
国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２２年度

指標を －

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

企画経営課 事業費総額 5,833,100所属 政策推進部

平成２３年度決算

事業名 市制５５周年記念事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

款 総務費

特定財源
項 総務管理費
目 企画費

自治基本条例根拠条文 前文
総合計画コード 4-3-3 一般財源 5,833,100

事業費内訳

報償金　　　300,000

事務業務委託料　　　3,995,250

賞賜金　　　50,000
消耗品費　　　258,700
印刷製本費　　　256,000

庁用器具購入費　　　971,250

手数料　　　1,900

　市制施行55周年の一体感
のもと人と人との交流機会
をもつことにより、人と
人、人と地域との絆が強ま
り、一人ひとりの基本的人
権が尊重される地域社会づ
くりを推進する。

にする。 700人

事業の概要

　今後のまちづくりにおいて、大東らしいまちづくりを一層強力に推し進めることにより大東の魅力を
高め、市民と地域の絆を強めていくことが一つの大きな柱となる。
　大東の魅力創造・発信・共有のため、市制施行55周年記念式典や記念イベント（冠事業）の開催、マ
スコットキャラクターの募集・制定を行い、市全体で新たなまちづくりの第一歩を盛り上げようとする
ものである。

事業の目的 　大東の魅力創造・発信・共有を図る。

事業の
スケジュール

6月　マスコットキャラクターのデザインおよび愛称を募集
8月　マスコットキャラクターの候補選抜選挙を実施
11/3　市制施行55周年記念式典～文化の日表彰式典～開催
　　　大東市マスコットキャラクター「ダイトン」発表

　その他にも市制施行55周年記念の冠を付けた事業・イベ
ントを年間通じて実施し、市民のみなさんと共に市制施行
55周年を祝った。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　記念式典来場者数【平成23年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2３年度 平成2１年度

1,000人 －

9,900,000 （正職員 0

事業の成果

　記念式典や記念イベントにおいては、多くの市民のみな
さんにご参加いただいた。また長年市政にご貢献いただい
た方々への表彰を行い、市民と共に歩む市政を推進するこ
とができた。
　マスコットキャラクターの募集にあたっては、全国から
2,036点の応募があり、「ダイトン」に決定した。

人権行政
推進の成果

　事業実施にあたり、多く
の市民等にご参加いただ
き、人と人、人と地域との
つながりづくりに貢献でき
たと考える。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　次の節目である市制施行60周年を迎えるにあたって、基本コンセプト、実施事業等について検討を進
める。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２2年度

指標を 3項目

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明

　計画策定が平成22年度末までかかったために繰り越した計画書等のデザイン、印刷・製本等を平成23
年度の早期に完了させ、市制施行55周年記念式典来場者に配布することができた。
　今後市民等との計画の共有を進めるとともに、市民・事業者・行政が連携したまちづくりを推進して
いく。
　計画策定事業としては完了だが、計画推進はようやくスタートラインに立ったところであり、大東市
がより住みよいまち・誇れるようなまちになる様、諸施策を推進していく。

○完了

事業の成果

総合計画書：600冊印刷
市民向けダイジェスト版パンフレット：2,500部印刷
概要版パンフレット：1,000部印刷

計画書は関係機関等に配布
市民向けダイジェスト版パンフレットは市公共施設に配架
するとともに市制施行55周年記念式典来場者に配布

人権行政
推進の成果

　まちづくりの基本となる
総合計画の計画書等の印刷
物を発行することができ、
市民等との共有を進めるこ
とができるようになった。
今後一層共有を推進し、市
民・事業者・行政が連携し
たまちづくりを推進してい
く。

今後の方向性 継続 廃止検討

900,000 （正職員

-

事業の評価

基本計画各論「達成指標」の目標達成数（全38項目中）【平成23年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

38項目 にする。 -

事業の概要

　平成13年度に21世紀初頭四半世紀（平成42年頃）までの長期スパンの将来像を「いきいき安心のま
ち・大東」と捉えた第4次大東市総合計画を策定した。
　平成23年度から「まちの体質強化と成熟への軌道準備」という第Ⅱステージへ移行するにあたり、基
本構想の一部改訂、基本計画の全部改訂を行う。

事業の目的 　まちづくりに係る長期的なビジョンを示し、市の施策を総合的かつ計画的に推進する。

事業の
スケジュール

（H23 3/31　第4次総合計画第Ⅱ期基本計画策定）

4～5月　 計画書の編集・デザイン
　　　　 市民向けダイジェスト版・概要版の作成
6～7月　 冊子等の印刷

人権行政
推進の視点

　総合計画で示された目標
を達成するためには、人権
を確立・維持・向上・発展
すること、人権行政を推進
するという視点が不可欠で
あり、総合計画を推進する
ことは人権行政を推進する
ことに他ならない。

事務業務委託料　　　3,402,000

事業費内訳

【繰越明許費】
印刷製本費　　　885,700

総合計画コード 基本構想 一般財源 4.287,700
自治基本条例根拠条文 第10条

項 総務管理費
款 総務費

特定財源

委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 政策推進部 企画経営課 事業費総額 4,287,700

目 企画費

平成２３年度決算

事業名 総合計画第Ⅱ期基本計画策定事業



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２２年度

指標を 87.85%

人件費 円 0.8 人） （非常勤職員等 人）

所属 3,838,191

（単位：円）

款 総務費
項 総務管理費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
3,838,191

事務業務委託料　　　3,824,520　　

費用弁償　　　2,100
消耗品費　　　11,571

事業の目的 　市民が抱える日常生活上のトラブル・苦情に対し、行政が積極的な姿勢で臨み、解決の糸口を示す。

事業の
スケジュール

・市民相談…市役所開庁日
・無料法律相談
　弁護士…毎月第2水曜日を除く水・木曜日（午後1時～
　　　　　4時）、第2・4・5金曜日（午後6時～9時）
　司法書士…毎月3回、第2水曜日（午後1時～3時）、
　　　　　　第1・3金曜日（午後6時～9時）
・行政相談…毎月第2・3・4火曜日（午後1時～3時）
・登記相談…毎月第3火曜日（午後1時～3時）
・合同行政相談…年1回（10月）
・日曜無料法律相談…年1回（日曜日）

人権行政
推進の視点

　各種相談の機会を提供す
ることで、市民の権利の擁
護を図る。

事業の成果

　身近な公共施設で相談の機会を提供し、問題解決につな
がる助言を行ったり、適切な相談窓口を紹介したりするこ
とができた。
　無料法律相談申込件数…H23：912件

人権行政
推進の成果

　多くの市民に相談の機会
を提供し、市民の権利擁護
に寄与できた。

事業の評価

　　　無料法律相談利用率【平成21年度設定】

平成２３年度決算

事業名 市民相談事業
委員会名 まちづくり委員会

政策推進部 政策管理課 事業費総額

特定財源
目 広報費

総合計画コード 1-4-3 一般財源

事業費内訳

事業の概要

　多様な市民生活の問題や悩みに対処するため、次の各種相談を実施している。
・市民相談…所管窓口を案内するための相談
・無料法律相談…相続・離婚・破産・交通事故・債務などについての相談
・行政相談…行政機関への意見や苦情などについての相談
・合同行政相談…行政相談委員や年金事務所職員などによって行政相談週間に行う行政機関への意見
　や苦情などについての相談
・日曜無料法律相談…関西大学法律相談所の学生などによって行う相続・離婚・破産などについての
　相談

目標値
年度までに

実績値
平成２３年度 平成２１年度

100% にする。 88.03% 90.41%

7,500,000 （正職員 0.1

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　市民の生活上での苦情やトラブルの解決を図るため、今後も継続していく必要がある。
　相談業務に正職員が従事するのではなく、再任用職員などの活用や事業のさらなる委託を検討してい
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２２年度

指標の 100%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

所属 1,819,000

（単位：円）

政策推進部 政策管理課 事業費総額

款 総務費 647,000
項 総務管理費 324,000

特定財源
目 広報費

自治基本条例根拠条文 第14条第2項
848,000

事務業務委託料　 　 　1,819,000

　視覚障害者の知る権利の
確保に寄与できた。

する。 100%100%を維持
目標値

平成2３年度 平成２１年度

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

平成２３年度決算

事業名 声・点字広報推進事業
委員会名 まちづくり委員会

総合計画コード 1-3-3 一般財源

事業の概要
　視覚障害者に広報「だいとう」を朗読した録音テープ・CDと保存用の点字広報誌を配布する。
　社会福祉協議会へ事務業務委託を行う。

事業の目的

事業費内訳

　広報誌に掲載した市政情報等を視覚障害者に提供する。

事業の
スケジュール

　視覚障害者用に広報誌を朗読して録音テープ・ＣＤおよ
び点字広報誌の作成を行い、登録者に配送する。

人権行政
推進の視点

　視覚障害者の市政情報等
を知る権利の確保を図る。

事業の評価

　　　配布率【平成21年度設定】

900,000 （正職員

説明   市政情報等を視覚障害者に提供するために、今後も継続していく必要がある。

実績値

事業の成果

　市政情報等を声や点字で提供することにより、視覚障害
者の社会参加の促進に寄与することができた。
・録音テープ・ＣＤ作成本数
　H23：468本、H22：468本、H21：468本
・点字作成本数
　H23：204本、H22：204本、H21：204本

人権行政
推進の成果

100%



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２２年度

指標を 651,800部

人件費 円 2.15 人） （非常勤職員等 人）

事業名 広報だいとう発行事業
委員会名 まちづくり委員会

総務費

所属 22,094,483政策推進部 政策管理課

項 総務管理費
特定財源

款

印刷製本費 　　　    21,421,470

事務業務委託料　　　    673,013

事業の目的 　市政情報等を分かりやすい内容で広報誌に掲載し、全世帯への周知を図る。

事業費内訳

事業の概要
　行政からの情報、市民および市民レポーター等から提供された情報を多くの人に伝わるように情報発
信を行う。毎月1回広報誌とホームページで情報提供の充実を図る。

事業の
スケジュール

・原稿締切日までに行政、市民等から掲載の原稿を受け
　る。
・リライト後に初校、再校、出張校正を行い、掲載内容
　の確認を行う。
・広報誌の印刷を行い、配送業者が市内各地区の配布物
  届先に送付する。
・配布物届人が地区内の世帯に配布する。

平成2１年度

事業の成果

　市民生活に必要な情報を得る媒体として広く市民に利用
されており、行政と市民をつなぐ重要な役割を果たしてい
る。
・広報誌配布部数
　H23：651,400部、H22：651,800部、H21：652,300部

人権行政
推進の成果

　市政情報等の提供を通じ
て、市民等の知る権利や市
政への参画権の確保に寄与
できた。

652,300部

平成２３年度決算

（単位：円）

事業費総額

20,115,233
自治基本条例根拠条文 第14条第2項 1,979,250

目 広報費

総合計画コード 5-1-1 一般財源

人権行政
推進の視点

  市政情報等を広く分かり
やすく提供することは、市
民等の知る権利、市政への
参画権等を確保するために
必要である。

事業の評価

　　　広報誌配布部数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
660,000部 にする。 651,400部

平成2３年度

19,350,000 （正職員

完了

説明
  紙媒体の特性を生かし、分かりやすく見た目に美しい誌面、市民生活に役立つ記事内容を目指して今
後も発行していく。事務事業仕分けの結果を受け、平成23年5月号から中面を2色刷りから1色刷りに変
更し、費用の削減を図った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２２年度

指標を 109件

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

所属 9,040

事業名 市長とのふれあい事業
委員会名

款 総務費
項 総務管理費

自治基本条例根拠条文 第14条第3項

報償金　　              　9,040

平成2３年度 平成２１年度

131件

事業の成果
　市長自ら市政について説明し、市民と意見交換すること
で、今後の本市のまちづくりの参考となる多くの提言を得
ることができた。

人権行政
推進の成果

  市民が市政について知る
機会を提供するとともに、
より多くの市民の市政参画
への端緒とすることができ
た。

にする。 155件

平成２３年度決算

事業費内訳

まちづくり委員会

（単位：円）

政策推進部 政策管理課 事業費総額

特定財源

9,040

目 広報費

総合計画コード 5-2-1 一般財源

年度までに
実績値

130件

事業の概要
　「みんなでつくるいきいきとしたまちづくり」の推進のため、「市長と語る～まちづくり座談会
～」、「市長のマンスリーマガジン」のふれあい事業を実施している。

事業の目的
　市民と市とのふれあい事業を通して、より多くの市民の市政参画を促し、大東市自治基本条例にうた
う「市民協働のまちづくり」につなげていく。

事業の
スケジュール

・「市長と語る～まちづくり座談会～」
　　平成23年5月27日から10月18日までの間に開催を希望
　する市内24か所で地域住民を対象に実施。
　　平成24年1月17日に市内全中学校を対象にまなび南郷
　で実施。テーマ「ボランティア　わたしたちにできる
　こと」
・随時提言を受けている。
・随時マンスリーマガジンの更新を行っている。

人権行政
推進の視点

  市民が市政について知る
権利を確保するとともに市
民の市政参画を促進する。

事業の評価

　　　対話・提言・要望件数【平成21年度設定】

目標値

9,000,000 （正職員

廃止検討 完了

説明

　「市長と語る～まちづくり座談会～」については、一定の成果を上げていると認識している。今後も
市長、行政と市民のふれあい事業としてあり方を常に検証し、進化させていきたい。
　なお、小中学生対象の座談会は平成22年度で全小中学校を一巡したため、平成23年度は市内全中学校
の代表者と対話を実施した。
　「市長のマンスリーマガジン」については、ホームページ上で市長の公務の様子などを伝えている。

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 24 平成２2年度

指標を －

人件費 円 3 人） （非常勤職員等 人）

所属 5,250,000

事業名 基幹系システム再構築事業
委員会名 まちづくり委員会

款 総務費
項 総務管理費

第9条第1項、第10条第3項

事務業務委託料　　　5,250,000

平成23年度 平成21年度

－

事業の成果
　新基幹系システムの個別業務システムを、本市各課の所
管業務に適合させるための摺り合わせ作業（カスタマイズ
を含む）を行った。

人権行政
推進の成果

　個人情報保護に十分留意
して作業を行った。

にする。 －

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

平成２３年度決算

事業費内訳

（単位：円）

政策推進部 政策管理課 事業費総額

特定財源

5,250,000
自治基本条例根拠条文

目 情報管理費

総合計画コード 4-4-1 一般財源

年度までに
実績値

100%

事業の概要

　昭和50年に電子計算機を単独導入してから現在に至るまで、情報担当職員がプログラムの設計・管理
を行うことで汎用機をベースとした基幹系システム（住民記録や税情報などを管理する基幹となる情報
システム）の開発と運用を行ってきた。しかし、この汎用機プログラムが経年により劣化しており、全
面的な見直しが必要である。ＩＴを活用した行政サービスを拡張するとともに、業務の効率化・簡素化
をより一層図ることを目的として、基幹系システムを再構築する。

事業の目的 　行政サービスをより市民満足度の高いものとするため、情報システムの見直しを行う。

事業の
スケジュール

　平成24年7月の完成に向け、平成23年度は新基幹系システ
ムの開発を行った。

人権行政
推進の視点

　市民の権利に係る情報の
適正な管理を推進する。

事業の評価

　　基幹系システム再構築の実施率　【平成21年度設定】

目標値

27,000,000 （正職員

説明 　大東市基幹系システム再構築基本方針に基づき、基幹系システム再構築を着実に実施する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２２年度

1回

人件費 円 0.0625 人） （非常勤職員等 人）

事業名 防災訓練事業
委員会名 まちづくり委員会

款 消防費

所属 826,111

項 消防費
特定財源

時間外勤務手当　　　609,561
消耗品費　　　90,550
その他保険料　　　126,000

平成2３年度 平成2１年度

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

平成２３年度決算

（単位：円）

政策推進部 危機管理課 事業費総額

826,111
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目 災害対策費

総合計画コード 3-5-2 一般財源

事業費内訳

事業の概要

　市および関係機関は、地域防災計画や防災業務計画等の習熟、連携体制の強化、災害時の防災体制の
万全を期することを目的として、各種災害に関する訓練を実施する。実施にあたっては、各種災害に関
する被害想定を基に、実践的な内容とするとともに、事後評価を行ない、必要に応じて防災組織体制等
の改善を図る。

事業の目的
　災害時における職員の参集および初動体制の確立並びに、災害対策本部と地区対策本部の円滑な連携
の向上を図る。

・平成23年10月1日に市主催の防災訓練を実施
人権行政

推進の視点

　災害発生時の市民の生
命・財産を守るため、防災
訓練を実施し、技能の習熟
と円滑な連携および防災意
識の高揚を図る。

事業の評価

　　　市主催防災訓練開催回数【平成18年度設定】

目標値 実績値
毎年度1回開催 する。

事業の
スケジュール

1回 1回

562,500 （正職員

事業の成果

・災害対策本部の立上げから職員の参集及び救出・救助ま
た、避難所開設等の防災訓練を実施することで、災害発生
時のシュミレーションができ、さらに防災意識を高めるこ
とができた。

人権行政
推進の成果

　市民の安心・安全の生活
をめざし、防災訓練を通し
て、防災意識の高揚を図る
ことができた。

説明
　平成23年度については職員参集訓練が中心であったが、今後はこの訓練に教育関係機関や自主防災組
織など市民の参加する内容も段階的に盛り込み防災訓練を実施するものとする。



国補助
府補助
市　債
その他

　

指標 成果指標

平成 28 平成２２年度

指標を 228,000セット

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

事業名 防災対策事業
委員会名 まちづくり委員会

款 消防費

所属 29,881,643危機管理課

項 消防費 1,605,792
特定財源

手数料　　　302,400

消耗品費　　　9,085,900
食糧費　　　5,126,940
施設修繕料　　　125,895
通信運搬費　　　158,971

新設改良工事請負費（単）399,000

事務業務委託料　　　2,953,545

庁用器具購入費　　　1,218,000

平成2３年度

その他負担金　　　2,379,792
機械器具購入費　　　8,131,200

事業の成果

・アルファ化米をはじめとする備蓄物資は、年度計画どお
りに整備することができた。
・気象情報システムおよび総合防災システムの運用によ
り、災害に備えた迅速かつ効果的な防災活動体制の整備を
行った。

人権行政
推進の成果

　災害発生時の市民の生
命・財産を守るため、防災
活動体制、災害用備蓄品お
よび保管施設の整備を行っ
た。

にする。 283,000セット 200,000セット
実績値

391,900セット

平成２１年度

事業費総額

第25条第3項

平成２３年度決算

（単位：円）

政策推進部

目 災害対策費

総合計画コード 3-5-3 一般財源

事業費内訳

28,275,851
自治基本条例根拠条文

目標値
年度までに

事業の概要

　災害用備蓄物資は、本市の防災アセスメント調査により避難生活者を15,200人と想定した市目標値の
備蓄を平成19年に達成しており、今後は大阪府構想による府目標値を備蓄していくものである。また、
気象情報システムおよび総合防災システムの導入により、災害警戒時の効果的な出動体制の構築、災害
発生時の迅速な災害状況把握および本部と各地区対策班における被災者の避難誘導や安否確認などの情
報の共有を図り、質の高い防災活動体制の整備を行う。

事業の目的
災害発生時において、食糧、生活必需品等の確保が困難な住民に対して、必要な物資を供給できるよ
う、年次的に備蓄品の整備を図りながら防災対策の充実に努める。また、気象情報システムおよび総合
防災システムの導入により、災害に備えた迅速かつ効果的な防災活動体制の整備を行う。

事業の
スケジュール

　備蓄物資の購入により、重要備蓄物資（アルファ化米・
毛布・高齢者食・粉ミルク・哺乳瓶・紙おむつ・生理用
品・簡易トイレ）は府目標値に達した。今後は、平成28年
度までに袋式トイレを府目標値である391,900セット備蓄
し、その他の物資については、有効期限を考慮して更新を
行う。
　平成21年度に導入した、総合防災システムおよび気象情
報システムについて、運用方法の改善やソフトウェアのカ
スタマイズ等により醸成を図る。

人権行政
推進の視点

　災害発生時の市民の生
命・財産を守るため、防災
活動体制、災害用備蓄物資
および保管施設の整備を行
う。

事業の評価

　　　袋式トイレ備蓄量【平成23年度設定】

○継続

1,800,000 （正職員

廃止検討 完了

説明 　今後も府目標値に向けて計画的な備蓄を行っていく。

今後の方向性



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２２年度

指標を 38組織

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

所属 2,706,900

事業名 自主防災組織育成事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

款 消防費
項 消防費

【繰越明許】

機械器具購入費　　　199,500
報償金　　　6,400

その他団体補助金　　　625,000
施設整備補助金　　　876,000

施設整備補助金　　　1,000,000

平成2３年度 平成2１年度

事業の成果

・平成23年度中にまだ未結成の全自治区の区長に会い結成
を促したが、平成23年度に結成した組織は無かった。しか
し、平成24年度での結成をたくさんの自治区の区長に約束
いただいた。
・東日本大震災を契機に既に結成されている組織の防災意
識が高まったこともあり、自主防災訓練を積極的に実施い
ただいた。また、2組織で防災備蓄倉庫が建設された。

人権行政
推進の成果

　自主防災組織を立ち上
げ、育成を行なうことで、
地域住民の防災意識を高
め、安心・安全の生活実現
に寄与した。

にする。 38組織 34組織

2,706,900
自治基本条例根拠条文

平成２３年度決算

政策推進部 危機管理課 事業費総額

特定財源

第25条第3項
目 災害対策費

総合計画コード 3-5-2 一般財源

事業費内訳

事業の概要

　防災対策は自助、共助が基本であり、市民の自主的な防災活動が、被害の拡大防止に果たす役割は大
きい。設置助成（資機材の交付）、活動助成（助成金の交付）および建築助成（備蓄倉庫建築費の交
付）を行うことにより、自主防災組織の結成促進および自主防災組織の活性化を行うことで、災害発生
時における被害の防止および軽減が図れる。

事業の目的
　大地震等の災害時における地域住民の初期活動の重要性から、市内全自治区（51地区）を対象に自主
防災組織の結成を完了させるとともに、より充実した組織の育成を促進する。

　　　自主防災組織結成数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
51組織

事業の
スケジュール

　既に自主防災組織結成の自治区について自主防災訓練を
実施する組織に対し活動助成金の交付を行い、積極的に訓
練を行ってもらうこと、また防災備蓄倉庫を建設する組織
に対し建築助成金の交付を行うことでより充実した組織の
育成を促す。
御供田北自主防災会訓練(5月)
新田自主防災会(9月)、緑が丘地区自主防災会訓練(9月)
他11の自主防災組織の訓練への助成金の交付を行った。
また、三箇自主防災会備蓄倉庫建設(7月)、東諸福自主防災
会備蓄倉庫建設(10月)への建築助成金の交付を行った。

人権行政
推進の視点

　災害発生時の市民の生
命・財産を守るため、初期
活動で重要となる地域住民
による自主防災組織の結成
と育成を促進し、技能の習
熟と円滑な連携およびさら
なる防災意識の高揚を図
る。

事業の評価

○継続

900,000 （正職員

廃止検討 完了

説明 　全自治区での結成をめざす。

今後の方向性



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２2年度

指標を －

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

所属 3,465,000

事業名 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

款 消防費
項 消防費 3,465,000

事務業務委託料　　　3,465,000

平成23年度 平成21年度

事業の成果
　避難勧告等の判断・伝達マニュアルが完成したことによ
り、避難勧告等を発令すべきか等の判断基準や対象地域の
設定がより具体化できた。

人権行政
推進の成果

　土砂災害発生時の市民の
生命・財産の権利を確立す
るため、避難勧告等の判
断・伝達マニュアルの作成
を行った。

にする。 100% －
目標値

年度までに
実績値

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

自治基本条例根拠条文

平成２３年度決算

政策推進部 危機管理課 事業費総額

特定財源

第25条第3項
目 災害対策費

総合計画コード 3-5-2 一般財源

事業費内訳

事業の概要

　土砂災害から市民の生命財産を守るため、防災関係機関等より避難勧告等を判断する際に必要な情報
を収集するとともに、避難勧告等の判断・伝達に関し、本市の過去の被害データ等を分析してシミュ
レーションを行い、具体的な判断基準や対象区域の設定、情報伝達体制等についてマニュアルを作成す
る。

事業の目的

　大規模な土砂災害の発生に備え避難勧告等の判断・伝達に関し、どのような状況でどこの区域の住民
に対して避難勧告等を発令すべきか等の具体的な判断基準や対象地域の設定、情報伝達体制等について
取りまとめた避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成することで、市民の迅速・円滑な避難を実現す
る。

事業の
スケジュール

　事業主体である大阪府が国交省所管の土砂災害相互通報
システム整備事業を利用し、本市に事業委託。
　本市では平成23年度に入札により業者選定を行い、年度
内にマニュアルを完成させる。

人権行政
推進の視点

土砂災害発生時の市民の生
命・財産の権利を確立する
ため、避難勧告等の判断・
伝達マニュアルの作成を行
い、避難対策にあたる。

事業の評価

　　　避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成【平成23年度設定】

100%

900,000 （正職員

説明 　平成23年度で完成した避難勧告等の判断・伝達マニュアルを今後活用し災害対策にあたる。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２2年度

85件

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

事業名 情報公開推進事業
委員会名 まちづくり委員会

款 総務費

所属 1,910,512総務課

項 総務管理費
特定財源

非常勤職員報酬　　　100,500
事務業務委託料　　　1,810,012

平成23年度 平成21年度

事業の成果
　前年度に比べ請求件数が大きく増加しており、市政運営
の透明化に寄与している。

人権行政
推進の成果

　市民の知る権利を保障
し、市政への参加を推進す
ることができた。

53件

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

事業費総額

第14条

平成２３年度決算

（単位：円）

総務部

目 一般管理費

総合計画コード 5-1-1 一般財源

事業費内訳

1,910,512
自治基本条例根拠条文

実績値
157件

事業の概要
　市が保有する情報は、市民生活と深くかかわるものであり、本来的には市民共有の財産と考えられる
ことから、市民の知る権利の保障と市の市民に対する説明責任を果たすため情報公開を行う。また、実
施機関の諮問に応じて審査をするため、大東市情報公開審査会を設置し運営する。

事業の目的 　市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進する。

事業の
スケジュール

・情報公開審査会の開催
・制度の紹介と運用実績を掲載（広報だいとう7月号、
　市ホームページ）

人権行政
推進の視点

　市民の知る権利を保障
し、市政への参加を推進す
る。

事業の評価

　　　情報公開請求件数【平成18年度設定】

目標値 ―

4,500,000 （正職員

説明
　市民の知る権利の保障と市民に対する説明責任を果たすために、本市の情報公開制度の取組につい
て、より一層周知を行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２2年度

指標を －

人件費 円 0.7 人） （非常勤職員等 人）

事業名 職員研修事業
委員会名 まちづくり委員会

所属 2,928,340

項 総務管理費
特定財源

款

報償金　　　1,499,500
2,928,340

特別旅費　　　535,660

個人補助金　　　13,125
その他団体補助金　　　30,000

事業の成果

・研修効果をより高めていくため、平成23年度より効果測
定シートを導入した。
・効果測定の結果は、当初指標を上回る結果となった。
・今後も職員個々にとってより効果的な研修となるよう効
果測定の精度を高めていくことが必要である。

人権行政
推進の成果

　各職場での人権研修や階
層別研修において、人権研
修を実施することにより、
人権行政を担う人材の育成
を図った。

事業の評価

　　　人事課主催研修効果測定【平成23年度設定】

今後の方向性

平成２３年度決算

（単位：円）

総務部 人事課 事業費総額

総務費

使用料及び賃借料　　　357,080
消耗品費　　　1,780

自治基本条例根拠条文 第16条
目 一般管理費

総合計画コード 5-1-1 一般財源

事業費内訳
その他負担金　　　491,195

人権行政
推進の視点

　職員の人権問題に対する
正しい認識と資質の向上が
重要であり、研修の充実を
図ることにより、人権感覚
に基づいた施策推進を担う
職員の育成を行う。

・ﾏｯｾOSAKA派遣研修（通年） ・河北研修協議会（通年）

事業の概要

・人事課主催研修、派遣研修を計画的に実施する。
・人事課主催研修について、階層別研修、専門特別研修を計画的に実施し、通信教育助成等により自己
啓発を支援する。
・派遣研修について、おおさか市町村職員研修研究センター、河北研修協議会、市町村アカデミー等の
研修機関へ派遣する。

事業の目的 　公務能率の発揮および増進のため、職務に必要な知識・技能を高め、資質・能力の向上を図る。

事業の
スケジュール

・新規採用職員研修（4月12月） ・課長研修（7月）

・中堅監督者研修（10月） ・中堅職員研修（11月）

・上席主査研修（2月） ・窓口応対研修（12月）

・再任用職員研修（4月） ・応急手当講習（6月）

・通信教育講座（通年） ・市町村ｱｶﾃﾞﾐｰ派遣研修（通年）

・人権問題職場研修指導員推進員研修（10月）

・任用換え試験事前研修（11月）

にする。 4.4
実績値

平成23年度
目標値

年度までに

－

平成21年度

6,300,000 （正職員

○継続 廃止検討 完了

4.2

説明
　質の高い住民サービスを効率的に提供するためには職員個々の能力向上が欠かせない。研修受講によ
る知識習得度や行動変容度など、その効果を様々な角度から分析することにより、研修効果の向上を図
る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 24 平成２2年度

指標を 41町丁

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

所属 10,245,200総務部 市民課 事業費総額

3,500,000
消耗品費　　　3,500,000

事業の成果
　平成23年度は、当初計画の事業スケジュール通りの43町
丁を実施し、事業目的を達成した。

人権行政
推進の成果

　本事業を実施する中で、
大東市民を中心とする雇用
促進を図り、生活の安定と
人権擁護を推進した。

事業の
スケジュール

平成23年度 平成21年度

6,745,200

委員会名 まちづくり委員会

項 戸籍住民基本台帳費
目 戸籍住民基本台帳費

自治基本条例根拠条文

平成２３年度決算

事業名
町名板・住居番号表示板調査取付事業

（緊急雇用）

総合計画コード 3-1-1 一般財源

事業費内訳

（単位：円）

款 総務費

特定財源

事務業務委託料　　　6,745,200

第9条第1項

事業の概要
　本市市街地において実態調査を行い、判読困難な町名板・住居番号表示板の取付作業を行うととも
に、新規住宅において町名板等のない箇所に新設取付を展開する。（大阪府緊急雇用創出基金を活用）

事業の目的 　雇用促進および町名板および住居表示板を判読できるようにする。

事業の評価

　　　実施済町丁数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値

　平成21年度から平成23年度までの3年間で、調査対象地域
を3ブロックに分割し、実態調査、町名板・住居番号表示板
の取付作業を行う。
　平成21年度　35町丁
　平成22年度　41町丁
　平成23年度　43町丁　 合計　119町丁

人権行政
推進の視点

　本事業を実施する中で、
大東市民を中心とする雇用
促進を図り、生活の安定と
人権擁護を推進する。

合計119町丁 にする。 43町丁 35町丁

4,500,000 （正職員

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　平成21年度から平成23年度の3年間で事業計画の目標数値を達成し、本市市街地内全域において事業
を完了した。今後、町名板・住居番号表示板の劣化や破損等が発生した場合も、随時交換していく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２2年度

指標を 37件

人件費 円 0.8 人） （非常勤職員等 人）

説明
　市民・事業所の防火意識は、年々高まってきているが、今後も引き続き、火災予防思想の啓発活動を
継続していかなければならない。

事業の成果

　火災件数をみると、平成22年度に比べ21件増加している
が、損害額は約2,000万円減少した。
　住宅用火災警報器の設置率については、平成21年度が
54％、平成22年度が58％、平成23年度は60％と着実に向上
がみられる。

人権行政
推進の成果

 市民・事業所の防火意識の
高揚を図り、火災予防を推
進できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

7,200,000 （正職員

36件

事業の評価

　　　火災発生件数【平成23年度設定】

目標値 実績値
平成23年度 平成21年度

毎年度40件以下 にする。 58件

事業の概要
　火災による市民や事業所への人的・物的被害を軽減するため、防火意識の高揚を図る必要がある。そ
のため、火災予防運動期間中に防火防災キャンペーン等を開催し、パンフレット、看板、展示を通じて
市民への火災予防に対する意識の高揚を図る。

事業の目的 　市民・事業所の防火意識の高揚を図り、火災のないまちづくりをめざす。

事業の
スケジュール

・市民まつり（9月18日）
・防火防災キャンペーン（11月13日）
・秋季全国火災予防運動（11月9日～11月15日）
・春季全国火災予防運動（3月1日～3月7日）

人権行政
推進の視点

　市民の生命・財産を守る
ため、防火意識の高揚を図
り火災予防を推進する。

庁用器具購入費　　　112,455

事業費内訳

消耗品費　　　294,690
印刷製本費　　　56,280

総合計画コード 3-5-4 一般財源 463,425
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目 常備消防費
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 463,425

平成２３年度決算

事業名 火災予防強化対策事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２2年度

指標を 44.40%

人件費 円 1.344 人） （非常勤職員等 人）

説明
　救急車に搭乗する救急救命士が薬剤投与および気管挿管の資格を有していることは、より高度な救命
処置の実施により傷病者の救命に大きく関係するため、今後も事業を継続し市民に対して高度で均一し
た救急業務を提供することで救命率の向上を目指す。

事業の成果

　救急救命士養成、薬剤投与・気管挿管の資格取得ともに
計画どおりに進捗している。
　平成23年度実績：薬剤投与認定救命士および気管挿管認
定救命士　各2名増員

人権行政
推進の成果

　救急業務の高度化により
市民の生命・身体を守る救
命処置が向上した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

12,096,000 （正職員

44.40%

事業の評価

救急救命士率（救急隊3名中1名を気管挿管および薬剤投与認定救急救命士とする【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

100% にする。 66.67%

事業の概要

　救急業務は住民の生命、身体を守る上で不可欠な行政サービスとして定着し、年々市民の救急業務に
寄せる期待は増大している。
　消防はこのニーズに応えるため、救急業務の高度化（救急救命士の養成、各種研修、市民向け救命講
習、救急資機材の購入等）を推進している。

事業の目的
　救急現場から医療機関までの間に、傷病者に対して救急救命士が高度救命処置資機材で救急救命処置
を行い、市民全体に高度で均一した救急業務を提供し、救命率の向上をめざす。

事業の
スケジュール

4月～3月 普通救命講習（年26回）救急講習（年23回）
5月～6月 救急救命士薬剤投与講習
8月　　　応急手当普及員講習
9月　　　救急医療週間研修会
1月～3月 救急救命士気管挿管病院実習
（年1回）特定化学物質等作業主任者講習
（年4回）近畿救急医学研究会
（年4回）北河内救急研究会

人権行政
推進の視点

　認定救命士の養成等を通
じて、救急業務を高度化
し、市民の生命をまもる。

その他負担金　　　1,024,360
事務業務委託料　　　36,960
その他保険料　　　122,200
通信運搬費　　　426,182
物品修繕料　　　371,280

事業費内訳

消耗品費　　　1,104,330
印刷製本費　　　43,470

総合計画コード 3-5-4 一般財源 3,128,782
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目 常備消防費
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 3,128,782

平成２３年度決算

事業名 救急救命士導入推進事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２2年度

指標を 2台

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今後も安全な市民生活の確保のためには、消防力の維持と向上は不可欠であり、そのために消防車両
の更新を計画的に進めていく。

事業の成果
　消防車両更新計画に基づき車両を更新することで、本市
の消防力が向上し、市民の安全確保に繋がっている。

人権行政
推進の成果

　消防体制の充実強化を推
進することで、より良い市
民の暮らしと安全を確保す
ることができる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

900,000 （正職員

1台

事業の評価

　　　老朽化およびNOX・PM法に基づく消防車両の更新　【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

100% にする。 2台

事業の概要
　近年の社会情勢の変化により多様な形態の災害が発生する中、これに応じた消防車両の整備及び専用
資機材の積載は必要不可欠と考えられ、市民の安全確保のため、消防行政の推進及びその体制の充実強
化を図る。

事業の目的
　迅速な消防活動を展開するために、老朽化およびＮＯＸ・ＰＭ法に抵触する消防車両を適時更新し、
市民の安全を確保する。

事業の
スケジュール

・入札　業者決定　平成22年11月11日（救助工作車）
　　　　　　　　　平成23年5月12日 （ポンプ自動車）
・中間検査　　　　平成23年7月13日 （救助工作車）
　　　　　　　　　平成23年10月28日 （ポンプ自動車）
・完成検査　　　　平成23年7月26日 （救助工作車）
　　　　　　　　　平成23年11月18日（ポンプ自動車）
・納車　　　　　　平成23年8月25日 （救助工作車）
　　　　　　　　　平成24年1月12日　（ポンプ自動車）

人権行政
推進の視点

  消防体制の充実強化によ
り市民の生命権・財産権を
保護する。また、健康で文
化的な生活を維持するため
環境に不適切な車両の更新
をする。

自動車重量税　　　137,500
機械器具購入費　　　126,840,000

事業費内訳

手数料　　　21,710
自動車損害保険料　　　51,101

総合計画コード 3-5-4 一般財源 8,750,311
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目 常備消防費 118,300,000
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 127,050,311

平成２３年度決算

事業名 消防力等整備事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２2年度

指標を 0.35%

人件費 円 0.04 人） （非常勤職員等 人）

説明
　「電波法関係審査基準」の改正により、平成28年5月31日までに消防救急無線をデジタル化するため
実施設計を行う。（平成24年度より耐用年数が経過した通信指令システムについても、消防救急無線デ
ジタル化事業と共に実施する。）

事業の成果
　平成23年度は、消防救急デジタル無線の整備に向けて基
本設計を策定した。これにより整備の方針、機器構成の概
要、整備費の概算が示された。

人権行政
推進の成果

　消防救急デジタル無線の
整備により、個人情報の保
護および消防活動の充実を
図り、市民の安全を確保す
ることができる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

360,000 （正職員

―

事業の評価

　　　消防救急無線デジタル方式への移行率【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

100% にする。 0.76%

事業の概要
　「電波法関係審査基準」の改正により、現行のアナログ消防救急無線を平成28年5月31日までに
デジタル方式に移行する。（平成24年度より事業名を消防救急無線デジタル化および指令システム更新
事業に変更）

事業の目的
  消防・救急活動において、出動隊の指揮統制・情報共有に無線機の活用は不可欠であり、現在使用し
ている150ＭＨｚ帯周波数のアナログ波使用期限以降においても円滑な消防活動を実施するため260ＭＨ
ｚ帯のデジタル波無線設備を整備する。

事業の
スケジュール

・平成22年度　　　電波伝搬調査の実施
・平成23年度　　　基本設計
・平成24年度　　　実施設計
・平成25～26年度　基地局、移動局および指令台の整備

人権行政
推進の視点

  デジタル化に移行するこ
とにより、救急搬送患者の
傷病情報、個人情報等の秘
匿性を確立するとともに、
消防活動が円滑に実施でき
る体制を整備する。

事業費内訳

その他の負担金　　　 1,156,500
総合計画コード 3-5-4 一般財源 1,156,500

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 常備消防費
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 1,156,500

平成２３年度決算

事業名 消防救急無線デジタル化事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 28 平成２2年度

指標を 累計8台

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今後も安全な市民生活の確保のためには消防団の維持と向上は必要不可欠であり、そのために消防団
車両の更新を計画的に進めていく。

事業の成果
　消防団車両更新計画に基づき車両を更新することで、本
市の消防力が向上し、市民の安全確保につながっている。

人権行政
推進の成果

　市民の生命権や財産権を
守るため、消防団活動を円
滑に実施できる体制を整備
することができる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

累計25台 にする。 累計12台

平成21年度

4台

事業の
スケジュール

・入札　業者決定　平成23年3月8日　（第7分団）
　　　　　　　　　平成23年4月25日（第1・8・23分団）
・中間検査　　　　平成23年8月10日（第7分団）
　　　　　　　　　平成23年10月19日（第1・8・23分団）
・完成検査　　　　平成23年9月1日（第7分団）
　　　　　　　　　平成23年12月5日（第1・8・23分団）
・納車　　　　　　平成23年9月5日（第7分団）
　　　　　　　　　平成23年12月15日（第1・8・23分団）

人権行政
推進の視点

　環境問題から市民生活を
守ることは、健康で文化的
な生活を確保することを基
本的施策としていることか
ら、環境に不適切となった
車両の更新を図る。

事業の評価

　　　NOX・PM法に基づく消防車両の更新台数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度

事業の概要
　今回の更新を行う非常備消防団車両（4台）は、平成13年6月のNOX・PM法の改正・強化、更に平成14
年10月には、対策地域の指定がおこなわれたことにより、平成24年度中に対策地域にその本拠を置くこ
とが出来なくなり、その更新を図るものである。

事業の目的
　消防団活動は、常備消防を単に補填するだけでなく、地域に密着した活動がなされており、市民サー
ビスへの重要な位置づけをした不可欠な組織であり、その活動の目的を成すのが人員であり車両であ
る。

事業費内訳

手数料　　　35,600

自動車重量税　　　160,000
機械器具購入費　　　41,240,850
自動車損害保険料　　　61,349

総合計画コード 3-5-4 一般財源 3,197,799
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

目 非常備消防費 38,300,000
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 41,497,799

平成２３年度決算

事業名 消防車両整備事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２２年度

2件

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

説明
　狭隘・老朽化した消防団車庫は、今後、発生が危惧される東南海・南海地震によって倒壊すれば消防
力とはなりえない。よって、消防団車庫の建て替えを促進する必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

90,000 （正職員

事業の成果
　御領自治会（第19分団車庫・新築）に補助金を交付。
　消防団車庫を建て替えたことにより、地域の消防力およ
び市民の安全・安心を確保することが強化された。

人権行政
推進の成果

　消防団車庫の整備を通
じ、市民の生命や財産を守
るための地域消防力が強化
できた。

事業の評価

　　　補助件数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成2３年度 平成2１年度

1件 1件

事業の概要
　地域の防災拠点である消防団車庫を自治会により建て替え、増改築をする場合に支給し、消防団車庫
の改良を促す。

事業の目的 　老朽化した消防団車庫の建て替えを促すことによって、地域防災力を強化する。

事業の
スケジュール

・工事期間（御領）平成23年10月2日～平成23年11月25日 人権行政
推進の視点

　市民の生命や財産を守る
ため、消防団車庫の整備を
図り地域の消防力を強化す
る。

事業費内訳

施設整備補助金　　　1,500,000
総合計画コード 3-5-4 一般財源 1,500,000

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 非常備消防費
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 1,500,000

平成２３年度決算

事業名 消防団活動推進事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 34 平成２2年度

指標を 210基

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明
　火災による被害の軽減を図るため、平成10年度より200基を設置目標と定め、平成21年度には指標達
成するも、過去の活用実績と今後の地域防災力向上の観点からも、引き続き事業を継続する必要があ
る。

事業の成果
　竜間地区　(2箇所)　・朋来・谷川・北条・御領・赤井・
御供田の各地区に設置。過去に住民により初期消火が行わ
れ被害を軽減させた実績がある。

人権行政
推進の成果

　初期消火活動の基盤整備
により、市民の身体、財産
の確保が図られた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

900,000 （正職員

202基

事業の評価

　　　設置個数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

300基 にする。 218基

事業の概要  地域内で発生した火災に対し、地域住民が初期消火を行うため初期消火器具格納箱を設置する。

事業の目的 　消防隊到着までの間、地域住民による効果的な初期消火活動により、火災被害の軽減を図る。

事業の
スケジュール

　候補地の設定、設置予定地区の区長に対し事業説明、な
らびに設置場所等関係機関への調整、協議・承諾を得て実
施する。

人権行政
推進の視点

　火災発生の初期対策を充
実することにより、市民の
身体、財産の被害軽減を図
る。

事業費内訳

機械器具購入費　　　738,360
総合計画コード 3-5-2 一般財源 738,360

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 消防施設費
項 消防費
款 消防費

特定財源

（単位：円）

所属 消防本部 消防総務課 事業費総額 738,360

平成２３年度決算

事業名 初期消火対策事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２2年度

指標 100%

人件費 円 0.55 人） （非常勤職員等 人）

説明
・市民に読んでもらうため、わかりやすく親しみやすい誌面にしていく必要がある。
・編集業務等の委託を拡大する必要がある。

事業の成果

　写真・イラストの多用、一部カラー化など、読みやすさ
親しみやすさに意をはらった編集を行い、全世帯に配布し
た。また、議会活動内容をわかりやすく市民に知らせるこ
とで、より「開かれた議会」とすることに寄与している。
　部数および頁数　　各号53,300部
3月定例会号…12頁　5月臨時会号…4頁
6月・9月・12月定例会号…8頁

人権行政
推進の成果

　年5回、広報誌と同時に配
送し、議会活動について広
く市民に広報することがで
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,950,000 （正職員

100%

事業の評価

　　　議会だより配布世帯率【平成18年度設定】

目標値 実績値
平成23年度 平成21年度

100％を維持 する。 100%

事業の概要
　市議会の審議経過を広く市民に公表するため、議会だよりを年5回発行する。また、目の不自由な人
には、声の議会だよりを届ける。

事業の目的
　市議会の主な審議経過および一般質問等のやりとりを掲載した「議会だより」を各定例会および5月
臨時会後に発行し、市議会の動向等を市民に知ってもらうことによって、議会活動の活性化と市政の進
展に寄与するため。

事業の
スケジュール

・3月定例会号　…　5月1日発行
・5月臨時会号　…　7月1日発行
・6月定例会号　…　8月1日発行
・9月定例会号　…　11月1日発行
・12月定例会号　…　2月1日発行

人権行政
推進の視点

　市民の代表者の議論の場
である議会活動についてわ
かりやすく市民に公表する
ことにより、より民意を反
映した自治を推進する。

事業費内訳

印刷製本費　　　4,791,670
事務業務委託料　　　351,938

総合計画コード 5-1-1 一般財源 5,143,608
自治基本条例根拠条文 第7条

目 議会費
項 議会費
款 議会費

特定財源

（単位：円）

所属 議会事務局 議会事務局 事業費総額 5,143,608

平成２３年度決算

事業名 議会だより発行事業
委員会名 まちづくり委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２2年度

指標を 　5,182件

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

説明 　議会を公開することで、市政に関心を持ってもらい、より民意を反映した自治を推進する。

事業の成果
　平成22年1月から本会議の録画中継をインターネット上で
行っており、議会の活動状況や市の考え方を伝えることが
できた。

人権行政
推進の成果

　議会活動について広く市
民に公開することで、より
多くの人に市政に関心を
持ってもらうことができ
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,500,000 （正職員

1,178件(1月～3月）

事業の評価

　　　アクセス件数（年間）【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

8,000件 にする。 5,255件

事業の概要

　開かれた議会の活動の一環として市民が知ることのできる環境を確保するため、本会議の録画中継を
インターネット上で行う。映像の配信方法は、現在行っている議会中継の庁内LANへのLIVE（生中継）
配信の画像および音声をエンコーダー(※1)に保存し、その録画ファイルをホスティング（※2）先へ転
送。ホスティング先で録画放映ページを作成・更新して、本会議の3～5日後ホスティング先サーバーを
経由してインターネット回線にて録画放映するもの。
　　(※1)データを一定規則に基づいて符号化する装置
　　(※2)ウェブサーバーの領域を貸し出すサービス

事業の目的 　議会の公開性を高め、より多くの人に市政に関心を持ってもらう。

事業の
スケジュール

・平成21年10月から試行。
・平成21年12月(第4回定例会)から録画中継を本格実施。

人権行政
推進の視点

　市民の議会傍聴の機会を
確保し、議会の活動状況や
市の考え方を伝えること
で、より民意を反映した自
治を推進する。

事業費内訳

事務業務委託料　　　999,180
総合計画コード 5-1-1 一般財源 999,180

自治基本条例根拠条文 第7条
目 議会費
項 議会費
款 議会費

特定財源

（単位：円）

所属 議会事務局 議会事務局 事業費総額 999,180

平成２３年度決算

事業名 議会インターネット録画中継事業
委員会名 まちづくり委員会


