
国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２３年度

指標を ―

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

事業の成果
　都市計画道路を廃止することで、建築制限などが解除さ
れ、良好な住宅供給や土地利用の促進につながる。

人権行政
推進の成果

　都市計画道路見直しの基
本方針を策定することで、
地域住民の快適な生活環境
の確保に資する。

説明
　今後は本格的な人口減少・少子高齢社会の到来を迎えるとともに、厳しい財政状況が続く中で国や府
の公共投資可能額は年々圧縮・抑制されてきており、今後も財政的な制約が更に続くものと考えられ、
都市計画道路の必要性を検証する必要がある。

今後の方向性 ○継続

5,400,000 （正職員 0

目標値
年度までに

実績値
100% にする。 50% ―

事業の概要

　現在、大東市内には、27路線（大阪府決定9路線、大東市決定18路線）の都市計画道路があるが、大
阪府は、社会情勢の変化を受け、大阪府決定路線の見直しを行う必要があると判断し、平成23年3月に
「都市計画道路見直しの基本方針」を作成し、府内全域の見直し作業を進めている。見直し期間として
は平成23年度から平成25年度の3カ年を予定している。
　大東市においても、本市決定路線の「都市計画道路見直しの基本方針」を作成し、見直しを行う必要
がある。なお、都市計画道路の見直しは「第４次大東市総合計画」にも位置付けされている。

事業の目的 　社会情勢の変化を受け見直しを行うことで、今後の地域情勢への整合を図る。

事業の
スケジュール

平成23年3月　「都市計画道路見直しの基本方針」（大阪
府）

平成24年度
・平成25年1月　都市計画道路変更（廃止）案の確定
・平成25年2月　地元説明会（府・市合同）を2回開催

平成25年度
・平成25年9、10月頃　大東市都市計画審議会
・平成25年12月頃　都市計画変更（廃止）の告示

人権行政
推進の視点

　都市計画道路見直しの基
本方針を策定することで、
地域住民の快適な生活環境
の確保に資する。

所属 街づくり部 都市政策課 事業費総額 2,653,110

目 都市計画総務費

平成２４年度決算

事業名 都市計画変更事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

款 土木費

特定財源
項 都市計画費

自治基本条例根拠条文 第9条
総合計画コード 3-1-1 一般財源 2,653,110

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,625,000
使用料及び賃借料　　　28,110

平成２４年度 平成２２年度事業の評価

　　　都市計画道路（府決定・市決定）の見直し【平成24年度当初予算設定】

廃止検討 完了



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２３年度

44戸

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

6,300,000 （正職員 0.3

事業の成果
　木造戸建住宅の耐震診断11戸と耐震改修2戸を実施するこ
とができた。

人権行政
推進の成果

　耐震診断・改修補助制度
により市民の大規模地震へ
の危機管理意識の高揚に寄
与することができた。

平成２２年度

事業の
スケジュール

・耐震診断・改修の申込受付開始（4月）

　　　　以降、予算の範囲内で随時受付、実施。

・申込建築物全件の補助金額の確定完了（3月）

人権行政
推進の視点

　大規模な地震による被害
を 小限にとどめ、市民の
生命権や財産権を守る。

事業の評価

　　　昭和56年以前の建築物の耐震診断・改修補助件数【平成20年度設定】

目標値 － 実績値

平成２４年度決算

事業名 既存民間建築物耐震診断・改修補助事業
委員会名 街づくり委員会

平成２４年度

（単位：円）

所属 街づくり部 開発指導課 事業費総額 1,632,000

款 土木費

特定財源

816,000
項 都市計画費 358,000
目 都市計画総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-5-3 一般財源 458,000

事業費内訳

個人補助金　　　1,632,000

事業の概要

　東日本大震災や新潟県中越地震など、大規模な地震による被害が全国で発生しており、本市において
も「あふれる笑顔　幸せのまち大東づくり」を進めるため、民間建築物の耐震化率を向上させる必要が
ある。平成20年8月1日より耐震診断費用の補助制度を施行し、平成22年10月より耐震改修を実施する際
に費用の一部を補助する制度を施行させ、耐震化率の向上に寄与するものである。（対象建築物：昭和
56年以前の建築物）
耐震診断…木造住宅：30戸　特定建築物：2戸　その他：2戸
耐震改修…木造住宅：5戸

事業の目的 　「あふれる笑顔　幸せのまち大東づくり」を進めるため、民間建築物の耐震性を向上させる。

13戸 10戸

説明
　将来予測される大規模地震による被害の軽減を図り「あふれる笑顔　幸せのまち大東づくり」を推進
していくため、引き続き継続していく必要がある。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 24 平成２３年度

指標を 98.60%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 地域ぐるみため池再編総合整備事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 13,913,000

款 農林費

特定財源
項 農業費
目 老朽ため池事業費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-2-2 一般財源 13,913,000

事業費内訳

【繰越明許】
その他負担金　　13,913,000

　ため池決壊に伴う災害を
未然に防止し、市民の生命
と財産を守るとともに、市
民生活に安らぎとうるおい
を与える。

にする。 100.00%

事業の概要

　本ため池（中の池）は、寺川地内に位置する農業用ため池であり、当地区及び野崎地区内約6.1Haの
優良な農地の唯一の用水源として利用されている、農業経営上欠くことのできない貴重な農業用施設で
ある。
　従来より、その維持管理については、市・地元が部分的に補修を行うなど万全な対策を講じてきた
が、経年経過により、底桶周辺や堤体からの漏水が発生している。また、余水吐は通水能力が不足して
おり、かつコンクリートに亀裂が発生しているため、非常に危険な状態である。
　そこで、ため池決壊に伴う災害を未然に防止するとともに、農業経営の安定を図るため、本事業を実
施するもので大阪府が事業主体となり工事を執り行う。なお、事業費の1/4を大東市として負担する。

事業の目的
　ため池の老朽化が進み溢水の危険があったため、改修工事を行うことにより、下流域住民への危険を
未然に防止するとともに、市民にやすらぎを与える施設に改善する。

事業の
スケジュール

平成22年度　ため池実施設計業務完了
平成23年度　ため池改修工事（第1期）
平成24年度　ため池改修工事（第2期）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　過年度事業費/総事業費【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% 95.50%

900,000 （正職員

事業の成果

・平成21年度　防災計画調査完了
・平成21年度　土地改良法手続き完了
・平成22年度　実施設計業務完了
・平成23年度　第1期工事完了
・平成24年度　第2期工事完了

人権行政
推進の成果

　予定どおり事業が進捗
し、市民生活の安全と安ら
ぎに寄与できた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明

・府営事業として、ため池改修をするので、地元、奥ノ池土地改良区、大阪府との調整役として大東市
が参画している。
・H22年度：ため池改修実施設計
・H23～H24年度：改修工事完了



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 26 平成２３年度

指標を 4,000人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 花と緑のまつり事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 930,000

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 緑化推進費

自治基本条例根拠条文 第21条第2項
総合計画コード 3-4-3 一般財源 930,000

事業費内訳

その他負担金　　　930,000

　市民が花や緑に関心をも
つことにより花や緑がもつ
心豊かさやうるおいを感じ
る。また花や緑をとおして
人と人のコミュニティの醸
成に貢献する。

にする。 4,500人

事業の概要
　「街に緑を窓辺に花を」をテーマに本市と造園園芸緑化組合の主催で花と緑のまつりを開催する。植
木市等のイベントを実施することにより、多くの市民に花や緑に対する関心をもってもらい、緑の環境
に対する市民の意識の向上を図る。

事業の目的 　緑化イベントを行うことにより市民の緑化意識の向上を図る。

事業の
スケジュール

・集客イベントとして継続的に実施することにより、市民
の日常生活環境の中に、花や緑の効用を再認識できる機会
を提供し、普及啓発を行う。
・運営費…市930,000円　造園園芸緑化組合…500,000円
・平成24年度は6月3日に大東公園で環境フェアと合同開
催。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　延べ参加者数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

9,000人 6,000人

900,000 （正職員 0.01

事業の成果
　市民への緑化意識の向上を図り緑と花いっぱいの街づく
りに貢献している。

人権行政
推進の成果

　市民が花や緑に関心をも
ち花や緑にふれることによ
り心豊かで潤いを感じ、ま
た人と人のコミュニティの
醸成に寄与した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本市の緑化推進施策として継続する。
　植木市や寄せ植え教室の植木等の持ち帰りが容易になるように、会場隣接地に臨時駐車場を設けた。
今後も開催方法を改善し、地域住民と共に活気ある取り組みを検討する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２３年度

指標を 32箇所

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 緑化推進ふれあい事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 545,585

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 緑化推進費

自治基本条例根拠条文 第22条
総合計画コード 3-2-2 一般財源 545,585

事業費内訳

報償金　　　149,800

原材料費　　　282,411

消耗品費　　　59,901
食糧費　　　9,000
印刷製本費　　　14,700
通信運搬費　　　29,773

　花や緑は都市化された生
活空間において、心の豊か
さやうるおいを与え、市民
生活を充実させる貴重な要
素である。

にする。 32箇所

事業の概要
　ふれあい花壇の輪を広げて、自治会等の団体に公園等に花を植えてもらい、市を花でいっぱいにす
る。花と緑のふれあいセンターにおいて、花と緑の相談室・実習室等緑化啓発事業を行い、緑化意識の
向上を図る。

事業の目的
　公園等を植栽場所として、自治会等の団体に草花に接する機会をつくる。あわせて花と緑の相談室・
実習室等を行うことにより家庭・事業所の園芸緑化の技術指導および助言を行う。

事業の
スケジュール

　ふれあい花壇会員に公園を植栽場として提供し、公共施
設等に育成した草花の配布を行う。また、自治会等の団体
に公園等に花を植えてもらい、また花壇管理を行う。
１　ハボタンの育成と配布
２　花と緑の講習及び相談室を開設　講習会(定員30名)年
　　2回
３　相談室開設日　月1回(年10回）第1水曜日

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　草花供給箇所数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

40箇所 32箇所

180,000 （正職員

事業の成果

　地域に密着した公共施設を緑化することにより、身近な
緑を増やし、うるおいのある街並みの形成に貢献してい
る。また、相談室・実習室を行うことにより、家庭・事業
所などの都市緑化の促進に貢献している。

人権行政
推進の成果

　市民が花や緑とふれあう
機会を提供し、緑化意識を
向上させることにより、市
民生活の充実に寄与するこ
とができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　市を花でいっぱいにするために、公共施設等へのハボタン等の配布箇所を拡大する。花と緑の実習室
の受講者数を定員でいっぱいになるように工夫する。相談室を開設していることを広報し、相談室利用
の拡大を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 38 平成２３年度

指標を 42.30%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 都市公園再整備事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 40,738,077

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 緑化推進費

自治基本条例根拠条文 第11条第2項
総合計画コード 3-2-3 一般財源 40,738,077

事業費内訳

消耗品費　　　15,910

新設改良工事請負費（単）39,923,100

印刷製本費　　　25,317
手数料　　　23,000
設計委託料　　　446,250
工事監理委託料　　　304,500

　開設都市公園を再整備
し、幅広い年齢層の市民が
憩う健康で快適な生活が送
れるようにする。また、未
開設のままとなっている予
定地も計画をもって整備を
進める。

にする。 42.30%

事業の概要
　供用開始後20年経過の公園施設について、市内の都市公園の園路・遊具施設、フェンス等の新設・改
良を実施する。
　また、未開設のままとなっている予定地も計画をもって整備を進める。

事業の目的 　バリアフリー対応を中心とした既存公園施設のリニューアル、快適な施設への再整備を推進する。

事業の
スケジュール

・末広公園管理用倉庫新築工事
・三箇第1公園整備工事
・飯盛公園擁壁改修工事

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　整備済公園数/昭和時代の開設公園数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2４年度 平成22年度

100% 38.50%

9,000,000 （正職員

事業の成果
　平成24年度は末広公園管理用新築工事・三箇第1公園整備
工事・飯盛公園擁壁改修工事を完了した。

人権行政
推進の成果

　整備済公園は市民が憩え
る場として構築できてい
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　今後とも継続的に老朽化した公園の再整備を進めることにより、時代とそのニーズにあったリニュー
アルが必要である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２３年度

指標を 92.90%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

事業費内訳

事業の目的   防災公園である大東中央公園の整備（用地買戻し及び施設整備）

事業の
スケジュール

・公園用地の買戻し　　国庫補助申請及び土地買戻し
・施設整備については平成24年度までに完了する。

人権行政
推進の視点

　災害発生時の防災拠点を
整備し、市民の生命・財産
権を確保するとともに、憩
いの公園として健康で快適
な生活の保障に資する。

事業の評価

　　　用地処分の進捗率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2４年度 平成2２年度

100%

事業の概要
　本公園は市の中心部に位置し、災害時の防災拠点として、平時においては、市民にとって憩いとなる
公園として、早期の開設を目指し、整備するものである。

　施設整備工事及び用地買戻しを行った。
人権行政

推進の成果

　災害発生時の防災拠点を
整備し、市民の生命・財産
権を確保するとともに、憩
いの公園として健康で快適
な生活の保障ができた。

○継続 廃止検討 完了

にする。 95.20% 88.60%

9,000,000 （正職員

事業の成果

平成２４年度決算

事業名 大東中央公園新設事業（防災緑地）
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 192,167,287

款 土木費

特定財源

63,000,000
項 都市計画費
目 大東中央公園新設費 46,100,000

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-2-3  3-5-3 一般財源 83,067,287

単・土地購入費　　　24,630

消耗品費　　　41,068
印刷製本費　　　17,212
手数料　　　1,156,854
鑑定委託料　　　42,000
使用料及び賃借料　　　36,000
新設改良工事請負費（国）57,601,950

新設改良工事請負費（単）26,990,250

国・土地購入費　　　106,237,353

今後の方向性

普通旅費　　　19,970 

説明
　施設整備については平成22年度から平成24年度の3か年度で行う。
　用地については平成28年度まで買戻しを行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 30 平成２３年度

指標を 0%

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

説明 　防災公園の早期開設の為、今後とも事業事業を継続していく必要がある。

　災害発生時の市民の生
命・財産権を確保するとと
もに、憩いの公園として健
康で快適な生活の保障に資
するための公園施設の基本
設計を行った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

3,150,000 （正職員

年度までに
実績値

平成2４年度 平成2２年度

100% にする。 0%

事業の概要
　本公園は市の東部に位置し、災害時の防災拠点として、平時においては市民にとって憩いとなる公園
として、早期の開設をめざし整備するものである。

事業の目的   防災公園である中垣内浜公園の整備（施設整備）

事業の
スケジュール

・平成24年度 基本設計
人権行政

推進の視点

　災害発生時の防災拠点を
整備し、市民の生命・財産
権を確保するとともに、憩
いの公園として健康で快適
な生活の保障に資する。

設計委託料　　　3,360,000
印刷製本費　　　4,819 
消耗品費　　　4,200 

平成２４年度決算

事業名 中垣内浜公園新設事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 3,378,449

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 中垣内浜公園新設費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-2-3 一般財源 3,378,449

事業費内訳

普通旅費　　　9,430 

事業の評価

　　　施設整備の進捗率【平成23年度設定】

目標値

事業の成果 　平成24年度は基本設計を完了した。
人権行政

推進の成果



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 26 平成２３年度

指標を 0件

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今後も継続して活動を支援することで、まちづくりに主体的に参画する市民を増やし、まちの活性化
を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

90,000 （正職員

事業の成果
　過年度にアドプト協定締結した団体から引き続いて実施
している団体があり、活動が根付きつつある。

人権行政
推進の成果

　継続支援を行うことで、
市民的権利と義務を自覚す
る地域コミュニティの育成
に寄与した。

0件

事業の評価

　　　アドプト協定件数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

10件 にする。 0件

事業の概要
　アドプト協定により地元住民に管理していただいている水路や川の簡易な修景施設等(花壇等)に必要
な用具等を提供するものである。

事業の目的
　水路や川の簡易な修景施設等(花壇等)の管理のために必要な用具を提供することにより、アドプト制
度活用事業を支援することを目的とする。

事業の
スケジュール

　状況に応じて、随時用具等の提供を行う。
人権行政

推進の視点

　市民参加を促進すること
は、市民的権利と義務を自
覚する自立した市民の育成
につながり、人権尊重の意
識を持った地域コミュニ
ティの育成に貢献してい
る。

事業費内訳

消耗品費　　　14,316
総合計画コード 3-2-2 一般財源 14,316

自治基本条例根拠条文 第21条第1項
目 都市浸水対策費
項 河川費
款 土木費

特定財源

（単位：円）

所属 街づくり部 水とみどり課 事業費総額 14,316

平成２４年度決算

事業名 アドプト支援事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 24 平成２３年度

指標を 85.0%

人件費 円 2.8 人） （非常勤職員等 人）

説明
　市道における車両通行の円滑化、歩行者の安全性から今後も継続していく必要がある。
　地元・他企業との調整事項が多いため、早期に準備を進め、円滑な事業の執行を図る必要がある。

事業の成果

・野崎竜間線道路修景工事
・住道北小学校西側線歩道改良工事
・住道中垣内線道路改良工事
・新橋南線道路改良工事
・緑が丘一丁目地内道路整備工事
・その他工事及び設計業務委託・土質調査業務など

人権行政
推進の成果

　道路改良の実施により、
安全で快適な歩行・車輌通
行が可能となった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

87.6% 56.0%

25,200,000 （正職員 0

事業の評価

　　　単年度執行率【平成24年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% にする。

事業の目的 　市道における車輌通行の円滑化や歩行の安全確保を図るものとする。

事業の
スケジュール

・三箇小学校北側水路歩道整備工事
・住道北小学校西側線歩道改良工事　他工事
・地像須波摩神社線他歩道設置設計業務委託　　他委託
・緑が丘一丁目水路整備に伴う土質調査業務委託

人権行政
推進の視点

　歩道幅員の拡幅、バリア
フリ－化を進め、あらゆる
市民の安全で快適な生活の
確保、充実を図る。

単・土地購入費　　　6,409,389
単・建設事業補償金　　3,421,900

【繰越明許】
設計委託料(繰）　　 9,327,150

事業の概要
　現道の車道及び歩道の改良、交差点部の歩道段差の解消、人・車輌等の円滑な通行と安全確保のため
現道拡幅、道路拡幅および交差点改良を実施する。

事業費内訳

普通旅費　　　25,020

新設改良工事請負費（単）79,273,150

新設改良工事請負費（国）31,779,200

使用料及び賃借料　　　50,000
測量ボ－リング委託料　2,478,000

事務業務委託料　　　1,911,100
手数料　　　85,000
印刷製本費　　　39,397
消耗品費　　　26,702

設計委託料　　　7,096,950

総合計画コード 3-3-1 一般財源 111,795,958
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目  道路新設改良費 23,400,000
項  道路橋りょう費
款  土木費

特定財源

6,727,000

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 141,922,958

平成２４年度決算

事業名 道路新設改良事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 34 平成２３年度

指標を －

人件費 円 3 人） （非常勤職員等 人）

事業の概要
　本市には鉄道駅が3駅あり、うち「JR住道駅」の周辺においては、以前より重点的に整備を進めてき
たが、今後は市東北部の振興を図るため「JR野崎駅」「JR四条畷駅」の周辺整備に着手するもので、2
駅周辺で特色ある魅力的な整備を行う。

事業の目的

JR野崎駅、四条畷駅周辺において特色ある魅力的な整備を図るため、基本構想や基本計画に基づき野崎
駅については駅西側の住民の利便性を高めるための駅舎橋上化や駅での交通結節機能の向上や周辺道路
での歩行者の安全性向上等を、四条畷駅については交通結節機能の向上や駅への主要アクセス道の整備
等を目的としている。

目 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業

設計委託料　　　4,725,000

平成２４年度決算

事業名 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課　２駅周辺整備推進室 事業費総額 4,935,751

款 土木費

特定財源
項 都市計画費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
総合計画コード 3-1-1 一般財源 4,935,751

事業費内訳

普通旅費　　　19,680

庁用器具購入費　　　36,750

使用料及び賃借料　　　36,000

消耗品費　　　69,643
印撮製本費　　　25,200

【繰越明許】

図書購入費　　　23,478

事業の
スケジュール

平成21年　基本構想に着手
平成22年　基本計画に着手
平成23年　現地測量等の実施（駅舎橋上化や都市計画道路
　　　　　等）
平成24年　野崎駅橋上化の基本設計や東部地域交通手段
　　　　　検討調査の実施

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　事業進捗率(事業費ベース)【平成24年度設定】

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する。

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% －にする。 0.00%

27,000,000 （正職員

事業の成果
　今後10年の事業計画を作成し、庁内及び庁外調整を踏ま
えて平成25年度より事業スタートをさせる事が出来た。

人権行政
推進の成果

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する事業計画を作
成した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　平成25年度より、10年間で当該事業の整備完了をめざす。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 24 平成２３年度

指標を 96.7%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

900,000 （正職員 0

事業の成果
・末広公園整備工事
・末広公園修正設計業務委託

人権行政
推進の成果

　住道駅前憩いの公園整
備、　駅へのアクセス道路
整備に　よる、快適で豊か
な市民生活の確保。

96.5%

事業の評価

　　　執行費率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% にする。 100.0%

事業の概要

住道駅周辺の良好な市街地環境の形成のため、駅へのアクセス道路など公共施設の整備を促進する。

・住道駅前南線　L=380ｍ　　・新町１号線　L=160ｍ　　・末広１号線　L=740ｍ
・末広公園　　1.4ha　　　　　 ・駅前広場　　2,500㎡

事業の目的
　府営住宅の建替事業との整合を図りながら、街路・公園及び公共施設等の基盤整備を行い、良好な市
街地と良質な住宅供給の整備促進を図る。

事業の
スケジュール

・平成24年度事業完了に向けて、事務調整を行う。
・平成24年度に末広公園の残りの区域の整備を行う。

人権行政
推進の視点

　駅前の憩いの公園とし
て、快適で豊かな市民生活
の確保に資する。

新設改良工事請負費（単）　7,692,800

使用料及び賃借料　　　24,000
設計委託料　　　485,100
消耗品費　　　9,500

事業費内訳

普通旅費　　　1,920
総合計画コード 3-1-1 一般財源 8,213,320

自治基本条例根拠条文 第11条第2項
目 住道駅周辺整備費
項 都市計画費
款 土木費

特定財源

委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 8,213,320

平成２４年度決算

事業名 住道駅周辺整備事業



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成23年度

指標を 146,381人

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

説明

　市内交通不便・空白地域の解消を目的として事業を実施しており、地域へのＰＲ等を推し進め、更な
る利用促進を図ることにより、地域に根ざした交通機関をめざす。
<利用者数の前年度比増加割合>
　三箇方面、南新田・朋来方面 ： 約0.6％
　西部方面 ： 約6.1％【当該路線の利用者数の増加は堅調で、運行開始以来、全ての年度において対
前年度比増である。】

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

3,600,000 （正職員 0

事業の成果
　三箇方面、南新田・朋来方面および西部方面の全ての
コースで、平成24年度の利用者数が前年度を上回り、総数
で約2,400人の利用増となった。

人権行政
推進の成果

　交通が不便な地域の市民
にとって、貴重な移動手段
となり、生活の利便性の向
上に寄与した。

161,000人 にする。 148,750人 131,512人

平成22年度

事業の
スケジュール

　既存路線である三箇方面および南新田・朋来方面は、引
き続き現行形態を維持して運行。
　新規路線である西部方面は、平成21年10月1日の運行開始
時より2年の試行期間を経て本格運行へと移行したが、更な
る利用者の利便性の向上を図るべく、平成25年3月に一部路
線の見直しを実施するとともに、「新田本町東」バス停留
所を新たに設置。（これまでは片側のみの設置状態であっ
た。）

人権行政
推進の視点

交通の利便性を向上させる
ことは、生活をしていくう
えでのあらゆる権利の実現
に関連している。

事業の評価

　　　利用客数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成24年度

事業の概要
　近鉄バス株式会社に依頼して、3台のバスを運行している。
  コースは、交通不便・空白地域である三箇方面、南新田・朋来方面および平成21年10月1日より運行
開始の西部方面の3コース。

事業の目的 　公共施設へのアクセスを確保し、交通不便・空白地域の解消を図る。

印刷製本費　　　118,950

その他負担金　　　35,509,222
事務業務委託料　　　160,965

総合計画コード 3-3-1 一般財源 35,789,137
自治基本条例根拠条文 第9条第3項

目 交通安全対策費
項 道路橋りょう費
款 土木費

特定財源

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 35,789,137

平成２４年度決算

事業名 市内巡回バス事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成23年度

-

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明

　当該事業を確実に履行する担保として、平成22年4月1日に近鉄バス株式会社と「阪奈生駒線バス運行
事業の補助金の交付に関する覚書」を締結。
　平成25年3月27日には、覚書の一部変更を実施し、平成25年4月1日より補助期間を3年間延長とする内
容の変更覚書を改めて締結。
　当該事業の存続性を明確に具体化することで、当該路線利用者に対するバス運行の安定的供給の実現
を図る。
　年間：14,000,000円（上期：7,000,000円 ・ 下期：7,000,000円）

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員 0

事業の成果

　当該事業の確定による龍間地区住民への路線存続説明会
において、バスの積極的な利用促進を依頼して以来、利用
者数の減少に歯止めが掛かり、阪奈生駒線のうち補助金交
付の対象区間における利用者の割合は、僅かながら増加傾
向を示し、良好な状態にある。

人権行政
推進の成果

　交通が不便な地域の市民
にとって、貴重な移動手段
となり、生活の利便性の向
上に寄与した。

事業の評価

-

目標値 - 実績値
平成24年度 平成22年度

- -

事業の目的 　龍間地区住民を始め、当該路線利用者の交通手段の維持・確保を図る。

事業の
スケジュール

　平成22年4月1日付けで締結した補助金の交付に関する覚
書において、補助対象期間が平成25年3月31日を以て終了す
る事に伴い、引き続き上記事業の目的を安定的且つ円滑に
履行するため、平成25年3月27日付けで当該覚書の一部（補
助対象期間を延長し、平成28年3月31日迄とする）を変更
し、新たに変更覚書を締結。

人権行政
推進の視点

　交通の利便性を向上させ
ることは、生活をしていく
うえでのあらゆる権利の実
現に関連している。

事業の概要
　近鉄バス株式会社に委託し、運行経費の一部を補助金として負担し、従来からの阪奈生駒線の運行存
続を図る。
　阪奈生駒線（生駒登山口～寺川～住道駅前）のうち生駒登山口～寺川間が補助金交付の対象。

事業費内訳

その他団体補助金　　　14,000,000　 

総合計画コード 3-3-1 一般財源 14,000,000
自治基本条例根拠条文 第9条第3項

目 交通安全対策費
項 道路橋りょう費
款 土木費

特定財源

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 14,000,000

平成２４年度決算

事業名 公共バス運行補助事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成23年度

指標を 6,703台

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

説明

　土・日における放置自転車等の街頭啓発および移送業務を今後も継続して実施するとともに、住道駅
周辺に係る放置自転車等の移送台数の減少割合と同等の成果を野崎・四条畷駅周辺においても実現すべ
く、平成25年度からは、住道駅周辺で行う街頭啓発および移送業務に使用する業務日数の一部を野崎・
四条畷駅周辺で行う当該両業務に使用する業務日数に振り替えて追加し、同地域での更なる放置対策の
強化に努める。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

5,100,000 （正職員 0.5

事業の成果

　平成24年度は、住道駅および野崎・四条畷駅周辺におい
て、街頭啓発業務並びに移送業務日数を前年度より約5％多
く確保し実施したことで、自転車等の放置対策が、より多
くの市民に浸透し放置自転車等の移送台数の減少につな
がった。

人権行政
推進の成果

　街頭啓発・移送業務の強
化により、歩行者の安全と
まちの景観を守り、放置自
転車等の防止について、市
民の意識向上を図ることが
できた。

8,500台 にする。 5,607台 8,974台

平成22年度

事業の
スケジュール

◎街頭啓発・移送業務
  住道駅周辺年210日、野崎・四条畷駅周辺年78日実施
◎保管返還業務
　木曜日・祝日等を除く日の年295日実施

人権行政
推進の視点

　違法駐車や放置自転車等
が通行の妨げとなることを
啓発し、市民の安全な通行
の確保および景観の維持を
図り、暮らしやすいまちを
形成する。

事業の評価

　　　放置自転車等移送台数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成24年度

事業の目的 　駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止する。

事業費内訳

普通旅費　　　5,320

庁用器具購入費　　　41,300

事業の概要
　JR3駅（住道・野崎・四条畷）周辺の自転車等放置禁止区域内において、街頭啓発を実施し、放置さ
れた自転車等については、住道および野崎両保管所へ移送後、保管・整理を行い、自転車等所有者に対
して返還作業を実施する。

使用料及び賃借料　　　711,954
事務業務委託料　　　31,810,960

消耗品費　　　36,601
印刷製本費　　　125,182

総合計画コード 3-3-4 一般財源 25,953,007
自治基本条例根拠条文 第9条第3項 6,778,310

目 自転車対策費
項 道路橋りょう費
款 土木費

特定財源

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 32,731,317

平成２４年度決算

事業名 放置自転車対策事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２３年度

指標を -

人件費 円 0.8  人 （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 公営住宅整備事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 建築営繕課 事業費総額 3,885,000

款 土木費

特定財源
項 住宅費
目 住宅管理費

自治基本条例根拠条文 第11条第2項
総合計画コード 3-1-3 一般財源 3,885,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,885,000

　良好な住宅を供給する計
画を策定することにより、
住宅の質や住環境の改善に
貢献できる。

にする。 50%

事業の概要

　昨今の社会経済情勢や国における住宅政策の動向等を把握し、住生活基本法に基づく「大阪府住生活
基本計画」(H24.3)や「第4次大東市総合計画」(H23.3)などの上位計画との整合を図り、本市の特性に
応じた総合的な住宅施策を推進するために必要な調査・分析を行い[大東市住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ(H11.3策定)」
を改訂するとともに、市営住宅の役割を見直し各団地を長期的に活用するための大規模改善や長寿命化
型改善等の具体的方策を検討し「市営住宅等長寿命化計画」の策定を目的とする。

事業の目的

　「大東市住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ」については、住生活に係る実態の把握・上位計画の整理を行い、市民ｱﾝｹｰﾄ
を実施した後に住宅政策の基本目標・方針の検討を目的とし、「大東市営住宅等長寿命化計画」におい
ては、ｽﾄｯｸの状況を把握し、入居者への意向調査を実施した後に長寿命化に関する基本方針の検討を目
的とする。

事業の
スケジュール

 ○「大東市住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（住生活基本計画）」（前期）
  １．住生活に係る実態等の把握
  ２．現行計画の事業進捗状況及び上位・関連計画の整理
  ３．市民ｱﾝｹｰﾄ調査
  ４．市の住宅・住環境にかかる課題の整理
  ５．市の住宅政策の基本目標・基本方針の検討
 ○「大東市営住宅等長寿命化計画」（前期）
　１．市営住宅等ｽﾄｯｸの状況、 ２．団地実態調査
  ３．入居者意向調査
  ４．市営住宅等長寿命化計画の目的と計画期間
  ５．長寿命化に関する基本方針

人権行政
推進の視点

事業の評価

「住生活基本計画」及び「公営住宅等長寿命化計画」策定　　　【平成24度6月補正予算設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% -

7,200,000 （正職員 0

事業の成果
　実態調査・ｱﾝｹｰﾄ調査等を行い、市民の率直な意識を確認
することができた。

人権行政
推進の成果

　良好な住宅を供給する計
画を策定することにより、
住宅の質や住環境の改善に
貢献できる。(H25事業へ継
続)

説明

「住生活基本計画」及び「公営住宅等長寿命化計画」策定事業（後期）
　   ○「大東市住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（住生活基本計画）」（後期）
      １．施策展開の検討、２．実現に向けた体制等の検討、
　　　３．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施、４．計画書の作成
　   ○「大東市営住宅等長寿命化計画」（後期）
      １．長寿命化を図るべき公営住宅等、２．公営住宅等における
　　　　　建替事業の実施方針、３．長寿命化のための維持管理計画、
　　　４．長寿命化のための維持管理による効果、
      ５．管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成、６．計画書の作成

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２３年度

指標を 95.9%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

説明 　生活環境の保全および公衆衛生の向上を引き続き推進するため、今後も継続していく必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,700,000 （正職員

事業の成果

（改造工事件数）
　水洗便所改造助成金・・・148件
（水洗化率）
　水洗済件数／処理区域人口

人権行政
推進の成果

　切替工事の普及に伴う水
洗化率の向上により、市民
の快適な生活権の確保に寄
与している。

95.7%

事業の評価

　　　水洗化率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2４年度 平成2２年度

100% にする。 96.4%

事業の概要
　公共下水道が整備された地域において、くみ取り便所を水洗便所に改造または浄化槽から公共下水道
への切替工事を完了した者に対して、工事費の一部を助成する。

事業の目的 　水洗便所への切替の普及を促進し、環境衛生の向上に資することを目的とする。

事業の
スケジュール

（水洗便所改造助成金）
  改造工事1件につき6,000円、供用開始より1年以内の水洗
化工事は1件につき10,000円とする。ただし、共同住宅の浄
化槽からの切替工事は大便器の数によって異なる。

人権行政
推進の視点

　河川水質の保全に寄与
し、市民の快適な生活権の
確保に資する。

施設整備補助金　　　1,256,000

事業費内訳

個人補助金　　　587,519
総合計画コード 3-1-4 一般財源 538,019

自治基本条例根拠条文 第9条 1,305,500
目 水洗便所推進費
項 住宅費
款 土木費

特定財源

所属 水道部 下水道課 事業費総額 1,843,519

平成２４年度決算

事業名 水洗便所改造助成事業
委員会名 街づくり委員会

（単位：円）



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２３年度

指標を ―

人件費 円 2 人） （非常勤職員等 人）

説明 　平成27年度に地方公営企業法が適用をもって終了とする。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

18,000,000 （正職員

事業の成果
　下水道事業地方公営企業法適用基本方針を作成した。
　下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託契約を締結
し、資産調査要領書の作成が完了した。

人権行政
推進の成果

　下水道施設を適切に維持
管理し、市民の身体・生
命・財産を守ることを目指
し、事業を推進していると
ころである。

―

事業の評価

　　　地方公営企業法の適用開始【平成24年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% にする。 ―

事業の概要

　下水道事業は本市の財政運営に与える影響が大きいため、経営基盤の強化が急務となっている。安定
した事業運営のためには、経営の健全化や計画性・透明性の向上が求められており、地方公営企業法の
適用はその取り組みに必要不可欠である。地方公営企業法が適用されると、発生主義、複式簿記による
経理となり、経営実態をこれまで以上に明らかにすることが出来る。

事業の目的 　持続可能な財政運営と下水道施設の適切な維持管理

事業の
スケジュール

平成24年度
　・基本方針策定
平成25～26年度
　・資産調査・資産評価
　・企業会計システム構築
　・新会計移行準備
平成27年度
　・地方公営企業法の適用開始

人権行政
推進の視点

　下水道施設を適切に維持
管理し、市民の身体・生
命・財産を守る。

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,111,000
総合計画コード 3-1-4 一般財源 2,111,000

自治基本条例根拠条文 第11条
目 下水道総務費
項 下水道総務費
款 下水道事業費

特定財源

（単位：円）

所属 水道部 下水道課 事業費総額 2,111,000

平成２４年度決算

事業名 地方公営企業法適用事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２３年度

指標を 98.25%

人件費 円 3 人） （非常勤職員等 人）

説明
  汚水整備について、整備困難地（土地使用未承諾等）の問題解決努力を継続する。
　また耐震・長寿命化とともに10年確率降雨に対応した雨水整備を進める必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

27,000,000 （正職員

事業の成果

  社会資本整備総合交付金を活用し、残整備区域の重点面
整備、併せて未整備区域解消に向け事業推進した。
　また、三箇水路環境整備事業においては、せせらぎ水路
修景整備を実施し、環境改善、水辺空間の創造を推進し
た。

人権行政
推進の成果

  災害から市民を守るとと
もに、河川水質の保全に寄
与し、市民の生存権および
生活権確保に資する。

97.23%

事業の評価

　　　人口普及率【平成24年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２４年度 平成２２年度

100% にする。 98.34%

事業の概要

　昭和44年度より大阪府寝屋川流域関連公共下水道として事業着手し、平成24年度末に人口普及率98.34％を達成
した。
　人口普及率100％を目指すとともに、適切な施設の維持管理と改築更新を目的とした長寿命化対策を推進してい
く。
　なお、合流式下水道の整備により、浸水対策事業も同時に推進している。
　また、鴻池水みらいセンター(ＭＣ)並びになわて水みらいセンター（ＭＣ）の下水処理水を有効活用し、「うる
おいのある水辺空間」を創出すべく既存水路にせせらぎ施設の整備を進めている。

事業の目的
  公共下水道の整備を推進することにより生活環境と水質の改善を図り、浸水対策等自然災害の防止に
努めている。

事業の
スケジュール

平成24年度事業
　国庫補助対象工事
　　1工区　（管径φ200～φ250mm、整備延長L=456.70ｍ）
　  《三箇地区》送水管整備工事
　　1工区　（管径φ150～φ200mm、整備延長L=297.07m)
　市単独工事
　　3工区　（管径φ200～φ300mm、整備延長L=168.49m）

人権行政
推進の視点

  災害から市民を守るととも
に、河川水質の保全に寄与し、
市民の生存権および生活権確保
に資する。

新設改良工事請負費（単）  40,706,400

建設負担金　　　5,362,118

単・建設事業補償金　　　26,419,573

【繰越明許】

新設改良工事請負費（国）  18,570,000

その他委託料　　　1,995,000

使用料及び賃借料　　　2,548,071

新設改良工事請負費（国）  53,403,000

新設改良工事請負費（府）  21,876,000

鑑定委託料　　　478,800

測量ボーリング委託料　　　1,524,873

設計委託料　　　6,921,600

事務業務委託料　　　483,000

物品修繕料　　　40,190

印刷製本費　　　559,054

燃料費　　　203,336

事業費内訳

消耗品費　　　483,814

調査研究委託料　　　13,392,500

総合計画コード 3-1-4、3-2-2、3-5-3 一般財源 43,045,130
自治基本条例根拠条文 第9条 18,384,199

目 管渠築造費 89,700,000
項 下水道建設費 21,876,000
款 下水道事業費

特定財源

21,962,000

（単位：円）

所属 水道部 下水道課 事業費総額 194,967,329

平成２４年度決算

事業名 管渠築造新設事業
委員会名 街づくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２３年度

指標を 48.58%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今後も山間部の汚水処理率の向上により、下流となる市街市域を含めた生活環境の改善を継続してい
く必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

9,000,000 （正職員

事業の成果
　市町村設置型として1基を整備した。
　環境問題への住民意識の向上に役立っている。

人権行政
推進の成果

　整備を進めることによ
り、公共水域水質の保全に
寄与し、市民の快適な生活
権を確保している。

47.50%

事業の評価

　　　市域山間部の汚水処理率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2４年度 平成2２年度

100% にする。 48.86%

事業の概要

　市域山間部の汚水処理施設（市町村設置型の合併浄化槽）を平成17年度に地域再生法の計画認定を受
けて平成21年度までの5年間、地域再生基盤強化交付金のうち汚水処理施設整備交付金を活用して整備
してきた。
　設置予定基数は178基であったが、平成18年度から24年度までに設置基数57基となっている。
　未設置家屋について、平成25年度以降も条例に基づく政策として整備を継続する。

事業の目的 　市域山間部の汚水処理率100％を目指し、公共用水域の水質保全を図る。

事業の
スケジュール

平成24年度
・整備基数　1基（窒素りん除去型高度処理浄化槽：7人
槽）
・処理人口　　 322人
・汚水処理率　48.86％
　汚水処理率　処理人口322人／区域人口659人＝ 48.86％
　処理人口　　既済人口320人＋整備人口  2人＝ 322人

人権行政
推進の視点

　河川水質の保全に寄与
し、市民の快適な生活権の
確保に資する。

新設改良工事請負費（単）　3,444,000

事業費内訳

設計委託料　　　485,100
総合計画コード 3-1-4 一般財源 290,300

自治基本条例根拠条文 第9条 438,800
目 　浄化槽整備費 3,200,000
項 　下水道建設費
款 　下水道事業費

特定財源

（単位：円）

所属 水道部 下水道課 事業費総額 3,929,100

平成２４年度決算

事業名 浄化槽設置事業
委員会名 街づくり委員会


