
この記事のお問い合わせ先　問 府財政課　  06(6944)9018　HP 大阪府　令和2年度当初予算 　

一般会計  2兆6,367億6,581万9千円
特別会計  3兆 93億5,556万7千円

・地方譲与税　 157,408
・財政調整基金　52,091

※その他の歳入の主なもの
個人府民税個人府民税
299,747299,747

法人二税法人二税
430,835430,835

地方消費税地方消費税
406,657406,657

（11.4%）（11.4%）

（16.3%）（16.3%）

（15.4%）（15.4%）
その他その他

204,039204,039
（7.8%）（7.8%）

その他（※）その他（※）
306,676306,676

国庫支出金国庫支出金
211,770211,770

貸付金元利収入貸付金元利収入
285,363285,363

府債府債
248,879248,879

地方交付税地方交付税
242,800242,800
（9.2%）（9.2%）

（8.0%）（8.0%）

（9.4%）（9.4%）

（10.8%）（10.8%）

（11.7%）（11.7%）

府 税府 税
1,341,2781,341,278

（50.9%）（50.9%）

歳 入
2,636,7662,636,766

教育費教育費
554,438554,438

福祉費福祉費
336,928336,928

商工労働費商工労働費
297,739297,739

歳 出
2,636,7662,636,766

（12.8%）（12.8%）

健康医療費健康医療費
286,557286,557
（10.9%）（10.9%）

（11.3%）（11.3%）

（21.0%）（21.0%）

その他（※）その他（※）
589,400589,400
（22.3%）（22.3%）

住宅まちづくり費住宅まちづくり費
10,91910,919
（0.4%）（0.4%）

環境農林水産費環境農林水産費
20,31920,319
（0.8%）（0.8%）

総務費総務費
118,315118,315
（4.5%）（4.5%）

都市整備費都市整備費
146,170146,170
（5.5%）（5.5%）

警察費警察費
275,980275,980
（10.5%）（10.5%）

・税関連の市町村交付金など　261,314
・地方債の元利償還金など　   323,961

※その他の歳出の主なもの

令和2年度当初予算

単位＝百万円、（ ）内は構成比　・端数処理の関係上、各項目の合計額が合わないことがあります。

・IR実現に向けた取り組み� �������������� 2億   809万円
・万博記念公園駅前周辺でのアリーナ等の整備�������� 8,058万円
・大阪モノレールの延伸�������������� 27億1,600万円

国内外の人々を引きつける都市魅力の向上

・SNSを活用した児童虐待・いじめ等相談����������� 6,831万円
・医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援�������� 5億6,737万円
・府立学校でのICTを活用した教育や
 小学生新学力テスト実施に向けた準備��������� 1億6,426万円
・大阪府立大学・市立大学等の授業料等の無償化����� 11億6,799万円
・新大学のキャンパス整備��������������� 5億1,308万円

未来を担う子どもたちが輝ける環境の充実

・SNSを活用した若年者層向けの自殺相談���������� 2,715万円
・重度障がい者の就業支援����������������� 5,729万円

誰もが安心して暮らし、活躍できる環境の充実

・健康危機事象への対応力強化（感染症対策等） ����� 1億   617万円
・森林環境税を活用した森林防災・減災対策������� 2億8,718万円
・広域緊急交通路の沿道ブロック塀等の耐震化促進���� 1億1,517万円
・先端技術（AI等）を活用した災害対応力強化���������� 772万円

いのちを守り、成長を支える危機対応力の強化

主 な 事 業一般会計 歳 入 と 歳 出 の 内 訳

「命を守る」「大阪の成長」
「子どもへの投資」への重点化！

　知事就任後初めてとなる当初予算を編成しました。令和
2年度の取り組みとして、まずは新型コロナウイルス感染症
について、医療提供体制等の整備や経営に影響を受けている
中小企業向けの融資など、必要な対策を講じ、府民の命と生活を
全力で守ります。また自然災害にも万全を期し、成長の土台
となる安全・安心を確保します。
　併せて2025年大阪・関西万博をはじめ、SDGs先進都市を
めざす取り組み、府域全体のスマートシティ化、IR誘致などを

通じ、大阪全体の成長をけん引していきます。
　大阪が元気であり続けるには、「人」の力が不可欠です。
児童虐待への対応やいじめ対策の強化、大阪府立大学・市立大学
の授業料等の無償化など次代の大阪を担う子どもたちへの
投資に一層力を入れます。その上で、持続可能な成長・発展の
基盤となる大阪都構想の実現をめざします。
�

大阪府知事　吉村　洋文

大阪府広報担当
副知事 もずやん

参考   令和元年度 当初予算
▶一般会計　2兆5,983億4,894万円
▶特別会計　2兆8,482億9,297万9千円（ （

・万博成功に向けた会場建設費補助、機運醸成������ 3億   887万円
・SDGs先進都市を
 めざす取り組み　　　　　 
・スマートシティ化に向けた本庁手数料納付窓口でのキャッシュレス化　 1,596万円　　　　　 
・中之島における再生医療産業化の推進������������ 733万円

万博を契機とした成長・内外の課題解決をめざす取り組みの推進

受動喫煙防止対策� ������� 2億8,811万円
プラスチック対策� ��������� 3,091万円
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各記事の最新情報については各お問い合わせ先または、ホームページでご確認いただくようお願いします。次号は令和2年6月1日（月）にお届けする予定です。
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申込方法 	 63円の往復はがきに◎①〜�の希望公演番号（1通1公演番号のみ・
同一番号の複数申込は1通のみ有効）◎参加人数（1人または2人。記入のない場
合は、1人とします。）◎郵便番号◎住所◎氏名◎年齢◎電話番号を記入して4月
22日（水）〔消印有効〕までに申込先へ（申込後の変更不可）※返信用はがきには
あなたの郵便番号、住所、氏名（様付き）をご記入ください。

申込先 	〒539-0042 日本郵便大阪北郵便局 府民半額会係（郵便番号は必須）
※当落は抽選で決定。7月分当落通知は5月27日頃、8月分当落通知は6月24日
頃発送予定。発送予定日から4日を過ぎても未着の場合はお問い合わせください。

その他 	 ○当選者は、送料（414円）、手数料（1人あたり300円、国立文楽劇
場分を除く）が別途要。○府担当課：文化課
※出演者および演目に変更がありました場合は、何卒ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、公演情報が変更される場合があります。
随時ＨＰ等で確認をお願いします。
HP  	 大阪府　半額鑑賞
問	（公社）日本演劇興行協会 半額鑑賞会事務局	  06(6342)5407

芸能芸術
府民のための 7・8月

7月 夏休み文楽特別公演
▶豊竹咲太夫／鶴澤清治／吉田簑助／吉田和生　ほか

〈第二部〉Discover BUNRAKU　曾根崎心中
▶全席指定　1等席〈第二部〉4,800円を2,400円
①22日（水）②24日（金・祝）③27日（月）④28日（火）①～④14：00

〈第三部〉名作劇場　ひらかな盛衰記　小鍛冶　
▶全席指定　1等席〈第三部〉6,500円を3,250円
⑤20日（月）⑥21日（火）⑦25日（土）⑧26日（日）⑨28日（火）⑤～⑨16：30
7月　国立文楽劇場寄席　第108回上方演芸特選会
▶落語／浪曲／漫才ほか
▶全席指定2,200円を1,100円
⑩9日（木）⑪10日（金）⑫11日（土）⑩～⑫13：00

7月　八代亜紀デビュー 50周年特別コンサート2020
▶1階席9,000円を4,500円　⑬1日（水）16：30
7月　中澤卓也コンサート2020 ～飛躍、新たな扉へ～
▶1階席6,500円を3,250円　⑭2日（木）15：00
7月　前川清&川中美幸　二人爆笑コンサート2020
▶1階席10,000円を5,000円　⑮3日（金）16：30
7月　森進一歌手生活55周年記念コンサート
▶1階席9,000円を4,500円　⑯8日（水）16：30　
7月　神野美伽音楽会2020
▶1階席9,000円を4,500円　⑰11日（土）16：00
7月　新歌舞伎座新開場10周年記念
梅沢富美男劇団　梅沢富美男　研ナオコ特別公演
▶1階席10,000円を5,000円
⑱17日（金）⑲19日（日）⑳21日（火）㉑22日（水）㉒23日（木・祝）㉓25日（土）
㉔26日（日）㉕27日（月）⑱～㉕16：00
8月　新歌舞伎座新開場10周年記念
コロッケ40周年特別公演
▶1階席9,500円を4,750円
㉖8日（土）㉗9日（日）㉘11日（火）㉙13日（木）㉚15日（土）㉛16日（日）㉜18日（火）
㉝22日（土）㉖～㉝16：00

7月　関西・歌舞伎を愛する会　第二十九回
七月大歌舞伎
▶ 片岡仁左衛門ほか
▶１等席（１・２階）17,000円を８，５００円
＜昼の部＞　演目選定中
㉞6日（月）㉟8日（水）㊱9日（木）㊲13日（月）㊳14日（火）㊴16日（木）㊵17日（金）
㊶20日（月）㊷22日（水）㊸23日（木・祝）㉞～㊸11：00
＜夜の部＞　演目選定中
㊹6日（月）㊺7日（火）㊻9日（木）㊼10日（金）㊽13日（月）㊾14日（火）㊿17日（金）
�21日（火）�22日（水）�24日（金・祝）㊹～�16：00

7月　ＯＳＫ日本歌劇団 ＯＳＫ SUMMER SPECIAL 2020
第一部　ミュージカルロマン『陰陽師』
第二部　グランドレビュー『VICTORIA!』
▶桐生麻耶／楊琳ほか／ＯＳＫ日本歌劇団
▶１等席（１・２階）8,500円を4,250円
�5日（日）�6日（月）�7日（火）�8日（水）�10日（金）�11日（土）�～�11：00
�4日（土）�5日（日）�8日（水）�9日（木）�～�15：00
8月　坂東玉三郎　映像×舞踊　南座特別公演
▶坂東玉三郎
▶1等席（1・2階）14,000円を7,000円
Aプロ　 一、口上　二、京鹿子娘道成寺
�3日（月）�4日（火）�5日（水）�6日（木）�～�14：00
Bプロ　 一、口上　二、鷺娘　三、楊貴妃
�17日（月）�18日（火）�19日（水）�24日（月）�25日（火）�～�14：00
�21日（金）18：00

府政TOPICS
トピックス

4・5月
日日時	所場所	定定員	￥料金	申申し込み	HPホームページ	問問い合わせ	 電話	 ファクシミリ

府政だよりWEB版では、各記事の詳細内容を掲載したホームページを
ご案内していますので、併せてご利用ください。

※応募・申し込みなどに伴い収集した個人情報は、その目的のためにのみ使用し、それ以外に使用することはありません。
※申し込みの際、鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記具は使用しないでください。

HP 府政だより

記事中に問い合わせ先・申し込み先の記載がない場合は、府民お問合せセンターにお問い合わせください。

「青少年健全育成条例」を改正しました（6/1施行）

近年、青少年（18歳未満）がSNS等を通じて知り合った
大人に誘われるなどして性行為等に至る被害が増えてい
ます。このような被害を未然に防ぐため、条例で規制する
行為を見直しました。
HP  大阪府　青少年健全育成条例
問 府青少年課　  06(6944)9150

労働相談センターを設置しました！
４/1に労働環境課内に労働相談センターを設置し、これま
で府総合労働事務所で行っていた労働相談等を実施しま
す。府民の皆さんがより利用しやすくなるよう、出張労働
相談の拡充やイベント等での相談会も実施します。
所 エル・おおさか（地下鉄「天満橋」ほか）

重度障がい者就業支援事業を試行実施します
常時介護を必要とする重度訪問介護利用者でかつ個人事
業主である人を対象に、就業中、就業に伴う移動中または
休憩時間中における日常生活上の介助を支援する事業を
試行実施します（対象市：大阪市・堺市）。
問 お住まいの両市担当窓口または府障がい福祉企画課

大阪府再犯防止推進計画を策定しました
近年、罪を犯した人たちに占める再犯者の割合が高くなっ
ています。罪を犯した人たちの立ち直りを助け、再犯により
新たな被害者が生まれることのないよう、「大阪府再犯防
止推進計画」を策定しました。

5/14（木）～20（水）は
ギャンブル等依存症問題啓発週間です
ギャンブル等を「やめたくてもやめられない」なら、それは

「依存症」かも。詳細は府HP「それって依存症？」でご確認く
ださい。※5月から第2・第4土曜日の相談を開始します。

自動車税（種別割）の納期限は6/1（月）です
自動車税（種別割）納税通知書裏面に記載している金融機
関等で、納期限までに納付してください。

2020年工業統計調査にご回答をお願いします
わが国の工業の実態を明らかにするため、6/1現在で製
造業事業所（従業者4人以上）を対象に調査を実施します。
調査内容は従業者数および製造品出荷額等で、調査結果
は地域の経済、産業施策等の基礎資料に活用されます。

太陽光パネル・蓄電池の共同購入　参加者募集
みんなでおトクに購入しませんか？

自宅で発電できる太陽光パネルや発電した電気を夜間に
有効活用する蓄電池は、災害時の停電対策にも役立ちま
す。説明会等、詳しくはHPをご確認ください。
申 6/30（火）まで／インターネット／問まで
HP  おおさか　みんなのおうちに太陽光
問 おおさか　みんなのおうちに太陽光事務局

 0120(758)300、 　  0570(075)300

府育英会奨学生の募集
【高等学校・専修学校（高等課程）など】
各学校が定める日（4月中旬から5月上旬）までに申込書類、
収入に関する証明書などを在学する学校へ提出してくだ
さい。
問 在学する学校または（公財）大阪府育英会まで

 06(6357)6272

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
第十一回特別弔慰金

戦没者等のご遺族に国から特別弔慰金が支給されます。
請求期限は令和5年3/31です。申請手続等、詳しくは府HP
をご確認ください。
HP  大阪府　特別弔慰金
問 お住まいの市区町村援護担当課または府社会援護課

ハンセン病元患者家族に対する補償金が
支給されています

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関す
る法律」の施行により、対象となるハンセン病元患者の
ご家族に補償金が支給されています。請求書の提出や
請求に関する相談等は厚生労働省の補償金担当窓口

（  03(3595)2262）までお問い合わせください。

府要約筆記者養成講座受講者募集
聴覚障がい者等のために、特に専門性の高いコミュニケー
ション支援を行う「要約筆記者」の養成講座を実施します。
日 受講判定試験：5/30（土）10：30 ～12：00
　 養成講座：6/27（土）～12/5（土）13：00 ～17：00
定 各コース10人（手書き・パソコン）
申 5/11（月）まで【消印有効】／インターネット、郵送

「万博の桜2025」プロジェクト
ご寄付のお願い

府民・企業からのご寄付により2,025本の桜を府域に植
樹する取り組みを始めます（寄付は１万円単位。寄付者の
ネームプレートを桜に取り付けます）。府内を桜で彩り、み
んなで大阪・関西万博を盛り上げましょう！
HP  万博の桜2025
問 万博の桜2025実行委員会　  06(4400)8739
府職員採用試験（警察行政）
大阪の安全・安心を支える仕事にチャレンジしませんか。
警察本部または警察署などに勤務し、警察行政事務に従
事します。対象者は平成３年４/2から平成11年４/1までに
生まれた人で、学歴・職務経験は不問です。
日 1次試験：6/28（日）
所 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス（南海「白鷺」ほか）
申 5/11（月）10：00 ～ 6/1（月）18：00 ／インターネット

府公立学校教員採用選考テスト
受験資格など詳細は受験案内をご確認ください。
日 第1次筆答テスト：6/27（土）
申 4/24（金）18：00まで／インターネット※障がいによりイ
ンターネット出願が困難な場合は郵送・持参可【消印有効】

大阪府ＬＩＮＥ公式アカウントを開設しました
府政情報、府民生活に関わる情報、
イベント情報等をお知らせします。
ぜひ、友だちに追加してください。

新型コロナウイルス感染症対策
へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用
を含む咳エチケット」です。 大阪府　新型コロナ感染症HP

 06（6910）8001　  06（6910）8005　送付先 〒540-8570（住所の記載は不要です）

2 令和2年（2020年）4月15日 府政だよりは、点字版、拡大版、音声版（テープ版、デイジー版）も発行しています。ご希望の場合は府民お問合せセンターまで

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/kyodo01/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/osirase/detail.php?recid=23152
http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/sakura2025/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html



