
国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２2年度

47人

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

　相談内容は、いじめ、不登校、進路相談、親子関係等多
岐にわたる。これらの相談に対し、相談員が専門的な知識
と幅広い見識により対応をした結果、相談者の多くは相談
後、事態の改善に向け意欲を持つことができた。

人権行政
推進の成果

　相談後は相談者の悩みが
軽減され、それに関わる児
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

40人 45人

平成21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を日
常的に開設することは、児
童生徒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

　　　相談者数【平成21年度設定】

目標値 ― 実績値
平成23年度

事業の目的

・教育についての幅広い見識と深い経験を生かして、不登校等や子育てについて悩む保護者の相談に応
え助言する。
・保護者が子どもを安心して学校に送り出せるとともに、子どもも安心して生活が送れるようになる一
助とする。

事業費内訳

報償金　　　1,980,000

事業の概要

・教育相談室を日常的に開室し、来室及び電話相談を受け付ける。
・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解決の一環として、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。
・相談内容によっては、必要な関係機関につなぎ、連携して支援を行う。

通信運搬費　　　67,303
消耗品費　　　9,924

総合計画コード 2-2-3 一般財源 2,057,227
自治基本条例根拠条文 第23条

項 教育総務費
款 教育費

特定財源

平成２３年度決算

事業名 教育相談事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部

目 教育委員会総務費

教育政策室 事業費総額 2,057,227



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成22年度

17校園

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 国際化教育推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 1,211,615

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 1,211,615

事業費内訳

報償金　　　13,000
費用弁償　　　239,280
その他保険料　　　136,580
その他負担金　　　822,755

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

・英語指導助手を市内全中学校に1名ずつ配置する。
・市内全小学校に定期的に英語指導助手を派遣し、外国語
活動の充実を図る。
・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、子どもたち
に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園数【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
平成23年度 平成21年度

16校園 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
における実践的コミュニケーション能力の育成に大きく貢
献しているとともに、幼・小・中学校園における国際理解
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

　学校教育における英語の実践的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高く、事
業を継続し、英語指導助手を中学校に配置するとともに、全小学校へも計画的に派遣し、外国語活動の
時間の充実を図る。平成23年度の実績値が減っているのは、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２2年度

指標を 3.62倍

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 12,381,028

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 2-2-3 一般財源 12,381,028

事業費内訳

報償金　　　12,050,800
普通旅費　　　20,610
消耗品費　　　10,350
通信運搬費　　　231,068
手数料　　　100
その他保険料　　　48,100
使用料及び賃借料　　　20,000

事業の概要

・市内全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、また訪問指導等を行うとともに、情報交
流会（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生徒への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
・開室：火曜日～金曜日（週4回、1日4時間）
・23年度総開室日数　151日、情報交流会　10回、
　サマースクールの実施
学校サポーター配置
・派遣回数：各中学校　年間140日、1日8時間

人権行政
推進の視点

　学校に登校できない（し
にくい）児童生徒への働き
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。

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
平成23年度 平成21年度

2.47倍2.00倍以内 にする。 1.87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できる
限り阻止して、一人ひとり
の学ぶ権利を守ることがで
きた。

今後の方向性 ○ 継続 廃止検討 完了

説明

　大東市内の小中学校における長期欠席・児童数については減少傾向にある。不登校児童・生徒数の千
人率では、小学校1.4人（平成22年度　1.7人）、中学校31.9人（平成22年度32.5人）となっている。府
平均、全国平均との比較では、小学校においては下回っているものの、中学校においては差は小さく
なってきているが未だ平均を上回っている。小中連携による児童生徒の情報の共有に加え、府の配置す
る「不登校対応専任教員」「スクールカウンセラー」「スクールソーシャルワーカー」などとの連携を
とりつつ、さらにきめ細かい指導を実施することが重要である。

平成２３年度決算

事業名 不登校対策事業
委員会名 いきいき委員会

事業の成果

　平成23年度長欠児童生徒数は、小学校58人（22年度58
人）、中学校177人（22年度181人）、そのうち不登校児童
生徒数は小・中学校合わせて126人（22年度128人）で全体
的には若干減少した。
 一方中学１年生での長欠生徒数は28人（平成22年度は47
人）、不登校生徒数は15人（同29人）であり減少してい
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２2年度

指標 100%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 特別支援教育充実事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 7,479,015

款 教育費

特定財源
項 教育総務費 94,045
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 7,384,970

事業費内訳

報償金　　　7,369,000
消耗品費　　　31,755
その他保険料　　　57,260
教材購入費　　　21,000

する。 94.40%

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、通常の学級での学習を支援する支援員の小・中学校への配置、「個別の教育支援計
画」作成の推進に取り組み、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・小学校・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
実施する。
・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。
・市の特別支援教育の拠点として通級指導教室の整備を図
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対応率【平成23年度設定】

目標値 実績値
平成23年度 平成21年度

100％を維持

1,800,000 （正職員

76.9%

事業の成果
　通常の学級に在籍する児童・生徒も含め、支援の必要な
幼児・児童・生徒に対する支援の充実を図るための体制整
備がより一層進んだ。

人権行政
推進の成果

　発達相談員、臨床心理士
の派遣、特別支援教育支援
員の配置等を通し、特別支
援教育の推進を図ること
で、児童・生徒の自立支援
を促進し、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

　巡回相談・発達相談の申し込みへの年度内対応率は減少したが、平成23年度は相談実施後の各校園で
の取組みについて、「教育相談経過票」の提出を求めることで体制整備の質の向上を図ることができ
た。支援学級在籍児童・生徒数と通常学級における支援を要する児童・生徒数は年々増加の傾向にあ
り、事業を継続する中で、特別支援教育のさらなる充実と体制整備を図る。



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 23件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 エンパワメント研修事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 730,000

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 730,000

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について児童生徒の自己解決力を育むために講師
を招聘し、以下の取組みを通して教師のファシリテーターとしての力を伸ばす。
①「教職員対象エンパワメント研修会」の実施、②モデル校において講師によるモデル授業・ケース会
議研修会の実施

事業費内訳

報償金　　　730,000

にする。 14件

事業の目的

・児童生徒にいじめ等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付け
させる。
・教職員に、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

・モデル校（3校）において、講師によるエンパワメント授
業の実施（合計56時間、7クラス）及びケース会議研修会
（4回×3校）を実施
・教職員対象エンパワメント研修会の実施（8月5日　61
名）

人権行政
推進の視点

  児童生徒一人ひとりに
とって居心地のよいクラス
づくりをめざすことが、そ
れぞれの自尊感情の育成
や、ひいては学力の向上に
つながり、全児童生徒の学
ぶ権利を守ることにつなが
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23年度 平成21年度

20件未満

900,000 （正職員

22件

事業の成果

・モデル校対象学級の事後のアンケートによると、自己肯
定感の高まりを自覚としたという回答が多く見られた。当
該学級では児童生徒が、人間関係の大切さを知り、お互い
を大切にするようになった。その結果学級が落ち着きを見
せるようになり、学習活動に対する姿勢も改善した。
・「エンパワメント研修会」を通して、教職員は、その手
法と理念を身につけ、自校に持ち帰って実践につなげた。

人権行政
推進の成果

　教職員の技量、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が子
どもの学習権の保障につな
がった。

今後の方向性 ○ 継続 廃止検討 完了

説明
　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的能力を引き出す「エンパワメント」
は、いじめや不登校といった課題解決を図る意味からも重要であり、本市教育ビジョンの一つである
「支援力を高めます。」の柱となっている。



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 50%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学校統合準備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 9,741,839

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 9,741,839

事業費内訳

報償金　　　150,000
消耗品費　　　1,524,603
燃料費　　　10,331
印刷製本費　　　1,749,405
通信運搬費　　　123,390
事務業務委託料　　　4,620,525
庁用器具購入費      1,563,585

にする。 70%

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

　北条小・北条西小の統合準備委員会で準備を進め、統合
が円滑に終了した。平成23年4月からは、深野小・深野北
小・四条北小の統合準備委員会を設置し、統合に向けた準
備を進めた。

人権行政
推進の視点

　学校の統合により一定の
学校規模を確保し、子ども
たちの学びに係る権利を充
実する。

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23年度 平成21年度

100%

9,000,000 （正職員

30%

事業の成果

　平成24年度統合については円滑に終了した。平成25年度
統合については、平成22年度から統合準備委員会を設置
し、統合についての諸課題と問題点等の解決に向けた準備
を進める。

人権行政
推進の成果

　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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　統合新校の校名、校歌および校章をはじめ教育目標や学校間の交流事業、校内での事務組織の運営や
学校移転に伴う備品の移動、不用品の処分等新校開校に向けた検討と取り組みを実施する。



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 104.5％

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学び合う授業づくり推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 29,555,413

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 29,555,413

事業費内訳

非常勤職員報酬　　　25,927,574
報償金　　　2,400,000
消耗品費　　　133,129
印刷製本費　　　42,630
事務業務委託料　　　1,023,640
使用料及び賃貸料　　　28,440

にする。 116.1％

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（12校）、準モデル校（3校）に外部講師（日本協同教育学会）を招聘し、公開の「授業改
善研究会」の開催を軸として、教員の授業力、支援力を高める。また、モデル校には市費非常勤講師を配置して少
人数授業・TT授業を行い、きめ細かな指導の充実を図るとともに授業の工夫改善に役立てる。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DVDに学ぶ「ビデオ授業研究交流会」、冒険教育プログラムを活用した
「安心して学び合えるクラス」づくり、授業づくりのための研修を行い、全市あげての取組みにしていく。

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

・公開の「授業改善研究会」を年間45回（各校3回）開催した。
・モデル校に各校1名市費非常勤講師を配置し、少人数授業やTT授
業を行った。（小学校では算数、中学校では英語・国語）

・市内各校教職員を対象に協同学習のワークショップ夏季研修会
を2日間実施した。
・初任者教員を対象に「ビデオ授業研交流会」、「拡大ビデオ授
業研交流会」を計16回実施した。
・冒険教育夏季研修2回、指定校における実践研究を行った。

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

　学級満足度・学校生活意欲度調査（Q-U調査）結果（モデル校・準モデル校の市平均値）の全
国平均値に占める割合【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%

4,500,000 （正職員

97.2％

事業の成果

　「学び合い（協同学習）」に基づく授業改善が図られ、
子ども主体の授業スタイルへと変化が見られた。市非常勤
講師の活用により、子どもの基礎学力の向上に効果をあげ
ることができた。

人権行政
推進の成果

　「学び合う」授業づくり
を通して、子ども同士が仲
間の良さに気づき、お互い
に認め合い、高め合おうと
する人間関係づくりができ
つつある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　大東市教育ビジョン前期基本計画（5年）終了の平成25年度までに、全小・中学校において、協同学
習に基づく授業改善と学力向上を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２2年度

指標 －

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 小中連携教育推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 1,925,922

款 教育費

特定財源
項 教育総務費 1,481,092
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 444,830

事業費内訳

報償金　　　350,000
消耗品費　　　712,662
事務業務委託料　　　245,700
教材購入費　　　617,560

－

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」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、市としての小中一貫した教育の在り方について検討し、モデル校区において調査研究
を実践する。

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・計画的な取り組みによる児童・
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
組に必要な講師報償費や消耗品費を支出する。

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23年度 平成21年度

100％を維持する。 100%

450,000 （正職員

事業の成果

　全指定校区で合同研修会、公開授業を実施し、市として
研究成果を共有することで、教材開発や指導方法の創意工
夫など、児童・生徒の確かな学力を育む授業の充実を図る
ことができた。

人権行政
推進の成果

　市内全小・中学校におい
て中学校区での連携が進
み、それぞれの課題解決に
向けて、生活・学習習慣の
向上及び系統的な授業改善
等が図られた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　平成24年度より、従来の4つの研究テーマ「ICT活用」「特別支援教育」「授業規律・生徒指導」「英
語教育（府使える英語プロジェクト事業補助活用）」に加え、「小中連携一貫教育校区『アクセスプラ
ン：6年生の中学校登校』」を設定し、より家庭や地域に見える、とりわけ児童生徒が実感できる小中
連携を実施する。また、全中学校区で「英語教育の充実」を共通テーマとして実施することで、さらな
る小中連携の推進を図り、合同での授業研究会及び連絡会議を開催する中で各学校の教育力を高め、児
童・生徒の学力向上を図る。



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 50%

人件費 円 0.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学校ＩＣＴ支援員派遣事業（緊急雇用）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 8,505,000

款 教育費

特定財源
項 教育総務費 8,505,000
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

事業費内訳

事務業務委託料　　　8,505,000

にする。 100%

事業の概要
　児童・生徒の情報活用能力の育成と教員のＩＣＴ活用指導力の育成並びに校務の負担軽減等のために
パソコンを整備するにあたり、その効果的かつ円滑な活用を図るため、ＩＣＴ支援員を配置するもので
ある。（大阪府の緊急雇用創出基金を活用）

事業の目的
　ＩＣＴに関する専門的な知識を有する支援員を学校に派遣することで、情報機器の効果的な活用を図
る。

事業の
スケジュール

　平成23年4月～平成23年9月の6か月間、小・中学校に3名
のＩＣＴ支援員を派遣する。

人権行政
推進の視点

　学校の人権教育分野にお
ける情報機器の効果的な活
用とわかりやすい授業づく
りの実現に向けて助言を与
える。

事業の評価

　　　各小学校・中学校への支援員派遣の進捗率【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%

6,300,000 （正職員

事業の成果
　ＩＣＴ機器の効果的かつ円滑な活用を図ることが可能と
なり、児童・生徒の情報活用能力と教員のICT活用指導力の
育成と校務の負担軽減を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　学校の人権教育分野にお
ける情報機器の効果的な活
用とわかりやすい授業づく
りの実現に向けて助言を与
える。

‐

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明

　小中学校に整備した情報機器の円滑で効果的な活用を図ることを目的として、ＩＣＴに関する専門的
なノウハウを有する支援員を各小・中学校に派遣することで、システムトラブルなどを最小限にとど
め、授業の円滑な推進を支援するとともに、これらの情報機器を授業づくりに活かすための支援を行う
ためにＩＣＴ支援員を派遣するものである。



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 －

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学校支援地域本部事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 771,260

款 教育費

特定財源
項 教育総務費 514,000
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 257,260

事業費内訳

報償金　　　760,320
費用弁償　　　10,940

にする。 977人

事業の概要
　補助事業を活用し、全中学校区において学校支援地域本部事業を推進し、地域ボランティアによる学
校環境整備、学校行事支援、登下校の見守り活動等による学校支援を実施し、学校教育の活性化を図
る。

事業の目的
　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より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

・各中学校区の学校内にある活動拠点からの学校支援ボラ
ンティアの募集
・学校支援コーディネーターによるボランティアと学校の
ニーズの調整及び活動の実施

人権行政
推進の視点

　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。

事業の評価

　　　学校支援ボランティア人数【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

1,600人以上

450,000 （正職員

－

事業の成果

　小学校における登下校の見守りや放課後学習、中学校に
おける部活動支援や花壇整備など、コーディネーターを核
として地域人材を幅広く活用したことで、学校の教育力と
地域コミュニティの活性化を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　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
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　これらの学校支援ボランティアの活動はすでに、総合的教育力活性化事業の各中学校区地域教育協議
会で取り組んできた内容でもあり、平成24年度は大阪府の「教育コミュニティづくり」の学校支援地域
本部に係る活動内容を大東市「総合的教育力活性化事業」に一元化して実施する。



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 86.7%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 国語力向上事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 11,245,021

款 教育費

特定財源
項 小学校費　　中学校費　　幼稚園費
目 　　教育指導費　　　　　幼稚園費

自治基本条例根拠条文 第23条 11,149,109
総合計画コード 2-2-1 一般財源 95,912

事業費内訳

報償金　　　130,000
消耗品費　　　10,787,191
印刷製本費　　　149,920
手数料　　　75,600
使用料及び賃借料　　　92,230
教材購入費　　　10,080

にする。 88.7%

事業の概要
・学校図書館の蔵書整備
・弁論大会の実施
・授業改善等の取組実践の充実

事業の目的
　言語環境及び読書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

・蔵書整備(平成23年5月～平成24年3月)
・弁論大会開催(平成23年11月)
・「学び合う」授業づくり推進事業との連携(平成23年5月
～平成24年3月)による授業改善

人権行政
推進の視点

　国語力向上に必要な環境
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

　　　学校図書館図書標準に基づく小・中学校図書館の蔵書整備率【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%

450,000 （正職員

81.2%

事業の成果

・本市における「学校図書館図書標準に基づく小・中学校
図書館の蔵書整備率」は、平成23年度末現在において88.7%
となり、本事業実施前の平成17年度における56.3%から大幅
に増加している。
・弁論大会においては、従来からの「小学生弁論の部」
「中学生弁論の部」に加えて、小学校5年生による「1分間
スピーチの部」を新設した。発表者として出場した児童生
徒はもちろんのこと、観覧をした児童生徒たちにとっても
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絶好
の学習機会となった。

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。
・読書活動を通じて多くの
書籍に触れ、言語力を高め
るとともに、多面的に物事
をとらえるための知識が増
える等、コミュニケーショ
ン力の育成に寄与した。

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。読書活動の充実とともに、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、今後とも言語活動の育成を図っていきたい。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成22年度

指標 100%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学校支援人材活用事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 1,429,000

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 1,429,000

事業費内訳

報償金　　　1,429,000

する。 100%

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・選択教科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23年度 平成21年度

100％を維持

450,000 （正職員

100%

事業の成果

・小学校14校で102名、中学校8校で36名の支援・指導者か
ら支援を受けた。
・小学校ではパソコン、タグラグビー、サッカー等のクラ
ブ支援、水泳や外国語活動、そろばんなどの授業支援、中
学校では剣道、読み聞かせ、性教育指導などの授業支援、
野球、吹奏楽、茶華道などの部活動支援を行い、教育活動
の充実に資することができた。

人権行政
推進の成果

　学校外部の地域指導者と
の交流を通し、児童・生徒
の豊かな心の育成に貢献し
ている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　事業を継続し、専門性や知識のある外部から支援者を招聘して教育活動を充実させることで、さらに
学校の教育力の活性化を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成22年度

指標 11,676人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 総合的教育力活性化事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 1,500,000

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 1,500,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,500,000

する。 13,046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。

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。

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
・各地域教育協議会事務局会議の開催（年間2回）
・総合的教育力活性化事業全体会の開催（年間2回）

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。

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23年度 平成21年度

13,000人を維持

1,800,000 （正職員

9,948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は定着・拡大
してきており、地域・家庭・学校が教育や子育てに関する
課題を共有し、協同して子どもたちの健全育成に取り組む
ネットワークの充実が図られている。

人権行政
推進の成果

地域教育協議会によるス
ポーツ交流、イベント、講
演会等の諸活動を通じ、地
域・家庭・学校の連携が強
化されるとともに、世代を
超えた豊かな人間関係・地
域コミュニティづくりに資
している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　事業を継続する中で、大阪府の「教育コミュニティづくり」に係る学校支援地域本部の活動内容を本
事業に一元化し、地域教育協議会のさらなる充実を図ることで、中学校区における教育コミュニティづ
くりを推進する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２2年度

6,064人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 大東・まなび舎事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 2,795,000

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 2,795,000

事業費内訳

報償金　　　2,787,000
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中学校に放課後及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、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生徒延べ人数【平成21年度設定】

目標値 － 実績値
平成23年度 平成21年度

6,514人 8,135人

1,800,000 （正職員

事業の成果

　授業の補充的あるいは発展的な学習の場、生徒それぞれ
の課題に応じた学習の場として、8中学校における学習教室
の実施が定着した。実施回数は8校計で522回（昨年度より
125回増）であり、土曜日実施ついても全中学校で行い、参
加生徒数も増加している。

人権行政
推進の成果

「生きる力」を育む基礎と
なる生徒の学習意欲の向上
と、学習習慣の定着に寄与
している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　事業を継続して、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。指導体制の充実ととも
に、学習内容の向上を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２2年度

817件

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 進路選択支援事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 教育政策室 事業費総額 4,662,520

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 2,933,000
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 1,729,520

消耗品費　　　4,520
事務業務委託料　　　4,250,000

事業の概要
　市内3箇所に相談窓口を設置する。
　進路についての相談を受け、関係機関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、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、生徒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。

事業費内訳

報償金　　　408,000

事業の
スケジュール

市民相談窓口 (18:00～20:00)
　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(17:00～19:00)
                        毎週土(16:00～18:00)

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
現することに貢献してい
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23年度 平成21年度

1,459件260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

　進路にかかる相談は、各学校において適切な指導がなされている中で、相談件数は減少傾向にある
が、一つひとつの相談は緊急性があるもの、長期にわたって継続して必要とされるものが多く、相談に
応えられる体制・窓口は必要である。また、奨学金制度や進学先の多様化傾向の中で、今後様々な相談
が増加すると考えられる。



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 76%

人件費 円 1.8 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 青少年健全育成事業（野崎）
委員会名 いきいき委員会

（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 4,092,117

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 932,780
総合計画コード 2-1-3 一般財源 3,159,337

事業費内訳

報償金　　　1,357,961      
普通旅費　　　840
消耗品費　　　340,146
燃料費　　　3,600
事務業務委託料　　　2,328,900
使用料及び賃借料　　　60,670

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

教室事業
・こどもデイサービス(月～土)　10,008名来館
・青少年学習活動推進（学力向上ゼミ事業他）
・青少年自主活動支援（リーダー養成教室事業他）
・子育て支援（ファミリー体験教室事業他）
・地域交流活動促進(野崎フェスタ事業）
・教育相談支援　　　　　　　20回
・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2３年度 平成2１年度

90%

29,700,000 （正職員 4.5

88.1%

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が図った。

人権行政
推進の成果

　他人と協力、自分のこと
は自分でするという生きる
基本を体験することで、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、こ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 27 平成２2年度

指標を 70.9%

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 青少年健全育成事業（北条）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

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 1,089,398

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 128,000
総合計画コード 2-1-3 一般財源 961,398

事業費内訳

報償金　　　611,500   
消耗品費　　　144,575
燃料費　　　4,749
賄材料費　　　105,524
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　　　130,800
庁用器具購入費　　　71,300

にする。 73.4%

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・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．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　④ファミリーミニキャンプ
6．その他事業　①もちつき大会　②夏の夕べ　③不登校児童生徒支援事
業　④情報発信事業　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
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

80%

18,600,000 （正職員 2.9

69.3%

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：27,396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

　平成23年度の事業で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。
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 25 平成２2年度

指標を 30%

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 学校通学路整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 42,345,655

款 教育費

特定財源
項 教育総務費
目 教育委員会総務費 34,100,000

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 8,245,655

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,318,715
設計委託料　　　8,960,700
測量ボーリング委託料　3,180,450

鑑定委託料　　　732,900
新設改良工事請負費（単）　23,139,500

単・土地購入費　　　2,550,390
単・建設事業補償金　　1,463,000

にする。 60%

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23年度は北条小学校・北条西小学校の通学路整備、深野北小学校・深野小学校・四条北小学校通
学路の設計を行う。

事業の目的 　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23年度は、北条・北条西小学校の通学路整備として
旧170号線を横断する箇所の信号付近の歩行者溜まりの整
備、学校進入路に擁壁を設置した。また、深野北・深野・
四条北小学校の通学路整備の調査を行った。

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

　　　通学路整備進捗率【平成22年度当初設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度 平成21年度

100%

4,500,000 （正職員

－

事業の成果

・北条・北条西小学校の通学路整備工事を実施し一定のめ
どが立った。
・深野北・深野・四条北小学校の通学路整備の準備作業を
行った。

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 　「大東市立小学校統合実施計画」に基づき統合予定校の通学路整備を引き続き行っていく。



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 100%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 小学校空調施設整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 103,041,970

款 教育費

特定財源
項 小学校費
目 学校管理費

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 103,041,970

事業費内訳

使用料及び賃借料　　85,515,270
【繰越明許】
維持補修工事請負費 　17,526,700

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）
　23年度については四条小学校統合に伴い空調機器の移設
工事を実施。

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23年度 平成21年度

100％を維持

2,700,000 （正職員

100%

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

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。



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 2.20%

人件費 円 3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 給食調理委託事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 206,629,686

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 206,629,686

事業費内訳

事務業務委託料　　206,629,686　

する。 2.20%

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

　調理業務を、民間委託により実施した。
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22年度設定】

目標値
年度まで

実績値
平成23年度 平成２１年度

　6％以下に維持

45,000,000 （正職員 6

3.33%

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 23 平成２2年度

指標を 30%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 四条北小学校大規模改造事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 337,741,950

款 教育費

特定財源

121,820,000
項 小学校費
目 小学校改修事業費 163,600,000

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 52,321,950

事業費内訳

工事監理委託料　　7,917,000
新設改良工事請負費(国)　328,072,500

新設改良工事請負費(単)　　1,752,450

にする。 100%

事業の概要
　法令に基づく耐震補強工事と併せて、築20年以上の建物の老朽化に対する屋根防水、外壁、窓建具等
の改修および教室内部等の改修を実施する。

事業の目的
　施設の老朽化に対し、環境回復と良好な教育現場を維持するため、施設機能と耐震性能の向上を図
る。

事業の
スケジュール

　平成21年度に耐震診断、平成22年度に実施設計を行い平
成23年度に工事を実施。

人権行政
推進の視点

　災害に強い学校施設の整
備は、児童が安心して学ぶ
権利の保障につながる。ま
た、学校施設は災害時の避
難場所としての機能を併せ
持つことから、広く市民の
安全の確保に資する。

事業の評価

　　　工事進捗率【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%

2,700,000 （正職員

20%

事業の成果

　耐震診断の結果より、学校校舎の全体的な補強工事を実
施し安全性が確保された。また、老朽改修、プール改築、
エレベーターの設置など教育環境の充実を図ることができ
た。

人権行政
推進の成果

　地震が発生しても倒壊し
にくい学校づくりをするこ
とで、災害時に子供たちや
地域住民の生命や安全を守
る安心できる拠点づくりを
行った。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　大規模改造工事を行った結果、施設の安全性が確保された。



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 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 住道南小学校プール改築工事
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 94,930,500

款 教育費

特定財源

15,792,000
項 小学校費
目 小学校改築事業費 59,200,000

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 19,938,500

事業費内訳

工事監理委託料　2,803,500
新設改良工事請負費(国)　92,127,000

にする。 100%

事業の概要
　住道南小学校のプールは昭和36年に建設され、プール本体の老朽化等により損傷が激しくプールの使
用に支障をきたしており、部分補修での対応が難しく改築を実施する。

事業の目的 　学校施設のプールの老朽化の対応とし、改築をし教育環境並びに機能の向上を図る。

事業の
スケジュール

　平成22年度に実施設計を行い平成23年度に工事を実施。
人権行政

推進の視点

　学校施設の整備は、児童
が安心して学ぶ権利の保障
につながり、安全な教育環
境の確保に資する。

事業の評価

　　　工事進捗率【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%

1,800,000 （正職員

－

事業の成果
　老朽化したプールの改築工事を実施し教育環境を充実す
ることができた。

人権行政
推進の成果

　学校施設の整備を行った
ことで学ぶ権利の保障、安
全な教育環境の確保ができ
た。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　改築工事を行った結果、教育環境を充実することができた。



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 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 四条中学校大規模改造事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 540,487,500

款 教育費

特定財源

267,236,000
項 中学校費
目 中学校改修事業費 218,200,000

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 55,051,500

事業費内訳

工事監理委託料　　10,447,500
新設改良工事請負費(国)　530,040,000

にする。 100%

事業の概要
　法令に基づく耐震補強工事と併せて、築20年以上の建物の老朽化に対する屋根防水、外壁、窓建具等
の改修および教室内部等の改修を実施する。また、老朽化の著しいプールを改築する。

事業の目的
　施設の老朽化に対し、環境回復と良好な教育現場を維持するため、施設機能と耐震性能の向上を図
る。

事業の
スケジュール

　平成21年度に耐震診断、平成22年度に実施設計を行い平
成23年度に工事を実施。

人権行政
推進の視点

　災害に強い学校施設の整
備は、生徒が安心して学ぶ
権利の保障につながる。ま
た、学校施設は災害時の避
難場所としての機能を併せ
持つことから、広く市民の
安全の確保に資する。

事業の評価

　　　工事進捗率【平成21年度当初予算設定】

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

20%

事業の成果

　耐震診断の結果より、学校校舎の全体的な補強工事を実
施し安全性が確保された。また、老朽改修によりプールの
改築、エレベーターの設置など教育環境の充実を図ること
ができた。

人権行政
推進の成果

　地震が発生しても倒壊し
にくい学校づくりをするこ
とで、災害時に子供たちや
地域住民の生命や安全を守
る安心できる拠点づくりを
行った。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　大規模改造工事を行った結果、施設の安全性が確保された。



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 －

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 給食運営事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 496,800

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 2-2-1 一般財源 496,800

事業費内訳

事務業務委託料　　　496,800

にする。 5%

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23年度に学校給食導入の検討を行うためのコンサル
業務委託を行った。

人権行政
推進の視点

　生徒の健全な心身形成の
ため、安全・安心な学校給
食を提供する。

事業の評価

　　　中学校給食導入率【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%

4,500,000 （正職員

－

事業の成果 　コンサル委託を行い、給食導入に向けて検討を行った。
人権行政

推進の成果

　生徒の健全な心身形成の
ため、学校給食の導入を目
指している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　中学校給食導入に向けて検討を行った。今後調理方式等を決定し、早期の導入を目指す。



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 －

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 諸福・北条幼稚園大規模改造事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 2,457,000

款 教育費

特定財源
項 幼稚園費
目 幼稚園費

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 2,457,000

事業費内訳

調査研究委託料　　　2,457,000

にする。 30%

事業の概要
　法令に基づく耐震補強工事と併せて、築20年以上の建物の老朽化に対する屋根防水、外壁、窓建具等
の改修および教室内部等の改修を実施する。

事業の目的
　施設の老朽化に対し、環境回復と良好な教育現場を維持するため、施設機能と耐震性能の向上を図
る。

事業の
スケジュール

　平成23年度に耐震診断、平成24年度に地質調査および実
施設計、平成25年度に耐震補強、老朽改修工事を実施す
る。

人権行政
推進の視点

　災害に強い学校施設の整
備は、園児が安心して学ぶ
権利の保障につながる。

事業の評価

　　　工事進捗率【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%

1,800,000 （正職員

－

事業の成果 　今年度耐震診断を実施し、補強計画を作成した。
人権行政

推進の成果

　地震が発生しても倒壊し
にくい幼稚園づくりをする
ことで、災害時に子どもた
ちの生命や安全を守る安心
できる拠点づくりを行って
いるところである。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　地震補強による園舎の安全を確保し、また老朽化した施設の改修を行い教育環境の向上を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２2年度

指標を 30%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 北条小学校大規模改造事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 363,150,900

款 教育費

特定財源

119,242,000
項 小学校費
目 小学校改修事業費 227,200,000

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 16,708,900

事業費内訳

施設修繕料　　　409,500
新設改良工事請負費(単)　931,350

【繰越明許】
工事監理委託料　　　5,460,000
新設改良工事請負費(国)　356,350,050

にする。 100%

事業の概要
　北条小学校は既に耐震補強工事は完了しているが、老朽改修は未実施であったため屋上防水、外壁改
修、教室内部等の改修を実施する。

事業の目的 　施設の老朽化に対し、環境の回復と良好な教育現場を維持するため施設機能の向上を図る。

事業の
スケジュール

　平成22年度実施設計、平成23年度に工事を実施。
人権行政

推進の視点

　学校施設の整備は、児童
が安心して学ぶ権利の保障
につながり、安全な教育環
境の確保に資する。

事業の評価

　　　工事進捗率【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%

2,700,000 （正職員

－

事業の成果
　老朽化した校舎、トイレ等を改修し教育環境の充実を図
ることができた。

人権行政
推進の成果

　学校施設の整備を行った
ことで学ぶ権利の保障、安
全な教育環境の確保ができ
た。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　老朽改修工事を実施し教育環境の充実を図ることができた。



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 70%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 氷野小学校大規模改造事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 学校教育部 学校管理課 事業費総額 157,033,705

款 教育費

特定財源

64,534,000
項 小学校費
目 小学校改修事業費 69,500,000

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 22,999,705

事業費内訳

【繰越明許】
工事監理委託料　3,420,700
新設改良工事請負費(国)　153,613,005

にする。 100%

事業の概要
　法令に基づく耐震補強工事と併せて、築20年以上の建物の老朽化に対する屋上防水、外壁、窓建具等
の改修および教室内部等の改修を実施する。

事業の目的
　施設の老朽化に対し、環境回復と良好な教育現場を維持するため、施設機能と耐震性能の向上を図
る。

事業の
スケジュール

　平成20年度に耐震診断、平成21年度に実施設計、平成22
年度・平成23年度に耐震補強工事および老朽改修ならびに
エレベーターの増築工事を実施。

人権行政
推進の視点

　災害に強い学校施設の整
備は、児童が安心して学ぶ
権利の保障につながる。ま
た、学校施設は災害時の避
難場所としての機能を併せ
持つことから、広く市民の
安全の確保に資する。

事業の評価

　　　工事進捗率【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%

2,700,000 （正職員

30%

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明 　大規模改造工事を行った結果、施設の安全性が確保された。

事業の成果
　耐震診断の結果より、学校校舎の全体的な補強工事を実
施し安全性が確保された。また、老朽改修、エレベーター
の設置など教育環境の充実を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　地震が発生しても倒壊し
にくい学校づくりをするこ
とで、災害時に子供たちや
地域住民の生命や安全を守
る安心できる拠点づくりを
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２２年度

指標を 2,496人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 人権啓発推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 1,435,266

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
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,385,266

事業費内訳

普通旅費　　　153,440

その他負担金　　　503,500

消耗品費　　　196,811
印刷製本費　　　382,515
使用料及び賃借料　　　82,000
庁用器具購入費　　　117,000

　あらゆる人権問題につい
て、市民啓発を行う。

にする。 1,499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。

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　傷ついたあなたへ～ドメスティック・バ
イオレンス（DV）・虐待を考える～
　平成23年5月1日～5月4日　場所：野崎観音会館
  入場者数：1,473人
・パートナーと考える子育てセミナー
　平成23年11月23日　場所：アクロス
　参加者数：26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

2,900人 2,736人

5,250,000 （正職員 0.25

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２２年度

指標を 1,946人

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 1,878,045

款 総務費

特定財源
項 総務管理費 650,000
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 1,228,045

事業費内訳

報償金　　　70,000

使用料及び賃借料　　　201,430

消耗品費　　　226,130
印刷製本費　　　413,585
手数料　　　81,900
事務業務委託料　　　885,000

　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。 2,159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。

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
　「木山裕策トーク＆コンサート～home　僕を支えてくれ
たもの～」
　平成23年5月13日　場所：総合文化センター
  入場者数：1,050人
・人権週間記念のつどい
　講演　鳥越俊太郎「報道と人権～『真実』をどう伝える
か～」
  平成23年12月7日　場所：総合文化センター
　入場者数：1,109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２３年度 平成２１年度

2,200人 1,891人

6,000,000 （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２２年度

指標を 5,169人

人件費 円 0.55 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 非核平和事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 501,962

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 25,200
総合計画コード 1-1-1 一般財源 476,762

事業費内訳

報償金　　　10,000

その他保険料　　　4,200

普通旅費　　　38,560
消耗品費　　　46,030
食糧費　　　24,400

使用料及び賃借料　　　258,300

印刷製本費　　　60,472

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。 5,187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。

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23年7月28日　場所：ピースおおさか・大阪城・大
阪城周辺戦跡
    参加者数：30人
・ヒロシマ親子記者事業
　　平成23年8月5日～6日　場所：広島県  参加者数：4人
・親と子で平和を考えるつどい
　　平成23年8月27日　場所：市民会館  参加者数：175人
　　「対馬丸～さようなら沖縄～」
　  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　「沖縄と戦争」
　　平成23年8月27日～9月28日　市内5箇所
    入場者数：4,978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2３年度 平成２１年度

5,500人 5,315人

5,850,000 （正職員 0.3

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 24 平成２２年度

指標を 1,395人

人件費 円 1.8 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 大東市人権教育啓発推進協議会補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 5,574,091

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 1-1-2 一般財源 5,574,091

事業の概要
　平成14年度に市補助金で運営されていた人権啓発推進団体が統合して生まれ、系統立てた人権啓発・
研修を行っている大東市人権教育啓発推進協議会に対して補助金を交付し支援する。

事業費内訳

その他団体補助金　　　5,574,091

1,325人

事業の目的 　協議会活動の充実により、市民のより一層の人権意識の高揚を図る。

事業の
スケジュール

・ヒューネットだいとう市民講座
　平成23年6月16日～7月14日（全5回）　場所：市民会館
  参加者延人数：199人
・ヒューネットだいとうバスツアー
　平成23年9月1日～2日　場所：鳥取県鳥取市、八頭町
  参加者数：23人
・ヒューマンコンサート「梶寿美子　箏ライブ　このまち
で生きる～母との思い出　琴の音にのせて～」
  平成24年2月17日　場所：総合文化センター
  入場者数：204人
・地域集会　ビデオ「クリームパン」の上映と懇談
　平成23年8月26日～平成24年3月27日　場所：市内各公民
館
  参加者数：899人
・人権作品展
　平成23年12月3日～7日　場所：総合文化センター
  出品校園数：24校園
・市民まつりでの啓発、新成人への啓発ほか

人権行政
推進の視点

　市と市民が連携して人権
啓発活動を行う。

1,366人

事業の評価

　　　入場者数（参加者数）【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

1,600人 にする。

17,400,000 （正職員 0.4

事業の成果
　市民が参加・参画している人権啓発団体に補助すること
により、市と市民が一体化した啓発活動の推進が図られ
た。

人権行政
推進の成果

　本協議会での事業に参加
した市民が運営委員として
参画するなど、市民啓発の
輪がひろがった。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　損害賠償請求事件の最高裁決定（市の一部敗訴）を受け、補助金を凍結。
　債務により活動に支障が生じることとなったため、平成24年7月31日に解散。



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 444人

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 男女共同参画推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 人権啓発室 事業費総額 861,686

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 861,686

事業費内訳

報償金　　　144,000

その他団体補助金　　　91,800

消耗品費　　　149,086

印刷製本費　　　168,000

事務業務委託料　　　262,500

使用料及び賃借料　　　46,300

　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。 297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23年6月・9月・11月・平成24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23年11月23日(水・祝)来場者92人
　男女共同参画推進条例記念事業として、市民と協働で実
施
・男女共同参画人材養成講座
  平成24年2月25日・3月3日・10日  延べ19人参加
・男女共同参画フォーラム
  平成23年7月2日(土)参加者205人 正木　明講演会を実施
・男女共同参画グループ活動補助金の交付
  91,800円 (3ｸﾞﾙｰﾌﾟ)
・ＤＶ防止対策連絡会議の開催  平成24年3月22日（代表
者・実務者）
・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フォーラムの参加者数【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

500人 400人

10,200,000 （正職員 0.1

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２2年度

指標を 93%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 放課後子ども教室推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 2,015,238

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 1,342,000
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 673,238

事業費内訳

報償費　　　1,479,880
消耗品費　　　535,358

　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。 100%

事業の概要
　全小学校の平日および土曜日に、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 　全小学校において、すべての子どもたちが、安全で安心して健やかに成長できるようにする。

事業の
スケジュール

　市内14小学校でそれぞれの学校に係わる地域の実情に応
じて、お茶教室、スポーツ教室、将棋教室、珠算教室、書
道教室、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活動を実
施する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　放課後子ども教室実施率【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% 93%

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24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 23 平成２2年度

指標を 30%

人件費 円 1.8 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 四条小学校跡地活用事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 759,524,053

款 教育費

特定財源

186,019,239
項 社会教育費 69,889,492
目 社会教育総務費 332,500,000

自治基本条例根拠条文 第22～24条
総合計画コード 2-1-1 一般財源 171,115,322

手数料　　　            120,000

消耗品費　　       　75,307,448

印刷製本費　      　　1,070,580

光熱水費　　           　59,199

施設修繕料　　        　499,500

火災保険料　　          　2,953

事務業務委託料　　  　4,074,000

施設管理委託料　　  　2,095,800

新設改良工事請負費（国） 452,270,000

新設改良工事請負費（単）  11,841,900

図書購入費　　      　4,353,624

庁用器具購入費　　　124,465,127

工事監理委託料　　  　9,870,000

【繰越明許】
消耗品費　　　       53,000,000

図書購入費　　　     12,000,000

庁用器具購入費　　 　 7,528,500

事業の概要
　小学校統合後の旧四条小学校跡を活用し、東部図書館と、歴史民俗資料館、四条体育館、四条グラウ
ンド、ふれあいルームからなる歴史とスポーツふれあいセンターを設置する。

事業費内訳

報償金　　　             25,000

測量ボーリング委託料　　492,135
使用料及び賃借料　　  　448,287

事業の
スケジュール

平成23年1月　   工事業者契約
　12月　　　　　建物竣工・引き渡し
　12月～翌年3月 歴民移転・展示準備、図書搬入・配架
平成24年3月　　 体育館、グラウンドその他工事竣工
　3月24日　　 　オープニング式典
　4月1日　　　  オープン

人権行政
推進の視点

　生涯学習・スポーツ活動
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。

事業の目的 　広く市民が利用しやすい文化・スポーツ環境を提供する。

平成21年度

100% にする。 100% 10%

事業の成果

　周辺道路整備を含めた整備工事完了後、オープニングセ
レモニーを開催し、4月1日にオープンした。
　愛称については、公募の22作品の中から「来ぶらり四
条」に決定した。

人権行政
推進の成果

　生涯学習・スポーツ活動
の活性化により、豊かな心
を育てるための拠点づくり
ができた。

　　　進捗率【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成23年度事業の評価

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

16,200,000 （正職員

説明
　今後は、各施設の特徴を活かした生涯学習・スポーツ活動支援の取り組みや、地域文化への理解を深
める機会の充実を図っていく。



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 ―

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 地域力再生支援事業（小学校拠点整備）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 459,780

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 459,780
目 社会教育総務費

自治基本条例根拠条文 第24条
総合計画コード 2-1-1 一般財源

事業費内訳

消耗品費　　　147,000
庁用器具購入費　　　312,780

　小学校区を中心とした住
民の社会貢献活動を促進す
ることにより豊かな人間関
係の構築をめざす。

にする。 400人

事業の概要
　小学校の余裕教室を拠点として、地域住民や団体等が学校支援のための活動や、地域住民相互の交流
を図るために必要な環境整備を行う。

事業の目的
　小学校の余裕教室を活用し、地域住民が主体的に学校支援のための活動を行うための環境を整備する
ことにより、児童と地域住民の交流促進及び児童を健やかに育む地域力の向上を図る。

事業の
スケジュール

　北条小、深野小、灰塚小の3小学校の余裕教室に、会議用
の長机、パイプ椅子等を設置して、小学校区を中心とした
地域活動の拠点整備を行う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　小学校を拠点とした地域住民の利用者【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

400人 ―

450,000 （正職員

事業の成果
　学校支援ボランティアや地域団体などの多様な地域主体
による交流・活動を促す拠点整備ができた。

人権行政
推進の成果

　小学校区を中心とした住
民の社会貢献活動を促進す
ることにより豊かな人間関
係の構築をめざす。

説明
　大阪府の「小学校区を核とした地域力の再生を活用した小学校の拠点整備事業」を活用した事業であ
り、23年度で完了。

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２2年度

指標を 2,826人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 1,117,335

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 1,117,335

事業費内訳

消耗品費　　　1,117,335

人権行政
推進の視点

　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。

3,700人 にする。 2,733人

事業の概要 　市内14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14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

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

3,535人

　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。

廃止検討 完了

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

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、今後も地域の防犯・見まもり
活動の支援を実施する。

平成２３年度決算

事業名 こどもの安全見まもり事業
委員会名 いきいき委員会

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2２年度

指標を 37,705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 学校体育施設開放事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 343,127

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
総合計画コード 2-1-2 一般財源 343,127

事業費内訳

報償金　　　260,000
印刷製本費　　　33,810
医薬材料費　　　49,317

にする。 35,327人

事業の概要
　各小学区ごとにこども会を中心とする学校体育施設開放運営委員会を組織し、学校教育に支障のない
範囲で、市内小学校の体育施設の利用日程や内容を調整し、学校体育施設の有効活用を図るとともに、
スポーツ等による青少年の健全育成活動を支援する。

事業の目的
　市内小学校の学校体育施設（校庭・プール）を開放することで、安全な遊び場の提供とスポーツ等の
団体活動の促進を図り、もって子どもたちの健全な育成をめざす。

事業の
スケジュール

・開放実施校数　　　市立小学校　13校

（8ブロックのこども会が開放運営委員会を組織する）
人権行政

推進の視点

　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。

事業の評価

　　　利用者数【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

39,000人 38,464人

900,000 （正職員

事業の成果
　学校体育施設の空き時間を有効に利用し、子ども達の健
全育成に活用されるという効果が大きい。

人権行政
推進の成果

　事業を通して、青少年の
健全育成向上の効果を得ら
れた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　子どもの健全育成を目的に活動する多くの団体が、施設利用を有効にできる事業であり、今後とも継
続することが望ましい。



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 29.96%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 こども会育成振興事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 330,055

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 330,055

事業費内訳

報償金　　　296,000
消耗品費　　　27,055
印刷製本費　　　7,000

　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。 28.46%

事業の概要
　大東市内43の単位こども会活動と、大東市こども会育成連絡協議会の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や文化的行事が、より
活性化するよう支援することにより、社会教育団体としての能力向上と青少年の健全育成を支援する。

事業の
スケジュール

・ソフトボール大会（7月）
・こども会フェスティバル（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

40% 28.48%

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を中心に、ブロックこど
も会、単位こども会によって実施される行事が活性化し、
子どもたちの健全育成が図られた。

人権行政
推進の成果

　事業を通して、青少年の
健全育成効果を得られた。

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、次世代の育成につながる重要な事業で
ある。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２２年度

指標を 10,929人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 5,075,749

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 654,300
総合計画コード 2-1-1 一般財源 4,421,449

事業費内訳

消耗費　　　59,863

事務事業委託料　　　3,040,500

光熱水費　　　746,193
施設修繕費　　　549,990
通信運搬費　　　78,113

施設管理委託料　　　491,070

手数料　　　15,840

庁用器具購入費　　　94,180

　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。 10,834人

事業の概要
　市の北部地域における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　　188団体
　　・延べ利用団体・グループ数　1,184団体
　　・延べ利用者数　10,834人
②まなび北新講座開催状況　　　5講座

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　年間利用者数【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

14,000人 11,058人

2,700,000 （正職員

事業の成果
　年間利用者数は若干下降傾向を示しているが、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
ティ作りを果たせている。

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２２年度

指標を 2,553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 生涯学習ルーム「まなび泉」運営事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 2,759,283

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 220,800
総合計画コード 2-1-1 一般財源 2,538,483

通信運搬費　　　37,788
事務業務委託料　　　2,666,503

実績値

事業の概要
　義務教育施設の余裕教室を活用した事業であり、市南東部における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・教室を実施するなど、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。

事業費内訳

消耗品費　　　54,992

事業の
スケジュール

①団体、グループの利用
　・　登録数　　42団体
　・　延べ利用団体・グループ数　　384団体
　・　延べ利用者数　　　3,809人
②まなび講座開催状況　　11講座

人権行政
推進の視点

　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。

事業の評価

　　　年間利用者数【平成21年度設定】

目標値
年度までに 平成2３年度 平成２１年度

3,100人 にする。 3,809人 2,817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
ティづくりを果たせてい
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 23 平成22年度

指標を 60%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 文化財資料整理事業（ふるさと雇用）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 3,602,970

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 3,602,970
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

事業費内訳

事務事業委託料　　　3,602,970

　市民の歴史文化に係る情
報へのアクセスを確保し、
市民の生涯にわたって「学
習する」機会を支援する。

にする。 100%

事業の概要
　歴史民俗資料館や文化財調査事務所等に保管の埋蔵文化財報告書や博物館を始めとする各研究機関の
刊行物等の分類と整理を3年計画で行い、データベース化による検索システムを構築する。

事業の目的
　文化財行政を推進していくうえで不可欠である地域文化資源を整理・保存し、活用するための基本的
条件を整える。

事業の
スケジュール

　刊行物等の種類別の分類・整理を行い、データベース化
を実施し、検索システムを構築した。
　H23年度1,600冊（3年間合計12,095冊）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　刊行物等の分類・整理進捗率【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% 21%

450,000 （正職員

事業の成果
　データベース化を実施したことにより、貴重な歴史資料
の適正な保存・保管ができ、検索システムが構築されたこ
とにより資料を有効に活用することが可能になった。

人権行政
推進の成果

　各地の歴史文化への情報
の整理活用を進めたことに
より、市民の生涯にわたっ
て「学習する」機会の支援
に寄与した。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　ふれいあいセンターに開館した歴史民俗資料館において、検索システムを有効活用するため、今後は
研究者はもとより、市民も活用できるようにしていく。



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 60%

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 収蔵文化財整理事業（緊急雇用）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 12,370,374

款 教育費

特定財源
項 社会教育費 12,370,374
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

事業費内訳

事務事業委託料　　　12,370,374

　市民の歴史文化に係る情
報へのアクセスを確保し、
市民の生涯にわたって「学
習する」機会を支援する。

にする。 100%

事業の概要
　旧歴史民俗資料館や小学校余裕教室に保管されている民俗資料の研究・活用ができるよう、洗浄、分
類と整理を3年計画で行い、データベース化による検索システムを構築し、整備を行う。

事業の目的
　文化財行政を推進していくうえで不可欠である地域文化資源の保存と活用に寄与する基本的条件を整
える。

事業の
スケジュール

　民俗資料等を洗浄して種類別に分類・整備し、それらを
データにまとめた台帳のデータベース化を行った。
　Ｈ23年度約1,000点（3年間合計3,335点）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　民俗資料の分類・整理進捗率【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% 11%

450,000 （正職員

事業の成果
　民俗資料の台帳のデータベース化を行ったことにより、
資料の適正な保存・保管ができ、有効な活用が可能になっ
た。

人権行政
推進の成果

　各地の歴史文化への情報
の整理活用を進めたことに
より、市民の生涯にわたっ
て「学習する」機会の支援
に寄与した。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　ふれいあいセンターに開館した歴史民俗資料館において、検索システムを有効活用するため、今後は
研究者はもとより、市民も活用できるようにしていく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成22年度

指標を 30%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 文化財保護整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 2,748,665

款 教育費

特定財源

1,151,000
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 1,597,665

事業費内訳

臨時職員給　　　342,240

事務業務委託料　　　1,828,050

報償金　　　100,000
費用弁償　　　15,300
消耗品費　　　72,531

測量ボーリング委託料　　357,000

印刷製本費　　　33,544

　市の歴史・文化的遺産を
広く公開することにより、
歴史的観点における人権意
識を高めるとともに豊かな
心の育成を図る。

にする。 65%

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。

事業の
スケジュール

◎平野屋新田会所
・平成22年度に取得した米蔵・道具蔵・船着場が残る部分
（476.07㎡）における確認調査と整理作業の実施（10月～3
月）
◎飯盛山城
・専門家の指導のもと測量調査、分布調査の実施と縄張図
の作成

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　平野屋会所の保存整備までの進捗率【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

　平成22年度に実施した調査により、今後の保存活用を検
討する上でのデータを得ることができた。飯盛城の縄張り
図の作成においては、今後の四條畷市との事務レベルでの
連携の端緒にすることができた。

人権行政
推進の成果

　地域固有の文化財を保存
することができたことによ
り、市民が歴史に触れるこ
とで、郷土に対する愛着と
まちづくりへの参画が期待
される。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　平野屋新田会所については保存・整備に向け、引き続き段階的な事業の実施が必要である。飯盛城に
ついては今後の方針を定めるための資料収集と検討が、また、3街道関係、三箇城址その他の案件につ
いても、引き続き検討が必要である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２2年度

指標を 1,605人

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 市民文化自主事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 11,329,397

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 第21条 4,017,900
総合計画コード 4-2-2 一般財源 7,311,497

事業費内訳

事務業務委託料　　　11,329,397

　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。

にする。 2,694人

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
　6月17日「堀内孝雄コンサート」　　　　 入場者　583人
 10月15日「日本の名作映画」　　　　　　 入場者　165人
 12月 1日「公開録画　NHK　BS日本のうた」入場者  997人
 12月 9日「ワインコンサート」　　　　　 入場者　 80人
  3月10日「大阪交響楽団公開リハーサル」 入場者　701人
  3月31日「大型人形劇」　　　　　　　　 入場者　168人

人権行政
推進の視点

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23年度 平成21年度

3,500人 3,112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しており、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

　実行委員会議を元に、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、市民の嗜好が
多種多様になる傾向と適正な受益者負担を求めることで、多くの人を集めにくい状況となっており、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見直しを引き続き進めて
いく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２2年度

指標を 46,946人

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 市民文化振興事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 3,732,000

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 第21条
総合計画コード 4-2-2 一般財源 3,732,000

事業費内訳

事務事業委託料　　　3,732,000

　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。 52,694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

市制施行55周年記念事業　第56回大東市民文化祭
開催日：平成23年11月3日（祝）～11月6日（日）
会　場：総合文化センター
参加者総数52,444人
【舞台の部】出演者2,949人　　観客19,710人
【展示の部】出展者1,809人　　観客数27,976人
大東市・大阪産業大学共同講座
参加者総数250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23年度 平成21年度

55,000人 43,514人

90,000 （正職員

事業の成果
　昨年度に比べ参加者数は増加しており、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・文化活動人口が年々増加している。大東
市民文化祭はこれら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 23 平成２2年度

指標を ―

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

　

平成２３年度決算

事業名 総合文化センターギャラリー等整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 生涯学習課 事業費総額 78,296,486

款 教育費

特定財源
項 社会教育費
目 総合文化センター費 46,600,000

自治基本条例根拠条文 第21条
総合計画コード 4-2-2 一般財源 31,696,486

事業費内訳

消耗品費　　　313,600
施設修繕費　　　68,250
設計委託料　　　3,150,000
新設改良工事請負費　 65,189,896

庁用器具購入費　　　9,574,740

　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・芸術の交流は相互理
解を促す。

にする。 100%

事業の概要
　総合文化センター1階の展示室と歴史民俗資料館移転跡の空きスペースを、多目的に利用できる市民
ギャラリーとして整備する。

事業の目的 　市民が芸術・創作活動を発表したり、優れた美術作品を鑑賞する場の充実を図る。

事業の
スケジュール

平成23年10月　工事業者決定
　　　  11月　工事着工
平成24年 2月　竣工
　　　3月24日　オープニングセレモニー
　　　4月1日　 オーブン

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　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% ―

900,000 （正職員

事業の成果
　市民ギャラリーとしてオープンし、市民が芸術・創作活
動を発表する場の充実を図るとともに、優れた美術作品の
鑑賞等の機会を提供できた。

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。

説明
　総合文化センター1階展示室と歴史民俗資料館移転後の空きスペースを市民ギャラリーとして改修。
テラス部分も増設し、展示機能の充実や会議等多目的に幅広く活用できるものとした。

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２2年度

指標を 4,616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 1,663,000
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 1,663,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,663,000

人権行政
推進の視点

　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
ティの生成をめざす。

5,000人 にする。 4,543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（5～6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：2,866名
【秋季大会（10～11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：1,677名

事業の評価

　　　参加者数【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

4,167人

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの生成につなげ
ることができた。

廃止検討 完了

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。

人権行政
推進の成果

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２３年度決算

事業名 市民体育大会委託事業
委員会名 いきいき委員会

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２２年度

指標を 2,713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 スポーツ団体育成事業
委員会名 いきいき委員会

（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。 2,496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

3,000人 2,330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
ミュニティの生成につなげ
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２2年度

指標を 150人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３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 いきいき委員会

（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

162,000
項 保健体育費 81,000
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 227,000

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。 136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
める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

　2/25に市民体育館で開催
①ふうせんバレーボール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

200人 157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
ことに貢献できている。

人権行政
推進の成果

　スポーツを通して地域コ
ミュニティの生成につなげ
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２2年度

指標を 1,301人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 スポーツ振興基金運用事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 1,519,336
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 1,519,336
総合計画コード 2-1-2 一般財源

事業費内訳

報償金　　　244,990
消耗品費　　　173,246
印刷製本費　　　89,200
事務業務委託料　　　1,005,400
使用料及び賃借料　　　6,500

  市民が健康で心豊かに暮
らすために生活を見直し、
生存権および文化的な生活
を送る権利に寄与する。

にする。 2,088人

事業の概要
  スポーツ振興基金を運用して、市民が気軽に楽しめる市民ニーズにあったスポーツイベントを開催。
　スポーツ指導者をより多く養成するために、スポーツ研修会を実施。

事業の目的
  高齢化社会を迎えて、誰もが一緒に参加して気軽にスポーツに親しみ、楽しめるニュースポーツ・生
涯スポーツを導入し、普及促進の指導をスポーツ推進委員とともに行い、各種スポーツ事業の振興を図
る。

事業の
スケジュール

①ファミリースポーツ大会の開催〔カローリング、キン
ボール〕 年5回
②ふれあい水泳教室　8/1～8/5　住道北小学校 ※5日は雨
天中止
③プール開放　高齢者・障害者〔児〕対象　7/28　四条小
④スポーツカーニバル　開会式 10/8　各スポーツイベント
10/9～10/10（体育の日）市民体育館他
⑤スポーツ研修会　3/10　市民会館

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23年度 平成21年度

2,200人 1,385人

4,500,000 （正職員

事業の成果

  市民が身近にスポーツに親しめる機会を提供することに
より、広く市民の間にスポーツの振興を図れている。ま
た、各スポーツイベントを市内広域で開催したことによ
り、参加者数が増えた。

人権行政
推進の成果

  身近にスポーツに親しめ
る機会を提供することによ
り、地域コミュニティの生
成および健康的な生活を送
る権利を寄与することがで
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
  生涯スポーツの振興を図るため、誰もが気軽に参加でき、スポーツを楽しめるような環境づくりに努
めるとともに、スポーツイベントを市内広域で開催していく必要がある。また、指導者の資質の向上、
人材の育成・発掘のためにも事業を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 27 平成２２年度

指標を 508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 市民マラソン大会事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 856,616
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 222,300
総合計画コード 2-1-2 一般財源 634,316

事業費内訳

報償金　　　30,000

使用料及び賃借料　　　17,350

賞賜金　　　28,260
消耗品費　　　9,964
その他保険料　　　99,294
事務業務委託料　　　671,748

  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、市民マラソンをとお
し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。 687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

800人 423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
ミュニティの生成につなげ
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２２年度

指標を ―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２３年度決算

事業名 大東ONE DAY SPORTS｢ラン＆ウォーク｣ 事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 生涯学習部 スポーツ振興課 事業費総額 859,220
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 584,000
総合計画コード 2-1-2 一般財源 275,220

印刷製本費　　　59,220

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。

事業費内訳

報償金　　　800,000

にする。 193人

事業の
スケジュール

「ラン＆ウォーク」11/6 市民体育館（雨天のため変更)
メダリスト 高尾 憲司氏 講演≪ランニングに導かれた無限
大の可能性≫
■各教室実施（指導者9名）
・わくわくキッズラン
・ウォーキング
・ビギナーズ・クリニック
・ENJOYランニング
■みんなでつなぐ～チャレンジラン～
■サプライズ　ジャンケンゲーム

人権行政
推進の視点

  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。

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2３年度 平成2１年度

300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
ミュニティの生成につなげ
ることができた。

説明
　あらゆる年代の市民に、スポーツと出会うきっかけづくりができたことにより、生涯スポーツの推進
が図れた。今後も、｢ラン＆ウォーク｣を地域に根ざし、新しいスポーツ人口を拡大していくためにも、
継続していく必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了


