379   2.6% 

(市民１人当り) (380,499円) (7,589円)

特 別 会 計 87,530,939   893,296   1.0% 

小　計 242,955,817   4,819,675   2.0% 

企 業 会 計 57,953,662   880,718   1.5% 

全会計合計 300,909,479   5,700,393   1.9% 

(市民１人当り) (736,664円) (10,013円)

市　　税 69,642,792   128,435   0.2% 

(市民１人当り) (170,494円) (△614円)

地方交付税 5,513,000   △83,000   △1.5% 

〔実績見込〕 〔 5,513,000 〕 〔 △670,158 〕 △10.8% 

市　　債（一般会計） 10,768,100   850,900   8.6% 

《借換債を除く比較》 《 10,768,100 》 《 850,900 》 8.6% 

臨時財政対策債 5,353,000   197,000   3.8% 

〔実績見込〕 〔 5,353,000 〕 〔 △199,645 〕 △3.6% 

市 債 残 高

一 般 会 計 91,165,648   502,083   0.6% 

特 別 会 計 1,162,684   △887,797   △43.3% 

企 業 会 計 59,615,433   △1,524,446   △2.5% 

全会計合計 151,943,765   △1,910,160   △1.2% 

(市民１人当り) (371,977円) (△6,731円)

基金残高 15,184,794   2,927,866   23.9% 

(市民１人当り) (37,174円) (7,004円)

（注１）令和元(2019)年度は、H31.4.1現在の人口( 406,260 人　※住民基本台帳人口）

　 　 　令和２(2020)年度は、 R2.2.1現在の人口( 408,476 人　※住民基本台帳人口）

　　　　で市民１人当り数値を算出。

令和元年度当初

151,498,499   

(372,910円)

86,637,643   

238,136,142   

57,072,944   

295,209,086   

(726,651円)

69,514,357   

(171,108円)

5,596,000   

〔 6,183,158 〕

9,917,200   

《 9,917,200 》

5,156,000   

〔 5,552,645 〕

90,663,565   

2,050,481   

(30,170円)

61,139,879   

153,853,925   

(378,708円)

12,256,928   



地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳出）　社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）　

国・府支出金 市債 その他
社会保障財源
化分の地方消
費税交付金

その他

社会福祉総務費 546,204 4,500 0 57 57,293 484,354

民生委員費 47,886 129 0 0 5,052 42,705

障害者福祉費 11,930,379 8,072,703 0 857 407,957 3,448,862

障害者医療助成費 871,809 432,666 0 0 46,451 392,692

老人福祉費 944,538 213,345 4,700 47,629 71,807 607,057

老人医療助成費 82,726 41,145 0 0 4,398 37,183

社会福祉対策費 519,171 52,847 0 125,964 36,002 304,358

戦傷病者戦没者遺族援護費 3,565 120 0 0 364 3,081

訪問看護療養助成費 444 221 0 0 24 199

人権平和センター費 179,711 22,531 0 413 16,582 140,185

障害福祉センター費 402,272 31,608 4,400 813 38,656 326,795

たちばな園費 34,103 0 0 0 3,607 30,496

母子父子福祉センター費 12,995 3,243 0 100 1,021 8,631

児童福祉総務費 843,824 125,101 0 1 76,023 642,699

児童福祉費 10,637,918 7,918,137 0 4,714 287,188 2,427,879

母子父子福祉費 58,142 27,225 0 112 3,258 27,547

ひとり親家庭医療助成費 195,229 97,468 0 2 10,341 87,418

子ども医療助成費 1,641,765 217,551 0 2 150,647 1,273,565

公立こども園費 4,873,254 116,579 0 446,073 455,956 3,854,646

児童発達支援センター費 524,545 257 3,900 180,302 35,973 304,113

私立認定こども園等費 13,322,079 7,929,457 0 561,319 511,034 4,320,269

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金 990 0 0 0 105 885

生活保護総務費 1,037,523 82,203 0 0 101,049 854,271

扶助費 18,265,305 13,632,227 0 146,963 474,521 4,011,594

災害救助費 7,387 0 3,500 0 411 3,476

小計 66,983,764 39,021,263 16,500 1,515,321 2,795,720 23,634,960

4,749,000千円

社会保障
施策分類

目名称
令和2年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

89,365,024千円



国・府支出金 市債 その他
社会保障財源
化分の地方消
費税交付金

その他

社会保障
施策分類

目名称
令和2年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

国民年金費 62,145 62,117 0 0 3 25

国民健康保険事業費繰出金 3,959,590 1,851,865 0 0 222,946 1,884,779

介護保険事業費繰出金 5,899,246 241,263 0 0 598,476 5,059,507

後期高齢者医療事業費 4,020,008 0 0 0 425,218 3,594,790

後期高齢者医療事業費繰出金 1,140,203 790,195 0 0 37,022 312,986

小計 15,081,192 2,945,440 0 0 1,283,665 10,852,087

保健衛生総務費 436,394 45,638 1,000 79,755 32,791 277,210

感染症予防費 1,401,946 100,597 0 83,803 128,787 1,088,759

母子保健費 841,543 156,323 0 6,536 71,788 606,896

生活習慣病予防費 538,415 13,613 0 8,441 54,618 461,743

公害健康被害補償費 287,942 7,270 0 277,426 343 2,903

公害保健福祉及び予防事業費 14,950 0 0 10,551 465 3,934

保健センター費 120,543 1,120 0 32,834 9,159 77,430

保健所費 833,447 5,255 0 0 87,602 740,590

病院費 2,280,944 0 0 0 241,268 2,039,676

一般財団法人豊中市医療保健センター負担金 213,828 0 0 0 22,618 191,210

小計 6,969,952 329,816 1,000 499,346 649,439 5,490,351

労働総務費 94,698 0 0 24 10,014 84,660

雇用対策費 235,418 129,340 0 10,011 10,162 85,905

小計 330,116 129,340 0 10,035 20,176 170,565

89,365,024 42,425,859 17,500 2,024,702 4,749,000 40,147,963

保健衛生

合計

社会保険

雇用労働


