
国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

特定財源
項 都市計画費

土木費

所属 街づくり部 都市政策課 事業費総額

都市計画図等更新事業

3-1-1

事業名

事務業務委託料　　　10,333,800

（単位：円）

第9条

款

目 都市計画総務費
自治基本条例根拠条文

総合計画コード 一般財源 10,333,800

委員会名 まちづくり委員会

10,333,800

事業費内訳

事業の
スケジュール

平成22年度　地形図の修正
　　　　　　都市計画道路詳細図の修正
　　　　　　都市計画閲覧システムの更新

平成22年度 平成20年度

―

事業の概要

【都市計画基本図修正】本課において販売している地形図（１/10,000および１/2,500）は平成12年
（その前は平成7年）に作成されており、現況と相違が生じているため、修正を行うものである。修正
業務においては、課税課で業務発注している航空写真（撮影日H21.1.1[3年毎に実施]）を利用し作成す
るものである。平成22年度の発注を逃すと3年後となる。また、この地形図は、他に販売している都市
計画総括図（用途地域図）、都市計画施設図、生産緑地地図の基図としても使用している。
【都市計画道路詳細図修正業務】現在、本課において、個人などが所有している土地に、都市計画施設
の計画がある場合、その位置を明示している。都市計画道路における明示については、申請があれば、
平成12年に本課で作成した「都市計画道路詳細図」を使用しており、現況と相違があり明示業務に支障
をきたしているため、修正を行う。
【都市計画閲覧システム更新業務】現在の都市計画閲覧システムにおいて、データとして使用している
地形図 （1/10,000および1/2,500）は、平成12年に作成されており、現況と相違が生じている。今回修
正する基図を用いて、閲覧システムの更新を行うものである。

事業の目的 　市民に頒布する地図の適正な作成のため。

事業の評価

　　　委託進捗率【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
100% にする。 100%

人権行政
推進の視点

　 新の地形図に修正する
ことにより、快適で豊かな
市民生活の確保に資する。

2,700,000 （正職員

事業の成果 　地形図と都市計画道路詳細図を更新することができた。
人権行政

推進の成果
　 新の地形図に更新し
た。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 21 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 野崎駅・四条畷駅周辺整備基本構想策定事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 都市政策課 事業費総額 7,617,750

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 7,617,750

事業費内訳

事務業務委託料　　　7,617,750

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する。

にする。

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の基本構想を策定する。

事業の
スケジュール

・平成21年　　　 基本構想の作成
・平成22～23年　 計画の作成

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　基本計画の策定率【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100%

2,700,000 （正職員

事業の成果
　野崎駅・四条畷駅周辺整備の基となる基本構想を作成す
ることができた。

人権行政
推進の成果

  快適で豊かな市民生活の
確保にするため、住民意向
調査を行い、住民要望の把
握ができた。

説明

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 活動指標

平成２1年度

6戸

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 1,674,000

款 土木費

特定財源

789,000
項 都市計画費 427,000
目 都市計画総務費

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

その他団体補助金　　　1,314,000

個人補助金　　　360,000

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。耐震診断費用の補助については、平成20年8月1日より実施し、耐震性の向上を図っているが、平成
22年度より耐震改修を実施する際に費用の一部を補助することにより、更なる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：20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。

事業の
スケジュール

・平成20年 8月1日　耐震診断補助制度の施行
・平成22年10月1日　耐震改修補助制度の施行

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。

事業費内訳

事業の評価

　　　　　昭和56年以前の建築物の耐震診断補助件数【平成20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

10戸 5戸

2,700,000 （正職員

事業の成果
・木造戸建住宅の耐震診断を8戸と特定建築物の耐震診断を
2戸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 成果指標

平成 27 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地震防災マップ作成事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 開発指導課 事業費総額 2,751,600

款 土木費

特定財源

2,635,000
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25条第3項
総合計画コード 3-5-3 一般財源 116,600

事業費内訳

印刷製本費　　　231,600
事務業務委託料　　　2,520,000

　耐震化率の向上により、
市民の生命や財産を守るこ
とに資する。

にする。 ―

事業の概要

　本市において、大きな影響を及ぼす可能性がある地震として「生駒断層帯地震」「東南海・南海地
震」の2つの地震が想定されている。これらの地震が発生した場合、市内の各地域での震度などを住民
に伝えることにより、住民への注意喚起、防災意識の高揚、および耐震への意識向上を図ることができ
るため、防災マップを作成するものである。なお、防災マップ作成の国庫補助金は、平成22年度当初予
算措置分までとなっている。

事業の目的 　耐震化率の向上を図るため、地震防災マップを公表し、地域住民の防災意識の高揚を図る。

事業の
スケジュール

平成22年度　　　地震防災マップ作成
平成22年度末　　公表

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　耐震性を満たす建築物／建築物総数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

90% ―

2,700,000 （正職員

事業の成果 　地震防災マップを作成することができた。
人権行政

推進の成果

　地震防災マップを「広報
だいとう」と同時配布する
ことにより、地域住民の防
災意識の高揚を図ることが
できた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 22 平成２１年度

指標を 7,000人

人件費 円 0.08 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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
識をもったコミュニティの
育成に貢献している。

にする。 6,000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。植木市
等のイベントを実施。より多くの市民に花や緑に対し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 　緑化イベントで市民に緑化意識の高揚を図る。

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よう
な場と機会を提供する普及啓発を行う。
・運営費…市930,000円　造園園芸緑化組合…500,000円
・22年度は4月25日に開催。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　延べ参加者数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2２年度 平成２０年度

9,000人 7,000人

720,000 （正職員

事業の成果
　市民への緑化意識の向上を図り貢献の一助になってい
る。

人権行政
推進の成果

　市民的権利と義務を自覚
する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
　本市、活性化の一つの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、開催場所に自動車で来場できる方策
を検討中である。また、イベント内容について検討を進めている。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 22 平成２１年度

指標を 33箇所

人件費 円 0.23 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 809,122

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 809,122

事業費内訳

報償金　　　202,800

原材料費　　　523,466

消耗品費　　　24,480
食糧費　　 17,100
施設修繕料　　　3,538
通信運搬費　　　37,738

　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、市内各自治会の花の愛好家に花壇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
　公園を利用して、市民及び団体に草花に接する機会をつくり、併せて事業所・家庭の園芸緑化の技術
指導及び助言を行う。

事業の
スケジュール

　ふれあい花壇会員に場所を提供し、草花の育苗育成と公
共施設等に草花の配布を実施する。また、公園等に花を植
えボランティアにより花壇管理を行っている。
１　ハボタンの育成と配布
２　緑化樹の管理
３　花と緑の講習及び相談室を開設　講習会(定員30名)年
　　3回
４　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18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2２年度 平成２０年度

40箇所 31箇所

2,070,000 （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を形成する。

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でき
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　施設等に緑化意識を高めるために、ハボタン等の配布箇所を拡大する。花と緑の実習室(講習会)の
テーマを入れ替えすることにより、講習会人数を定員でいっぱいになるように努める。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 22 平成２１年度

指標を 72人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 3,873,885

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 3,873,885
総合計画コード 3-2-2 一般財源

事業費内訳

報償金　　　355,000
消耗品費　　　71,214
施設管理委託料　　　1,980,300
調査研究委託料　　　79,800
原材料費　　　1,387,571

　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。 71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。3駅の駅
前広場に設置している花壇の花の植え替えを定期的に行い、花のある街づくりを行う。

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

①市内3駅の修景施設(プランター等）の管理
②緑の推進員協議会による緑化活動(7班に分かれて公園の
緑化・美化活動等を行う)
③各員に対する研修会の開催
④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

　　　緑化活動に関わる委員数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成２０年度

80人 72人

900,000 （正職員

事業の成果
　公園清掃、剪定、植樹作業等は地域住民のボランティア
活動に負うところが大きく、市民の公園緑化、美化意識の
向上に役立っている。

人権行政
推進の成果

　花や緑の保全活動によ
り、市民の緑化意識を向上
させることができ、市民生
活の充実に貢献している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　緑の推進員の公園清掃、樹木剪定や住民のボランティアの活動を維持するためにも、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２1年度

指標を 38.50%

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 11,039,532

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 11,039,532

事業費内訳

事務業務委託料　　 186,732
設計委託料　　　1,365,000
新設改良工事請負費  9,487,800　

　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。 38.50%

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。

・三箇第１公園：実施設計業務委託１式（A=2,600㎡）
　　　〃　 　 ：トイレ設置工事　１式

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公園施設のリニューア
ル、快適な施設への再整備を推進するものである。また、未開設のままとなっている予定地も計画を
もって整備を進める。

事業の
スケジュール

・平成22年度　三箇第１公園実施設計業務委託
　　　〃　    三箇第１公園トイレ設置工事

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　整備済公園数／昭和時代の開設公園数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 38.50%

5,400,000 （正職員

事業の成果
・H22年度は三箇第１公園実施設計業務と三箇第１公園トイ
レ設置工事を完了した。

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 22 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 都市公園再整備事業（きめ細かな交付金）
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 210,406,040

款 土木費

特定財源

56,246,050
項 都市計画費
目 緑化推進費 143,400,000

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 10,759,990

事業費内訳

国・土地購入費　　　175,782,290

【繰越明許】
新設改良工事請負費(国)　34,623,750

　開設都市公園を再整備
し、幅広い年齢層の市民が
憩い、健康で快適な生活が
送れるようにする。

にする。 100%

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。

・灰塚公園：全体面積6,500㎡の再整備を行う。

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公園施設のリニューア
ル、快適な施設への再整備を推進するものである。

事業の
スケジュール

・H22年度　灰塚公園再整備第１期工事（約4,500㎡）
・H22年度　飯盛公園用地の買戻し(A=260.63㎡)

人権行政
推進の視点

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22年度 平成20年度

100% ―

4,500,000 （正職員

事業の成果
　H22年度に灰塚公園再整備第１期工事（約4,500㎡）と飯
盛公園用地買戻しを完了した。

人権行政
推進の成果

　整備済箇所は市民が憩え
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２1年度

指標を 82.30%

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 392,697,078

款 土木費

特定財源

133,000,000
項 都市計画費
目 大東中央公園新設費 227,800,000

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 一般財源 31,897,078

施設管理委託料　　　1,354,500

消耗品費　　　50,819
印刷製本費 　　　6,930

特別旅費　　　25,160

設計委託料　　　302,400

新設改良工事請負費（国）59,486,700

新設改良工事請負費（単）17,473,050

国・土地購入費　　　313,260,538

単・土地購入費　　　　105,629

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

手数料　　　72,450

使用料及び賃借料　　　23,402
鑑定委託料　　　42,000
測量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ委託料　　 493,500

88.60%

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。

75.80%

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22年度 平成20年度

100% にする。

9,900,000 （正職員

事業の成果 　当該年度の予定どおりに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２1年度

指標を 82.30%

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 313,390,917

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 一般財源 313,390,917

事業費内訳

特別旅費　　　2,500 
印刷製本費　　　17,250 
負担金　　　5,000
公債費　　　293,428,421
繰出金　　　19,937,746

　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。 88.60%

事業の概要
　平成7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
始を目指す。

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22年度 平成20年度

100% 75.80%

3,600,000 （正職員

事業の成果
　H22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 22 平成２1年度

指標を 56%

人件費 円 1.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 35,690,585

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 道路新設改良費

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 35,690,585

事業費内訳

消耗品費　　　6,020

設計委託料　　　4,204,200

設計委託料　　　1,338,750
測量ボーリング委託料　　864,465

新設改良工事請負費  29,277,150
【繰越明許】

　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。

にする。 85%

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、道路拡幅および交差点改良を実施する。

事業の目的 　市道における車両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

・中楠の里町東西道路改良工事
・灰塚10号線水路改修工事
・野崎深野線仮設ガードレール設置工事
・灰塚大野東西線道路改良工事

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　単年度執行率【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 48.80%

12,600,000 （正職員 0

事業の成果 　事業のスケジュール列記の工事が完了した。
人権行政

推進の成果

　道路改良により、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 22 平成２1年度

指標を 78.9%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 交通安全施設等整備事業
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 28,397,500

款 土木費

特定財源

10,938,000
項 道路橋りょう費
目 道路新設改良費

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 17,459,500

事業費内訳

【繰越明許】
新設改良工事請負費（国） 19,886,000

新設改良工事請負費（単）  8,511,500

　バリアフリー化に主眼を
置いた整備であり、あらゆ
る市民の安全・快適な生活
の確保を図る。

にする。 100%

事業の概要

　大東市バリアフリー基本構想において、路線の大半（約83％）がバリアフリー特定経路に指定されて
おり、かつ、あんしん歩行エリア（住道駅周辺地区）の南境界となっている。
　現状は歩道幅員が十分とはいえないため、歩道幅員の拡幅、バリアフリー化による安全で快適な歩行
空間を確保する。

事業の目的 　歩道幅員の拡幅、バリアフリー化による安全で快適な歩行空間の確保を図る。

事業の
スケジュール

・末広線道路改良工事
人権行政

推進の視点

事業の評価

　　　延長整備率【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 64.9%

1,800,000 （正職員 0

事業の成果
　歩道幅員の拡幅、バリアフリー化による安全で快適な歩
行空間の確保ができた。

人権行政
推進の成果

　バリアフリー化により、
あらゆる市民の安全・快適
な生活の確保ができた。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 93.0%

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 南の子線改良事業
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 2,920,075

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 南の子線改良事業費 1,800,000

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 1,120,075

事業費内訳

消耗品費　　　28,808

建設事業補償金　　　1,667,400

測量ボーリング費　　　164,000
鑑定委託料　　　42,000
工事請負費　　　898,800
土地購入費　　　119,067

　高齢者や障害者、道路利
用者の交通の安全性・利便
性の向上を図り、快適な生
活を確保する。

にする。 96.00%

事業の概要

　市道南の子線は、あんしん歩行エリア（特定経路）・交通バリアフリー重点地区に位置づけられてい
る。しかしながら当該施行箇所は、道路幅員5.0ｍ程度のため歩行者、自転車、車両が輻輳し危険な状
況にある。道路幅員を10.0ｍ（車道6ｍ、歩道西側2.5ｍ、東側1.5ｍ）に拡幅することにより、高齢者
や障害者をはじめ、道路利用者の安全な移動経路を確保する。

事業の目的 　高齢者や障害者をはじめ、道路利用者の安全な移動経路を確保する。

事業の
スケジュール

・平成20年度：3月に工事発注（歩道部用地一部未買収）、
平成21年度に繰越
・平成21年度：歩道予定地の未買収用地の一部を買収
・平成22年度：前年度に買収した箇所の歩道整備を施工
・平成23年度：引き続き、残り2件の用地買収交渉を予定

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　年度執行率【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 60.0%

5,400,000 （正職員 0

事業の成果

　H19年度から買収による道路用地の確保を行い、現在も残
り2名の地権者と交渉を継続中である。
　H20年度末より一部未買収用地を残し工事に着手。
　車道拡幅、歩道設置(一部歩道未整備有り)等一定整備が
H21年度に完了し、歩行者の安全な歩行経路の確保・車両の
円滑な通行が確保された。また、22年度においても一部、
買収が完了となった箇所の歩道整備を完了した。

人権行政
推進の成果

　一部未買収地はあるもの
の道路改良により、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
　H21年度に用地買収が完了した区間について、H22年度に歩道部整備。
　今後も歩行者の安全確保の観点から継続して未買収用地(2名)の交渉を行っていく。
　当該事業はH23年度から道路新設改良事業に統合された。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を 0%

人件費 円 0.9 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 道路新設改良事業(きめ細かな交付金)
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 44,467,500

款 土木費

特定財源

44,305,800
項 道路橋りょう費
目 道路新設改良費

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 161,700

事業費内訳

【繰越明許】
新設改良工事請負費（国）44,467,500

　高齢者や障害者、道路利
用者の交通の安全性・利便
性の向上を図り、快適な生
活を確保する。

にする。 100%

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設計を実施する。（「明日の安心と成長のための緊急経済対策」にお
いて創設された、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業を活用）

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

・住道駅前西線道路改良工事
・新田2号水路緑道整備工事
・泉町二丁目南北線道路改良工事

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　単年度執行率【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% ―

8,100,000 （正職員

事業の成果
　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
ことができた。

人権行政
推進の成果

　一定の範囲ではあるが道
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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 野崎駅・四条畷駅周辺整備基本計画策定事業
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 7,550,250

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 7,550,250

事業費内訳

事務業務委託料　　　7,550,250

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する。

にする。 50%

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に基づき計画案を作成
する。

事業の
スケジュール

平成21年　発注済み〔素案の作成〕
平成22年　計画案の作成

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　委託進捗率【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% ―

9,900,000 （正職員 0

事業の成果 　四条畷駅周辺整備については、計画案作成が完了した。
人権行政

推進の成果

　快適で豊かな市民生活の
確保に資する基本計画を作
成した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　野崎駅周辺整備に関する業務については、JR西日本と協議が継続中であるため、次年度へ繰越し業務
完了を目指す。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 31.40%

人件費 円 0.9 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 323,055,061

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 160,800,000

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 162,255,061

鑑定委託料　　　779,100

消耗品費　　　5,270
印刷製本費　　　7,545
事務業務委託料　　　1,506,519
設計委託料　　　1,248,450

使用料及び賃借料　　　32,227
単・建設事業補償金　　1,882,700

【繰越明許】
新設改良請負費(単)　140,136,750

【事故繰越】
新設改良請負費(国)　175,623,500

新設改良請負費(単)　1,831,000

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（平成16年度　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。

事業費内訳

普通旅費　　　2,000

事業の
スケジュール

　深野北御供田線新設2期工事は完了したが、道路を一部拡
幅することにより一層円滑な都市計画道路を整備するた
め、市道野崎深野線沿いの用地取得(物件補償)を行い、平
成23年度まで事業を延伸するものである。

人権行政
推進の視点

　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。

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22年度 平成20年度

100% にする。 90.00% 31.40%

8,100,000 （正職員

事業の成果

　深野北御供田線新設2期工事は完了し、大東中央公園へ歩
行者のアクセスが可能（車両は通行止め）となった。用地
買収については交渉の結果、確約書の提出がなされ平成23
年度に契約及び土地登記の手続きを残すのみとなった。

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
クセス道路が確保できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　用地については平成23年4月に契約し、5月には取得完了している。
　拡幅工事については田の収穫が終わる10月に着手し、平成23年度内に完了する予定である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 24 平成２1年度

指標を 96.50%

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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

（単位：円）

所属 街づくり部 土木課 事業費総額 25,364,755

款 土木費

特定財源

7,540,000
項 都市計画費
目 住道駅周辺整備費 12,300,000

自治基本条例根拠条文 第11条第2項
総合計画コード 3-1-1 一般財源 5,524,755

事業費内訳

普通旅費　　　8,900

使用料及び賃借料　　　39,242

消耗品費　　　26,050
印刷製本費　　　　67,030
事務業務委託料　　　638,568

【繰越明許】

鑑定委託料　　　531,300

国・土地購入費　　　8,520,365
国・建設事業補償金　15,533,300

　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。

にする。 96.70%

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

　事業繰越をしていた、残る末広公園事業用地の土地所有
者の撤去移転が完了した。
平成24年度までに末広公園残りの区域の整備を行う。

人権行政
推進の視点

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22年度 平成20年度

100% 95.90%

4,500,000 （正職員 0

事業の成果
　事業繰越をしていた、残る末広公園事業用地の土地所有
者の撤去移転が完了した。

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
確保が完了した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　平成24年度までに末広公園残りの区域の整備を行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 26 平成２1年度

指標を 100%

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

項 道路橋りょう費
款 土木費

特定財源

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 1,764,000

平成２２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

目 道路維持費
自治基本条例根拠条文 第11条第2項

総合計画コード 3-5-3 一般財源 1,764,000

事業費内訳

調査研究委託料　　　1,764,000

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、照明等、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

　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。

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22年度 平成20年度

100% 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
上を図ることができた。

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 　道路の適切な維持管理は、道路法第42条により義務付けられているため、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２1年度

指標を 25%

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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

9,345,000
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11条第2項
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。 30%

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、境界測量等を
実施し交渉によって不要となった公共物を売り払うか、不法な占用を解消する。（大阪府のふるさと雇
用再生基金を活用）

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21、22年度で法定外公共物等の調査基盤となる図面
を作成し台帳の整備を行う。
　平成23年以降は台帳を基に境界確定測量や用地不法占用
の取り締まり、売り払いを行う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　管理台帳等整備と用地整理【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 10%

90,000 （正職員

事業の成果
　法定外公共物台帳の整理、道路・公園・水路等の公共物
の境界等のデータの統合。

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
　事業全体は平成21年度から平成26年度までの6年で、当初の3ヶ年はふるさと雇用基金事業を活用した
台帳整理を行い残り3ヶ年で用地、不法占用交渉を行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 道路交通課 事業費総額 1,365,000

款 土木費

特定財源

550,000
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 815,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,365,000

　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。 30%

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年度に長寿命化修繕計画を策定。

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22年度 平成20年度

100% ―

900,000 （正職員

事業の成果 　計画策定に必要な橋梁点検業務を10橋行った。
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
に不可欠な基礎データの収
集ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　橋りょうの点検業務を行うことにより、次年度策定の長寿命化修繕計画の基礎資料とする。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 120,742人

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 市内巡回バス事業（試行）
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 38,068,760

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 3-3-3 一般財源 38,068,760

事業費内訳

その他負担金　　　38,068,760

　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。

にする。 131,512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

事業の評価

　　　利用客数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

186,300人 124,886人

3,600,000 （正職員 0

事業の成果
　三箇方面では利用者の減少が若干見られるものの、南新
田・朋来方面では僅かながらであるが緩やかに増加し、西
部方面では約25％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実施しているが、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目指す。
　※平成24年度目標値：事業の妥当性を判断する経費比率を既存路線と新規路線の各々で設定し割り出
す。
①三箇方面と南新田・朋来方面（既存路線）の目標値
　平成23年度　運行経費：39,676,000円、運賃収入：16,519,743円(111,087人）＝41.6％ → 60％
　39,676,000円×60％＝23,805,600円　16,519,743円÷111,087人＝149円/人
　23,805,600円÷149円/人＝159,769人
②西部方面（新規路線）の目標値
　平成23年度　運行経費：18,355,000円、運賃収入： 3,442,497円( 20,425人）＝18.7％ → 25％
　18,355,000円×25％＝ 4,588,750円　 3,442,497円÷ 20,425人＝169円/人
  4,588,750円÷169円/人=27,152人
①＋②159,769人＋27,152人＝186,921人【186,900人】



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成２1年度

―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 3-3-3 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22年度 平成20年度

― ―

1,800,000 （正職員 0

事業の成果
　当該事業の確定による龍間地区住民への路線存続説明会
において、バスの積極的な利用促進を依頼した結果、乗降
者数の減少に歯止めが掛かり横ばいの状況である。

人権行政
推進の成果

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

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 成果指数

平成 22 平成２1年度

指標を 12,955台

人件費 円 0.4 人） (非常勤職員） 人）

平成２２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 30,251,162

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 11,634,690
総合計画コード 3-3-2 一般財源 18,616,472

事業費内訳

普通旅費　　　8,020

維持補修工事請負費　　　865,200

消耗品費　　　40,512
印刷製本費　　　368,795
事務業務委託料　　　28,256,681
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。 8,974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。
　あわせて保管・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で売却不可の自転車
等については、廃棄処分する。

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190日実施
　野崎・四条畷駅周辺　年95日実施
●啓発業務（年末強化事業）
  （住道駅周辺のみ）  年14日実施
◎移送業務
　住道駅周辺　　　　　年190日実施
　野崎・四条畷駅周辺　年75日実施
◎保管返還業務　　　　年297日実施
◎売却処分業務　　　　年2,689台

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　　　移送台数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

13,100台 14,727台

5,100,000 （正職員 0.5

事業の成果

　平成22年4月10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、放置自
転車等街頭啓発強化事業が、また、12月には年末強化事業
が実施され、既存の啓発業務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、住道駅周辺に
ついては、引き続き街頭啓発業務に力を入れ、放置自転車問題の解決を目指す。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 23 平成２1年度

指標を 15,040台

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 10,123,656

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費 10,123,656
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 3-3-2 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。（大阪府の緊急雇用創出基金を活用）
　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　　　10,123,656

8,169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
車等の解消を目指す。

事業の
スケジュール

　平成22年4月1日よりシルバー人材センターと委託契約を
締結し、4月9日までの約10日間は当センターへ新規入会す
る者の募集期間として、同年4月10日より10月9日までの6か
月間を業務実施期間とした。
　また、同年12月24日より再度シルバー人材センターと委
託契約を締結し、12月31日までの約1週間は当センターへ新
規入会する者の募集期間として、平成23年1月1日より3月31
日までの3か月間を業務実施期間とした。

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目指
す。

―

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22年度 平成20年度

36,100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、事前に注意を
喚起することで放置の防止につながり、良好な景観の維持
を図ることができた。
　また、近隣の自転車駐車場への誘導行為も有効に機能し
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る期間限定
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、住道駅周辺の放置自転車等の解消を目指す。
　当初の事業実施期間に加え、平成23年1月から再度当該事業を3か月間拡大実施したことにより、住道
駅周辺における放置自転車等は大幅に減少。
　本事業開始期：平成22年5月分→約1,300台
　本事業終了時：平成23年3月分→約500台



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成２1年度

―

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 自動二輪車等駐車場整備事業
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 街づくり部 道路交通課 事業費総額 4,206,300

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11条第2項 4,206,300
総合計画コード 3-3-2 一般財源

施設管理委託料　　　10,500

　住道駅周辺における自動二輪車全般の駐車秩序を確立する。

事業の
スケジュール

　平成22年4月1日より大型自動二輪車を含めた自動二輪車
等専用の駐車場を開設した。

人権行政
推進の視点

　違法駐車を解消し、市民
の安全な通行の確保及び良
好な景観の維持を図り、暮
らしやすいまちを形成す
る。

事業の概要
　住道駅前デッキ下広場を自動二輪車等専用の駐車場へと改修整備し、平成22年4月1日より新規施設と
して管理運営を行う。

事業費内訳

事務業務委託料　　　4,195,800

事業の評価

―

目標値 実績値
平成22年度 平成20年度

― ―

2,700,000 （正職員 0

事業の成果
　当該駐車場の開設に伴い、無秩序な違法駐車に対して同
駐車場への誘導が行えるようになり、住道駅周辺の放置自
動二輪車等の解消に大きく寄与した。

人権行政
推進の成果

　違法駐車を解消し、市民
の安全な通行が確保できた
ことにより、良好な景観を
保てるようになった。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明

当該駐車場の稼働率
　125ｃｃまで ： 定期96％　一時200％
　125ｃｃ超　 ： 定期34％　一時100％
　開設当初から日を重ねるごとに稼働率が上昇し、放置対策事業を推進する上では、街頭啓発業務との
相乗効果も相まって、非常に有益かつ効果的な施設として機能している。

―

事業の目的



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 26 平成２1年度

指標を 0件

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 道路交通課 事業費総額 249,129

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 3-2-2 一般財源 249,129

事業費内訳

消耗品費　　　91,629
原材料費　　　157,500

　市民参加を促進すこと
は、市民的権利と義務を自
覚する自立した市民育成に
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や道路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
　水路や川や道路の簡易な修景施設等（花壇など）に管理の為に必要な用具等を提供することにより、
アドプト制度活用事業を支援することを目的とする。

事業の
スケジュール

　状況に応じて、随時用具等の提供を行う。
人権行政

推進の視点

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22年度 平成20年度

10件 0件

90,000 （正職員

事業の成果

　平成22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 24 平成２1年度

指標を 95.00%

円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 2,187,287

款 農林費

特定財源
項 農業費
目 老朽ため池事業費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-2-3 一般財源 2,187,287

事業費内訳

普通旅費　　　2,160
消耗品費　　　2,982
印刷製本費　　　5,040
使用料及び賃借料　　　6,655
その他負担金　　　2,170,000

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

にする。 95.50%

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6.1㌶の
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。なお、事業費の1/4を大東市として負担する。

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

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

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22年度 平成20年度

100% 93.38%

900,000 （正職員 0

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

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：改修工事予定



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 25 平成２１年度

指標を 94.0%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成22年度決算

事業名 水洗便所改造助成金事業
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 2,450,235

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 459,000
総合計画コード 3-1-5 一般財源 1,991,235

事業費内訳

個人補助金　　　496,235
施設整備補助金　　　1,954,000

　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。 95.7%

事業の概要
　公共下水道が整備させた地域において、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ものに対して、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

（水便所改造助成）
　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２２年度 平成２０年度

100% 93.3%

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…227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

　切り替え工事の普及に伴
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 27 平成２1年度

指標を 96.50%

人件費 円 10 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 1,010,348,861
款 下水道事業費

特定財源

203,664,000
項 下水道建設費
目 管渠築造費 713,800,000

自治基本条例根拠条文 第9条 74,311,281
総合計画コード 3-1-5、3-2-3、3-5-3 一般財源 18,573,580

事業費内訳

臨時職員社会保険料　　　245,698

物品修繕料　　　97,447
事務業務委託料　　　8,092,350
調査研究委託料　　　3,316,950
設計委託料　　　14,744,100

臨時職員給　　　1,657,300
特別旅費　　　2,720　　
特別旅費　　　60,740　　
消耗品費　　　463,941
燃料費　　　131,800
印刷製本費　　　602,914

測量ボーリング委託料　3,881,850
その他委託料　　　1,995,000
使用料及び賃借料　　　2,670,835
新設改良工事請負費（国）568,679,300
新設改良工事請負費（単）121,474,500

建設負担金　　　5,362,118
単・建設事業補償金　196,034,648
【繰越明許】
新設改良工事請負費（国）76,307,500
新設改良工事請負費（単）4,527,150

にする。 97.20%

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22年度末人口普及率97.20％を達成。
人口普及率100%を目指し、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)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22年度事業
補助対象工事 12工区（管径φ200～φ1,000㎜、整備延長
L=6.163.31ｍ）
市単独工事　　 7工区（管径φ200～φ350㎜、整備延長L= 502.02
ｍ）
≪赤井～太子田地区≫水路環境(送水管)整備工事 (整備延長
L=351.0ｍ）
○地震対策・施設長寿命化事業に向けた改築・更新計画策定のた
め、既設管渠点検調査を実施した。

人権行政
推進の視点

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

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22年度 平成20年度

100% 95.50%

69,973,396 （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、送水管敷設により処理
水循環の準備を整えた。
　地震対策・施設長寿命化事業に向けた改築・更新計画策定のた
め、既設管渠点検調査を行った。

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。
　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 22 平成２1年度

指標を 83.14%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 下水道台帳システム整備事業
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 4,174,128

款 下水道事業費

特定財源
項 下水道建設費
目 管渠築造費

自治基本条例根拠条文 第9条
総合計画コード 3-5-3 一般財源 4,174,128

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,528,000
使用料及び賃借料　　　646,128

　近い将来発生が予想され
る地震や都市型浸水等災害
に対応すべく、適正な維持
管理体制の構築を行う上で
システム化が重要となるた
め、下水道台帳システムを
整備する。

にする。 100%

事業の概要

　下水道台帳システムは、平成19年度より平成22年度末までの4ヵ年で行う。
・平成19年度：台帳システム暫定供用・台帳システム作成・新規レイヤー作成・電子化・システム構築
等
・平成20年度：台帳システム作成・電子化・システム構築等
・平成21年度：台帳システム作成・電子化・流量計算書・システム構築等
・平成22年度：電子化・流量計算・供用開始入力・システム構築等

事業の目的
　近い将来発生が予想される地震や都市型浸水等災害に対応すべく、適正な維持管理体制の構築を行う
上でシステム化が重要となるため、下水道台帳システムを整備する。

事業の
スケジュール

　近い将来発生が予想される地震や都市型浸水等災害に対
応すべく、適正な維持管理体制の構築を行う上でシステム
化が重要となるため、下水道台帳システムを整備する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　下水道台帳システム整備率【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

100% 65.60%

2,700,000 （正職員

事業の成果

　平成20年度に引き続き、大東市版下水道台帳システムの
構築を推進した。
　竣工図面、桝申請書及び承諾書等のデータ・システム
化、供用開始データの入力、また区画割図の作成並びに流
量計算システムの構築を行った。

人権行政
推進の成果

　安定した下水道サービス
を継続的に供給するため、
計画的なシステム構築を成
した。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　今後の運用上において、適宜にデータを更新すると共に、操作する職員へのオペレーション研修を定
期的に実施し、下水道台帳システムの有効な活用を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２1年度

指標を 45.70%

人件費 円 2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２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 7,374,500

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 6,000,000

自治基本条例根拠条文 第9条 673,200
総合計画コード 3-1-5 一般財源 701,300

事業費内訳

設計委託料　　　388,500
新設改良工事請負費（単）6,405,000

国に対する償還金　　　581,000

　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。 47.50%

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22年度までに設置基数53基の見込である。
　未設置家屋について、平成22年度以降も条例に基づく制度を維持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90%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22年度事業
・整備基数　2基(窒素りん除去型高度処理浄化槽、7人槽)
・処理人口　　　10人
・汚水処理率 47.5％
　 汚水処理率　処理人口328人／区域人口690人＝ 47.5％
   処理人口　　既済人口318人＋整備人口 10人＝ 328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22年度 平成20年度

90% 46.70%

13,746,955 （正職員

事業の成果
　市町村設置型として2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


