
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 0.3 人） （非常勤職員等 人）

所属 街づくり部 都市政策課 事業費総額 3,993,000

目 都市計画総務費

平成２３年度決算

事業名 都市計画に関する基本的な方針改訂事業
委員会名 まちづくり委員会

（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10条
総合計画コード 3-1-1 一般財源 3,993,000

事業費内訳

報償金　　　118,500
【繰越明許】
事務業務委託料　　　3,874,500

　上位計画と地域の実情を
十分に加味し、地域住民
が、より快適な生活を送れ
るよう、基本方針を策定す
る。

にする。 100%

事業の概要

　現在、策定されている「都市計画に関する基本的な方針」（平成12年3月）は、「第3次大東市総合計
画」を基にしており、上位計画である「第4次大東市総合計画」とは整合しておらず、また、平成21年
度には「第4次大東市総合計画」の見直しが行われるため、今回、上位計画と整合性を図るため見直し
を行う。

事業の目的
　地域社会固有の身近で豊かな都市空間の形成のために、自然、歴史、文化、生活、産業など地域特性
を踏まえながら、都市計画を先導するマスタープランとして方針を策定し、まちづくりの展開を図る。

事業の
スケジュール

平成23年度　業務内容
（9月）第1回市民会議の開催
（10月）第2回市民会議の開催
（11月）第3回市民会議の開催
（2月）ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施
（3月）「大東市都市計画に関する基本的な方針」の決定

なお、印刷製本については、24年度の都市計画事務諸経費
の需用費にて予算計上し、実施する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　計画策定進捗率【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

100% ―

2,700,000 （正職員

事業の成果
  上位計画である「第4次大東市総合計画」に即した都市の
将来像と都市づくりの基本方針を示すとともに、今後取り
組むべき具体的な施策を示すことができた。

人権行政
推進の成果

  住民意向調査を実施した
ことで、地域住民の意向を
反映し、基本方針を策定す
ることができた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明

　都市づくりのコンセプトとして、「便利で快適に暮らせる都市づくり」、「安全に安心して暮らせる
都市づくり」、「人にやさしい安らぎのある都市づくり」、「憩いとうるおいがあふれる都市づく
り」、「活気と賑わいがあふれる都市づくり」の5つを基本方針とし、都市の将来像『自然や笑顔
いっぱい輝くまち・大東』の実現をめざす。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２2年度

10戸

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 開発指導課 事業費総額 2,541,120

款 土木費

特定財源

1,029,000
項 都市計画費 565,000
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 947,120

個人補助金　　　2,463,000

事業の概要

　東北地方太平洋沖地震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「安心・安全のまちづくり」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：10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 「安心・安全のまちづくり」を進めるため、民間建築物の耐震性を向上させる。

事業費内訳

事務業務委託料　　　78,120

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。
・耐震マップ・パンフレット配布（5月）
・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23年度 平成21年度

44戸 6戸

6,300,000 （正職員 0.3

事業の成果
・木造戸建住宅の耐震診断43戸と耐震改修1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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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「安心で安全なまちづくり」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 活動指標

平成 26 平成２2年度

指標を 6,000人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 花と緑のまつり事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 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。 4,000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23年度は4月29日に東諸福公園で開催。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　延べ参加者数【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

9,000人 7,000人

930,000 （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、会場を変更し臨時駐車場を設けた。
また、会場周辺自治会等に協力を要請し地域密着型のイベントにできた。今後も開催方法を改善し、地
域住民と共に活気ある取組を検討する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２2年度

指標を 32箇所

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 緑化推進ふれあい事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 みどり課 事業費総額 733,966

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 733,966

事業費内訳

報償金　　　202,800
消耗品費　　　77,046
食糧費　　　12,600
通信運搬費　　　33,202
原材料費　　　408,318

　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2回(年20回）第１・第２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

40箇所 33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 28 平成２2年度

指標を 71人

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 大東市緑化基金運用事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 みどり課 事業費総額 1,730,437

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24条第1項 1,730,437
総合計画コード 3-2-2 一般財源

事業費内訳

報償金　　　356,250
消耗品費　　　264,824
原材料費　　　1,109,363

　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る。ま
た、花をとおして人と人の
ふれあいをもたらし、市民
生活を充実させる貴重な要
素である。

にする。 72人

事業の概要
　潤いと安らぎを与える緑を保全し、花いっぱい事業をはじめとする緑化活動を進めていく。そのため
に緑化の保全に取り組む緑の推進員の活動を支援するとともに、公園等でふれあい花壇づくりに取り組
む団体に花苗等の配布し定期に花の植替えを行い、花と緑があふれるまちづくりを行う。

事業の目的 　人材育成及び緑化啓発を推進し、緑あふれる街並みを形成する。

事業の
スケジュール

　緑の推進員の活動を支援し、また公園等の花壇づくり団
体に花苗等の配布を行い、市民の協働による花壇の育成
と、花と緑があふれるまちづくりを進める。
 1.緑の推進員による緑化活動の推進および研修会
 2.公園等の花壇づくりやアドプト団体活動の推進
 3.保護樹木の調査研究を委託により行う

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　緑化活動に係わる緑の推進員数【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

80人 72人

450,000 （正職員

事業の成果

　公園等の草花や樹木の植栽、施肥、剪定作業等は緑の推
進員や住民・団体のボランティア活動に負うところが大き
く、活動を支援することにより、街の緑を増やし、うるお
いのある街並みづくりに貢献した。

人権行政
推進の成果

　花や緑の保全・育成活動
により、市民の緑化意識の
向上が図れた。また花や緑
に係わる活動をとおして、
人と人がふれあう機会をも
たらした。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　緑の推進員の活動や住民団体のボランティア活動は緑化推進に極めて重要であり、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 38 平成２2年度

指標を 38.50%

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 都市公園再整備事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 みどり課 事業費総額 59,014,305

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 59,014,305

事業費内訳

事務業務委託料　　　325,605
設計委託料　　　5,449,500
測量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ委託料　　　590,100
新設改良工事請負費（単） 52,649,100

　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 　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。

事業の目的
　供用開始後20年経過の公園施設について、バリアフリー対応を中心とした既存施設のリニューアル、
快適な施設への再整備を推進する。また、未開設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
スケジュール

・灰塚公園再整備工事
・赤井公園再整備工事
・赤井公園他3公園再整備実施設計業務委託

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23年度 平成21年度

100% 38.50%

9,900,000 （正職員

事業の成果
　平成23年度は灰塚公園と赤井公園の再整備工事を完了し
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22年度

指標を 88.60%

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 みどり課 事業費総額 335,363,162

款 土木費

特定財源

119,000,000
項 都市計画費
目 大東中央公園新設費 183,600,000

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 32,763,162

国・土地購入費　　 179,330,514

消耗品費　　　46,288
印刷製本費　　　12,832
手数料　　　459,136
工事管理委託料       2,520,000
鑑定委託料　　　　　  　42,000
使用料及び賃借料　　　  18,801
新設改良工事請負費（国）120,325,800

新設改良工事請負費（単） 29,066,100

単・土地購入費　　　  　28,431
【繰越明許】
設計委託料　　　3,494,400

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の場となる
公園として、早期の開設を目指し整備するものである。

事業費内訳

普通旅費  18,860

92.90%

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。

82.30%

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23年度 平成21年度

100% にする。

9,900,000 （正職員

事業の成果 　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

　防災拠点の早期整備に向
け、予定通り公園用地の買
戻しを行った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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 28 平成22年度

指標を 88.60%

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 大東中央公園用地取得事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 みどり課 事業費総額 179,381,225

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 大東中央公園新設費

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　3-5-3 一般財源 179,381,225

事業費内訳

印刷製本費　　　17,280 
負担金　　　5,000
公債費　　　171,903,871
繰出金　　　7,455,074

　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。

にする。 92.90%

事業の概要
・平成8年度に採択した防災緑地緊急整備事業に基づき、大東中央公園用地の先行取得および都市開発
資金の管理・運営を行う。
・用地先行取得対象面積　Ａ=2.52ｈａ

事業の目的
　先行取得した用地の管理および貸付を受けた都市開発資金の運営を行い、早期の整備ならびに供用開
始をめざす。

事業の
スケジュール

　都市開発資金借入金の償還、一般会計への土地処分（売
払い）および管理業務等

人権行政
推進の視点

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23年度 平成21年度

100% 82.30%

3,600,000 （正職員

事業の成果
　平成23年度予定の借入金の償還および一般会計への土地
処分を行った。

人権行政
推進の成果

　予定どおり、事業が進捗
しており、防災公園整備の
ための手続きを進めてい
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　償還および土地処分については平成28年度で完了する予定。



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 30%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 橋りょう長寿命化事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 1,380,941

款 土木費

特定財源

720,000
項 道路橋りょう費
目 道路維持費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-3-1 一般財源 660,941

事業費内訳

普通旅費　　　6,520
消耗品費　　　11,860　
印刷製本費　　　23,940
事務業務委託料　　　1,323,000
使用料及び賃借料　　　15,621

　道路の安全性・信頼性を
確保し、市民の快適な生活
を確保する。

にする。 100%

事業の概要
　今後、老朽化する本市管理の道路橋に対応するため、従来の事後的な修繕から予防的な修繕へと政策
転換を図るため、長寿命化修繕計画を策定する。

事業の目的
　長寿命化並びに修繕及び架替えに縮減を図るとともに、道路の安全性・信頼性を確保することを目的
とする。

事業の
スケジュール

平成22年度に計画策定に伴う点検調査業務を委託。
平成23年度に修繕計画を策定。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　長寿命化修繕計画達成率【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% －

900,000 （正職員

事業の成果
　橋梁点検業務の結果から大東市内の２１橋の橋りょう長
寿命化修繕計画を策定した。

人権行政
推進の成果

　道路の安全性・信頼性を
確保し、市民の快適な生活
を確保するための計画策定
ができた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　21橋の橋りょう長寿命化修繕計画の策定が完了し、今後修繕時期等について調整を図っていく。



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 85%

人件費 円 2.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 道路新設改良事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 186,701,502

款 土木費

特定財源

481,000

項 道路橋りょう費

目 道路新設改良費 1,100,000

自治基本条例根拠条文 第25条第3項

総合計画コード 3-3-1 一般財源 185,120,502

事務業務委託料　　　357,693

消耗品費　　　34,986

印刷製本費　　　59,993

施設修繕料　　　155,400

手数料　　　458,850

設計委託料　　　20,570,550

測量ボーリング委託料　　5,761,035

鑑定委託料　　　1,145,550

使用料及び賃借料　　　46,862

新設改良工事請負費（単）134,887,200

単・土地購入費　　　12,910,203

単・建設事業補償金　　　10,303,190

事業の概要
　現道の車道及び歩道の改良、交差部の歩道段差の解消、人・車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　　　9,990

87.60%

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

・氷野鴻池線舗装打換工事、新田中央線道路改良工事他
・用地買収および物件補償
・新田中央線詳細設計業務委託他

人権行政
推進の視点

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

56%

事業の評価

　　　単年度執行率【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

100% にする。

22,500,000 （正職員

事業の成果

・北条１号線道路改良工事
・平野屋１丁目歩道新設工事
・諸福中垣内線道路改良工事
・御領一丁目歩道設置工事
・氷野鴻池線道路改良工事
・新田中央線他1路線道路改良工事
・その他工事及び設計業務委託・用地買収、補償など

人権行政
推進の成果

　道路改良することによ
り、安全で快適な歩行・車
両通行が可能となった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。



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 90%

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 深野北御供田線新設事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 26,765,923

款         土木費

特定財源
項 　　　　都市計画費
目 　　　　深野北御供田線新設費

自治基本条例根拠条文 第11条第2項
総合計画コード 3-3-2 一般財源 26,765,923

事業費内訳

消耗品費　　　10,000

使用料及び賃借料　　　23,055

印刷製本費　　　19,740
手数料　　　85,000
事務業務手数料　　　1,640,247
測量ボーリング委託料  　924,000

新設改良工事請負費（単）480,900

単・土地購入費　　 　10,691,601

単・建設事業補償金　　4,077,500

【繰越明許費】
単・土地購入費　　  　7,594,380

　防災拠点として整備中の
大東中央公園へのアクセス
道路整備し、市民の生命及
び財産を守る。

単・建設事業補償金　　1,219,500

にする。 90%

事業の概要

　市内交通の円滑な処理のため、南北の幹線道路および防災公園として整備中の大東中央公園へのアク
セス道路（避難路）として整備する。
・事業延長（事業認可未整備区間）　L＝350ｍ　幅員　W＝19ｍ
・まちづくり交付金を活用（H16都市再生整備計画承認）

事業の目的
　市内交通の円滑な処理および防災公園（広域避難地）として整備中の大東中央公園へのアクセス道路
（避難路）として、早急に整備するため。

事業の
スケジュール

・新設2期工事において、未買収であった区間の整備を行な
う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　延長整備率【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% 31.40%

5,400,000 （正職員

事業の成果
・事業用地の用地買収および土地開発公社所有地の買戻し
を行った。
・用地買収に伴う土地境界確定業務委託
・工事損害費用負担額算定業務委託

人権行政
推進の成果

　防災拠点として整備中の
大東中央公園への一定のア
クセス道路ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

・本線に平面交差する野崎深野線の歩道部となる用地の取得ができた。

・同上歩道整備は当初23年度完了見込みであったが、土地所有者との調整に遅れが生じたため、H24に
繰越しを行った。



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 96.70%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明 　残公園予定地を含め、交通広場の検討を行った。

事業の成果
・本年度は平成24年度施工予定の末広公園の残工事を含
め、事業調整協議を行った。

人権行政
推進の成果

　憩いの公園として、整備
予定の、残用地部分の用地
が確保出来ている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

900,000 （正職員

96.50%

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23年度 平成21年度

100% にする。 96.7%

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　　　　　駅前交通広場　2,500㎡
・新町１号線　　　L＝160ｍ
・末広１号線　　　L＝740ｍ
・末広公園　　　　1.4ha

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、事務調整をする。
・平成24年度に末広公園残りの区域の整備を行う予定。

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。

使用料及び賃借料　　　15,621
印刷製本費　　　840

事業費内訳

普通旅費　　　3,700
消耗品費　　　1,630

総合計画コード 3-1-1 一般財源 21,791
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

款 土木費

特定財源
項 都市計画費

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 21,791

（単位：円）

平成２３年度決算

事業名 住道駅周辺整備事業
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 23 平成２２年度

指標を ―

人件費 円 0.8 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 18,957,675

款 土木費

特定財源
項 都市計画費
目 都市計画総務費

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 18,957,675

事業費内訳

普通旅費　　　11,520

【繰越明許】

消耗品費　　　14,953
印刷製本費　　　23,940
測量ボーリング委託料 　5,789,700

事務業務委託料　　　13,070,700

使用料及び賃借料　　　46,862

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する。

にする。 71%

事業の概要
　本市には、鉄道駅が3駅あり、うち「ＪＲ住道駅」の周辺整備は、平成20年度に一定の整備が完了
し、今後は「ＪＲ野崎駅」「ＪＲ四条畷駅」に着手する必要がある。そのため、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
野崎駅については橋上化に関する現地測量等を、四条畷駅については都市計画道路などの現地測量等を
行う。

事業の
スケジュール

平成21年　基本構想の策定
平成22年　基本計画の作成
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）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　委託進捗率【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

100% ―

7,200,000 （正職員

事業の成果
　駅舎付近や都市計画道路付近での現地測量等を実施し
た。

人権行政
推進の成果

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する現地測量等を
行った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　都市計画道路の道路構造等を大阪府警等と協議中であり、次年度へ繰越して業務完了をめざす。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 26 平成２2年度

指標を 100%

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

100%

平成２３年度決算

事業名 道路防災総点検事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 1,522,500

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 道路維持費

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 1,522,500

事業費内訳

調査研究委託料　1,522,500

　社会資本の適正な維持管
理をすることによって、市
民の生命、財産の保持の権
利を守る。

にする。 100%

事業の概要 　道路交通に支障を及ぼす各種災害要因の改善を目的とする基礎データの収集を行う。

事業の目的
　道路の法面、斜面、盛土、よう壁、橋梁、照明灯、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰなどについて豪雨・豪雪および地震に対
する安全性の観点から道路防災総点検を実施し、台帳を整備することを目的とする。

事業の
スケジュール

　業務委託にて、①情報収集②点検調査③判定④報告書作
成

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　道路防災点検項目実施率【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%

90,000 （正職員

事業の成果
　定期的に継続して実施することにより、道路の安全の向
上をはかることができた。

人権行政
推進の成果

　市民の安全安心の向上を
図ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　道路の適正な維持管理は、道路法第４２条により義務付けられている為、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 26 平成２2年度

指標を 30%

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名
法定外公共物等測量・台帳整備事業

（ふるさと雇用）

委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 9,345,000

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費 9,345,000
目 道路維持費

自治基本条例根拠条文 第17条
総合計画コード 5-1-1 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　9,345,000

　公共用地を適切に管理す
ることにより、市民の財産
を守る。

にする。 45%

事業の概要
　道路・公園等の公共物や、里道・水路の法定外公共物について、管理台帳を整理・統合させるととも
に、1/500程度の住宅地図に詳細位置を落とし込む。また、不法占用物件の調査を行い、境界確定等完
了後、不用となった公共物を売り払いあるいは、物件撤去交渉等により不法な占用を解消する。

事業の目的 　法定および法定外公共物の適切な管理をする。

事業の
スケジュール

　平成23年度にて、台帳などの基礎資料をもとにした不法
占用物件の抽出完了。今後は法定外公共物における不法占
用物件の解消にむけ、効果的な解消策を検討する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　測量及び台帳整備率【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

100% 25%

90,000 （正職員

事業の成果
法定外公共物台帳への道路・公園・水路等の公共物の境界
等のデータを統合することにより、不法占用物件の有無の
確認を完了。

人権行政
推進の成果

　公共用地を適切に管理す
ることにより、市民の財産
を守る。

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年度までの３年間で、ふるさと雇用基金事業を活用した台帳整理を実施し、不法
占用物件の解消にむけた資料の整備が完了した。



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 131,512人

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 市内巡回バス事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 35,715,240

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 交通安全対策費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
総合計画コード 3-3-1 一般財源 35,715,240

事業費内訳

その他負担金　　　35,715,240

にする。 146,381人

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と南新田・朋来方面（ともに既存路線）、及び平成21
年10月1日より運行開始の西部方面（新規路線）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。

事業の
スケジュール

　既存路線は、引き続き現行形態を維持して運行する。
　新規路線は、運行開始時から2ヵ年の試行期間を設け運行
する。

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

161,000人 120,742人

3,600,000 （正職員

事業の成果
　三箇方面、南新田・朋来方面、及び西部方面の全ての
コースで、平成23年度の各月における利用者数が前年度同
月を全て上回り、総数で約15,000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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。
<利用者数の前年比増加割合>
　三箇方面、南新田・朋来方面 ： 約8％
  西部方面 ： 約25％【当該路線の試行期間は平成23年度を以て終了となるが、利用者数の増加が堅調
なので、三箇方面及び南新田・朋来方面を運行の既存路線に加え、本事業の正式な路線として引き続き
運行を継続する。】



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成22年度

－

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 公共バス運行補助事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 14,000,000

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 交通安全対策費

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

事業の概要
　近鉄バス株式会社からの依頼で、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

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

　補助金交付事業を継続する。
　上期・下期の年2回に分け、補助金を交付する。

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

－

目標値 － 実績値
平成23年度 平成21年度

－ －

1,800,000 （正職員

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、乗降
者数の減少に歯止めが掛かり横ばいの状況が維持されてい
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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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」を締結し、平成25年3月31日迄の期間における当該事業の明確な存
続性を具体化することで、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）



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 8,974台

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 放置自転車対策事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 30,725,708

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 自転車対策費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項 8,503,640
総合計画コード 3-3-4 一般財源 22,222,068

事業費内訳

普通旅費　　　6,880

維持補修工事請負費　　　909,300

消耗品費　　　113,365
印刷製本費　　　73,983
事務業務委託料　　　28,910,226
使用料及び賃借料　　　711,954

　通行の妨げとなる放置自
転車等を移送し、市民の安
全な通行の確保及び景観の
維持を図り、暮らしやすい
まちの形成に努める。

にする。 6,703台

事業の概要

　自転車等放置禁止区域内において、啓発を行い、放置された自転車等を保管場所に移送して保管す
る。
　併せて保管・返還手数料を徴収して返還事務を行い、引き取りのない自転車等については、売却処分
する。

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。

事業の
スケジュール

◎啓発業務
　住道駅周辺　　　　　年200日実施
　野崎・四条畷駅周辺　年 75日実施
◎移送業務
　住道駅周辺          年200日実施
　野崎・四条畷駅周辺　年 75日実施
◎保管返還業務        年298日実施
◎売却処分業務　　　　年2,084台

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　移送台数【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

9,960台 12,955台

5,100,000 （正職員 0.5

事業の成果

　平成23年4月1日より「緊急雇用創出基金事業」として住
道駅周辺（特に駅前デッキ上下部周辺）において、街頭啓
発の強化を行った事に併せて、駅前（サンメイツ周辺）の
自転車ラックが整備された事との相乗効果により、住道駅
周辺の移送台数は大きく減少した。

人権行政
推進の成果

　啓発・移送業務の強化に
より、歩行者の安全の障害
となる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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　土・日における放置自転車等の啓発及び移送業務を今後も継続して実施するとともに、今後は、野
崎・四条畷駅周辺についても、住道駅周辺と同様に引き続き街頭啓発に力を入れ、放置自転車問題の解
決をめざす。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 23 平成22年度

指標を 8,169台

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名
放置自転車等街頭啓発強化事業

（緊急雇用）

委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 8,196,384

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費 8,196,384
目 自転車対策費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
総合計画コード 3-3-4 一般財源

事業の概要

　住道駅周辺（特に駅前デッキ上下部周辺）の自転車等放置禁止区域に、街頭啓発専属の指導員を配置
し、自転車等を放置しようとする者に対して、自転車駐車場への誘導や正しい自転車等の利用促進に係
る啓発指導を行う。
　併せて、既に放置してある自転車等には警告票を貼付し、啓発業務の強化を図る。

事業費内訳

事務業務委託料　　8,196,384　 

3,598台

事業の目的
　住道駅周辺の自転車等放置禁止区域において、駅近隣の自転車駐車場の利用促進を啓発し、放置自転
車等の解消をめざす。

事業の
スケジュール

平成23年4月1日～平成23年9月30日
　午前6時～午後8時の3名一組3交代

平成23年10月1日～平成24年3月31日
　午後4時～午後8時の2名一組

人権行政
推進の視点

　放置自転車対策を推進
し、交通バリアフリーの実
現に向け、交通弱者にも住
みよいまちづくりをめざ
す。

15,040台

事業の評価

　　　啓発警告台数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

9,900台 にする。

1,500,000 （正職員 0.2

事業の成果

　自転車等の放置をしようとする者に対し、事前に注意喚
起を行うという街頭啓発行為は、自転車等利用者の放置防
止に対する意識を大いに高める効果をもたらし、放置自転
車等の大幅な減少の実現により、住道駅周辺の良好な景観
の維持を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　放置自転車対策の推進に
より、交通バリアフリーの
実現、歩行者や交通弱者の
安全確保等が推進できた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明

　当該事業は、大阪府からの交付金によって平成21年度から平成23年度までの間で設定された期間限定
事業である。
　既存の放置自転車対策事業の一環としての啓発業務と並行して、この定められた期間を有効的に啓発
業務の強化に活用した結果、住道駅周辺の放置自転車等の解消に大きく貢献した。



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 95.50%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 下水道課 事業費総額 16,225,506

款 農林費

特定財源
項 農業費
目 老朽ため池事業費 9,000,000

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-2-2 一般財源 7,225,506

その他負担金　3,750,000
【繰越明許】
その他負担金　12,456,000

事業の目的
　ため池の老朽化が進み溢水の危険があった為、改修工事を行う事により、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。

事業費内訳

消耗品費　19,506

にする。 98.60%

事業の
スケジュール

H22年度　ため池改修実施設計業務完了
H23年度　ため池改修工事（第1期）予定
H24年度　ため池改修工事（第2期）予定

人権行政
推進の視点

　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。

事業の概要

　本ため池（中ノ池）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、底樋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。尚、事業費の1/4を大東市として負担する。

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23年度 平成21年度

100% 95.00%

900,000 （正職員

事業の成果

・H21　防災計画調査完了
・H21　土地改良法手続き完了
・H22　実施設計業務完了
・H23　第1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：改修工事完了予定



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 95.7%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 水洗便所改造助成事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 下水道課 事業費総額 4,981,144

款 土木費

特定財源
項 住宅費
目 水洗便所推進費

自治基本条例根拠条文 第9条 677,500
総合計画コード 3-1-4 一般財源 4,303,644

事業費内訳

個人補助金　　　249,144
施設整備補助金　　　4,732,000

　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。

にする。 95.9%

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

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23年度 平成21年度

100% 94.0%

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・・・510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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 26 平成２2年度

指標を 0件

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 アドプト支援事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 下水道課 事業費総額 59,232

款 土木費

特定財源
項 河川費
目 都市浸水対策費

自治基本条例根拠条文 第21条第1項
総合計画コード 2-4-2、3-2-2 一般財源 59,232

事業費内訳

消耗品費　　　59,232

　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。

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(花壇など)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(花壇など)に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。

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

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23年度 平成21年度

10件 0件

90,000 （正職員

事業の成果

　平成23年度に新規でアドプト協定を締結した団体がな
く、新たな市民参画は図られなかったが、平成20年度から
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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。



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 97.20%

人件費 円 3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 管渠築造新設事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 下水道課 事業費総額 347,262,441

款 　下水道事業費

特定財源

60,920,000
項 　下水道建設費
目 　管渠築造費 239,100,000

自治基本条例根拠条文 第9条 25,953,840
総合計画コード 3-1-4、3-2-2、3-5-3 一般財源 21,288,601

事業費内訳

消耗品費　　　582,426

調査研究委託料　　　294,000

燃料費  　　171,146
印刷製本費  　　164,028
物品修繕料　　　94,731
事務業務委託料　　　9,555,000

設計委託料　　　1,425,900
測量ボーリング委託料　1,643,250

その他委託料　　　1,995,000
使用料及び賃借料　　　2,562,379

新設改良工事請負費（国）41,931,000

新設改良工事請負費（単）34,998,600

庁用器具購入費　　　44,000
建設負担金　　　5,362,118
単・建設事業補償金　12,643,835
【繰越明許】
新設改良工事請負費（国）186,384,100

単・建設事業補償金  47,410,928

　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。

にする。 98.30%

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23年度末人口普及率98.3％
を達成した。平成27年度末人口普及率100％をめざし、事業を推進している。
　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23年度事業
補助対象工事 2工区（管径φ200～φ350㎜、整備延長
L=503.65ｍ）
市単独工事 2工区（管径φ200～φ400㎜、整備延長L=163.2
ｍ）
≪赤井～太子田地区≫水路環境(せせらぎ)整備工事 (整備
延長L=267.45ｍ）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　人口普及率【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% 96.50%

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、東部排水区残整備区
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。
　また御領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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。



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 47.50%

人件費 円 2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 浄化槽設置事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 下水道課 事業費総額 10,405,500

款 　下水道事業費

特定財源
項 　下水道建設費
目 　浄化槽整備費 9,400,000

自治基本条例根拠条文 第9条 438,600
総合計画コード 3-1-4 一般財源 566,900

事業費内訳

設計委託料　　　474,600
新設改良工事請負費（単） 9,930,900

　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。

にする。 48.60%

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23年度までに設置基数56基となっている。
　未設置家屋について、平成24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23年度
・整備基数　3基（窒素りん除去型高度処理浄化槽：7人
槽）
・処理人口　　 324人
・汚水処理率　48.6％
　汚水処理率　処理人口324人／区域人口667人＝ 48.6％
　処理人口　　既済人口317人＋整備人口  7人＝ 324人

人権行政
推進の視点

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23年度 平成21年度

100% 45.70%

18,000,000 （正職員

事業の成果
　市町村設置型として3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。

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


