
主なもの
・地方譲与税　 1,003
・財政調整基金　 935

地方交付税
2,856

（8.1%）

国庫支出金
3,708

（10.6%）個人府民税
2,880

（8.2%）

法人二税
3,380

（9.6%）

地方消費税
3,921

（11.2%）

その他
1,938

（5.5%）

府債
4,147

（11.8%）

貸付金元利収入
8,982

（25.6%）

その他
3,274

（9.4%）

府 税　12,119（34.5%）府 税　12,119（34.5%）

歳 入
35 08635,086

府税収入は新型コロナウイルス感染症の影響などにより、大幅に減少【前年度比▲1,294億円】。
その結果、財政調整基金の取崩額は増加【前年度比＋414億円】。

ポイント

歳 出
35,08635,086

中小企業向け制度融資預託金や新型コロナウイルス感染症対策のため、
商工労働費【前年度比＋6,374億円】や健康医療費【前年度比＋1,869億円】が大幅に増加。

主なもの
・税関連の
 市町村交付金など  2,596
・地方債の
 元利償還金など     3,278

商工労働費
9,351

（26.7％）

教育費
5,601

（16.0％）

健康医療費
4,734

（13.5％）

福祉費
3,555

（10.1％）

警察費
2,747

（7.8％）

その他
5,919

（16.9％）

総務費 1,548（4.4％）

都市整備費 1,351（3.8％）

住宅まちづくり費 96（0.3％）
環境農林水産費 183（0.5％）

ポイント
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命を守る最大限の感染症対策の強化����� 1,698.8億円
◦ワクチン接種体制の整備、診療・検査体制の充実
◦福祉施設における感染防止策の推進　　　　　　など

大阪経済・雇用を支える取り組みの推進�����813.6億円
◦中小企業向けの制度融資、
　中小企業のDX支援
◦�観光消費喚起、文化芸術
　活動の支援、雇用対策　　�など

くらしを支えるセーフティネットの充実������257.6億円
◦要支援者の孤立支援対策、がん・肝炎対策、不妊・不育症対策の推進
◦児童虐待対応の強化、スクールカウンセラーの配置拡充　　　�　　�など

コロナを乗り越え、成長する大阪へ
　令和3年度当初予算では、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止と社会経済活動の両立をめざす「ウィズコロナ
対策」、大阪の再生・成長を支える「ポストコロナ対策」
に重点を置いてできる限りの対策を盛り込みました。
　ウィズコロナ対策では、ワクチン接種や診療・検査体制
整備など感染症対策の強化とともに、中小企業・雇用を
守る施策、観光消費喚起等を推進します。不妊治療費等の
助成や児童虐待防止などセーフティネットの充実に取り組み
ます。

　ポストコロナ対策では、2025年大阪・関西万博の成功
に向けて準備を進めるとともに、空飛ぶクルマの実用化など
イノベーションの創出やスーパーシティ構想の推進、先端
技術を活用したスマートシティ化に取り組みます。さらに
国際金融都市の実現に向けた調査・検討を進めます。
　こうした取り組みを通じて「コロナを乗り越え、成長する
大阪」をめざします。
�

大阪府知事　吉村　洋文

令和3年度当初予算 一般会計  3兆5,085億7,936万4千円　  ▶一般会計　2兆6,367億6,581万9千円

特別会計  2兆8,505億2,166万5千円　  ▶特別会計　3兆     93億5,556万7千円

大阪の再生・成長に向けた取り組みの加速����237.9億円
◦成長をけん引する産業の創出、イノベーションの促進 ����� 1.9億円
　 スタートアップ支援、空飛ぶクルマの実用化に向けた取り組みなど
◦内外から人々や投資を引きつけるまちづくりの推進 ���� 80.0億円
　 スーパーシティの推進、IR実現に向けた取り組みなど
◦先端技術の活用によるスマートシティ化の推進 ������� 1.2億円
◦万博成功やSDGｓ先進都市をめざす取り組みの加速
                              ������ 54.2億円
◦国際金融都市の実現に向けた取り組みの推進
                              ������� 0.5億円
◦自然災害の教訓を踏まえた災害対応力の強化�������������             
                               ����� 100.1億円

月合併号4・5
http://www.pref.osaka.lg.jp/ 府政だより 検索

大阪府府民文化部府政情報室
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
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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3年度当初予算

次号は令和3年6月1日（火）にお届けする予定です

令和3年度

当初予算

ウィズコロナ対策
主な事業

ポストコロナ対策

さまざまな財政リスクに対応するため、これまで
積み立てしてきた基金で、家庭でいう貯金やで。

【単位＝億円、（　）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。
一般会計
歳入と歳出の内訳

参考  令和２年度当初予算 

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは…
データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデル
や組織をより良い方向へ変えていくことやで。

財政調整基金とは…

大阪・関西万博会場のイメージ
提供：2025年日本国際博覧会協会

http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/yosan/r3tousho.html


新型コロナウイルス感染症について

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（木）〔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26日頃、8月分当落通知は6月25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。
※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。感染症対策のための座席配置となる場合があります。
HP  大阪府　半額鑑賞 　	府担当課：文化課
問	（公社）日本演劇興行協会 半額鑑賞会事務局	  06(6342)5407

新型コロナウイルス感染症に対応した超簡易版ＢＣＰ
（事業継続計画）シートを作成しました。最低限決めて
おくべき項目をチェックし、自社のルールを書き込むこ
とで完成します。ぜひ、ご活用ください。
HP  これだけは！シート
問 府経営支援課　  06(6210)9494

副反応などの医学的知見が必要となる専門的な相談
に対応するため、府民向け相談窓口を設置しています。
なお、接種を受けられる場所など、一般的な相談につい
ては、お住まいの市町村の相談窓口へご相談ください。
日 24時間相談可能です

 (0570)012 336　  06(6641)0072
HP  大阪府ワクチン相談窓口

5/14 ～ 20はギャンブル等依存症問題啓発週間です

依存症の理解を深めましょう。「やめたくてもやめられな
い」、それは依存症かも。気付いたときは保健所等へ相談し
てください。詳しくは府HPをご覧ください。
HP  大阪　依存症包括支援拠点
問 府地域保健課　  06(6944)7524

4/19 ～ 28は春の地域安全運動です

みんなで力を合わせて安全・安心なまちにしましょう。
■ 運動の重点
・子供と女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
・自動車関連犯罪の被害防止

福祉医療費助成制度の助成対象を拡充します

福祉医療費助成制度は、医療費の自己負担の一部を助成
する府と市町村の独自制度です。重度障がい者医療、ひと
り親家庭医療、乳幼児医療、これらの医療証をお持ちの人
は、4月より新たに、精神病床への入院が助成対象となり
ます。詳しくは府HPをご覧ください。
HP  大阪府　福祉医療　精神病床
問 お住まいの市区町村の福祉医療助成担当課

自動車税（種別割）の納期限は5/31（月）です

自動車税（種別割）納税通知書の裏面に記載している金融
機関やコンビニエンスストア等で納付できます。詳しくは
府HPをご覧ください。
HP  府税あらかると
問 自動車税コールセンター　  (0570)020 156

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。
HP  大阪府育英会
問 在学する学校または（公財）大阪府育英会まで

 06(6357)6272

府公立学校教員採用選考テストの実施

受験資格など詳しくは受験案内をご確認ください。
日 第1次筆答テスト：6/26（土）　所 府立高校など
申 4/23（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お
よび持参での出願が可能です【消印有効】
HP  大阪府公立学校教員採用選考テスト

令和3年度要約筆記者養成講座の受講者募集

聴覚に障がいのある人などのために、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：5/29（土）10：00 ～12：00
養成講座：6/19（土）～12/4（土）13：00 ～17：00
所 府立福祉情報コミュニケーションセンター（JR「森ノ宮」ほか）
定 手書きコース・パソコンコース　各12人
申 5/10（月）まで【消印有効】／インターネット、郵送／

（特非）大阪府中途失聴・難聴者協会
HP  大阪府要約筆記者

身体障がい者補助犬の使用者を募集

身体に障がいのある人の自立と社会参加の促進を目的とし
て、盲導犬、介助犬および聴導犬の使用者を募集します（使
用者を選考の上、決定）。本事業への寄付も随時募集中です。
申 5/14(金)まで【必着】／府HPまたは各市町村障がい福
祉担当窓口で配布する申請書に記入の上、郵送／問まで
HP  大阪府　身体障がい者補助犬
問 府自立支援課　  06(6944)9176

5/12 看護の日・看護週間

「看護の日」を含む「看護週間」では、
看護への理解を深めていただくため

「Nursing now キャンペーン」を行い
ます。詳しくはHPをご確認ください。
日 5/15（土）
所 グランフロント大阪北館４階
ナレッジシアター（JR「大阪」ほか）
HP  大阪府看護協会看護の日
問 大阪府看護協会　  06(6947)6900

府政TOPICS
トピックス

4・5月

超簡易版BCP「これだけは！」シート
新型コロナウイルス感染症対策版

新型コロナウイルスワクチンに関する
府民向け専門相談窓口

Ⓒ2014 大阪府もずやん

府政だよりWEB版 検索検索府政だより

運転免許…06（6906）0055

テレホンサービス 音声テープによりご案内しています

※平日9：00～17：45はオペレーターがご案内します

自動車税
（種別割）

今月号の府政だよりおよびバックナンバーは府ホームページ
でご覧いただけます※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

…（0570）020156

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

HP  http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/occ/index.html

2 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。ホームページなどで、最新の情報をご確認ください。令和3年（2021年）4月15日

芸能芸術
府民のための 7・8月

国
立
文
楽
劇
場

7月　国立文楽劇場寄席
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
①21日（水）②22日（木・祝）③23日（金・祝）④24日（土）①～④13：00
7・8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
▶全席指定5,000円を2,500円
⑤7月16日（金）⑥20日（火）⑦21日（水）⑧22日（木・祝）⑨23日（金・祝）⑩27日（火）
⑪28日（水）⑫29日（木）⑬30日（金）⑭8月2日（月）⑮3日（火）⑤～⑮18：00

新
歌
舞
伎
座

7月　水森かおり 公演
▶三林京子／岩佐美咲／辰巳ゆうと　ほか
▶1階席 10,000円を5,000円
⑯5日（月）⑰6日（火）⑱7日（水）⑲8日（木）⑳9日（金）㉑10日（土）⑯～㉑11：00
㉒6日（火）㉓8日（木）㉔10日（土）㉒～㉔16：00
8月　梅沢富美男劇団　梅沢富美男特別公演
泉ピン子特別出演　後見人 梅沢武生
▶1階席 10,000円を5,000円
㉕5日（木）㉖6日（金）㉗7日(土）㉘8日（日・祝）㉙9日（月・休）㉚10日（火）
㉛11日（水）㉜12日（木）㉝13日(金）㉞14日（土）㉟15日（日）㉕～㉟11：00
㊱7日（土）㊲8日（日・祝）㊳11日（水）㊴14日（土）㊱～㊴16：00
8月　ザ・ニュースペーパー　瓦版～大阪夏の陣～
▶S席（1・2階）5,500円を2,750円
㊵20日（金）13：00　㊶20日（金）17：00
8月　世良公則　KNOCK KNOCK2021
with神本宗幸 feat.NAOTO
▶S席（1・2階）7,000円を3,500円
㊷21日（土）18：00
8月　真夏の沖縄音楽フェスティバル2021
▶S席（1・2階）7,000円を3,500円
㊸22日（日）17：00
8月　香西かおりコンサート2021
ゲスト岩出和也
▶1階席9,000円を4,500円
㊹31日（火）12：30　㊺31日（火）16：30

大
阪
松
竹
座

７月　七月大歌舞伎
演目・開演時間・配役など劇場ホームページにてご確認ください。
▶片岡仁左衛門／片岡秀太郎／中村鴈治郎／中村扇雀／片岡孝太郎
／松本幸四郎　ほか
▶1等席（1・2階）16,000円を8,000円
昼の部　お祭り　ほか
㊻5日（月）㊼６日（火）㊽７日（水）㊾８日（木）㊿12日（月）�13日（火）�14日（水）
�15日（木）�16日（金）㊻～�12：30
夜の部　引窓　ほか
�5日（月）�６日（火）�７日（水）�８日（木）�12日（月）�13日（火）�14日（水）
�15日（木）�16日（金）�～�16：30（予定）

南
座

7月　松竹新喜劇　夏まつり特別公演
▶新作喜劇「一休さん」ほか豪華2本立て
▶渋谷天外／藤山扇治郎／久本雅美　ほか松竹新喜劇劇団員
▶1等席（1・2階）11,000円を5,500円
�10日（土）�12日（月）�13日（火）�17日（土）�18日（日）�～�11：00
�10日（土）�16日（金）�～�15：00
7・8月　坂東玉三郎　特別舞踊公演
▶坂東玉三郎
▶1等席（1・2階）16,000円を8,000円
7月　地唄二題　一、口上　二、地唄「雪」　三、地唄「鐘ヶ岬」
�7月26日（月）�27日（火）�28日（水）�～�14：00
8月　「日本振袖始」　ほか
�8月2日（月）�4日（水）�6日（金）�11日（水）�13日（金）�17日（火）�19日（木）
�23日（月）�～�14：00

http://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
http://kokoro-osaka.jp/oatis/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hukusiiryou/saikoutiku.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/noukishuchir3.html
https://www.fu-ikuei.or.jp/news/r3zaigakubosyu/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/kyosai/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/youyaku.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/hojoken.html
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/00028.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kansensho/vaccine/
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp_2.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html



