
国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２３年度

40件

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

説明
　小中学校児童生徒を持つ家庭に限らず、教育、子育て等に関する様々な相談に対応する学校以外の機
関の存在は市として重要である。

事業の成果

　これまで以上に広報に努めた結果、保護者への周知が進
み相談室への相談件数が増加した。相談内容は、いじめ問
題、不登校問題、交遊関係に関するものが多く、相談員に
よる助言、対応により相談後の事態の改善に向けた意欲の
醸成につながった。

人権行政
推進の成果

　相談員による助言や関係
機関との連携による支援体
制の構築等により相談者の
悩みの軽減、また児童生徒
の教育上の問題の改善に貢
献した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

450,000 （正職員

61件 47件

平成2２年度

事業の
スケジュール

・相談場所　大東市立キッズプラザ2階「教育相談室」
・相談日時　毎週　月～金曜日（10：00～16：00）
　　　　　　　　　（開室総日数215日）

人権行政
推進の視点

 学校に関わる問題を相談で
きる学校以外の機関が日常
的に開設されることは、子
どもの学校での学ぶ権利を
守るために重要である。

事業の評価

　　　相談件数【平成21年度設定】

目標値 － 実績値
平成2４年度

事業の目的
　いじめや不登校等の学校に関することや子育て等の悩みに関する様々な課題を解決するための一助と
して、保護者や子どもの相談を受け、子どもたちが健やかに育つためのアドバイスを行う。

事業費内訳

報償金　　　2,552,000

事業の概要
　不登校、いじめ、交遊関係等の悩みを抱える保護者の相談に応えるために教育相談室を開設し、来室
及び電話による市民の教育相談を受け付ける。教育についての幅広い見識と深い経験を持つ相談員を配
置し、相談内容により関係諸機関との連携を図り支援を行う。

通信運搬費　　　67,094
消耗品費　　　9,800

特定財源

総合計画コード 2-2-3 一般財源 2,628,894
自治基本条例根拠条文 第23条

項 教育総務費

平成２４年度決算

事業名 教育相談事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部

目 教育委員会総務費

款 教育費

教育政策室 事業費総額 2,628,894



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２３年度

16校園

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 国際化教育推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 2,150,692

款 教育費

平成２４年度 平成2２年度

15校園

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-1 一般財源 2,150,692

事業費内訳

報償金　　　36,000
費用弁償　　　862,750
その他保険料　　　136,580
その他負担金　　　1,115,362

事業の概要
　中学校に英語指導助手を配置し、中学校における英語授業と小学校における外国語活動の充実を図る
とともに、学校園における国際理解教育の推進を図る。

事業の目的
・英語を通してのコミュニケーション能力の育成
・幼児・児童・生徒の国際理解の推進

事業の
スケジュール

・英語指導助手を市立全中学校に1名ずつ配置する。
・市立全小学校に定期的に英語指導助手を派遣し、小学校
外国語活動の時間の充実を図る。
・小・中学校での授業及び学校生活全般において子どもた
ちがネイティブの英語に触れ、交流することで、英語を
使ってのコミュニケーション能力の育成と国際理解の推進
を図る。
・申請に基づいて、幼稚園に英語指導助手を派遣し、国際
理解教育の推進を図る。

人権行政
推進の視点

 コミュニケーション能力の
育成と、国際理解を深める
実践を通して、国際化社会
に対応する多文化理解と共
生の視点を育む。

事業の評価

　　　小学校・幼稚園への英語指導助手の派遣校数【平成18年度設定】

目標値 全校園で、継続的に実施する。 実績値
17校園

450,000 （正職員

事業の成果

　中学校での英語科の授業、小学校での外国語活動の授業
において、実践的コミュニケーション能力の育成のための
指導の工夫に寄与するとともに、幼・小・中学校園におけ
る国際理解教育の推進が図られている。

人権行政
推進の成果

　英語指導助手の活用によ
り、子どもたちの国際理解
を深める機会の拡充とコ
ミュニケーション能力の向
上に資している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　学校教育において、英語を使った実践的なコミュニケーション能力の育成と、国際理解教育へのニー
ズはますます高まっている。事業を継続する中で、英語指導助手を全中学校に配置し、全小学校に定期
的に派遣し、小・中学校の連携のもと、系統立てたカリキュラムを実施することで、英語教育の充実を
図る。なお、実績値の減少は、小学校の統合による学校数の減少によるため。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２3年度

指標を 1.87倍

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

庁用器具購入費　　　10,900

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 11,746,600

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-3 一般財源 11,746,600

事業費内訳

報償金　　　11,399,000
普通旅費　　　20,610
消耗品費　　　36,095
通信運搬費　　　195,495
手数料　　　100
その他保険料　　　54,500
使用料及び賃借料　　　29,900

　学校に登校できない（し
にくい）児童生徒への登校
支援の働きかけは、一人ひ
とりの児童生徒が持つ学習
権の保障につながる。

平成24年度 平成22年度

事業の概要

・市内中学校に学校サポーターを配置し各校における不登校対策（別室指導、家庭訪問、小中連携
　等）にあたる。
・市適応指導教室（ボイス）を開室し、入室児童生徒の指導、訪問指導等を行う。
・情報交流会（適応指導教室、保護者、学校、スクールカウンセラー）を開催し、それぞれの連携
　を図る。

事業の目的
・不登校児童生徒の心の安定とコミュニケーション能力の伸長を図り学校復帰できるようにする。
・主に中学校1年生段階における不登校児童生徒の早期対応により不登校生徒数を減少させる。

事業の
スケジュール

適応指導教室
　・場所：大東市キッズプラザ2階「ボイス」
　・開室：火曜日～金曜日（週4回、1日4時間）
　・相談活動・情報交流会・家庭訪問指導などを行う。
中学校への学校サポーター派遣
　・派遣回数：各中学校　年140日、1日8時間
　・中学校区内の小学校においても依頼により活動
　・サポーター等交流会を行い取り組みの交流を行う。

人権行政
推進の視点

3.62倍

事業の評価

　前年度小学校6年生と次年度中学校1年生の長欠生徒数を比較した増加率【平成22年度設定】

目標値 実績値
2.00倍以内 にする。 3.30倍

4,500,000 （正職員

　児童生徒が学校に行けな
い状態になることを予防し
たり、不登校の状況の児童
生徒を学校復帰に向けて支
援したりすることで、一人
ひとりの学ぶ権利の保障に
つながった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　児童生徒の長欠不登校の問題は学校が抱える重大な課題の一つである。長期欠席に至る理由は様々で
あるが、傾向として「家庭の事情」や理由の特定が難しいケースが増加しており、学校単独による支援
にとどまらず、小中連携による情報共有と分析、また、心理や福祉の専門家との連携による対応等課題
解決に向けて、更にきめ細かい指導、支援を行うことが必要である。

平成２４年度決算

事業名 不登校対策事業
委員会名 未来づくり委員会

事業の成果

　平成24年度長欠児童生徒数は、小学校68人、中学校187
人、そのうち不登校児童生徒数は小中学校計で142人となり
23年度に比べ増加した。不登校に至る理由が複雑なケース
が増加しており、これまで以上にスクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー等心理や福祉の専門家の意見
も加えた支援が必要になってきている。

人権行政
推進の成果



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成23年度

指標を 94.40%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 特別支援教育充実事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 7,331,450

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条 1,200,000
総合計画コード 2-2-3 一般財源 6,131,450

事業費内訳

報償金　　　7,245,000
消耗品費　　　29,190
その他保険料　　　57,260

にする。 91.60%

事業の概要
　発達の課題から、支援の必要な幼児・児童・生徒への適切な支援の充実をめざし、相談・研修事業、
通級指導教室の充実、通常の学級における学習を支援する支援員の配置(小・中学校)、「個別の教育支
援計画」作成の推進等に取り組み、特別支援教育のより一層の推進を図る。

事業の目的 　各幼稚園・小・中学校における特別支援教育の充実

事業の
スケジュール

・幼稚園・小中学校に発達相談員および巡回相談員を派遣
し、保護者および教員の相談に応じ、指導・助言を行う。
・小中学校に支援員を派遣し、通常の学級での学習支援を
実施する。また「個別の教育支援計画」作成を推進し、一
貫した支援の充実を推進する。
・通級指導教室の整備を図り、他校への情報発信を通して
特別支援教育の充実を図る。

人権行政
推進の視点

　発達に課題のある児童・
生徒の学習支援、保護者お
よび教員への相談活動の充
実を通し、自立支援を図る
とともにノーマライゼー
ションの推進を図る。

事業の評価

　　　巡回相談、発達相談の申し込みへの年度内の対応率【平成22年度設定】

目標値 実績値
平成24年度 平成22年度

100%

1,800,000 （正職員

92.70%

事業の成果

　通常の学級に在籍する児童・生徒を含め、支援の必要な
幼児・児童・生徒への支援の充実を図るとともに、誰にで
もわかりやすいユニバーサルデザインの観点を取り入れた
授業づくり、環境づくりを実践する体制の構築ができつつ
ある。

人権行政
推進の成果

　発達に課題のある児童・
生徒の学習支援、保護者お
よび教員への相談活動の充
実を通し、自立支援を図る
とともにノーマライゼー
ションの推進を図ることが
できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　支援学級在籍児童・生徒数及び通常の学級において支援を必要とする児童・生徒数は年々増加傾向で
ある。今後、特別支援教育・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた学校づくりを推進するという観
点で事業を継続する中で、さらに各校における特別支援教育にかかる体制の充実を図りたい。



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 12件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 エンパワメント研修事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 728,000

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-1 一般財源 728,000

事業の概要

 いじめをはじめとする人間関係における様々な問題を児童生徒自ら解決できる力を育むために事業を実施する。
①いじめ防止プログラムの実践研究の推進、活用等、実践リーダーを養成するために、「市エンパワメント研修
　会」、「エンパワメントセミナー」を実施する。
②モデル校3校ではエンパワメント研究授業と授業研究会を実施し教員のファシリテーターとしての力を伸ばす。

事業費内訳

報償金　　　728,000

にする。 51件

事業の目的
・児童生徒にいじめ等の人間関係における様々な問題を克服するためのコミュニケーション力を身につけさせる。
・教員に児童生徒をエンパワーするための実践力をつけると同時に授業の技量と資質の向上を図る。

事業の
スケジュール

・モデルクラス（3クラス）にて、講師によるエンパワメント授業
や学級担任などによる研究授業を、それぞれ8時間実施し、各3回
（2時間）の授業研究会をする。
・長期休業中などにエンパワメント研修会を実施し、エンパワメ
ントの技術とモデル校の取組みを広める。
・エンパワメントセミナーを開き、教員の自主的な学びの場を提
供し、各校での教員自身の取組みを促進する。

人権行政
推進の視点

　児童生徒の問題解決能力
を育成するための教職員の
技量と資質向上を図る。

事業の評価

　　　いじめ事象の発生件数【平成21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

20件未満

900,000 （正職員

23件

事業の成果

・モデル校における子どもへのアンケート結果からは、
　エンパワメントに関わる様々な取組みを通して、集団
　の中での自己有用感、規範意識、問題解決への意欲の
　向上が見られた。
・研修会、セミナーの受講を通して教職員の技量が高ま
　り、各校の実践につなげた。

人権行政
推進の成果

　教員の技量、資質向上に
より児童生徒の問題解決能
力の育成を図ることで児童
生徒の人権を保障すること
に貢献した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　児童生徒のコミュニケーション力を育むことによって、その潜在能力を引き出す「エンパワメント」
は、いじめ等の課題に対し児童生徒が自ら取り組んでいくことからも重要であり、本市教育ビジョンに
おいて示しているめざす子ども像の育成の為の柱の一つである。



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 70%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 学校統合準備事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 9,821,385

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-2 一般財源 9,821,385

事業費内訳

報償金　　　250,000
消耗品費　　　461,364
印刷製本費　　　2,525,776
事務業務委託料　　　3,970,625
庁用器具購入費　　　2,613,620

にする。 90%

事業の概要
　教育委員会の学校統合の「基本方針」および「実施計画」に基づき、小学校の統合に向けた準備を進
める。

事業の目的 　学校統合を進めることにより、一定の学校規模を確保し、教育環境の充実を図る。

事業の
スケジュール

　平成25年4月の深野北小学校・四条北小学校・深野小学校
の統合に向けた準備を進める。

人権行政
推進の視点

　学校統合により、教育的
に適切で、かつ格差の少な
い教育環境整備を行い、健
全育成を図ることにより人
権行政を推進する。

事業の評価

　　　学校統合基本方針の達成率【平成22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%

9,000,000 （正職員

50%

事業の成果

　統合に関する様々な課題について、統合準備委員会を開
催し、地域と一体となった検討会を重ねるなど、平成２５
年度統合について概ね終了した。
　また、統合に伴う閉校式の諸準備および統合新校にかか
る校章のデザインや必要備品の整備を行なった。また、平
成２３年度に閉校した旧北条西小学校の不用品等の整理を
実施した。

人権行政
推進の成果

　学校統合により一定の学
校規模を確保し、教育的に
適切かつ格差の少ない教育
環境整備を行うことで健全
育成の推進に寄与できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明  統合新校の開校記念式典および校歌、不用品の処分等、新校の円滑な運営のための支援を実施する。



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 96.25%

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

消耗品費　　　371,269

平成２４年度決算

事業名 学び合う授業づくり推進事業
委員会名 未来づくり委員会

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 23,068,753

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-1 一般財源 23,068,753

事業費内訳

非常勤職員報酬　　　20,543,844
報償金　　　1,950,000

事務業務委託料　　　178,000
使用料及び賃借料　　　25,640

にする。 集計中

事業の概要

　全市的な授業改善・学力向上を行うために、「学び合い」（協同学習）の手法を生かした授業研究を推進する。具体的には、
モデル校（9校）、準モデル校（4校）に外部講師（日本協同教育学会）を招聘し、「授業改善研究会」を軸として、教員の授業
力、支援力を高める。モデル校には市費非常勤講師を配置し少人数授業・ＴＴ授業を行い、きめ細かな指導の充実を図る。ま
た、市初任者や各校の中核教員の育成のために協同学習の理念・手法を学ぶワークショップ研修や優れた授業実践に学ぶ「ビデ
オ授業研交流会」を行う。さらに、「学び合い」を支える基礎的・基本的な学力を児童・生徒に身に付けさせるために、各学年
で習得すべき目標を示す教材を作成し、自学・自習力の向上を図る。

事業の目的
「大東市教育ビジョン」の基本理念「学び合い、学び続ける明日の市民の育成」のもと、大東市の子ど
もたちに「確かな学力」と「生きる力」を育む。

事業の
スケジュール

・モデル校・準モデル校での授業改善研究会年間39回実施
・モデル校に市費非常勤講師を配置し、週30時間、年間180日の少
人数授業またはＴＴ授業を行う。
・協同学習のワークショップ夏季研修を2日間行う。(81名参加)
・初任者教員を対象に「ビデオ授業研交流会」（16回）
・国語（小・中）、算数（小）・数学（中）、英語（中）の基礎
的な教材（学習プリント集）を作成し、2学期より市内全小・中学
校で教材を活用した反復学習（ステップアップ学習）を実施

人権行政
推進の視点

　「学び合う」授業づくり
を通して、子ども同士が信
頼し合える人間関係を築
き、相互に高め合う豊かな
人間性を育む。

事業の評価

 全国学力・学習状況調査の結果（大東市小・中学校の平均値の大阪府平均値に占める割合）【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%

5,400,000 （正職員

93.25%

事業の成果

　「学び合い（協同学習）」による授業改善がさらに進み、子ど
も主体の授業により、学習に向かう姿勢や意欲の高まりが見られ
た。市非常勤講師の活用により、きめ細かな指導が行われ、わか
る授業づくりに効果をあげることができた。ステップアップ学習
では、基礎学力の習得に効果があった。（文部科学省から全国学
力・学習状況調査の結果が市町村に届くのが８月末頃であるた
め、平成２４年度実績値集計中）

人権行政
推進の成果

　ペア学習、グループ学習
での話し合い活動が増え、
お互いに認め合い、良好な
人間関係を築くことがで
き、学習集団としての高ま
りが見られるようになって
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　学び合う授業づくりのより一層の広まりと深まりをめざして、各校における授業改善の推進はもちろ
んのこと、だいとう教育改革アクションプランに基づき、学校間の学び合いや各種研修の内容の充実を
図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２3年度

100%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

100％を維持する

事業費内訳

報償金　　　369,000

事務業務委託料　　　1,893,700

平成２４年度決算

事業名 小中連携教育推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 3,661,140

款 教育費

特定財源
項 教育総務費 1,802,676
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2－2－1 一般財源 1,858,464

消耗品費　　　803,210

教材購入費　　　595,230

‐

事業の概要

　全中学校区において、「ＩＣＴ活用」「支援教育」「授業規律・生徒指導」「英語教育」「小学校6
年生の中学校体験登校」のいずれかの観点をテーマに、小・中が一貫した指導内容・方法の工夫に取り
組み、小中連携教育のより一層の推進を図る。また、小学校での英語活動の本格的な実施に伴い、全小
中学校において英語教育の観点の充実を図る。

事業の目的
　中学校区での小中連携のもと、それぞれの課題解決に向けた系統的・計画的な取組みによる児童・生
徒の生活習慣と学力の向上

事業の
スケジュール

・小中連携教育推進連絡会を実施し、市としての小中連
携・一貫教育の在り方を検討する。
・各中学校区における、それぞれの課題解決に向けての取
組みに必要な講師報償費や教材・備品等の購入費を支出す
る。
・全中学校において英語力の到達度テストを実施し、生徒
の学習意欲の向上を図る。

人権行政
推進の視点

　市内全小・中学校が中学
校区での連携のもと、それ
ぞれの課題解決に向けて系
統的に取り組むことで、児
童・生徒の生活・学習習
慣、学習意欲を向上させ、
「生きる力」の基礎となる
学力を育む。

事業の評価

　　　小・中合同での授業研究会・連携会議の実施率【平成23年度設定】

目標値 実績値
平成24年度 平成22年度

100%

450,000 （正職員

事業の成果

・全中学校区において、年間を通して計画的・継続的な担
当者連絡会の実施、合同研修会や相互授業参観などの取組
みが実施されており、9年間を通した子どもたちの育ちに
小・中学校がともに同じ視点で取り組む体制が構築できつ
つある。
・中学校卒業時に自分の考えが英語で表現できる生徒の育
成をめざし、中学校１、2年生を対象に実践的な英語力の到
達度テストを実施し、生徒の学習意欲の喚起を図った。

人権行政
推進の成果

　市内全小・中学校区にお
いて小・中の連携がより一
層進み、授業改善や課題解
決に向けての協同の取組み
を通して児童・生徒の生
活・学習習慣、学習意欲の
向上を図ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　小・中学校の連携に加え、さらにパートナー校として中学校区内の小学校同士が連携・交流を深める
ことで、小中連携のより一層の推進を図る。



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 21.60%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

事業の評価

事業費内訳

報償金　　　8,335,000

印刷製本費　　　123,000

事務業務委託料　　　480,000

平成２４年度決算

事業名 学力向上推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 10,709,584

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条 327,000
総合計画コード 2－2－1 一般財源 10,382,584

消耗品費　　　1,240,674

手数料　　　151,200
その他保険料　　　137,340

使用料及び賃借料　　　242,370

集計中

事業の概要

・各校の課題に応じた多様な人材の活用による「学校力」の向上を図る。
・学校運営や授業づくり、研究体制などにかかる優れた取組みを集約して、市としてスタンダードづく
りに取組み、フォーラムを開催して全校、保護者が地域とともに教育の課題と方向性を共有する。
・土曜日、長期休業中に児童生徒のための学習の場を開設し、学習機会の拡充を図る。

事業の目的 　児童・生徒の学力向上を図る。

事業の
スケジュール

・各校からそれぞれの課題に応じた人材活用計画を提出、
ヒアリングを経て支援人材を各校に派遣する。
・市内西部に、小学校4・5・6年生対象の「学力向上ゼミ」
を一か所開設し、土曜日・長期休業中の学習教室を実施す
る。
・教育研究フォーラムの実施（3学期）

人権行政
推進の視点

　学校教育力の向上と、児
童生徒への学習機会の拡充
は、児童生徒の「生きる
力」の基礎となる学力の向
上に資する。

　　　全国学力・学習状況調査の正答率40％以下の児童・生徒の割合【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

25.0% にする。

1,800,000 （正職員

事業の成果

・9月より小学校13校に38名、中学校8校に33名の支援者による授
業・補充授業・学校運営への支援を得るとともに、校長OBによる
経験の浅い教員への指導や管理職への相談・支援の実施により学
校の教育力の向上を図った。
・市内西部地区で7月より学習教室を32回実施。計60名の児童が参
加した。
・サーティホールにおいて教育研究フォーラム実施（1月）
（文部科学省から全国学力・学習状況調査の結果が市町村に届く
のが８月末頃であるため、平成２４年度実績値集計中）

人権行政
推進の成果

　学校の総合的な教育力の
向上及び児童生徒への学習
機会の拡充は、子どもたち
の学習意欲を喚起し、「生
きる力」の基礎となる学力
の向上に寄与している。

29.30%

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　各校の様々なニーズに応じて、学校外部から専門性のある人材による支援を得ることで、学校の総合
的な教育力の向上につながった。また、学力向上ゼミについては、終了後の児童アンケート（回収率
78.3％）で72．3％の児童が「学校での授業がわかるようになった」と回答しており、対象を中学生に
も拡大して実施し、学習機会のさらなる拡充を図っていく。
　教育研究フォーラムについては、市としての学校づくりスタンダードの確立をめざし、教員の指導力
向上にかかる内容での開催に向けて準備を進める。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２３年度

100%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

事業費内訳

報償金　　　1,137,000

平成２４年度決算

事業名 学校支援人材活用事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 1,137,000

款 教育費

特定財源
項 小学校費　　中学校費
目 教育指導費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-1 一般財源 1,137,000

事業の概要
　小・中学校に地域の優れた知識や技能を有する人材を講師として招き、授業やクラブ活動等の指導に
支援を得ることで学校教育を活性化させ、教育力の向上を図る。

事業の目的 　外部人材の積極的な活用による学校の教育力の活性化

事業の
スケジュール

　各校の申請に基づき、教科・総合的な学習・外国語活動
等の授業やクラブ活動等の支援に地域人材を招き、指導・
支援を得て、より充実した教育活動を実施する。

人権行政
推進の視点

　学校外部からの指導者と
の交流により、児童・生徒
の豊かな心の育成に貢献す
るとともに、地域と連携し
た教育を推進できる。

事業の評価

　　　外部からの支援者を招聘して指導・支援を受けた学校の割合【平成23年度設定】

目標値 実績値
平成２４年度 平成2２年度

100％を維持する
100%

450,000 （正職員

100%

事業の成果

・小学校13校で93名、中学校8校で25名の支援・指導者から
の支援を実施。
・小学校では水泳、外国語活動、理科、そろばん等の授業
支援や和楽器、将棋、パソコン、ダンス等のクラブ活動支
援、中学校では剣道、性教育、キャリア教育等の授業支援
や吹奏楽、茶華道、バドミントン、バスケットボール等の
部活動支援により、学校教育活動の充実と活性化を図る事
ができた。

人権行政
推進の成果

　学校外部からの多様な支
援・指導者との交流は、児
童・生徒の豊かな心の育成
につながるとともに、地域
と学校との連携の推進が図
られた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　学校の総合的な教育力の向上と、多様な専門性のある地域の方々との交流による子どもたちの感性の
育成をめざし、今後、市として学校支援の人材登録バンクの構築を図る。



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 －

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

手数料　　　75,600

平成２４年度決算

事業名 言語活動推進事業
委員会名 未来づくり委員会

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 382,161

款 教育費

特定財源
項 小学校費
目 教育指導費

自治基本条例根拠条文 第23条 13,000
総合計画コード 2-2-1 一般財源 369,161

事業費内訳

報償金　　　100,000
消耗品費　　　136,081

使用料及び賃借料　　　70,480

にする。 87.20%

事業の概要 ・弁論大会の実施
・授業改善等の取組み実践の充実

事業の目的
　言語環境の充実と授業改善等の推進によって国語力向上を図るとともに、子どもたちの豊かな心と言
葉を育成し、教育諸課題の改善に資する。

事業の
スケジュール

・弁論大会開催(平成24年11月)
・学び合う授業づくり推進事業との連携(5月～平成25年3
月)による授業改善

人権行政
推進の視点

　言語力の向上に必要な環
境整備と取組実践により、
児童生徒の学力を一層向上
させるとともに、自己表現
力を育成し、豊かな社会生
活を営むための力を育む。

事業の評価

　　　弁論大会への応募率【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%

450,000 （正職員

－

事業の成果

　弁論大会においては、本選に発表者として出場した児童
生徒はもとより、予選に応募した児童生徒、また当日に観
覧をした児童生徒にとっても自分自身を振り返り、ものの
見方や考え方をさらに深め、言葉を的確に使用する力を高
めようとする態度を培う学習機会となった。

人権行政
推進の成果

　弁論大会への取組みを通
じて、家族や友人等他者と
のつながりについて深く考
える機会となった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　言語活動の充実、及びコミュニケーション力の育成が、生活の基盤となり、さらに確かな学力を形成
するための基盤となる。言語環境のさらなる充実（作文・弁論・朗読・暗唱等への取組みとその発表機
会の提供等）を図ることで、今後も言語活動の育成を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成23年度

指標 13,046人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

人権行政
推進の視点

　子どもの健全育成をめざし、地
域・家庭・学校が連携することで、
子どもとおとな、おとな同士、子ど
も同士の交流が深まり、地域社会の
活性化と豊かな人間関係の醸成を図
るとともに、地域社会全体で学校の
様々な教育支援活動を実施すること
で、学校及び地域コミュニティの活
性化を図る。

事業費内訳

平成２４年度決算

事業名 総合的教育力活性化事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 2,187,200

款 教育費

特定財源
項 中学校費 458,000
目 教育指導費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-1 一般財源 1,729,200

報償金　　　675,360
費用弁償　　　11,840
事務業務委託料　　　1,500,000

する。 13,755人

事業の概要
　子どもの健全育成の観点から、地域・家庭・学校が連携を強化し、地域教育の活性化を図り、教育コ
ミュニティづくりを推進するため、各中学校区地域教育協議会（すこやかネット）の活動を支援する。
また、学校支援地域本部を統合することで、学校教育支援活動がより円滑に行えるよう支援する。

事業の目的
　学校、家庭、地域の総合的な教育力の再構築をめざし、青少年の健全育成を図るとともに、学校支援
コーディネーターを核として地域のボランティア人材の支援を幅広く得ることで学校の教育力を高め
る。

事業の
スケジュール

・各地域教育協議会からの事業計画提出
・各地域教育協議会からの学校支援ボランティアの募集
・各地域教育協議会事務局会議の開催（年間2回）
・学校支援コーディネーターによるボランティアと学校
ニーズの調整及び活動の実施
・学校支援コーディネーター研修会の実施（府研修会参
加）
・総合的教育力活性化事業全体会の開催（年間2回）

事業の評価

　　　地域教育協議会主催の行事への延べ参加人数【平成23年度設定】　

目標値 実績値
平成24年度 平成22年度

13,000人を維持

1,800,000 （正職員

11,676人

事業の成果

　各中学校区における地域教育協議会の活動がより定着す
るとともに拡大・充実が図られている。さらに学校支援地
域本部事業との統合により、学校・地域・家庭の連携がよ
り推進され、子どもたちの登下校の見守りや環境整備支援
などの支援活動が活性化するとともに、子育てにかかる課
題の共有や、子どもたちの健全育成に協同して取り組むこ
とにつながっている。

人権行政
推進の成果

　地域教育協議会による主
体的な様々な活動や学校支
援の活動により、学校及び
地域コミュニティの活性
化、世代を超えた豊かな人
間関係の構築が推進されて
いる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　学校支援地域本部事業を統合したことで、各地域教育協議会において学校の教育活動を支援するとい
う観点の推進が図られた。今後、さらに中学校区単位の市民会議との連動等も踏まえ、さらなる事業の
充実を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２３年度

6,514人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

6,278人

平成２４年度決算

事業名 大東・まなび舎事業
委員会名 未来づくり委員会

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 2,225,000

款 教育費

特定財源
項 中学校費
目 教育指導費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2－2－1 一般財源 2,225,000

事業費内訳

報償金　　　2,217,000
その他保険料　　　8,000

事業の概要
　中学校に、放課後および土曜日の自習教室を開設し、学習支援アドバイザーを配置して、生徒の自学
自習力を育成し、学力向上を図る。

事業の目的 　生徒の学習意欲の喚起、自学自習力の育成、学習習慣の定着による学力の向上。

事業の
スケジュール

・8中学校に放課後および土曜日の学習教室を設置
・大学生や元教員等の学習支援アドバイザーによる学習補
充を実施し、生徒の学習意欲の喚起と学習習慣の定着によ
り学力の向上を図る。

人権行政
推進の視点

　生徒の学習意欲の向上と
自学自習力の育成は、「生
きる力」を育む基礎とな
る。

事業の評価

　　　学習教室に参加した延べ人数【平成21年度設定】

目標値 実績値
平成２４年度 平成22年度

―

1,800,000 （正職員

6,064人

事業の成果

　生徒一人ひとりの学力の実態に合わせ、基礎・基本の学
力の補充学習、応用力をつける発展学習の場として学習教
室は定着している。各校において工夫した結果（同日に、
学力実態に合わせて複数教室を開室）、実施回数は昨年度
に比べ減少したものの、1回あたりの参加生徒数は増加し
た。

人権行政
推進の成果

　生徒の学習意欲の向上と
自学自習力の育成は、生涯
学習の観点からも「生きる
力」を育む基礎となる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　事業を継続し、生徒の学習意欲の向上と学習習慣のさらなる定着を図る。実施方法の工夫や指導体制
の充実をさらに図り、個々の生徒の実態に応じた学習内容を充実させ学力の向上につなげる。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２３年度

260件

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

事務業務委託料　　　4,250,000

平成２４年度決算

事業名 進路選択支援事業
委員会名 未来づくり委員会

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 4,632,749

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 2,347,000
目 人権教育費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-3 一般財源 2,285,749

事業費内訳

報償金　　　380,000
消耗品費　　　2,749

事業の概要
　市内3箇所に相談窓口（週2日）を設置する。
　進路についての相談を受け、関係機関への取次や資金融資手続き等の必要な支援を行う。
　相談員は、子どもたちの卒業に向けて、定期的・継続的なサポートを行う。

事業の目的
　進学意欲を有しながら、経済的理由により就学が困難な生徒に対し、相談の機会を提供し、指導・助
言を行う。また、子どもたちが積極的に自己の進路を考え、実現の展望が持てるようにサポートする。

事業の
スケジュール

市民相談窓口
　　野崎人権文化センター　毎週月・木曜日
　　　　　　（大東市野崎地域人権協議会に委託）
　　北条人権文化センター　毎週火・金曜日
　　　　　　（特定非営利活動法人ほうじょうに委託）
　　キッズプラザ　　　　　毎週水・土曜日

人権行政
推進の視点

　進路選択支援相談は、奨学金
活用や進学後の継続相談さらに
は自主活動や学習機会等の情報
提供を行うことを目的とし、子
どもたちのそれぞれの夢や希望
を実現するために必要とされる
進学やその後の継続支援に貢献
している。

事業の評価

　　　相談件数【平成21度設定】

目標値 ― 実績値
平成２４年度 平成2２年度

220件 817件

180,000 （正職員

事業の成果

　相談を受ける場合、解決に至るまでに長い期間を必要と
し、かつ、継続的なサポートが必要であるため、件数には
表れない指導・助言・サポートが数多くある。今日まで少
なからず生徒を退学させずに就業へと導くことができ、生
徒が希望する進路へ進むことができた。

人権行政
推進の成果

 経済上の理由等により進路
を断念することの無いよう
相談員をはじめ関係機関の
連携により丁寧な相談を行
うことで、子どもの教育権
の保障につながった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　進路に係る相談については、各中学校における進路指導が適切に行われていることに加え、高校授業
料無償化等の影響もあり相談件数自体は減少傾向にある。しかし、相談内容の中には、緊急性や継続的
な相談が必要なもの、関係機関が連携して相談する必要があるものなどがあること、また入試制度の変
更、奨学金制度、進学先の多様化、経済情勢の不安定さなどもあり相談体制、窓口は今後も必要であ
る。



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 73.40%

人件費 円 1.9 人） （非常勤職員等 人）

賄材料費　　　92,242

（単位：円）

燃料費　　　5,182

年度までに

80% にする。

平成２４年度決算

事業名 青少年健全育成事業（北条）
委員会名 未来づくり委員会

所属 学校教育部 教育政策室　北条青少年教育センター 事業費総額 1,403,527

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 青少年教育センター費

自治基本条例根拠条文 第23条 350,170
総合計画コード 2-1-3 一般財源 1,053,357

消耗品費　　　120,803

事業の概要

・青少年の自主的・組織的諸活動の推進を図るため、自然体験・こども広場事業等実施。
・保護者や家庭教育に関する学習機会を提供するとともに、保護者・子ども相互の交流を図るための
ファミリー体験事業等実施。
・不登校・学習・いじめ等の相談に応じるための教育相談の場を提供する。

事業の目的
　学校・家庭・地域とともに連携をとりながら、生涯学習機能の充実や人権問題の解決をめざした青少
年の健全育成を図る。

事業費内訳

報償金　　　936,500  

その他保険料　　　1,000
事務業務委託料　　　19,950
使用料及び賃借料　　　122,050
庁用器具購入費　　　105,800

事業の
スケジュール

1．子ども広場（月～土）
2．長期教室　①第1・3土曜（英語・工作おもちゃづくり）
　②第2・4水曜（習字）　③第2・4土曜（理科・ダンス）
3．短期教室　①家庭科教室　②太鼓　③スポーツ教室
4．特別活動　①収穫祭
5．北条中学校区ふれ愛協議会関係　①ＰＴＡ合同社会見学
　②フェスティバル　③親子釣り大会
6．その他事業　①もちつき大会　②夏の夕べ　④情報発信事業
　③不登校児童生徒支援事業　⑤農園　⑥乳幼児広場
7．学力向上推進事業　毎土曜日小学校4～6年生

人権行政
推進の視点

　新規登録者への説明会や
各種の事業を通じて子ども
の発達段階に応じた人権教
育や啓発を進める場を提供
する。

事業の評価

　　　事業参加率【平成23年度設定】

目標値 実績値
平成24年度 平成22年度

70.90%77.30%

24,300,000 （正職員 2.4

事業の成果

①子ども育成：体育館やグランド利用により、小中高大学生・社
会人や他校・他市を含む異年齢交流、スポーツ・文化・音楽・学
習活動など、自主的な活動を通じて子どもたちが相互の交流を深
めた。
②生涯学習支援：青少年や保護者の学習機会の充実・子ども支
援・地域のネットワークづくりを図ることをねらいとして、各種
教室や事業を実施し、市内全域に情報発信を行った。
今年度のセンター利用者：30,457人

人権行政
推進の成果

　センター事業や新規登録
者の説明会等を通じて、参
加者や利用者の人権問題の
啓発を行った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　子どもたちの居場所づくりを基本とし、体育館、プレイルーム、運動場、工作室等を利用した異年齢
交流や乳幼児の保護者団体、障害者団体、高齢者の方々へのセンター利用を促進させた。また、地域と
の連携事業として、学校、地域、家庭、センターが連携し、事業を実施し、参加者相互の交流を深め
た。
　山間部の立地を生かし、草花、虫、渡り鳥の観察など自然にふれ合い豊かな感性を育む、また農園施
設を活用した農園作業を体験し、野菜の収穫と食することの喜びを実感させた。
　学力向上推進事業として、今年度も（社）全国学習塾協会に依頼し、小学4年生～6年生（算数）を対
象に学力向上を図った。



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 86%

人件費 円 1.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 青少年健全育成事業（野崎）
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室　野崎青少年教育センター 事業費総額 3,470,727
款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 青少年教育センター費

自治基本条例根拠条文 第23条 799,980
総合計画コード 2-1-3 一般財源 2,670,747

事業費内訳

報償金     831,920      
普通旅費     11,460
消耗品費       288,520
事務業務委託料     2,304,852
使用料及び賃借料      33,975

にする。 86%

事業の概要
・青少年の学習、文化、スポーツ、レクリエーションその他自主的な活動支援する事業や人権教育、生
涯学習等に関する教室、講習を推進する。

事業の目的
・青少年の健やかな育成及び人権意識の高揚を図る。
・青少年の自主的、主体的な諸活動の発展向上を支援する。
・人権教育の推進を図る。

事業の
スケジュール

・こどもデイサービス事業(月～土)　9,051名来館
・青少年学習活動推進（学力向上ゼミ事業他）
・有償ボランティア事業
・体験活動支援（ファミリー自然観察事業他）
・地域交流活動促進(野崎フェスタ事業）
・センター情報誌「で・あ・い」発行　　　毎月1回

人権行政
推進の視点

　人権教育に視点をおいた
教室・事業を進め、青少年
の健全育成及び人権意識の
高揚を推進する。

事業の評価

　　　事業参加率【平成23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

90%

20,100,000 （正職員 3.1

76%

事業の成果

　学習活動・自主活動・体験活動・交流活動を推進した。
このような事業を通して、健やかな体と、他人を思いやる
心や規範意識などを育み、社会の一員として成長すること
を支援するとともに、学力向上ゼミ・不登校児童生徒のた
めの学習支援教室等により基礎学力の向上を図った。

人権行政
推進の成果

　デイサービスでの異年齢交流
や教室事業を通じて、「他人と
協力する」「他人を思いやる
心」という基本を経験すること
で、青少年の健やかな育成およ
び人権意識の高揚を図った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　こども達の状況は、ますます厳しいものになっており、こども達の基本的な生活習慣の欠如、学習意
識や責任感の低下、社会的自立の遅れなどなど指摘されています。青少年が学習する機会や他者と積極
的にコミュニケーションを図る機会の場として、「安全」「安心」を感じることが出来る居場所機能と
して、子ども達の健全育成を今後とも図っていく必要があります。



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 60%

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

【繰越明許】
新設改良工事請負費（単）

平成２４年度決算

事業名 学校通学路整備事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 60,357,343

款  教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-2 一般財源 60,357,343

事業費内訳

消耗品費　　2,000
事務業務委託料　2,276,988
設計委託料　462,000
測量ボーリング委託料　966,000
鑑定委託料　1,524,600
新設改良工事請負費（単）　

35,978,585
単・土地購入費　3,622,170
単・建設事業補償金　1,381,100

14,143,900

にする。 80%

事業の概要
　「大東市立小学校統合実施計画」に基づき、平成23年4月から3年間にわたり統合を実施することに伴
い通学する児童の安全を確保するため、通学路整備を行う。平成24年度は深野北小学校・四条北小学
校・深野小学校の統合に係る通学路整備を行う。

事業の目的 　統合後の児童の通学時の安全を確保するため、通学路整備を行う。

事業の
スケジュール

平成22年度：四条小学校・四条南小学校通学路
平成23年度：北条小学校・北条西小学校通学路
平成24年度：深野北小学校・深野小学校・四条北小学校通
学路

人権行政
推進の視点

　通学路を整備することに
より、通学時の児童の安全
を確保する。

事業の評価

　　　新たに指定される通学路の整備進捗率【平成22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%

4,500,000 （正職員

30%

事業の成果

　深野北小学校・深野小学校・四条北小学校の通学路の整
備を行ったが、用地の確保等に時間を要したため一部工事
が完了しなかったため、予算を繰越し引き続き整備を行
う。

人権行政
推進の成果

　通学路を整備することに
より、通学時の児童の安全
を確保することができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　事業が完了しなかった通学路について引き続き整備を行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２３年度

指標を 100%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　リースについては、平成33年度までの債務負担になっているため、33年度まで継続する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

事業の成果
　空調機器の設置により普通教室の学習環境を向上するこ
とができ、また、児童の学習意欲の向上に一定の成果が
あった。

人権行政
推進の成果

　本事業により、児童の学
習環境の向上に資すること
ができた。

100%

事業の評価

　　　空調設備の設置率【平成20年度設定】

目標値 実績値
平成２４年度 平成２２年度

100％を維持 にする。 100%

事業の概要 　小学校の普通教室等に空調設備を整備する。

事業の目的 　快適な学習環境を整備し、児童の学習意欲を向上させる。

事業の
スケジュール

　平成20年夏開始（リース期間は平成20年7月～平成33年6
月30日）

人権行政
推進の視点

　子どもの健康で快適な学
習環境を整備する。

事業費内訳

使用料及び賃借料　　75,813,480
総合計画コード 2-2-2 一般財源 75,813,480

自治基本条例根拠条文 第23条
目 学校管理費
項 小学校費
款 教育費

特定財源

委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 75,813,480

平成２４年度決算

事業名 小学校空調施設整備事業



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 2.20%

人件費 円 2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 給食調理委託事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 158,866,815

款 教育費

特定財源
項 小学校費
目 学校給食費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-2 一般財源 158,866,815

事業費内訳

事務業務委託料　158,866,815

する。 1.80%

事業の概要
　小学校の学校給食調理業務の効率化を図るため、調理業務の民間委託を行う。

事業の目的 　給食調理業務の効率的な運営・安全で衛生的な食の提供・食育の一層の推進

事業の
スケジュール

　事業を継続する。ただし、学校統廃合の対象校について
は委託化はしない。

人権行政
推進の視点

　児童の健全な心身形成の
ため、安全・安心な給食を
継続的に提供する。

事業の評価

　　　残菜率（児童の食べ残しの少なさ）【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

　6％以下に維持

33,000,000 （正職員 5

2.20%

事業の成果
　新しいメニューに挑戦しながらも、残菜率が減ってきて
いるのは特筆に値する。また、野菜の収穫体験遠足を企画
する等、食育に関して各小学校で努力している。

人権行政
推進の成果

　児童の健全な心身形成の
ため、安全・安心な給食を
継続的にできた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　委託化が単なる安上がりな給食の実現ではなく、効率化とアレルギー対策および食育の充実にさくこ
とができる時間的余裕をもたらす。



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 1.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 給食運営事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 9,295,000

款 教育費

特定財源
項 中学校費
目 学校給食費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-2-2 一般財源 9,295,000

事業費内訳

非常勤職員報酬　　　97,500
事務業務委託料　　　430,500
設計委託料　　　6,079,000
測量ボーリング委託料　2,688,000

にする。 30%

事業の概要 　大東市内の各中学校において給食を実施する。

事業の目的 　学力や体力の根幹となる中学生の「食」を充実させ、すべての子どもたちの教育条件を整える。

事業の
スケジュール

　平成24年度に実施計画の作成および施設整備の設計等を
行う。
　平成25年度に給食を実施する。

人権行政
推進の視点

　生徒の健全な心身形成の
為、安全・安心な学校給食
を提供する。

事業の評価

　　　平成25年9月に中学校全校で実施【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%

16,200,000 （正職員 1

－

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　平成25年9月の給食実施に向け配膳室整備等を継続して行う。

事業の成果
　平成25年度に施行する配膳室整備に係る実施設計を行っ
た。
　給食の調理委託業者の選定を行った。

人権行政
推進の成果

　生徒の健全な心身形成の
為、安全・安心な学校給食
を提供する準備を行った。



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 1,499人

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 人権啓発推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 1,845,283

款 総務費

特定財源
項 総務管理費 50,000
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 前文 第20条 117,300
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,677,983

事業費内訳

報償金　　　247,999

庁用器具購入費　　　135,922

普通旅費　　　 111,320
消耗品費　　　309,305
印刷製本費　　　387,177

その他負担金　　　506,500

使用料及び賃借料　　　147,060

　あらゆる人権問題につい
て、市民啓発を行う。

にする。 3,083人

事業の概要
　あらゆる人権問題の解決をめざし、事業等を通じて市民啓発をより効果的に推進する。なお、ヒュー
ネット大東の解散に伴い、平成24年度から、市民の協力を得ながら、経費を市負担で事業を実施してい
る。

事業の目的 　あらゆる人権問題の解決をめざす。

事業の
スケジュール

・人権パネル展　3.11東日本大震災
　　　　　　　　　∼そのとき障害者になにが起きたか∼
　平成24年5月2日～5月5日　場所：野崎観音会館
  入場者数：2,148人
・市民講座
　平成24年9月20日～10月18日（全5回）　場所：市民会館
　参加者数：137人
・地域集会　ビデオ「親愛なる、あなたへ」の上映と懇談
　平成24年8月24日～平成25年3月15日　30か所・32自治区
  参加者数：798人
・人権リーフレットの作成（全戸配布・新成人）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　入場者数（参加者数）【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

3,200人 2,496人

10,500,000 （正職員 0.2

事業の成果 　多くの市民が人権問題について考える機会となった。
人権行政

推進の成果

　様々な人権問題を自身の
こととしてとらえる機会と
なった。人材育成につなげ
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　今なお、部落差別・男女差別・障害者差別・民族差別など、様々な人権侵害があとを絶たない。
　引き続き、市民が人権問題について考える機会を創出し、人権啓発の推進を図る。



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 2,159人

人件費 円 0.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 憲法・人権週間記念事業（人権啓発）
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 2,538,267

款 総務費

特定財源
項 総務管理費 1,206,000
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 前文　第20条
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,332,267

事業費内訳

報償金　　             　60,000

使用料及び賃借料　　  　324,900

消耗品費　　          　237,682

印刷製本費　　        　 97,885

手数料　　　            347,800

事務業務委託料　　    1,470,000

　憲法週間については基本
的人権の尊重、国民主権、
平和主義について、また、
人権週間については、あら
ゆる人権問題について取り
上げ、広く市民に人権問題
を自身のこととして考える
施策を実施する。

にする。 1,715人

事業の概要
　憲法週間と人権週間の期間に啓発事業を実施することにより、人権意識の高揚を図り、あらゆる人権
問題を市民が正しく理解し、認識する機会とする。なお、ヒューネット大東の解散に伴い、平成24年度
から、市民の協力を得ながら、経費を市で負担して事業を実施している。

事業の目的 　憲法週間及び人権週間を機会に、人権について考える機会を設け、広く市民に人権啓発を行う。

事業の
スケジュール

・憲法週間記念のつどい
　トーク＆コンサート　みんなの笑顔がこぼれる社会とは
　ＮＰＯ法人ゆめ風基金　牧口一二・紙ふうせん
　平成24年5月11日　場所：総合文化センター
  入場者数：879人
・人権週間記念のつどい
　いっこく堂人権トークショー
　「生きてるだけで　それだけで」
  平成24年12月6日　場所：総合文化センター
　入場者数：836人
・その他　　人権週間街頭啓発

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　入場者数（参加者数）【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

2,200人 1,946人

6,900,000 （正職員 0.2

事業の成果
　多くの市民が参加し、人権問題について考える機会と
なった。

人権行政
推進の成果

　多くの市民が参加し、平
和、人権問題について考え
る機会となった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　今後も日本国憲法が基調とする基本的人権尊重の精神の普及高揚を図り、理解を深めるため、事業を
実施していく。事業内容については、人権問題により関心が深まるようなテーマを設定し、多くの市民
の参加を促す。



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 5,187人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 非核平和事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 572,326

款 総務費

特定財源
項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 前文 第20条 36,400
総合計画コード 1-1-1 一般財源 535,926

事業費内訳

報償金　　             　10,000

その他保険料　　        　4,900

普通旅費　           　　38,960

消耗品費　           　　18,250

食糧費　　　             18,600

使用料及び賃借料　　  　360,260

印刷製本費　　         　61,356

その他負担金　　       　60,000

　戦争は最大の人権侵害で
あり、平和な社会を築くこ
との重要性を認識できる施
策を実施する。

にする。 4,404人

事業の概要
　戦争や平和の問題を通じて人権問題を考え、人権意識の高揚を図ることにより、非核平和の意識の普
及・啓発に努める。 なお、ヒューネット大東の解散に伴い、平成24年度から、市民の協力を得なが
ら、経費を市で負担して事業を実施している。

事業の目的 　戦争の愚かさ、平和の尊さについて考える機会を設け、意識の高揚を図る。

事業の
スケジュール

・平和バスツアー
　  平成24年7月26日　場所：ピースおおさか・大阪城・大
阪城周辺戦跡
    参加者数：31人
・ヒロシマ親子記者事業
　　平成24年8月5日～6日　場所：広島県  参加者数：6人
・親と子で平和を考えるつどい
　　平成24年8月25日　場所：市民会館  参加者数：121人
　　映画「ぞう列車がやってきた」の上映
　  ヒロシマ親子記者事業、平和バスツアー参加者の報告
・平和パネル展　「ヒロシマ・ナガサキの被爆状況」
　　平成24年8月25日～9月18日　市民会館・市役所
    入場者数：4,246人

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　入場者数（参加者数）【平成23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

5,500人 5,169人

5,700,000 （正職員 0.4

事業の成果
　多くの市民が戦争の悲惨さと平和の尊さについて考える
機会となった。

人権行政
推進の成果

　次世代に戦争の悲惨さと
平和の尊さを事業を通して
発信することができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　非核平和都市宣言を行っている自治体として、今後も核兵器の廃絶を強く訴えるとともに、平和に関
する事業を展開していく。



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 297人

人件費 円 1.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 男女共同参画推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 1,083,408

款 総務費

特定財源
項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 前文　第20条　第21条
総合計画コード 1-1-3 一般財源 1,083,408

事業費内訳

報償金　　　            148,000

使用料及び賃借料　　    248,980

普通旅費　　          　  9,260

消耗品費　　          　137,468

印刷製本費　　        　299,607

その他団体補助金　　   　95,093

事務業務委託料　　    　145,000

　男女の人権を確立するた
めに、あらゆる分野におい
て一層の人権意識の高揚を
図ることが重要であること
から、意識の啓発、情報提
供、学習機会の充実を図
る。

にする。 380人

事業の概要
　第3次大東市男女共同参画社会行動計画（With You プラン）に基づき、市民生活すべての分野にかか
わる施策を男女共同参画の視点で見直し、総合的・計画的に推進することにより、男女共同参画社会の
実現をめざす。

事業の目的
　市民、事業者、教育関係者等はもとより、本市庁内に対しても男女共同参画意識や態度の浸透を図
り、男女共同参画社会の実現をめざす。

事業の
スケジュール

・男女共同参画だより「カラフル」発行
  平成24年6月・9月・11月・平成25年1月各月1,000部
  男女共同参画の意識づくりの推進を図り、また情報の提
供を行った。
・カラフルフェスタ 平成24年11月25日(日)　来場者141人
　男女共同参画推進条例５周年記念事業として、市民と協
働で実施
・男女共同参画人材養成講座
  平成24年10月22日～11月26日（全５回）  参加者53人
・男女共同参画映画会
  平成24年6月24日(日) 参加者239人
  映画「オカンの嫁入り」の上映
・男女共同参画グループ活動補助金の交付（3団体）
・ＤＶ等女性相談

人権行政
推進の視点

事業の評価

カラフルフェスタおよび男女共同参画映画会の参加者数【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

500人 444人

11,700,000 （正職員

事業の成果 　多くの市民が参加し、男女共同参画について考える機会
となった。

人権行政
推進の成果

　男女共同参画意識の啓
発、情報提供、学習機会の
提供を行い、男女共同参画
の推進を図った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、男女共同参画意識や態度の浸透を図り、だれもがいきい
きと自分らしく生きることができる男女共同参画社会の実現をめざす。



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 0.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 男女共同参画社会行動計画策定事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 843,400

款 総務費

特定財源
項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 前文　第20条　第21条
総合計画コード 1-1-3 一般財源 843,400

事業費内訳

消耗品費　　             13,900

事務業務委託料　　    　829,500

　男女の人権を確立するた
めに、あらゆる分野におい
て一層の人権意識の高揚を
図ることが重要である。女
性の人権を保障する施策は
行政の各分野に関わること
から、行動計画を策定し、
施策を総合的、効果的に推
進する。

にする。 100%

事業の概要
　男女共同参画社会に実現をめざして平成21年3月に策定した第3次大東市男女共同参画社会行動計画
（With You プラン）が平成25年度で中間年を迎えることから、計画の見直しを行う。

事業の目的
　あらゆる分野の施策に男女共同参画の視点を組み入れていくための指針とする行動計画を見直し、男
女共同参画社会の実現をめざす。

事業の
スケジュール

・男女共同参画市民意識調査の実施
  平成24年11月21日～12月5日　対象：市民1,000人
・男女共同参画職員意識調査の実施
　平成25年1月8日～18日　対象：市職員817人

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　計画の策定【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% -

6,300,000 （正職員

事業の成果 　計画の見直しに向け、市民・市職員の男女共同参画意識
を把握することができた。

人権行政
推進の成果

　あらゆる分野の施策に男
女共同参画の視点を組み入
れていくための指針とする
行動計画の見直しのための
市民・職員意識の把握がで
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　平成25年度に第3次大東市男女共同参画社会行動計画が計画期間の中間年を迎えるため、計画の見直
しを行う。



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 507回

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 放課後子ども教室推進事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 2,003,345

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 1,334,000
目 社会教育総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-1-1 一般財源 669,345

事業費内訳

報償費　　　1,459,720
消耗品費　　　543,625

　子どもの人権が尊重さ
れ、安全・安心な場所で感
性豊かに、健やかに成長で
きる環境づくりを図る。

にする。 540回

事業の概要
　全小学校の平日の放課後に、小学校の余裕教室等を活用し、地域住民の参画を得ながら子どもたちの
安全・安心な居場所を確保し、補充学習や体験学習、文化活動などを実施する。

事業の目的 　市内全小学校において、全児童を対象とする放課後の安全・安心な活動拠点を設ける。

事業の
スケジュール

　市内13小学校でそれぞれの学校に係わる地域の実情に応
じて、将棋教室、珠算教室、伝承あそび教室などの子ども
教室を実施する。また、児童の学力向上と学習習慣の定着
を図る学習教室を実施する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　放課後子ども教室開催回数【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

550回 526回

1,800,000 （正職員

事業の成果
　全ての小学校で放課後子ども教室を実施することができ
た。

人権行政
推進の成果

　子どもの人権や安全を確
保するとともに地域全体で
子どもを育む意識の醸成が
できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　国の「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」制度を活用して実施できることや事業
延長の希望も強いことから、平成25年度も継続実施する。



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 2,733人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 こどもの安全見まもり事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 1,119,468

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 青少年対策費

自治基本条例根拠条文 第23条　第25条
総合計画コード 2-3-4 一般財源 1,119,468

事業費内訳

消耗品費　　　1,119,468

　青少年の健全育成のため
に、豊かな心を育て、平和
な町づくりをめざす。

にする。 3,265人

事業の概要 　市内13小学校区で行われているこどもの安全見まもり活動を支援する。

事業の目的
　子どもたちの登下校時において通学路を中心に、保護者・地域住民・学校が見まもり活動を実施する
ことで、不審者等から子どもたちを守る。

事業の
スケジュール

・市内13小学校区で腕章や横断中旗等を用いた見まもり活
動の実施
・通学路を中心とした不審者等の監視
・学校、保護者、地域の会合等における地域の危険個所等
の情報交換

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　子どもの安全見まもり活動（隊）への参加人数【平成23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

3,700人 2,826人

1,800,000 （正職員

事業の成果
　保護者・地域住民・学校が見まもり活動を取り組むこと
により、子どもたちと地域の交流や、子どもたちの安全が
確保された。

人権行政
推進の成果

　事業を通して、青少年の
健全育成効果を得ることが
できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　不審者から子どもを守るため、また地域住民相互の関係を深めるため、今後も地域の犯罪等の抑止効
果や登下校の安全確保のために見まもり活動の支援を実施する。



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 28.46%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 こども会育成振興事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 328,756

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 こども会育成費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-1-3 一般財源 328,756

事業費内訳

報償金　　　296,000
消耗品費　　 32,756

　青少年の健全育成効果に
より、豊かな心を育て、平
和なまちづくりをめざす。

にする。 27.55%

事業の概要
　大東市内の単位子ども会活動、大東市こども会育成連絡協議会活動の更なる活発化を図るため、文
化・スポーツを中心とした事業の支援を行う。

事業の目的
　大東市こども会育成連絡協議会、ブロックこども会、単位こども会のスポーツ分野や文化的行事の分
野の活動の更なる活性化につながる事業の支援を行い、社会教育団体としての能力向上、青少年の健全
育成に寄与する。

事業の
スケジュール

・ソフトボール大会（7月）
・フェスティバル（10月～11月）
・ドッジボール大会（11月）
・駅伝大会（1月）

人権行政
推進の視点

事業の評価

小学生参加率（％）：事業参加数／こども会在籍者数×100【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

30% 29.96%

1,800,000 （正職員

事業の成果
　大東市こども会育成連絡協議会や単位こども会によって
実施される行事が円滑に遂行でき、子どもたちの健全育成
が図られた。

人権行政
推進の成果

　青少年の健全育成効果に
より、豊かな心を育て、平
和なまちづくりに寄与し
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　地域社会や各家庭の子育て力が低下しつつあると言われる中、子どもの社会での生きる力を育成する
など、次世代の育成につながる重要な事業であり、今後も継続する必要がある。



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 10,834人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 生涯学習ルーム「まなび北新」運営事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 4,679,829

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 生涯学習ルーム「まなび北新」費

自治基本条例根拠条文 第22条 654,600
総合計画コード 2-1-1 一般財源 4,025,229

事業費内訳

消耗品費　　　　         18,165

事務業務委託料　    　3,192,525

光熱水費　　            758,308

施設修繕料              110,250

通信運搬費　             82,121

施設管理委託料　      　491,070

手数料　　　　　       　15,840

庁用器具購入費　      　 11,550

　市民の生活の場で、生涯
学習を通じてお互いを尊重
し、支えあうことのできる
コミュニティを生み出せる
ように人権施策を進める。

にする。 9,775人

事業の概要
　市民サークルの生涯学習活動の場として市民向けの各種講座を実施するなど、多様な生涯学習を支援
する。

事業の目的 　市民の多様な生涯学習活動を支援する。

事業の
スケジュール

①　団体、グループの利用
　　・　登録数　　186団体
　　・　延べ利用団体・グループ数　1,128団体
　　・　延べ利用者数　9,775人
②　まなび北新講座開催状況　　　4講座

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　年間利用者数【平成23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

12,000人 10,929人

2,700,000 （正職員

事業の成果
　利用者数は下降傾向となっているものの、市北部地域に
おける周辺住民の生涯学習の拠点としての役割を果たして
いる。

人権行政
推進の成果

　自立した市民の育成によ
り、人権尊重の意識に根ざ
した協働する地域コミュニ
ティ作りを果たしている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　利用者のニーズにあった内容の講座・教室を開催し、生涯学習の場を提供するなど、今後も周辺住民
の生涯学習活動を支援していく。



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 3,809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 生涯学習ルーム「まなび泉」運営事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 2,866,873

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 生涯学習ルーム「まなび泉」費

自治基本条例根拠条文 第22条 216,000
総合計画コード 2-1-1 一般財源 2,650,873

事業費内訳

消耗品費　　　　         16,777

通信運搬費　             38,055

事務業務委託料　    　2,812,041

　市民の生活の場で、生涯
学習を通じてお互いを尊重
し、支えあうことのできる
コミュニティを生み出せる
ように人権施策を推進す
る。

にする。 5,112人

事業の概要
　市民サークルの生涯学習の場を提供し、市内の生涯学習活動の促進を図る。また利用のない時間帯を
利用して一般向け講座を実施し、施設の周知を行い、活用の促進を図る。

事業の目的 　市民の多様な生涯学習活動を支援する。

事業の
スケジュール

①　団体、グループの利用
　・　登録数　　35団体
　・　延べ利用団体・グループ数　　413団体
　・　延べ利用者数　　　5,112人
②　まなび講座開催状況　　　7講座

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　年間利用者数【平成23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

3,000人 2,553人

900,000 （正職員

事業の成果
　利用者数は、年度によってばらつきがあるが、市南東部
における周辺住民の生涯学習の拠点としての機能を果して
いる。ここ数年、夜間区分利用団体が増加している。

人権行政
推進の成果

　自立した市民の育成によ
り、人権尊重の意識に根ざ
した協働する地域コミュニ
ティ作りを果たしている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　利用者のニーズにあった内容の講座・教室を開催し、生涯学習の場を提供するするなど、今後も周辺
住民の生涯学習活動を支援していく。



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 65%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 文化財保護整備事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 10,541,100

款 教育費

特定財源

700,000
項 社会教育費
目 文化財保護費

自治基本条例根拠条文 前文
総合計画コード 4-2-1 一般財源 9,841,100

印刷製本費 51,450
事務業務委託料 4,812,150
新設改良工事請負費（国） 5,670,000

事業の概要
　本市の歴史的な遺産の資料収集、調査、確認、整理等を実施し、報告書等でその内容を公表するとと
もに、保存活用の方法等を検討して実施する。また、市民に対して展示、案内板の設置や、電子媒体や
印刷物の活用などで広報活動を行う。

事業の目的 　地域文化資源の保存と活用を図り、文化財行政を推進していく。

事業費内訳

報償金 7,500

事業の
スケジュール

工事の施工
　来ぶらり四条周辺デザイン照明設置工事
報告書等の作成
　来ぶらり四条周辺デザイン照明・案内板等設計書
　平野屋新田会所跡地整備基本構想報告書
　平野屋新田会所跡開発工事に伴う報告書
　平野屋新田会所跡整備に伴う報告書
　飯盛山城測量成果報告書

人権行政
推進の視点

　市民が地域の文化・歴史
に触れ、自分たちのまちを
知ることで、郷土への愛着
と豊かな心を育む。

事業の評価

　　　平野屋新田会所保存整備進捗率【平成23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。 90% 30%

9,000,000 （正職員

事業の成果

　平野屋新田会所跡、飯盛山城址の報告書作成により、今
後の整備の参考となるだけでなく、広く公表することで、
調査・研究の促進に寄与することができた。
　来ぶらり四条周辺にデザイン照明を設置したことで、施
設をより際立たせる効果とともに、夜間の通行の安全にも
寄与できた。

人権行政
推進の成果

　市民が地域の文化・歴史
に触れ、知ることで、郷土
への愛着と豊かな心の育成
に幾分か寄与できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　平野屋新田会所跡、飯盛山城址の整備はもとより、開発に伴う埋蔵文化財の調査、文化財説明板や案
内板の設置などは、歴史のまちづくりに必要な要素であるため、引き続き、計画的かつ継続的に実施し
ていくことが必要である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２３年度

指標を 2,694人

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 市民文化自主事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 10,518,227

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 総合文化センター

自治基本条例根拠条文 前文 4,136,979
総合計画コード 4-2-2 一般財源 6,381,248

事業費内訳

事務業務委託料　　　10,518,227

人権行政
推進の視点

　それぞれの国や地域の文
化は、多様な歴史やそこで
暮らす人々の価値観から形
成されてきたものであり、
文化の交流は相互理解を促
す。

 8月26日　日本の名作映画
 9月28日　NHK　それいけ!!民謡うた祭り
12月 2日　細川たかしコンサート
12月14日　ワインコンサート北村舞唯他
 2月 3日　宝くじ　おしゃべり音楽館

平成2２年度

3,500人 にする。

事業の概要
　市が主催する自主事業として、優れた舞台芸術を、市民にとって最も身近な公共ホールであるサー
ティホールで開催する。

事業の目的
　幅広い世代の市民に、気軽に良質の舞台芸術に親しんでいただく機会を提供することにより、市民文
化意識の高揚を図る。

事業の
スケジュール

実行委員会議を年６回して実施事業を決定

入場者   272人
入場者 1,015人
入場者   660人
入場者   118人
入場者   603人

事業の評価

　　　公演入場者数【平成23年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2４年度

2,668人 1,605人

90,000 （正職員

事業の成果
　優れた内容の舞台芸術を市民に提供できた。講演終了後
のアンケート結果等からも、参加者にとっての満足度は高
いと思われる。

人権行政
推進の成果

　多様な文化に触れる機会
を提供するとともに、芸
術・文化を通じて交流と学
びを深める場を設けること
ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　市民団体の代表者で構成された実行委員会での議論により、今後も市民ニーズに応じた舞台芸術を提
供する方向ではあるが、適正な受益者負担を求めながら、市民の嗜好が多種多様になる中で多くの人を
集めにくい状況となっている。今後、大東市事務事業仕訳の結果をも踏まえ、事業全体のあり方を見据
えた実施方法の検討を引き続き進めていく。



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 52,694人

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 市民文化振興事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 3,302,000

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 総合文化センター費

自治基本条例根拠条文 前文
総合計画コード 4-2-2 一般財源 3,302,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,302,000

　それぞれの地域の文化
は、多様な歴史やそこで暮
らす人々の価値観から形成
されてきたものであり、文
化の交流は相互理解を促
す。

にする。 41,334人

事業の概要

　市民が広く参加する大東市民文化祭を総合文化センターで行う。催しは、舞台の部と展示の部に分か
れ、舞台の部では、舞踊、詩吟、謡曲、ダンス、コーラス、演奏、マジック、ロックなどの発表が行わ
れ、展示の部では、書、絵画、生け花、写真、俳句、手工芸、盆栽、フラワーアレンジメント、こども
会フェスティバルのポスター等が展示される。

事業の目的
　生涯学習や文化活動の日頃の活動を発表する場を設定し、発表者に向上心や生きがい、達成感を感じ
ていただき、本市のさらなる文化活動の発展・醸成をめざす。

事業の
スケジュール

　第57回大東市民文化祭
開催日：平成24年11月1日（木）～11月4日（日）
会　場：総合文化センター
参加者総数41,334人
【舞台の部】出演者2,929人　　観客17,920人
【展示の部】出展者1,806人　　観客数18,679人

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　参加者数【平成23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

55,000人 46,946人

90,000 （正職員

事業の成果

　昨年度は、文化祭開会式が市制55周年記念事業と重な
り、参加者数は増加したが、今年度は、参加人数が減っ
た。しかし、舞台発表や展示等の申込者は多く、多くの市
民に日頃の生涯学習・文化活動の成果を発表する場を提供
することができた。

人権行政
推進の成果

　多様な文化に触れる機会
を提供するとともに、芸
術・文化を通じて交流と学
びを深める場を設けること
ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　市内の生涯学施設の増加や人口の高齢化とともに生涯学習・文化活動人口が増加している。大東市民
文化祭は、生涯学習活動に勤しんでいる人たちの日頃の活動の成果を発表する場として市民の間で定着
している事業であり、今後も継続していく。



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 ―

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名
中央図書館ＩＣタグ貼付事業

（重点分野）
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 8,725,760

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 8,725,760
目 図書館および生涯学習ルーム「まなび南郷」費

自治基本条例根拠条文 第22条
総合計画コード 2-1-1 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　　　　8,725,760

　生涯学習活動の活性化に
より、豊かな心を育て、住
みやすいまちづくりをめざ
す。

にする。 100%

事業の概要
　重点分野雇用創造事業を活用して、中央図書館の図書にICタグを貼付し、図書の不正な持ち出し防止
や自動貸出機の利用などの図書館サービスの向上のほか、既にICタグを導入している西部・東部図書館
と一体的に管理を行うことにより、業務効率化を図る。

事業の目的 　市民が利用しやすい図書環境を提供する。

事業の
スケジュール

平成25年1月～3月
中央図書館所蔵図書へのICタグ貼付およびデータ入力作業

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　進捗率【平成24年12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% ―

900,000 （正職員

事業の成果
　中央図書館の図書にICタグを貼付することにより、図書
管理業務の効率化と、自動貸出機の利用など来館者の利便
性の向上を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　豊かな心を育てるための
生涯学習環境の向上に寄与
した。

説明  中央図書館へのICゲートおよび自動貸出機の設置を併せて行い、市内全図書館のIC化が完了した。

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 27 平成２3年度

指標を 4,543人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 1,781,046

款 教育費

特定財源
項 保健体育費

目 保健体育総務費

自治基本条例根拠条文 第22条

総合計画コード 2-1-2 一般財源 1,781,046

　広く市民の間にスポーツ
を振興することにより、健
康維持および地域コミュニ
ティの形成をめざす。

事業費内訳

賞賜金　　　　 　  　 114,184
事務業務委託料　    1,666,862

にする。 4,605人

事業の概要
　市民の健康増進と体力向上を図るとともに、スポーツの普及・発展のために、春季大会11種目と秋季
大会9種目の競技大会を体育協会に委託し、実施している。

事業の目的
　広く市民の間にスポーツを振興し、その普及とアマチュア精神の高揚を図り、市民の健康増進と親和
に寄与する。

事業の
スケジュール

【春季大会（5～7月)】
 11種目：卓球、ソフトテニス、軟式野球、ソフトボール、
相撲、ママさんバレーボール、バスケットボール、グラウ
ンド・ゴルフ、ソフトバレーボール、バドミントン、カ
ローリング
参加者数：2,920名
【秋季大会（10～12月)】
 9種目：空手道、剣道、柔道、山岳、テニス、ゲートボー
ル、卓球、バレーボール、バスケットボール
参加者数：1,685名

人権行政
推進の視点

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの形成につなげ
ることができた。

事業の評価

　　　参加者数【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

5,000人

廃止検討 完了

4,616人

900,000 （正職員

事業の成果
　市民が各競技大会に参加することにより、各競技スポー
ツ人口の拡大および競技力の向上につながっている。

説明
　市民4,500人～5,000人の参加の大会であり、各競技団体に加盟していないスポーツ人口の拡大および
競技力向上を図るためにも、継続していく必要がある。

平成２４年度決算

事業名 市民体育大会委託事業
委員会名 未来づくり委員会

今後の方向性 ○継続



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 2,496人

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 スポーツ団体育成事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 1,185,000

款 教育費

特定財源
項 保健体育費
目 保健体育総務費

自治基本条例根拠条文 第22条
総合計画コード 2-1-2 一般財源 1,185,000

事業費内訳

事務業務委託料　　    　1,185,000

にする。 2,715人

事業の概要
  体育協会加盟の18団体が各種スポーツ振興を図りながら、「スポーツデー」としてそれぞれ競技大会
を開催している。

事業の目的
  体育協会加盟の各連盟を助成し、「スポーツデー」を開催することにより、市民スポーツの振興とあ
わせて各連盟の育成を図る。

事業の
スケジュール

  体育協会加盟の18連盟が年間を通じて、
「市民スポーツデー」としてスポーツ教室等を実施。

人権行政
推進の視点

  各連盟の育成を図ること
を目的とし、市民の中にお
互いを権利の主体として認
め合うような地域文化を醸
成する。

事業の評価

　　　参加者数【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

3,000人 2,713人

450,000 （正職員

事業の成果
　市民が参加しやすいスポーツ教室等の事業を実施するこ
とにより、市民がスポーツ活動に参加する機会が増えた。

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの形成につなげ
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　市民のスポーツへの参加を促進させるためにも継続していく必要がある。また、市民の健康増進と競
技スポーツの普及を図れる事業を実施するよう、団体の育成を推進する。



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 136人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 大東市ニュースポーツフェスティバル事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 470,000

款 教育費

特定財源

165,000
項 保健体育費 83,000
目 保健体育総務費

自治基本条例根拠条文 第22条
総合計画コード 2-1-2 一般財源 222,000

事業費内訳

事務業務委託料　　  　  　470,000

　障害者（児）の社会参加
と生涯スポーツの推進を目
指し、共にスポーツを楽し
む機会を提供することによ
り、お互いの人権への意識
も醸成していく。

にする。 91人

事業の概要
　障害者（児）スポーツのデモンストレーションと誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの体験の2部
構成で開催。

事業の目的
　障害者（児）の社会参加と生涯スポーツの推進を目指し、誰もが体力に応じてニュースポーツを楽し
む機会の提供とノーマライゼーションへの理解を深めることを目的として実施。

事業の
スケジュール

　2/23に市民体育館で開催
①ボッチャ競技のデモンストレーション
②ニュースポーツの体験

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　参加者数【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

200人 150人

1,800,000 （正職員

事業の成果

　誰もが気軽に参加できるニュースポーツを紹介し、障害
者と参加者がともにスポーツを楽しむことにより、障害者
の社会参加の促進とノーマライゼーションの理解を深める
ことに貢献できた。

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの形成につなげ
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　障害者（児）にスポーツを通じて多くの人と交流する機会を提供することにより、障害者（児）ス
ポーツの普及と生涯スポーツの振興の推進を図っている。



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 687人

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 市民マラソン大会事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 899,721

款 教育費

特定財源
項 保健体育費
目 保健体育総務費

自治基本条例根拠条文 第22条 241,500
総合計画コード 2-1-2 一般財源 658,221

事業費内訳

報償金　　　      　   　　30,000

使用料及び賃借料      　　 17,350

賞賜金            　　     29,244

消耗品費              　　  9,962

その他保険料              107,870

事務業務委託料　          705,295

  あらゆる年代の人が参加
することにより、人とのふ
れあいの大切さを知るとと
もに、市民マラソンを通じ
てお互いに尊重し合う気持
ちを育てる。また、健康づ
くりの認識をする。

にする。    724人

事業の概要
  より多くの市民が参加できるよう、事業の見直しを図る。ICタグの導入により多種目でスタートがで
き、ゴール後、即時に記録計測が実施できる。小学生から熟年までとファミリーの部を設けて、あらゆ
る年代の人が参加できるよう19種目の競技を実施。

事業の目的   競技力の向上と市民の健康保持・増進を目的として実施している。

事業の
スケジュール

19種目を実施。
10,000mの部：一般男女（16才以上）・高校生男女
5,000mの部：一般男女（16才以上）・高校生男女
3,000mの部：一般男女（50才以上）・中学生男女
2,000mの部：小学生1～2年男女・小学生3～4年男女・小学
生5～6年男女・ファミリー

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　参加者数【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

800人 508人

3,600,000 （正職員

事業の成果

　市民にイベントのポスター、ちらしの配布等で広く周知
を行ったため、市民マラソン大会参加者数が年々増加し、
競技人口の拡大が図れている。また、ICタグの導入によ
り、多種目の一斉スタート、ゴール後の正確な記録計測処
理ができ、スムーズな大会運営につながった。

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの形成につなげ
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　市民の健康保持・増進、また、生涯スポーツの振興を図るため、今後もより多くの市民が気軽に参加
できるような事業実施および大会の充実に努める。



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 193人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２４年度決算

事業名 大東ONE DAY SPORTS｢ラン＆ウォーク｣ 事業
委員会名 未来づくり委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 933,990

款 教育費

特定財源
項 保健体育費
目 保健体育総務費

自治基本条例根拠条文 第22条 724,000
総合計画コード 2-1-2 一般財源 209,990

事業費内訳

報償金　　　      　  　　800,000

消耗品費     　            28,990

印刷製本費       　　     105,000

  生涯スポーツの推進およ
び　スポーツを楽しむ機会
を提供　することにより、
健康保持増　進および地域
コミュニティの育成をめざ
す。

にする。 311人

事業の概要

　｢ラン＆ウォーク｣というスポーツの基本動作を通じて、あらゆる年代の人に走ることの楽しさ、｢健
康｣   ｢生きがい｣について、メダリストが多種・多様に伝え｢スポーツ｣ライフを支援するイベントを行
う。また、指導者による各レベルに応じた教室で体験をしてもらい 大東one day sports｢ラン＆ウォー
ク｣イベントが市民にとって、スポーツと出会うきっかけとし、はつらつと！楽しく続けられ｢スポーツ
のまち大東｣の実現に寄与する。

事業の目的   身近な人との交流・健康の増進・競技力の向上など一人ひとりの多様なスポーツの推進を行う。

事業の
スケジュール

「ラン＆ウォーク」年5回　四条体育館、四条グラウンド
■メダリスト 高尾 憲司氏 講演≪ラン＆ウォークのすすめ
スポーツの取り入れ方≫
■ランニングの部、ウォーキングの部に別れての講義、実
践指導、各測定のデータ管理

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　参加者数【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

500人 -

1,800,000 （正職員

事業の成果

  新しい試みとして、あらゆる年代の市民が、いつでも、
どこでも、だれもが、いつまでも、マイペースで取り組め
る「ラン＆ウォーク」というスポーツと出会うきっかけづ
くりが出来た。また、走る楽しさ、健康、生きがいについ
て身近な人と交流を図りながらスポーツライフの支援が図
れた。

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの形成につなげ
ることができた。

説明

  平成２３年度から３年間をかけ｢ラン＆ウォーク｣を取り入れ、あらゆる年代の市民にスポーツと出会
きっかけづくりを行うことにより、生涯スポーツの推進が図れた。
平成２５年度は、これまでの取組みの集大成として、参加者全員でランニング、ウォーキングを行い、
地球一周の距離に挑戦する等の内容で、さらなる生涯スポーツの推進を図っていく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了


