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令和３年度

四條畷市 当初予算説明



本日の概要

○ 当初予算の特徴

○ 予算概要

○ 各主要施策

新型コロナウイルス感染症から市民生活を守ります

・ 感染拡大を防ぐ
・ 個人への支援
・ 事業者への支援
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安心して育児ができる環境を整えます

子どもたちの教育環境をより充実させます

安心して暮らせる支援体制をつくります

まちの魅力を発信します

最新の科学技術を取り入れ、魅力あるまちをつくります

まちをさらに魅力的にするため、都市整備を加速させます

・ ICT 化の推進
・ 学校と地域の連携

・ 緊急時の介護を支援
・ 健康寿命の延伸

・ スマートシティへの挑戦
・ DXの推進

・ 「四條畷 PR 大使」の創設

・ まちづくりの推進

・ 待機児童解消に向けた、
保育士確保の緊急策
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当初予算の特徴

１

1. 2年連続 財政調整基金繰入ゼロ

持続可能な予算編成を継続

2. 新型コロナウイルス感染症対策

組織全体で取り組む支援

3. 保育士確保に向けた４つの市独自施策

子育てや教育の分野に重点配分

4. スマートシティへの挑戦

今よりもっと暮らしやすい環境を整備



【予算総額】 人口減・コロナ影響による歳入減少のなか、持続可能な予算を継続
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令和３年度
当初予算（Ａ）

令和２年度
当初予算（Ｂ）

差分
（Ａ－Ｂ）

前年度
比

一般会計 200億1,670万円 （196億968万円） 4億702万円 2.1％

国民健康保険
特別会計 59億1,356万6千円 （61億5,324万2千円） △2億3,967万6千円 △3.9％

後期高齢者
医療特別会計 8億8,366万7千円 （8億4,110万5千円） 4,256万2千円 5.1％

土地取得特別会計 4,775万1千円 （4,808万6千円） △33万5千円 △0.7％

下水道事業会計 37億6,535万4千円 （41億645万4千円） △3億4,110万円 △8.3％

合計 306億2,703万8千円 (307億5,856万7千円) △1億3,152万9千円 △0.4％

各予算の規模
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2年連続 財政調整基金の取り崩しゼロ

財政調整基金繰入額
一般会計当初予算額 と 財政調整基金繰入額 の推移（億円）
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【 歳 入 】 ワクチン接種事業と扶助費増による歳入予算総額の上昇

令和３年度 （令和２年度） 差分 前年度比

市税 67億5,899万9千円 （69億3,082万4千円） △1億7,182万5千円 △2.5%

地方交付税 39億5,000万円 （40億5,000万円） △1億円 △2.5%

国庫支出金 40億4,961万4千円 （36億9,513万4千円） 3億5,448万円 9.6%

府支出金 19億8,841万2千円 （19億565万8千円） 8,275万4千円 4.3%

各種交付金 13億9,200万1千円 （14億1,340万1千円） △2,140万円 △1.5%

市債 10億6,990万円 （8億5,880万円） 2億1,110万円 24.6%

繰入金 9,472万6千円 （5,136万7千円） 4,335万9千円 84.4%

諸収入 1億5,336万8千円 （1億4,589万2千円） 747万6千円 5.1%

その他 5億5,968万円 （5億5,860万4千円） 107万6千円 0.2%

合 計 200億1,670万円 （196億968万円） 4億702万円 2.1%



【 歳 出 】 新型コロナウイルス感染症対策や重要施策に重点配分
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令和３年度 （令和２年度） 差分 前年度比

議会費 1億9,241万4千円 （1億9,695万6千円） △454万2千円 △2.3%

総務費 18億6,109万2千円 （18億8,495万1千円） △2,385万9千円 △1.3%

民生費 104億5,138万5千円 （101億3,294万5千円） 3億1,844万円 3.1%

衛生費 23億1,710万9千円 （19億7,553万8千円） 3億4,157万1千円 17.3%

農林水産業費 2,477万6千円 （2,739万8千円） △262万2千円 △9.6%

商工費 4,399万6千円 （3,677万6千円） 722万円 19.6%

土木費 14億5,576万8千円 （14億7,536万6千円） △1,959万8千円 △1.3%

消防費 7億2,854万8千円 （7億5,498万2千円） △2,643万4千円 △3.5%

教育費 13億1,821万4千円 （12億9,757万1千円） 2,064万3千円 1.6%

公債費 16億339万8千円 （18億719万7千円） △2億379万9千円 △11.3%

その他 2,000万円 （2,000万円） 0 0%

合 計 200億1,670万円 （196億968万円） 4億702万円 2.1%



6

新型コロナウイルス感染症から市民生活を守ります

１. 感染拡大を防ぐ

2億6,35７万９千円

希望する市民に対して確実に接種を行う
ため必要な体制を整えます

① ワクチン接種の確実・円滑な実施

② 独自のPCR検査の実施

市独自で行っているPCR検査を
令和3年度も継続実施します

２,702万6千円
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新型コロナウイルス感染症から市民生活を守ります

② アプリで育児相談

安心して子育て相談できる体制整備のため
母子手帳アプリ「母子モ」にオンライン相談
機能を追加します

78万7千円

③ 生活困窮者への家計相談

新型コロナウイルス感染症の影響により相
談が増加 家計相談を強化し支援します

1,191万7千円

新規

２. 個人への支援

① 国民健康保険料の値下げ

コロナ禍の影響を考慮し、更に負担軽減を
図ります

国民健康保険財政安定化基金を活用
1 億４千万円

拡充

拡充
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442万5千円

新たにテイクアウトを導入する飲食店に
容器等の消耗品購入費を補助します

① テイクアウト新規導入事業者支援

② デリバリー新規導入事業者支援

新たにデリバリーを導入する飲食店に
車両購入費等を補助します

375万円

新型コロナウイルス感染症から市民生活を守ります

新規

３.事業者への支援
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① 奨学金の返済支援*

② 宿舎借り上げ支援*

喫緊の課題である保育士確保のため、４つの市独自の施策に取り組みます

安心して育児ができる環境を整えます

新規

拡充

認可民間園で奨学金を返済しながら働く保育士に
最大２４万円の返済支援を行います

保育士宿舎借り上げ支援額の上限を、
月額 ８万２千円に引き上げます

両事業を活用した場合、年間最大122万４千円の処遇改善に

【対象】 * 民間園に勤務する保育士、 ** 民間園、 *** 本市の保育施設に勤務する保育士

待機児童解消に向けた、保育士確保の緊急策 パート１

（ 全国最高額 ）
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③ 出産休暇や年休取得に伴う費用補助**
（ 保育施設の働き方改革 ）

④ やりがい応援作文コンクールの開催***

計 3,099万円

安心して育児ができる環境を整えます

【対象】 * 民間園に勤務する保育士、 ** 民間園、 *** 本市の保育施設に勤務する保育士

待機児童解消に向けた、保育士確保の緊急策 パート２

新規

新規

出産休暇取得にともなう代替職員配置等に要する費用や、
年休取得日数の増加によって生じる追加費用を補助します

「四條畷市の保育士にになってよかったこと」をテーマに
作文募集 優秀者には10万円授与します
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コミュニティ・スクールの導入

1,350万２千円

家庭学習で端末活用すべく導入します

③ 児童生徒の端末にフィルタリングソフト

学校と地域が連携・協働して教育活動を
行うため、全中学校導入の前段階として
モデル校区を設定し、実施します

① 教職員のICT活用指導力の向上

GIGAスクール構想を効果的に進めるため
教員の研修等を実施します

964万４千円

23万３千円
② 通信環境整備の支援

誰一人取り残さない学びの実現のため
就学援助世帯に支援を実施します

406万３千円

新規新規

子どもたちの教育環境をより充実させます

１.ICT化の推進 ２.学校と地域の連携
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障がい者の緊急時介護支援の実施

10万5千円

健康寿命延伸に繋がる取組みを推進

38万円

介護者の緊急時に介護が困難な場合、
事業所等の協力を得て支援します

講演会の開催やウォーキングマップ作製な
ど、地域住民と協働で取り組みます

新規 拡充

安心して暮らせる支援体制をつくります

１. 緊急時の介護を支援 ２. 健康寿命の延伸
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① 山間部のより良い交通手段の確保

② 認知症初期集中支援の試験導入

買い物困難者への支援 (令和2年度予算繰越事業)

計 1,160万円

最新の科学技術を取り入れ、魅力あるまちをつくります

ICT技術を活用した実証実験を開始し基礎情報を
収集します

自動運転技術等を活用した移動手段を
見据え、計画を策定します

対象者と専門医をオンラインでつなぎます

１. スマートシティへの挑戦

292万3千円

【 参 考 】

新規

新規
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計 232万6千円

①AIを活用した即時テキスト化

②Web会議環境の拡大整備

③行政手続きの見直し
（書面・押印・対面主義からの脱却）

最新の科学技術を取り入れ、魅力あるまちをつくります

2. DXの推進

議事録作成システムの導入により発言を、
即時に文章化 多言語対応も見据えます

場所を選ばす会議の開催が可能となります

押印手続き廃止に向けて取り組みます
見直します

拡充

拡充



駅周辺のエリア活性に向け、JR西日本・
大東市と協働で、あるべき姿やまちづくりの
方向性について引き続き検討を行います

15

8万7千円

② JR四条畷駅周辺の活性化① 公園整備に向けた検討開始

施設跡地に公園を整備すべく
検討を開始します

320万円

新規 拡充

まちをさらに魅力的にするため、都市整備を加速させます

まちづくりの推進
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計 201万円

まちの魅力を発信します

四條畷市にゆかりのある方に市の魅力を強力にPRしていただきます

谷口 智則 さん

四條畷市在住の絵本作家

(主な作品）

「サルくんとお月さま」、「鉄人形ピノキオ」、

「せかいいちながいゾウさんのおはな」など

「四條畷PR大使」の創設 新 規
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まちの魅力を発信します

稲田 直樹 さん

四條畷市出身のお笑い芸人

お笑いコンビ アインシュタイン

（吉本興業東京本部所属）

「四條畷PR大使」の創設 新 規


