堺市マスタ－プラン「3つの挑戦」（主な新規・拡充）
【子育てのまち堺・命のつながりへの挑戦】
☆ 子育て支援の充実・強化
民間保育所等と連携した待機児童の解消
・ 民間保育所整備事業
創設 ３か所

増築２か所

380,394 千円

増改築 ５か所［再掲］

・ 駅前立地等保育所分園推進事業

15,000 千円

新設 １か所

・ 認定こども園整備事業（新規）

189,025 千円

新設 ２か所

・ 認証保育所整備・運営補助事業（拡充）

381,388 千円

新設 １か所
入所児童数に応じた補助単価への改正

・ 既存認証保育所の入所率向上事業（新規）

61,920 千円

利用料軽減制度の創設

・ 家庭的保育事業（拡充）

51,287 千円

平成２３年度 定員２２人 → 平成２４年度 定員３０人

放課後児童対策の推進
・ 放課後子どもプランモデル事業（拡充）

301,143 千円

平成２３年度 １校 → 平成２４年度 １０校

☆ 未来を拓く人材をはぐくむ教育環境の充実
小中一貫教育の推進
・ 小中一貫教育・学力向上推進事業（拡充）

292,013 千円

小中一貫教育推進校を全中学校区に拡充 ２１中学校区 → ４３中学校区

・ 小中一貫校整備事業（新規）

158,835 千円

大泉小中一貫校（施設一体型）の整備

放課後学習の実施
・ 堺マイスタディ事業（拡充）

98,280 千円

実施校の拡充 小中学校 45校 → 90校

中学校ランチサポート
・ 中学校ランチサポート事業（拡充）

73,631 千円

中学校 21校 → 43校

☆ 地域福祉の推進と、障害者への支援体制の強化
高齢者等の暮らしの支援
・ 地域包括支援センターの相談・支援体制の充実
基幹型包括支援センター
地域包括支援センター

757,730 千円

7か所（各区に1か所）
21か所（各日常生活圏域に1か所）

障害者等の暮らしの支援
・ 障害者相談支援体制の充実（新規）

228,481 千円

基幹相談支援センターを各区に配置
総合相談情報センターを健康福祉プラザ内に設置

・ 地域活動支援センター運営事業（拡充）

172,800 千円

日中活動の場を提供し、日常生活相談や、生きがいづくり・余暇活動・ピアサポートの活動を

(345,000) 債務

支援

健康福祉プラザの開設（平成24年4月）
・ 健康福祉プラザ管理運営事業

698,904 千円

重症心身障害者（児）支援センター、健康福祉センターなど
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☆ 市民の命を守る健康・医療体制の強化
救急医療施設の整備
・ 新病院整備事業

1,129,000 千円

現病院機能を移転し、救命救急センターを含む新病院を整備（実施設計、建設工事）

救急体制の整備
・ 救急医療対策事業

447,624 千円

救急告示病院の当番制などにより救急医療体制を確保
新病院と同一敷地内に小児急病診療施設を整備（実施設計、建設工事）

健康の増進
・ 総合がん検診（新規）

51,535 千円

各種がん検診を集約した検診制度を創設し、現行の検診制度に加えて実施（平成24年10月から）

・ 妊婦健康診査事業（拡充）

745,308 千円

国が示す標準的な検査項目を全て実施

・ 予防接種事業（拡充）

1,905,736 千円

感染の恐れのある疾病の発生・まん延を未然に防止するための予防接種を実施
任意接種費用の助成を実施
成人用肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成（新規）
ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の全額助成の継続実施
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【歴史文化のまち堺・魅力創造への挑戦】
☆ 歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
世界文化遺産登録推進
・ 世界文化遺産登録推進事業（拡充）

49,781 千円

推薦書（案）の作成及び百舌鳥・古市古墳群映像の制作など

・ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業（新規）
ガイダンス施設基本計画の策定及び暫定ガイダンス施設の整備

・ 大仙公園整備事業

1,306,821 千円
(47,000) 債務

140,469 千円

用地取得、基本・実施設計（上野芝地区）など

・ 都市計画道路出島百舌鳥線整備事業

10,000 千円

整備計画の策定

・ 仁徳天皇陵水環境改善整備事業（新規）

22,750 千円

仁徳天皇陵において安定した水量の確保

・ 水を利用したまちづくり推進事業（新規）

16,000 千円

せせらぎ創出（環濠再生）事業の計画の策定
百舌鳥古墳群水質改善策の検討
都心地域及び堺浜での再生水散水等を実施

・ 良好な景観の形成

15,764 千円

重点景観形成地域（百舌鳥、環濠）における景観形成の推進

環濠都市地域保存活用
・ まちなみ再生事業(新規）

4,636 千円

環濠都市地域（北部地域を中心）におけるまちなみ環境の整備に必要な調査検討

・ 町家活用推進事業（拡充）

22,655 千円

市内の歴史的資源を活かしたまちづくりを推進するための「歴史的風致維持向上計画」の策定など

☆ 文化芸術機能の強化と観光インバウンドの振興
まちの魅力向上
・ 市内産業集積活性化事業（拡充）

37,227 千円

都心地域のにぎわいづくり及び雇用の拡大を推進
支援の対象に製造過程を見せる小売業等を追加

・ 都心活性化推進事業

15,364 千円

都心地域の活性化に向けた検討を行い、まちの魅力向上や賑わいと交流のまちづくりを推進
市民交流広場及び市民駐車場等の基本計画の作成等
都心地域の賑わい創出に資する地元の主体的な取組に対する支援

・ 首都圏における堺の魅力発信事業（拡充）

66,138 千円

堺の魅力を紹介する冊子の作成や各種メディアによる「堺ならではの魅力」を発信、堺産品の販路拡大など

・ アジア諸国との交流事業（拡充）

45,357 千円

堺・アセアンウィークの開催、アセアン諸国との「観光」「経済」をテーマとする交流事業など

文化観光拠点整備
・ 文化観光拠点整備事業

243,014 千円
(27,000) 債務

公共施設に関する基本設計・実施設計
文化観光拠点周辺道路設計業務等

市民会館建替え
・ 市民会館建替え事業

4,694 千円
(130,000) 債務

基本設計等
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【匠の技が生きるまち堺・低炭素社会への挑戦】
☆ 産業の振興
産業の振興
・ 企業投資促進事業（拡充）

8,086 千円
(1,000,000) 債務

企業立地促進条例の改正
対象区域を内陸部の工専・工業・準工地域に拡大し、平成２６年度まで延長
中小企業研究開発機能強化支援補助金の創設（債務負担）
補助率 総投資額の５％（限度額１０億円）

・ 製品・技術開発支援事業（拡充）

109,512 千円

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金の対象に、中小企業単独の開発事業を追加

・ 取引拡大支援事業（拡充）

21,011 千円

展示会出展に要する費用の一部を助成する制度を創設

・ 伝統産業振興事業（拡充）

97,771 千円

新商品開発や販路開拓など創造的な事業活動に係る経費等を補助する制度の創設
住環境との調和等のための環境対応設備の導入に係る経費等を補助する制度の創設

・ 堺就職ナビ事業（堺企業魅力発信事業）（新規）

15,295 千円

就職情報サイト内に、堺特集ページを開設し、市内中小企業等の人材確保を支援

・ 農業担い手支援事業（拡充）

34,698 千円

農地利用集積により、新規に農地を貸した者に奨励金を支給し、農地の有効利用を促進
農地の保全と農業の活性化に貢献している農作業受託や規模拡大に必要な機械整備を支援

・ 農空間保全・活用事業（拡充）

58,925 千円

生産基盤整備事業の拡充により、更なる遊休農地の解消、農空間保全の推進

☆ 低炭素型の交通体系の構築
次世代自動車等普及促進
・ 次世代自動車等普及促進事業（拡充）

13,007 千円

電気自動車等充電器補助制度の創設
補助率 １／２（1基あたり限度額 1５万円）

・ 電動バス走行実証事業

4,848 千円

市域での実証走行を実施

路面電車活性化
・ 路面電車活性化事業

541,897 千円

利用者拡大策への支援（ゾーンチケット、高齢者運賃割引など）
低床型車両（LRV）製造、老朽化対策（軌道更新工事など）への支援

☆ 市民の環境文化の創造
南部丘陵緑地保全
・ 南部丘陵における緑地保全事業（拡充）

27,020 千円

南部丘陵緑地保全制度の創設

まちなかソーラーの推進
・ まちなかソーラー発電所推進事業（拡充）

355,380 千円

太陽光発電システムへの設置補助を継続するとともに、住宅用太陽光発電システムと合わせて
導入する家庭用燃料電池型コージェネレーションシステムに対して20万円の補助を創設

・ 民間資金を活用したまちなかソーラー発電設置事業（新規）

700 千円

太陽光発電システムの民間事業者による公共施設等への導入及び市民出資による導入手法の検討

ＬＥＤ化の推進
・ 本庁舎エコ化事業（新規）

29,458 千円

高層館照明設備のＬＥＤ化を推進

・ 道路照明灯LED更新事業(新規)

24,100 千円

道路照明灯のＬＥＤ化を推進

・ 市営住宅共用部ＬＥＤ等省エネ照明化モデル事業

3,700 千円

市営住宅内共用灯のＬＥＤ等省エネ化を推進

・ 地域安全推進事業（拡充）

88,363 千円

防犯灯設置事業補助（防犯灯のＬＥＤ化を推進）など
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