堺市マスタープランに基づく堺・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（拡充）
創設 ２か所

増築 １か所

320,266 千円

増改築 ２か所

・ 駅前立地等保育所分園推進事業（拡充）

180,000 千円

新設 ３か所

・ 認定こども園整備事業（拡充）

250,959 千円

新設 ３か所

・ 私立幼稚園預かり保育推進事業（拡充）

30,000 千円

平成２４年度 ８か所 → 平成２５年度 １０か所

総合的な子育て支援窓口
・ 子育てワンストップ窓口設置事業（拡充）

39,511 千円

平成２４年度 ４区 → 平成２５年度 全区

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）

418,997 千円

平成２４年度 １０校 → 平成２５年度 １５校

☆ 未来を拓く人材をはぐくむ教育環境の充実
教育環境の充実、学力の向上
・ 中学校普通教室への空調整備事業（新規）
中学３年生の全ての普通教室にエアコンを整備し、夏休み期間中に授業を実施
（供用開始 平成２６年度）

・ 学校教育ＩＣＴ化推進事業（拡充）

205,000 千円
債務（295,000 千円）

646,487 千円

教育用タブレット端末を２か年で全小学校の普通教室に整備し、効果的な授業を実施する
とともに、平成２５年度中に教職員１人１台の校務用端末を整備

・ 堺マイスタディ事業（拡充）

129,112 千円

実施校の拡充 小中学校 ９０校 → 全小中学校 １３６校

・ 学校図書館教育推進事業（拡充）

35,484 千円

学校図書館サポーターの配置を拡充し、全小中学校で学校図書館教育を推進

・ 中学校ランチサポート事業（拡充）

75,600 千円

メニューの充実・多様化、利用者の利便性を向上

いじめ問題への対応
・ スクールカウンセラー配置事業（拡充）

69,636 千円

平成２４年度 小学校 １３校 → 平成２５年度 小学校 １５校
中学校 全校

高校 全校

・ スクールソーシャルワーカー活用事業（拡充）

12,523 千円

平成２４年度 ７人 → 平成２５年度 ８人

・ 生徒指導支援事業（拡充）

12,343 千円

学校のいじめ問題への対応を把握するとともに、学校に対し、いじめ問題の解決に向けて
相談・指導助言等の支援を行ういじめ巡回相談員１人を配置

・ 道徳教育総合支援事業
いじめや命の大切さについての教育を充実させるため、堺市独自の道徳資料集
「未来をひらく」を改訂し、本市小中学校で活用

38,899 千円

☆ 地域福祉の推進と、高齢者・障害者への支援体制の強化
支援体制の強化
・ 権利擁護サポートセンター（新規）

26,857 千円

地域の相談機関等に対する専門職相談・支援や市民後見人の養成などを実施

・ 老人福祉施設整備費補助事業（新規）
広域型特別養護老人ホーム 創設 ４か所 増床 ２か所
地域密着型特別養護老人ホーム 創設 ３か所

・ 障害者（児）短期入所整備費補助事業（新規）

883,572 千円
債務（832,000 千円）

9,000 千円

短期入所施設 創設 １か所

・ 災害時要援護者避難支援事業（拡充）[別掲あり]
高齢者・障害者の社会参加促進
・ 公共交通利用促進事業（おでかけ応援バス）（拡充）[別掲あり]

・ バリアフリー新法に基づく基本構想策定業務（新規）

4,628 千円

227,700 千円
4,352 千円

新バリアフリー法に基づく重点整備地区選定、計画策定

☆ 市民の命を守る健康・医療体制づくり
医療体制の強化
・ 新病院整備事業

5,810,000 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

・ 救急医療対策事業

492,710 千円

新病院と同一敷地内に休日・夜間の初期急病診療施設を整備など

健康の増進
・ 健康推進・がん対策推進事業（拡充）

17,741 千円

健康推進とがん対策推進の取組みの充実と強化

・ 各種がん検診（拡充）

738,481 千円

国制度に基づき、子宮頸がんの発症者が多い年代にHPV検査を追加実施

・ 食品検査（拡充）
高精度放射能測定機器・残留農薬測定機器等の整備

64,589 千円

【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

35,606 千円

世界遺産登録にむけた推薦書原案の作成など

・ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業

753,273 千円

ガイダンス施設用地の利用構想作成、暫定ガイダンス施設整備など

・ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設（暫定）設置に伴う堺市博物館リニューアル事業

28,182 千円

博物館の古代ゾーン等のリニューアル

☆ 文化芸術機能の強化・スポーツ施策の推進
・ 市民会館建替え事業
市民会館の建替え整備（平成３１年度 開館予定）

・ 文化観光拠点整備事業
文化施設、観光案内施設などを整備（平成２６年度末 開設予定）

・ アートを活用したまちの創造（拡充）

90,022 千円
債務（82,000 千円）

654,241 千円
債務（2,399,000 千円）
補正[541,500 千円]

27,191 千円

籔内佐斗司展 「やまとぢから」の開催

・ J-GREEN堺活用促進事業（拡充）
先端未利用地の整備（人工芝フィールドの増設等）

・ 野球場整備事業

42,248 千円
債務（730,000 千円）

7,000 千円

高校野球や社会人野球等の公式戦が開催できる野球場整備の基本計画を策定

☆ まちの魅力向上施策
・ 都心活性化推進事業

30,479 千円

市民交流広場の整備、中心市街地活性化基本計画策定

・ 堺東駅南地区市街地再開発事業（新規）

24,534 千円

堺東駅南地区市街地再開発に伴うペデストリアンデッキ等の公共施設の整備

・ 臨海部活性化推進事業
大浜北町市有地における民間事業者による賑わいある土地活用、親水デッキの整備

・ 魅力ある商業地づくり
市内主要商業地の魅力向上に資する商店街活性化事業を支援

・ シティプロモーション事業

392,850 千円
債務（738,000 千円）

7,153 千円
債務（200,000 千円）

30,742 千円

堺の魅力を発信する民間提案の支援や、仮想姉妹都市提携を契機とした魅力発信など

・ 観光振興団体事業補助
第40回堺まつりや、映画「利休にたずねよ」と連携した観光誘客及び本市の魅力発信など

338,070 千円

【匠の技が生きるまち堺・低炭素社会への挑戦】
☆ 産業の振興
・ 経営サポート事業（拡充）
省エネ・省コスト化を図る中小製造業者に対する省エネ設備導入に係る補助制度について、
要件を緩和して実施

・ 市内産業集積活性化事業（拡充）

210,551 千円
債務（90,000 千円）

33,436 千円

都心地域や泉北ニュータウン各駅周辺区域の業務系機能等の集積を促進するための補助
制度の要件を緩和して実施

・ 製品・技術開発支援事業（拡充）
ものづくり新事業チャレンジ支援補助金に、先進的かつ高度な技術開発にチャレンジするコ
ンソーシアム（中小企業と大学、公設試験所、大手企業等による共同研究開発チーム）を育
成・支援すべく「特定技術開発テーマ枠」を創設

・ 堺新卒者就職支援プログラム事業（拡充）

87,282 千円
債務（10,000 千円）

59,471 千円

新規学卒未就職者を対象に市内中小企業等での職業体験型の人材育成事業や大学での
企業経営者による出前講座、インターンシップ等のキャリア教育支援事業を実施

☆ 交通体系の変革
・ 公共交通利用促進事業（おでかけ応援バス）（拡充）[別掲あり]

227,700 千円

おでかけ応援バスの利用可能日を５と０の付く日から平日全てに拡充

・ 公共交通利用促進事業（拡充）

55,700 千円

路線バスのＩＣカードシステム導入支援

・ 路面電車活性化事業（拡充）

723,389 千円

低床式車両（LRV）導入、東湊～石津間の停留場整備、ICカードシステム導入等を支援

・ コミュニティサイクル事業（拡充）

110,550 千円

中百舌鳥駅前にサイクルポートを増設

☆ 環境文化の創造
・ まちなかソーラー発電所推進事業

340,976 千円

太陽光発電システム設置費補助単価の見直し（7万円→3.5万円）及び
補助上限出力（住宅）の引き上げ（4kW→6kW）

・ 業務系事業所省エネ対策支援事業（新規）
福祉、医療、子育て関連施設等の民生業務部門の省エネ設備等の導入補助

30,134 千円

