
国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２１年度

2件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 自治会有集会所建設補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 10,000,000

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 第24条第2項
総合計画コード 2-4-1 一般財源 10,000,000

事業費内訳

施設整備補助金　　　10,000,000

事業の概要
　地域住民の交流の核となり、自治会の活動拠点である自治会集会所建設を補助することにより、地域
づくりを促進する。また、老朽化した建物の耐震化を進めることにより、市民の安心安全確保に寄与す
る。

事業の目的
　地域活動の拠点整備に市が補助することで地元住民の負担が軽減され、自治会の健全な運営が行うこ
とができる。

事業の
スケジュール

　自治会より、集会所新築、増改築および耐震診断等の申
し出、所定の手続きにより補助金を交付する。

人権行政
推進の視点

　自治会有集会所は、市民
自治を確立・推進するため
に必要であり、また、地域
コミュニティの醸成を促進
するものである。

事業の評価

　　　補助件数【平成18年度設定】

目標値 ― 実績値
平成2２年度 平成２０年度

1件 0件

900,000 （正職員

事業の成果
・氷野4丁目自治会館新築補助　　10,000,000円
・三箇自治会館新築補助金申込みおよび交付決定済み

人権行政
推進の成果

　地域コミュニティを中心
とした、自治会活動が活発
になっている。

説明
　集会所は自治会の活動拠点であり、コミュニティの醸成に必要な事業である。
　三箇自治会館新築補助は、平成22年度中に交付決定を行い、平成23年度完成時に交付を行うため、平
成23年度予算に繰越を行っている。

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 24 平成２１年度

指標を 24,000人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

説明 　市民の皆様が楽しめるまつりとなるように随時見直しを行いながら、事業を継続していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,700,000 （正職員

事業の成果
　市民が参加できる事業を行うことによって、郷土愛や地
域のつながりを深めることが出来る。

人権行政
推進の成果

　多くの市民が主体的に事
業に参加、協力すること
で、地域の連帯感が強まり
地域コミュニティの醸成が
図られた。

22,000人

事業の評価

　　　参加人数【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

27,000人 にする。 24,000人

事業の概要
　市民まつりは、市民のふれあいの場として多くの市民が多く集う事業であり、市が関わる事業として
は 大のものである。市民まつり実行委員会に対する補助金の交付事務を行う。

事業の目的 　市民まつりを通じ、郷土意識の向上と地域のつながりを図る。

事業の
スケジュール

　9/19開催
人権行政

推進の視点

　市民が主体となって、市
民まつりを計画していくこ
とで地域のつながりを図
る。そして、市民それぞれ
の個性が輝き、活気と魅力
にあふれるまちを目指す。

事業費内訳

その他団体補助金　　　3,000,000

総合計画コード 4-3-3 一般財源 3,000,000
自治基本条例根拠条文 第24条第2項 

目 一般管理費
項 総務管理費
款 総務費

特定財源

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 3,000,000

平成２２年度決算

事業名 大東市民まつり補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）



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 20,000人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明 　伝統文化の継承や地域の活性化を図るために今後も継続していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

900,000 （正職員

事業の成果
　市民が主体となり、伝統文化の継承および交流を図るこ
とによって、郷土愛や地域のつながりを深めることができ
る。

人権行政
推進の成果

　多くの市民が事業に参
加・協力することで地域の
連帯感が強まり、地域コ
ミュニティの醸成が図られ
た。

20,000人

事業の評価

　　　参加人数【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

25,000人 にする。 20,000人

事業の概要
　地域まつりは、市民のふれあいの場および伝統文化に触れる機会として多くの市民が集う事業であ
り、地域の活性化を図る事業として、各地区の実行委員会に対する補助金の交付事務を行う。

事業の目的 　地域まつりを通じ、郷土意識の向上と地域のつながりを図る。

事業の
スケジュール

10/17   住道だんじりまつり
10/17　 南郷まつり
10/17 　四条ふるさとまつり

人権行政
推進の視点

　だんじりの伝統文化に触
れ、地域のつながりを図
る。そして、市民それぞれ
の個性が輝き、伝統と魅力
あふれるまちをめざす。

事業費内訳

その他団体補助金　　　1,500,000

総合計画コード 4-2-1 一般財源 1,500,000
自治基本条例根拠条文 第24条第2項

目 一般管理費
項 総務管理費
款 総務費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 1,500,000

平成２２年度決算

事業名 地域活動補助事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 4団体

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

説明

　市民の主体的な公益活動を促すことによって、地域課題の解決に向け、より専門的かつ迅速な対応が
図られ、地域の活性化につながる。平成22年度の実施事業として、①市民劇団「えん」による認知症、
介護、子育てをテーマにした地域のつながりを啓発し、福祉の発信基地を作る事業②龍間自治会による
龍間便利協働隊事業の2事業であった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

900,000 （正職員

事業の成果

　提案公募型事業に応募いただいた中から審査選定を行
い、下記のとおり委託実績がある。
  平成19年度　50万円上限　1団体
　平成20年度　50万円上限　2団体
　平成21年度　50万円上限　3団体(50万円：1団体、25万
円：2団体）
  平成22年度　50万円上限　2団体

人権行政
推進の成果

　市民の主体的な公益活動
によって、権利への自覚と
理解などを促し、その侵害
や課題の克服を目指すこと
に貢献している。

4団体

事業の評価

　　　提案公募型委託事業応募数【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

6団体 にする。 6団体

事業の概要
  大東市政が解決すべき課題をテーマとし、市民活動やボランティア活動などを実施しているＮＰＯ等
の団体から、解決のための提案を募集し、書類審査とプレゼンテーションによる公開審査により採択さ
れた提案について、委託契約を締結のうえ事業を実施する。

事業の目的 　市民協働のまちづくりを目指し、市民協働の活性化と行政と市民との協働をさらに推進する。

事業の
スケジュール

　提案公募型委託事業（H22年度）成果報告会
6/1～ 6/25 提案公募型委託事業公募期間
7/8　　　　　　　〃　　　　　公開プレゼンテーション
7/14　　　　　　　〃　　　　　選定委員会
8/1～ 3/31 　　　〃　　　　　委託契約期間
市民団体スキルアップセミナー　3/2、9

人権行政
推進の視点

　公募型委託事業は市民の
自主的な活動を進め、市民
が自らの権利への自覚と理
解など市民のエンパワーメ
ントを促す取組であり市民
的権利の侵害や課題の克服
を目指すシステムづくりに
貢献している。

使用料及び賃借料　　　24,600
事務業務委託料　　　1,216,950

事業費内訳

報償金　　　30,000
総合計画コード 2-4-2 一般財源 1,271,550

自治基本条例根拠条文 第21条第１項
目 一般管理費
項 総務管理費
款 総務費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 1,271,550

平成２２年度決算

事業名 市民協働推進事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 24 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 地域自治推進モデル事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 584,590

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 第21条
総合計画コード 2-4-2 一般財源 584,590

事業費内訳

消耗品費　　　237,040
備品購入費　　　347,550

　市民が主体的に考え、地
域活動を行い、個々人のつ
ながりを持つ機会となるこ
とで、お互いを尊重しあう
地域コミュニティを形成す
る。

にする。 2地区

事業の概要

　地域の課題のうち、地域だけで解決することが困難な課題に対し、地域と行政が協働しながら解決し
ていくことにより、地域力や地域への愛着を高める。
　平成24年度からの本格的実施を目指し、地域の課題や規模等を調査・研究するとともに、問題点等を
明確にするため、モデル地区を2地区選出し、モデル事業として行う。

事業の目的
　市および市民等がお互いに尊重しあい、それぞれの個性や能力をまちづくりに発揮できるよう、協働
のまちづくりを充実する。

事業の
スケジュール

10月　実施要領作成　事業実施
H23年度に継続し、末に完了

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　地域自治推進事業の実施地区数【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

本格導入 ―

1,800,000 （正職員

事業の成果
かまど型ベンチ　1台設置（御供田北）
防犯のぼり　40枚（御供田北）
農作物等撤去看板設置　40枚（深野四区）

人権行政
推進の成果

　市民が主体的に考え、そ
の地域活動に伴い、個々人
のつながりを持つ機会とな
り、お互いを尊重しあう地
域コミュニティが形成され
る。

説明

　市民の自主・主体的な活動を支え、ひいては市民活動を活発にして市民によるまちづくりの推進につ
ながる。
　平成22年度モデル事業実施に伴う各地区の成果として、①御供田北地区：地域活動拠点の整備・危機
管理対策として集会所の道路側空き地に「防災対応のかまど型ベンチ」を2ヶ所設置した。②深野四
区：違法占拠されている道路に警告板を設置し、農作物を撤去することで、災害時の避難経路の確保と
環境美化を図った。

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 活動指標

平成 22 平成２１年度

指標を 873件

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

説明

　平成21年度～24年度にかけて、地方消費者行政の活性化を図るため大阪府消費者行政活性化基金事業
補助金が交付されることになった。それに伴い、Ｈ22年度は本市においてもセンターの機能強化、拡充
事業としてセンター会議室を少人数（12名程度）の啓発講座や会議に利用できるようにパーテーション
の移動およびスライドドアに改修し講座用に利用できる備品等を購入。消費者教育・啓発事業の強化と
して、消費者リーダー養成講座を全20講座を開催し、消費者の正しい知識の普及や啓発を促進。また、
消費生活センターのリーフレットを作成し全戸配布、市民まつりでうちわを1,000本配布しスタンプラ
リーを実施するなど、消費生活センターの周知に努めた。消費生活相談員等レベルアップ事業として
は、相談員4人に相模原にある国民生活センターへの研修参加支援を行った。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

3,600,000 （正職員

事業の成果

　相談事業に関しては、顧問弁護士との委託契約を実施し
たこと、また、相談員が自らの知識を向上させるために研
修に参加専門的な知識を習得したことで、複雑な事案に対
しても迅速な対応ができ市民サービスの向上につながった
と考えられる。
　また、啓発講座についても、消費者リーダー養成講座を
全20回実施、延べ502名の参加があり消費生活に関する正し
い情報の取得や知識の普及につながった。

人権行政
推進の成果

　相談事業の充実及び啓発
活動を通じて、生活の中で
個々人の問題解決力が向上
したと考えられる。

1,044件

事業の評価

　　　相談件数【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

850件 にする。 891件

事業の概要
　消費生活に関する相談が複雑・高度化し被害が増加する中で、被害救済のために相談窓口の機能を強
化し、市民の安全で安心な消費生活の実現を目的とする。また、近年増加しているトラブルについての
啓発講座・出前講座を実施し、被害の未然防止に努める。

事業の目的
　消費生活相談被害者の救済のための窓口機能の強化および消費生活に関する正しい知識の普及、啓
発。

事業の
スケジュール

・相談事業　月曜日～金曜日　9時～17時
・消費生活センターの機能強化
・顧問弁護士委託契約
・消費生活相談員レベルアップ事業（国民生活センターで
の研修参加支援）
・消費者啓発講座・消費問題に関する講演会・出前講座の
実施

人権行政
推進の視点

　消費生活相談は、消費生
活の改善と市民相談サービ
スの充実を目的とし、個々
人の自立と連帯を促す生活
文化の構築や問題解決力の
向上に貢献している。

備品購入費　　　409,000　　　

事務業務委託料　　　8,066,128　
通信運搬費　　　128,902　　　
施設修繕料　　　927,000
印刷製本費　　　357,000　　　

事業費内訳

消耗品費　　　344,793

使用料及び賃借料　　　95,470

総合計画コード 1-4-1 一般財源 6,604,758
自治基本条例根拠条文 第9条

目 民生総務費
項 民生管理費 3,723,535
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 10,328,293

平成２２年度決算

事業名 消費生活支援事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２１年度

―

人件費 円 0.53 人） （非常勤職員等 人）

説明

・啓発物品を配布することにより、「安全を考える日」について引き続き、市民に周知を行う。
・啓発物品を配布することにより、「社会を明るくする運動」および更生保護について、市民に一層の
周知を行う。
・広く防犯委員会各支部に歳末夜警用物品を配布することにより、歳末夜警活動を引き続き支援する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,770,000 （正職員

事業の成果

・「安全を考える日」について、市民に周知を行った。
・「社会を明るくする運動」および更生保護について、市
民に一層の周知を行った。
・広く防犯委員会各支部に歳末夜警用物品（蛍光たすき）
を配布することにより、歳末夜警活動の支援を行うことが
できた。

人権行政
推進の成果

　生活安全、更生保護につ
いての啓発及び防犯活動へ
の支援を行うことができ
た。

―

事業費内訳

事業の評価

予算を有効に使い、市民に趣旨を理解してもらいやすい啓発物を作成・配布する。
また、地域の防犯活動により役立つ物品を配布する。【平成22年度決算設定】

目標値 ― 実績値
平成2２年度 平成２０年度

―

事業の概要 　自主的な地域安全運動および社会を明るくする運動諸経費。

事業の目的 　地域安全運動および社会を明るくする運動を支援する。

事業の
スケジュール

7月　　安全を考える日啓発物品配布
7月　　社会を明るくする運動啓発物品配布
12月　 防犯委員会支部歳末夜警用物品配布

人権行政
推進の視点

　犯罪や非行の防止、罪を
犯した人達の更生について
理解を深める。また、互い
が助け合い、安心して暮ら
せる地域社会の実現を目指
す。

印刷製本費　　　44,000
消耗品費　　　276,892

総合計画コード 3-5-5 一般財源 320,892
自治基本条例根拠条文 第21条第1項 

目 防犯対策費
項 民生管理費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 320,892

平成２２年度決算

事業名 防犯活動事業
委員会名 いきいき委員会



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 ―

人件費 円 0.17 人） （非常勤職員等 人）

説明
　各自治会は防犯カメラを設置することに関して非常に高い関心を有しており、自治会の期待に応える
ために本事業は必要である。なお平成23年度については、4自治会が補助制度の利用を検討している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,500,000 （正職員

事業の成果

　大東市防犯カメラ補助金交付要綱の制定前に、市内51自
治会に対して、防犯カメラの設置に関する意向調査を行
い、有効自治会数33の内28自治会から防犯カメラの設置に
関し前向きの回答を頂いている。
　平成22年度は、制度の制定・各自治会への周知・補助金
交付の完了まで非常に厳しい日程の中で1団体への補助金の
交付が完了した。

人権行政
推進の成果

　「安心で安全な暮らしの
実現」は市民の願いであ
り、権利である。当該経費
は、その願いを実現し権利
を保障するための一助と
なった。

平成20年度

18自治会 にする。 1自治会 ―

事業の
スケジュール

・市内自治会に対して防犯カメラ設置に関する意向調査を
実施する。
・自治会が設置する防犯カメラの設置経費の一部を補助す
る大東市防犯カメラ設置補助金交付要綱（平成22年要綱第
82号）を制定。
・大東市防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドラ
インを制定。（平成23年1月1日制定）
・要綱、ガイドライン、補助金交付要綱に関するＱ＆Ａ
を、各自治会に送付し制度を周知。

人権行政
推進の視点

　「安心で安全な暮らしの
実現」は市民の願いであ
り、権利である。当該事業
は、その願いを実現し権利
を保障するための一助とな
るものである。

事業の評価

　　　防犯カメラを設置する自治会数【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

事業の概要
　市内の自治会が行う自主的な防犯活動を支援するため、防犯カメラを設置する自治会に対して、その
設置経費の一部を補助することにより防犯カメラの設置を促進し、自治会内で発生する街頭犯罪、侵入
盗等の発生を防止し、安全で住み良い地域紗也会の実現を図る。

事業の目的
　防犯カメラを設置する自治会に対して、その設置経費の一部を補助することにより防犯カメラの設置
を促進し、自治会で発生する街頭犯罪、侵入盗等の発生を防止し、安全で住み良い地域社会の実現を図
ることを目的とする。

総合計画コード 3-5-5 一般財源 200,000

事業費内訳

その他団体補助金　　　200,000

目 防犯対策費
自治基本条例根拠条文 第25条第3項

款 民生費

特定財源
項 民生管理費

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 200,000

平成２２年度決算

事業名 自治会防犯カメラ設置補助事業
委員会名 いきいき委員会



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 0.33 人） （非常勤職員等 人）

説明
・平成23年度に安全で安心なまちづくり基金を設置した。その使途は、自治会が管理する老朽化した防
犯灯を、ＬＥＤ防犯灯に取り換える事業に用いるものである。平成23年度から、当該基金を活用し老朽
化した防犯灯のＬＥＤ防犯灯化を行う際に活用する。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

3,000,000 （正職員

事業の成果
・市内の防犯灯数を把握することが出来た。
・市内の防犯灯の分布状況が地図として目に見える形で把
握することが出来た。

人権行政
推進の成果

　本事業で作成する台帳・
地図を活用し、地域自治の
安全確保を促進する。

平成20年度

100% にする。 100% ―

事業の
スケジュール

・1月　　該業務の受託者を決める入札の実施
・2月～3月　　調査業務の開始及び調査業務の終了。
以降、台帳・地図の補正を行い、完成品として各自治会に
配する。

人権行政
推進の視点

　「安心で安全な暮らしの
実現」は市民の願いであ
り、権利である。当該経費
は、その願いを実現し権利
を保障するための一助とな
るものである。

事業の評価

　　　防犯灯の調査率

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

事業の概要

 当該事業は、大阪府緊急雇用創出基金事業を活用することにより、本市内の自治会が管理する防犯灯
（大東市防犯灯電気料金に係る補助金交付要綱に規定する補助金交付対象防犯灯）の設置状況に関する
実態調査を行い、当該調査に係る管理台帳および地図を作成し、市・自治会で防犯灯に関する情報を共
有するもの。

事業の目的
　市と自治会で防犯灯に関する情報を共有し、各自治会の管理する老朽化した防犯灯を、ＬＥＤ化する
際等の基礎資料とする。

総合計画コード 3-5-5 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　　　7,350,000

目 防犯対策費
自治基本条例根拠条文 第21条第1項

款 民生費

特定財源
項 民生管理費 7,350,000

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 7,350,000

平成２２年度決算

事業名
市内防犯灯設置状況調査事業

（緊急雇用）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

説明

・交通安全教室は、平成21年度までは市および警察それぞれの職員が開催場所に赴き実施してきが、平
成22年度以降、市職員の派遣が困難な状況となった。本事業は、交通安全教育に関する経験や知識の豊
富な市民を交通安全リーダーとして登録し、市職員に代わり交通安全教室で警察職員を支援するもので
あり、市職員が果たしてきた役割を市民に担っていただくという市民協働の視点を持ったものである。

事業の評価

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,450,000 （正職員 0.33

事業の成果

・四條畷警察署で交通安全教室を担当していた元警察職員
と、民間事業所において交通安全教育の企画担当者といし
て従事していた市民を本市交通安全リーダーとして登録
し、44カ所で開催された交通安全教室へのべ60回の派遣を
行った。

人権行政
推進の成果

　「交通事故のない安心で
安全な暮らしの実現」は市
民の願いであり権利であ
る。当該事業は、その願い
を実現し権利を保障するた
めの一助となった。

　　　交通安全リーダーの派遣回数【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

69回 にする。 60回 ―

事業費内訳

報償金　　　192,000

事業の概要

　交通安全に関する啓発活動について高い知識と経験を有する者（警察官ＯＢ、自動車教習所ＯＢ等）
を交通安全リーダーとして登録し、本市の保育所、幼稚園、小中学校、市民団体、自治会、法人等が実
施する交通安全教室等の交通安全に関する啓発活動や、違法駐車の監視に関する交通安全パトロール活
動に、その団体の申請に基づき、交通安全リーダーを派遣する。

事業の目的
　交通安全教での交通安全に関する啓発活動や違法駐車の監視に関する交通安全パトロール活動を通じ
て、交通事故の発生件数を減らす。

事業の
スケジュール

①2名を交通安全リーダーとして登録。
②登録した交通安全リーダーを、交通安全教室等の啓発活
動に派遣。

人権行政
推進の視点

　「交通事故のない安心で
安全な暮らしの実現」は市
民の願いであり権利であ
る。
　当該事業は、その願いを
実現し権利を保障するため
の一助となるものである。

自治基本条例根拠条文 第20条第2項
総合計画コード 3-5-5 一般財源 192,000

款 土木費

特定財源
項 道路橋りょう費
目 交通安全対策費

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 192,000

平成２２年度決算

事業名 交通安全リーダー派遣事業
委員会名 いきいき委員会



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 48.0ha

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　米の過剰基調が米価の低下を引き起こす要因となっている状況下では、本事業は米需要の均衡を保つ
ため も有効な手段であるもので、今後も引き続き継続する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

事業の成果

　食糧・農業・農村基本法を踏まえ食糧の安定供給を確保
した。
　農業の持続的発展をめざし、需要に応じた米の計画生産
を行い、生産調整の拡大を推進した。

人権行政
推進の成果

　農業を支援することによ
る生活者の安定を図ること
ができた。

48.0ha

事業の評価

　　　生産調整（水稲作付）実施面積【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

40ha にする。 48.0ha

事業の概要
　消費者重視・市場重視の考えに立ち、需要に即した米づくりの推進を通じて水田農業の安定と発展を
図る。

事業の目的
　新食糧法により生産調整は米の需給と価格の安定を図るための手段として位置付けられている。その
実施にあたり生産者・地域の自主性を尊重し、転作と水稲作とを適切に組み合わせ、望ましい農業経営
体制を築き、生産性の高い水田営農の確立を図る。

事業の
スケジュール

・国の計画に基づき各農家に水稲作付面積を配分する。
・生産調整説明会を開催する。
・提出された転作実施計画に基づき転作及び水稲作付けの
　現地調査を行う。

人権行政
推進の視点

　農業を支援することによ
る生活者の安定を図る。

使用料及び賃借料　　　42,662
印刷製本費　　　2,528
消耗品費　　　67,096　　　
普通旅費　　　4,200

事業費内訳

報償金　　　56,000
総合計画コード 4-1-4 一般財源 69,486

自治基本条例根拠条文 第19条
目 農業振興費
項 農業費 103,000
款 農林費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 172,486

平成２２年度決算

事業名 生産調整推進対策事業
委員会名 いきいき委員会



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 460,000円

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　有害鳥獣による農作物被害は、営農意欲を衰退させ、耕作放棄地の増加や離農などにつながるため、
継続して事業を進める必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員 0

事業の成果
　電気柵、トタン柵、金網柵等が設置された箇所では、農
作物被害の軽減に一定の成果が得られた。

人権行政
推進の成果

　農業経営の安定に資する
ことで、生産者の生活権を
保証することができた。

―

事業の評価

　　　農作物被害金額【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

500,000円 にする。 440,000円

事業の概要
　イノシシ等の有害鳥獣による農作物等への被害を防止するため、農業者団体が実施する有害鳥獣被害
防止施設等の資材購入費に対して助成する。

事業の目的
　イノシシ等の有害鳥獣による被害を防止することにより、農業経営の安定と農作物の生産振興を図る
とともに、耕作放棄地の増加を防ぐ。

事業の
スケジュール

１．農業者団体が農家等に被害調査表を配付・回収
２．農業者団体は調査票をとりまとめ事業計画書等を作成
　　し、補助金申請書を市に提出
３．市は審査後、予算の範囲内で補助金の交付を決定
４．農業者団体は資材を購入し、農家等の地権者に配付
５．事業完了後、農業者団体は実績報告書と補助金請求書
　　を市に提出
６．補助金交付

人権行政
推進の視点

　農業経営の安定に資する
ことは、生産者の生活権を
保障することになる。

事業費内訳

施設整備補助金　　　179,000
総合計画コード 4-1-4 一般財源 179,000

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 農業振興費
項 農業費
款 農林費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 179,000

平成２２年度決算

事業名 有害鳥獣被害対策事業
委員会名 いきいき委員会



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 70件

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

説明 　市内中小企業者のためには、今後も継続して補助していくことが効果的である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

450,000 （正職員

事業の成果
　専門相談員がきめ細かい指導をすることによって市内企
業や創業予定者に問題解決の道筋を示すことができた。

人権行政
推進の成果

　元気なまちづくりのた
め、産業活性化を推進でき
た。

70件

事業の評価

　　　ビジネスサポーター相談件数【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

75件 にする。 71件 

事業の概要 　本市商工業約2,000企業で構成される商工会議所事業経費の一部を補助する。

事業の目的 　商工会議所に事業費を補助することで、市内中小企業者への効果的な支援に取り組む。

事業の
スケジュール

補助対象事業
・小規模事業者指導　随時　　64回
・ビジネスサポーター支援　　随時　71件
・ビジネスチャンス拡大事業（北河内産フェア）　2月15日
　15社参加

人権行政
推進の視点

　産業を活性化させ都市の
自立的機能を高めることに
よって、魅力あるまちづく
りをめざす。

　

事業費内訳

その他団体補助金　　 5,550,000
総合計画コード 4-1-1 一般財源 5,550,000

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 5,550,000

平成２２年度決算

事業名 大東商工会議所補助事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今年度の野崎参道商店街だけでなく、他の商店街が本補助金を活用することで、大東市全域の商店街
の活性化につながるため継続が必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

450,000 （正職員

事業の成果
　空き店舗を活用した商店街活性化事業によって商店街組
織への加入増と来街者数を増加させることができた。

人権行政
推進の成果

　商店街の賑わいを創出
し、地域のコミュニティ力
が高まった。

―

事業の評価

　　　独自イベント実施数【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

累計10 にする。 6

事業の概要
　商店街組織が、商工会議所、ＮＰＯ法人、大学等と連携して、人材育成、商店街の魅力向上と集客力
を高めるイベントやマーケティングなど調査活動等の商店街活性化事業に対してその経費の一部を補助
する。

事業の目的 　衰退傾向にある市内商店街の活性化を図る。

事業の
スケジュール

　通年実施
人権行政

推進の視点

　市内商店街の魅力と賑わ
いを創出し、元気なまちづ
くりをめざす。

　

事業費内訳

その他団体補助金　　　500,000
総合計画コード 4-1-1 一般財源 300,000

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費 200,000
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 500,000

平成２２年度決算

事業名 商店街活性化総合支援事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 23人

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

説明 　5回目を迎え、受講生からも好評で、受入れ校との協力関係もすすみ、定着している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,250,000 （正職員

事業の成果
　受講生からのアンケートで毎回好評を得ている。また受
入れ高校との協力関係を構築できた。

人権行政
推進の成果

　課題を 後までやり通す
中で、交流と信頼関係が広
がった。

26人

事業の評価

　　　受講者数【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

30人 にする。 26人

事業の概要
　市内中学生を対象に夏休み期間中、大阪府立大学工業高等専門学校（寝屋川市）・大阪府立城東工科
高等学校（東大阪市）の協力を得て、「ものづくり体験講座」を実施する。

事業の目的
　ものづくりの魅力を伝え、工科・工業高校への進学機会を増やし、将来の市内製造業の担い手となる
人材を育成する。

事業の
スケジュール

5月　実施校との打ち合わせ
6月　市教委・市内中学校への依頼、募集案内送付
7月　ちらし配布、募集受付、受講者決定
7月～8月　講座実施

人権行政
推進の視点

　ものづくりの魅力を伝
え、受講生相互の交流と指
導講師との信頼関係を獲得
させる。

原材料費　　　105,960

事業費内訳

その他保険料　　　2,000
総合計画コード 4-1-2 一般財源 107,960

自治基本条例根拠条文 第23条
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 107,960

平成２２年度決算

事業名 産学連携支援事業
委員会名 いきいき委員会



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 5.9%

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

説明
  就職困難者等の雇用・就労を妨げている要因の解消・軽減を図り、就労機会の創出につなげること
は、市の重要な役割であり、今後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

4,500,000 （正職員

事業の成果
  景気悪化に伴い、様々な阻害要因を抱えた就職困難者に
とっては苦しい就職環境がある。そういった人たちの身近
な相談場所としての役割を担えた。

人権行政
推進の成果

  就職困難者等に対する
様々な支援から、生活の安
定につながっている。

10.8%

事業の評価

　　　就労割合【平成17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

30% にする。 11.0%

事業の概要

 　働く意欲がありながら、様々な就労阻害要因のために就職できない人に対する雇用・就労支援を行
う。
・市内3カ所に設置した地域就労支援センターに、就労支援の専門相談員であるコーディネーターを配
置。
・雇用・就労創出のための事業を実施。

事業の目的
　障害者や母子家庭の母、ニート・フリーターや中高年齢者といった、様々な就労阻害要因を抱えた、
いわゆる就職困難者に対し雇用・就労支援を行う。

事業の
スケジュール

・地域就労支援センターによる相談
　毎週月～金（祝日除く）
・若者と保護者の就労お出かけ相談会（11月）

人権行政
推進の視点

　障害者や中高年齢者等い
わゆる就職困難者に対する
就労支援を目的とした事業
であり、ひいてはそれが生
活支援など様々な自立支援
につながるものである。

使用料及び賃借料　　　11,000
事務業務委託料　　　10,689,336
通信運搬費　　　358,160
消耗品費　　　1,940

事業費内訳

普通旅費　　　3,200

その他負担金　　　52,000

総合計画コード 1-4-4 一般財源 5,597,636
自治基本条例根拠条文 第10条

目 商工振興費
項 商工費 5,518,000
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 11,115,636

平成２２年度決算

事業名 地域就労支援事業
委員会名 いきいき委員会



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 2件

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

説明
　中小企業のおかれている状況は厳しく、その中で新たな技術開発、企業連携は現状改善につながる。
ただし、中小企業が独自にそれらを行うのは厳しいため、グループを形成しており、そのグループを支
援することで中小企業の活性化につながる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,700,000 （正職員

事業の成果
　市内中小企業およびグループが行う新製品・技術開発や
新分野への進出、経営・技術革新に支援することで企業活
動が活性化された。

人権行政
推進の成果

　市内中小企業の技術開発
や連携強化を支援すること
により、企業の経営安定化
および地域全体の産業活性
化に寄与している。

2件

事業の評価

　　　補助件数【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

累計　12件 にする。 3件

事業の概要
　市内の中小企業や中小企業グループに対し、新製品・技術開発や新分野への進出、経営・技術革新等
を支援するため、その事業実施に要する経費の一部を助成する。

事業の目的 市内中小企業の新製品・技術開発や新分野への進出、経営・技術支援等を支援する。

事業の
スケジュール

　通年事業
人権行政

推進の視点

　市内中小企業の技術開発
や連携強化を支援すること
によって、経営の安定を図
るとともに、地域の産業活
性化を図る。

事業費内訳

その他団体補助金　　　189,037
総合計画コード 4-1-3 一般財源 189,037

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 189,037

平成２２年度決算

事業名 中小企業技術支援事業
委員会名 いきいき委員会



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 ―

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

説明
　平成22年10月に大東市住工調和条例を施行。「住」と「工」の調和に努めるとともに、工業地域に企
業誘致を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

9,000,000 （正職員

事業の成果
　住工調和の実現に向けて、事業者・住民・大学・行政の
協働と協力を得て実践的に取り組む体制ができた。

人権行政
推進の成果

　住民と事業者との相互理
解を推進中である。

―

事業の評価

　　　企業立地促進補助金交付件数【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

累計20件 にする。 3件

事業の概要

　本市の西部地域（工業地域）には、製造業を中心とする工場が数多くあるが、近年全国的な不況の影
響を受け、これらの工場が減少している。工場跡地には、大規模な住宅開発が行われ操業環境と住環境
が競合するようになった。そこで、工業地域に企業誘致を図るとともに住宅開発時に事前協議を行う等
によって住工の調和に努める。

事業の目的
　平成21年度までに実施した「住工調和モデル地区事業」の成果を踏まえて、今後「住」と「工」が調
和した新たなまちづくりを目指そうとするもの。

事業の
スケジュール

・大東市住工調和条例の施行・周知
・住工調和交流事業（工場見学会・出前講座）
・企業立地促進補助の実施

人権行政
推進の視点

　地域住民と事業者が互い
に生活を快適にすごし、そ
れぞれの権利を保障できる
環境の整備を進める。

個人補助金　　　1,379,000
使用料及び賃借料　　　6,520

事業費内訳

印刷製本費　　　97,000
総合計画コード 4-1-2 一般財源 1,482,520

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 1,482,520

平成２２年度決算

事業名 住工調和事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２1年度

指標を 1件

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

説明 　大東市地域産業振興基本条例の制定により、地域ぐるみの産業振興を進めていく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,500,000 （正職員

事業の成果
　市民会議の議論を経て、地域産業振興の基本条例素案が
まとまり、シンポジウムを開催し、市民協働で産業振興に
取り組めた。

人権行政
推進の成果

　産学民官連携で地域ぐる
みの産業振興に寄与してい
る。

―

事業の評価

　　　産業振興施策の実施件数【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

累計10件 にする。 2件

事業の概要
　大東市の産業振興施策について産学民官が連携した企画・推進体制を構築することによって、本市の
産業振興を地域ぐるみで進めていく。

事業の目的 　産業振興ビジョン（平成19年3月策定）を受けて、市民会議において産業施策の検討を行う。

事業の
スケジュール

第1回市民会議（5月20日）
第2回〃      （7月22日）
産業振興シンポジウム（11月2日）
第3回市民会議（3月14日）

人権行政
推進の視点

　産学民官連携で産業振興
施策を議論することを通し
て、市民協働のまちづくり
をすすめる。

事業費内訳

報償金　　　215,000
総合計画コード 4-1-3 一般財源 215,000

自治基本条例根拠条文 第20条
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 215,000

平成２２年度決算

事業名 産業振興市民会議事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 24 平成２1年度

指標を 456件

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　観光休息の拠点及び地域住民の活動の場等として利用者の増を図るとともに、費用対効果の向上と施
設のさらなるサービス充実をめざし、今事業を継続する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員 0

事業の成果 　集客を促進し、地域の振興に資することができた。
人権行政

推進の成果

　市民のレクリエーション
活動、コミュニティ活動等
の促進に寄与した。

486件

事業の評価

　　　施設利用件数【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

600件 にする。 434件

事業の概要 　「大東の杜」構想に基づき、その拠点施設となる公園として運用。

事業の目的 　観光休息の拠点及び地域住民の活動の場等としての施設の業務管理。

事業の
スケジュール

　随時、多目的ホールおよび和室を貸し出し、野崎まいり
期間にイベントを開催。

人権行政
推進の視点

　市民のレクリエーション
活動、コミュニティ活動お
よび観光による集客を促進
し、地域の振興に資する。

施設管理委託料　　　289,800
事務業務委託料　　　1,200,000
通信運搬費　　　64,639
光熱水費　　　474,287

事業費内訳

消耗品費　　　49,614
総合計画コード 4-3-2 一般財源 1,578,940

自治基本条例根拠条文 第11条第2項 499,400
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 2,078,340

平成２２年度決算

事業名 野崎まいり公園管理事業
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 27 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　大東市の基幹産業である製造業に対し情報提供を行う必要がある。また、大東市の産業の状況を踏ま
えた経営を行ってもらうために、企業交流セミナーやシンポジウムなどで企業間の情報交換の場が求め
られる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

事業の成果

・ものづくり企業へのＦＡＸ情報の送付（584社）。
・企業交流セミナーに替えシンポジウムを実施（参加56
社）。
・データベースなどによる情報提供（361社）により、中小
企業の抱える問題（販路開拓、経費削減）解決への支援が
行え、経営力の強化が図れた。

人権行政
推進の成果

　市内中小企業の安定した
経営環境を整えている。

―

事業の評価

　　　支援事業者数【平成22年度決算設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

1,100社 にする。 1,001社

事業の概要

・企業交流セミナー事業：市内企業の連携を側面から支援するために、交流の場を提供する。
・ものづくりＦＡＸ情報：本市の行う施策の紹介を中心に、中小製造業に役立つ情報を提供する。
・ものづくり企業支援データベース：市内ものづくり企業の情報をインターネット上にＵＰし、企業の
情報発信力を支援する。

事業の目的
　中小企業の中でも特に大東市の基幹産業である製造業向けに、情報提供や企業情報発信等の支援を行
い、市内産業の活性化を図る。

事業の
スケジュール

・企業交流セミナー事業：22年11月に実施（産業振興シン
ポジウム）
・ものづくりＦＡＸ情報：通年事業（毎月1度送付）
・ものづくり企業支援データベース：通年事業

人権行政
推進の視点

　中小企業の経営革新を支
援することにより、安定し
た暮らしを支える環境が
整ったまち、個性が輝き、
活気と魅力にあふれるまち
をめざす。

使用料及び賃借料　　　9,000
事務業務委託料　　　3,394,650

事業費内訳

通信運搬費　　　100,508
総合計画コード 4-1-3 一般財源 3,504,158

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 3,504,158

平成２２年度決算

事業名 中小企業経営支援事業
委員会名 いきいき委員会



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 1,205件

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

説明
　今後も国の業務としての職業紹介業務と市の「地域就労支援センター業務」を連携させ、ハローワー
クと一体的に事業を推進し、機能充実を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,500,000 （正職員

事業の成果
　地域職業相談室の周知・増床等により、平成20年度に設
定した成果指標「24年度までに累計3,120件」を22年度に達
成できた。そのため成果指標を上方修正する。

人権行政
推進の成果

　幅広い就労支援により、
安定した雇用環境を整えて
いる。

863件

事業の評価

　　　年間就職件数【平成22年度決算設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

累計5,600件 にする。 1,380件

事業の概要
　公共職業安定所が設置されていない本市に、国と市が連携して地域職業相談室を設置し、職業相談、
職業紹介サービスなど、住民の就職促進および利便性の向上を図る。

事業の目的
　ハローワーク機能を市内に持ってくることで、就職活動の利便性の向上や就職情報の迅速な提供が可
能となり、また地域就労支援センターを併設することで、より連携を深め就労者数の増加を図る。

事業の
スケジュール

・職業紹介
・職業相談
・地域就労支援センターでの就職困難者等向け就労相談
・就職に関する情報提供

人権行政
推進の視点

　ハローワークの職業紹介
の機能を市内で実施するこ
とで、地域就労支援事業と
の連携による就職困難者の
支援や、市民の雇用の確保
による生活の安定につなが
る。

その他負担金　　　2,076,216
庁用器具購入費　　　　14,109

施設管理委託料　　　120,000
通信運搬費　　　485,179
施設修繕料　　　341,250
光熱水費　　　749,160

事業費内訳

消耗品費　　　125,369

使用料及び賃借料　　　54,456

総合計画コード 1-4-4 一般財源 3,849,931
自治基本条例根拠条文 第19条 115,808

目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 3,965,739

平成２２年度決算

事業名 地域職業相談室事業
委員会名 いきいき委員会



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 268社

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

説明
　市内中小企業に対して、同センターの周知および支援案件の掘り起こしを兼ねて、企業訪問の充実を
図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,700,000 （正職員

事業の成果

①支援課題ヒアリング訪問社数：117
②創業・第２創業支援件数：2
③ビジネスマッチング支援件数：92
④コンサルティング支援件数：132
合計：343社

人権行政
推進の成果

　中小企業の経営の安定化
を図ることにより、産業の
活性化と労働者の生活の安
定に寄与することができ
た。

―

事業の評価

　　　支援企業数【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

350社 にする。 343社

事業の概要
　市内中小企業者の経営革新や経営基盤づくりを支援するために、産学官の3者が運営する“だいとう
産業活性化センター”を設置し、個別支援、人材確保支援、企業連携支援、情報発信等の幅広い事業を
展開し、市内産業全体の底上げを図る。

事業の目的
　中小企業者の経営基盤づくりや経営革新等を支援する。
　（現在は基幹産業である製造業の活性化を突破口に位置づけている）

事業の
スケジュール

・だいとう産業活性化センター役員会（年2回）
・だいとう産業活性化センター事務局会議（毎月）
・ビジネスプロモーターによる市内中小製造業者への支援
(随時）
・産学官連携コーディネーターによる支援（毎週水曜日）

人権行政
推進の視点

　中小企業の経営革新等を
支援することにより、安定
した暮らしを支える環境が
整ったまち、個性が輝き活
気と魅力にあふれるまちを
目指す。

使用料及び賃借料　　　2,612,400

事務業務委託料　　　14,400,000

事業費内訳

光熱水費　　　65,266　　 
総合計画コード 4-1-3 一般財源 17,077,666

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 17,077,666

平成２２年度決算

事業名 だいとう産業活性化センター事業
委員会名 いきいき委員会



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 ―

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

説明
　庁内における障害者雇用への理解の深化と障害者の就労機会の促進を図る事業として、今後も継続し
ていく必要がある。

事業の成果

　障害者がインターンシップに参加できる体制づくりを行
い、従来はインターンシップ生を受け入れていなかった部
署の参加を促すことができた。
　また、障害者に対して、庁内における職場実習機会の提
供を通じて、障害者の就労スキルの向上を図ることができ
た。

人権行政
推進の成果

　障害者雇用環境の安定に
寄与することができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

3,600,000 （正職員

にする。 ―

事業の評価

　　　インターンシップ実習生の数【平成22年度当初予算設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2２年度 平成2０年度

10人 5人

事業の目的
　庁内にて、より多くの障害者がインターンシップに参加できる体制づくりを行い、従来はインターン
シップ生を受け入れていなかった部署の参加を促し、新たな職域および業務の拡大を図るとともに、全
庁的に障害者雇用への理解の深化を図り、本市においての障害者雇用のあり方について検証する。

事業の
スケジュール

・平成22年4月から1年間、市役所の各部署において有償で
職場体験実習を実施。
・受け入れ部署に対しての事前研修を実施。

人権行政
推進の視点

　障害者の就労支援を行う
ことにより、障害者の安定
した暮らしを支える環境が
整ったまち、個性が輝き活
気と魅力に溢れるまちを目
指す。

事業の概要
　1年間を通じてインターンシップを実施することにより、従来よりも受入れ部署数や業務量を増加さ
せ、障害者が行う業務の拡大や職域の拡大を促進し、障害者の就労人数を増加させる。（大阪府のふる
さと雇用再生基金を活用）

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,733,760
総合計画コード 1-3-3 一般財源

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
目 商工振興費
項 商工費 3,733,760
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 3,733,760

平成２２年度決算

事業名
障害者有償インターンシップ事業

（ふるさと雇用）
委員会名 いきいき委員会



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）

説明
　就職困難者や若年失業者の雇用および企業の求人ニーズは満たされておらず、継続した施策が必要と
なる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

2,700,000 （正職員

事業の成果
参加若年者　11人
参加企業　　7社（複数人受け入れ企業あり）

人権行政
推進の成果

　就職困難者や若年失業者
が雇用されため生活の安定
につながった。また、企業
が必要とする人材を確保で
きたことで産業の活性化の
支援になった。

―

事業の評価

　　　インターンシップ参加若年者数【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

10人 にする。 11人

事業の概要

・派遣業者を決定し委託契約を行う。
・派遣業者が有期雇用労働者として新規に若年者を雇用する。
・事前研修（ビジネスマナー等）【OFF-JT】を行う。
・派遣先企業【 大10社】を研修先として派遣し、実習【OJT】を行う。
（大阪府の緊急雇用創出基金（地域人材育成事業）を活用）

事業の目的
　若年者と企業の支援を目的とし、具体的には中小企業等に対して、派遣業者に雇用させた若年者を派
遣することで、若年者には賃金と技術を、企業には無償での労働力と次世代を担う人材を提供する。

事業の
スケジュール

・10月業者選定
・11月事前研修
　職場体験に必要な心構えを学ぶビジネスマナー等の研
修。
・平成22年12月から職場実習（4ヵ月程度）
　実際の職場にて就業に向け意欲および技術を高める研
修。

人権行政
推進の視点

　就職困難者や失業者へ雇
用の確保により生活の安定
につながり、また、企業に
人材を提供することで産業
の活性化の支援になる。

　

事業費内訳

事務業務委託料　　　10,174,109
総合計画コード 1-4-4 一般財源

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
目 商工振興費
項 商工費 10,174,109
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 10,174,109

平成２２年度決算

事業名
若年者有償インターンシップ事業

（地域人材育成）
委員会名 いきいき委員会



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）

説明 　事業計画時点での研修目標が達成された。この結果を産業施策に反映させていく。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

2,700,000 （正職員

事業の成果
　32時間の学科研修及び、各事業所を電話でアポを取り訪
問し調査を行うという実地研修により、営業職として求め
られるスキルを得る場の提供ができた。

人権行政
推進の成果

　失業者が雇用され生活の
安定が図れた。

―

事業の評価

　　　事業所からの回答割合【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

85% にする。 90.40%

事業の概要

　市が委託した事業者が、求職者を有期雇用し、営業人材育成を図る。(大阪府の緊急雇用創出基金
（地域人材育成事業）を活用）
・事前研修
・事業所実態調査等の実地研修。
・事業所実態調査の集計。
・調査内容報告書の作成。

事業の目的
・営業等の人材を育成するために、事前研修や事業所実態調査等の実地研修を通じた人材育成を図る。
・事業所実態調査の設問に人材ニーズに関する項目を設け、施策へ反映する。

事業の
スケジュール

・10月業者決定
・11月事前研修
・12月から3月実習

人権行政
推進の視点

　就職困難者や失業者の雇
用を確保することにより、
生活の安定につながる。
　また、企業ニーズを施策
に反映させることで産業の
活性化の支援になる。

事業費内訳

事務業務委託料　　　10,613,062
総合計画コード 1-4-4 一般財源

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
目 商工振興費
項 商工費 10,613,062
款 商工費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 10,613,062

平成２２年度決算

事業名
営業人材育成事業
（地域人材育成）

委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成21年度

指標を 0人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

説明 　環境保全と創造に向けた意欲の増進を目指すためにも、今後も継続して実施する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

4,500,000 （正職員

事業の成果

・市内公立小学校5校に環境教育教材として活用するための
雨水貯留タンクを設置。(四条南、北条、四条北、灰塚、住
道北）
・市内公立小学校4年生に環境についての副読本「大東のか
んきょう」を配布（1,343冊）。
・環境フェアを四条南小学校にて実施。

人権行政
推進の成果

　小学校における環境教育
や、壁面緑化等の活動を通
じて、市民や子ども達が環
境問題に関心を持ち、行動
する基盤づくりが少しづつ
広がってきた。

のべ　2,500　人 にする。 1,200人 1,000人

平成20年度

事業の
スケジュール

・市内公立小学校に環境教育に関する経費の補助を行う（5
校）
・市内公立小学校4年生に環境についての副読本「大東のか
んきょう」を配布
・環境フェアの実施

人権行政
推進の視点

　一人ひとりが環境問題を
身近な問題として捉え、環
境に配慮した行動を促すた
めの啓発事業を推進する。

事業の評価

　　　環境フェアの参加人数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

事業の概要
　環境の保全と創造に関する活動を実践し、環境負荷を低減するライフスタイル、事業活動を実践して
いくための人づくりを一層推進していくために、環境に対する知識の習得と、具体的な環境行動へとつ
なげるきっかけをつくる。

事業の目的 　身近な環境問題について考え、環境にやさしい生活・活動を実践できる人づくりをめざす。

その他団体補助金　　　500,000

事業費内訳

消耗品費　　　56,960
総合計画コード 3-4-4 一般財源 556,960

自治基本条例根拠条文 第5条
目 公害対策費
項 保健衛生費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 556,960

平成２２年度決算

事業名 環境教育推進事業
委員会名 いきいき委員会



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 4.06%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

説明

　地球温暖化対策は、人類の喫緊の課題として国はもとより世界的に対策行動が取り組まれており、本
市としても市民啓発等取り組みを推進していく必要がある。
　また、行政自らも一事業者として社会的責任を果たしていく必要があるとともに、市民等に対して規
範を示していかなければならないので、今後も引き続き徹底した取り組みを推進していかなければなら
ない。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

9,000,000 （正職員 0

事業の成果

・第2期大東市地球温暖化対策実行計画平成21年度実績報告
書を作成
・エコ責任者及びエコ推進員への研修会の実施
・エコアクションプランの実施
・夏季における本庁玄関前へのドライミスト
・クールアースデー・ライトダウンキャンペーンの普及啓
発
・打ち水を野崎参道商店街振興組合と野崎参道にて実施
・市立保健医療福祉ｾﾝﾀｰ屋上に20kW太陽光発電設備を設置

人権行政
推進の成果

　地球温暖化対策を進める
中にあって、温室効果ガス
の排出量削減を大きく推進
することが出来た。

4.35%

事業の評価

　　　庁内の温室効果ガス排出量削減率【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

6% にする。 集計中

事業の
スケジュール

・平成24年度までに庁内の温室効果ガス排出量を6％削減す
るために「第2期大東市地球温暖化対策実行計画」を推進す
る。
・年度当初に各課等に設置しているエコ責任者・エコ推進
員を対象とした研修会を開催する。
・温室効果ガスの排出抑制対策として、新エネルギー等の
導入を促進する。(市立保健医療福祉センターへの太陽光発
電の設置）

人権行政
推進の視点

　一人ひとりが環境を守る
意識を持ち、将来、快適で
うるおいのある豊かな生活
環境の確保を目的とする。

事業の概要
　市の事務・事業から排出される温室効果ガスを削減するために、地球温暖化対策の推進に関する法律
第20条の3第1項の規定により策定している市の率先行動計画である「大東市地球温暖化対策実行計画」
を推進する。

事業の目的 　温室効果ガスの排出量を削減する。

事業費内訳

消耗品費　　　40,540

庁用器具購入費　　　269,500
使用料及び賃借料　　　9,300
その他委託料　　　12,230,000
事務業務委託料　　　591,000

総合計画コード 3-4-3 一般財源 7,571,520
自治基本条例根拠条文 第5条

目 公害対策費
項 保健衛生費
款 衛生費

特定財源

5,568,820

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 13,140,340

平成２２年度決算

事業名 地球温暖化防止対策事業
委員会名 いきいき委員会



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 190人

人件費 円 1.5 人） （非常勤職員等 人）

説明
　本市の環境をよりよいものとし、将来の世代に引き継いでいくために今後も継続して活動を広げてい
く必要がある。今後の施策展開については行政実施型から市民協働型へと移行していくことを目指す。

事業の成果

・だいとうシニア環境大学について、3期生（22人）が平成
23年2月に卒業。また、卒業生による組織「大東環境みどり
会」が積極的に活動中。
・大東商工会議所と連携しているエコアクション21の取
得・導入支援について、平成22年度は市内企業2社が取得し
た。
・雨水貯留タンクを設置した市内の住宅15件に補助。

人権行政
推進の成果

　市民、事業者、大学、行
政等が協働で環境活動に取
り組んだ。昨年に続き、着
実に活動を広げながら、環
境や人権といった大きな課
題に向けて取り組むという
方向性を示すことができ
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

13,500,000 （正職員

にする。 1,000人

事業の評価

市民・事業者等と連携した環境事業等への1年度間の参加・参画者等【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

のべ3,000人 1,330人

事業の目的 　本市の環境をよりよいものとし、将来の世代に引き継いでいくため。

事業の
スケジュール

・菜の花プロジェクトを大阪産業大学を中心に小学校、企
業等と連携して実施する。
・地域における環境活動を先導できるような人材を育成す
るために、大阪産業大学と連携して環境教育プログラムを
実施する機関である「だいとうシニア環境大学」を実施（3
年計画の3年目）。また、卒業生を中心に組織化を目指し環
境行政のより積極的な推進を図る。
・企業の環境にやさしい事業活動を促進するために、大東
市商工会議所と連携し、自治体イニシアティブプログラム
を活用して環境マネジメントシステム「エコアクション
21」の取得・導入支援を行う。
・環境施策全般に係る年次報告書である白書「だいとうの
環境」を作成。
・雨水タンクを設置した市内の住宅（20件限定）に 大3万
円の補助を行う。

人権行政
推進の視点

　将来の世代に引き継いで
いくため、市民一人ひとり
が身近な環境問題に取り組
んでもらえるような施策や
啓発の推進を図る。

事業の概要
　大東市環境基本条例および大東市環境の保全等の推進に関する条例の理念を踏まえて、具体的な行動
を示した大東市環境基本計画（平成18年7月策定）に基づいた施策を推進する。

事業費内訳

消耗品費　　　21,522

個人補助金　　　279,000
その他団体補助金　　　397,346
事務業務委託料　　　3,003,000
印刷製本費　　　62,685

総合計画コード 3-4-1 一般財源 3,741,553
自治基本条例根拠条文 第4条　第5条 22,000

目 公害対策費
項 保健衛生費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 3,763,553

平成２２年度決算

事業名 環境基本計画推進事業
委員会名 いきいき委員会



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 18.36%

人件費 円 1.3 人） （非常勤職員等 人）

説明
　 終処分場の延命化のためのごみの減量、及び資源の有効利用を推進するため、今後も継続する必要
がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

11,700,000 （正職員 0

事業の成果

・ごみ総収集量…37,485t
・資源化量…5,404ｔ
・ごみ処理機等設置補助事業…電動式10世帯、コンポスト2
世帯、EMぼかし容器0世帯
・再生資源集団回収奨励金交付事業…回収量3,304ｔ
・樹木の資源化量…217ｔ

人権行政
推進の成果

　分別収集の協力やごみの
排出責任を明確にすること
で、お互いの権利や果たす
べき役割・責任の認識が高
まってきている。

19.02%

事業の評価

　　　再生利用の目標値【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

26% にする。 17.65%

事業の概要
　分別収集による資源化の推進や、地域で取り組まれている集団回収活動を支援する。また、道路・公
園等の公共施設から排出される樹木等を資源化することにより、ごみの減量化及び資源化を図る。

事業の目的 　ごみの減量化及び資源化の推進。

事業の
スケジュール

・再生資源集団回収奨励金交付事業…各住民団体の回収量
に応じて年2回奨励金を交付。（1キロあたり3.5円）
・拠点回収事業…ペットボトル24か所、紙パック20か所で
随時回収。
・生ごみ処理機等設置補助事業…購入費用の2分の1
（20,000円を限度）を補助（先着順）。
・樹木資源化事業…道路、公園等の公共施設から排出され
る樹木等をチップ化・堆肥化。
・庁内分別収集…市役所保管場所を設置後、市の管理する
施設から排出される資源物を分別収集。

人権行政
推進の視点

　ごみの減量化及び資源化
を集団回収などによって図
ることにより、個人の自治
的精神を向上させ共助互助
意識を高める。

個人補助金　　　217,000
事務業務委託料　　　4,916,600
印刷製本費　　　18,144

事業費内訳

報償金　　　11,946,551
総合計画コード 3-4-2 一般財源 17,098,295

自治基本条例根拠条文 第5条
目 塵芥処理費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 17,098,295

平成２２年度決算

事業名 減量化・資源化推進事業
委員会名 いきいき委員会



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 1,521t

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明

　平成18年度までの定期収集体制での委託収集量、燃えない粗大ごみ1,211tと、燃える粗大ごみ：
1,140t（一般ごみと同時収集のため基本計画での推定値による）の合計であり、平成19年度以降は大幅
な減量となっている。粗大ごみの回収方法についても市民に定着したところであることや、一定のごみ
減量実績もあることからも今後も継続して事業を推進していく必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

事業の成果
　一般家庭から排出される粗大ごみについて、電話予約制
による収集体制にした事により、市民の利便性を向上させ
ると共に、一定のごみの減量の成果がある。

人権行政
推進の成果

　減量化・資源化の取組み
を推進することにより、市
民一人ひとりの果たすべき
責務を認識できた成果と考
える。

1,495t

事業の評価

　　　収集量の目標値【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平２０年度

1,650ｔ にする。 1,599t

事業の概要
　一般家庭から排出される粗大ごみについて、電話予約制により収集処理を行う。市民からの予約申込
みには、システム機器を利用し、受付業務を委託することで迅速かつ的確な処理を行う。

事業の目的
　粗大ごみ回収を電話予約制とし、市民の利便性を向上させ、ごみ減量の意識向上及び事務の効率化を
図る。

事業の
スケジュール

・18年12月～19年3月　試行期間（システムの開発と導入、
受付センターの実施準備および本実施に向け先行予約を開
始）
・19年4月～24年3月　長期継続契約により本実施開始（受
託者との随時の会議により、必要に応じ受付システムに係
る調整を行う。）
・24年3月で長期継続契約が終了するため、24年度4月以降
は契約内容の見直しを行う予定。

人権行政
推進の視点

　市民が減量化・資源化の
取組を推進することは、お
互いの権利を守るとともに
お互いが果たすべき責務を
認識することにつながる。

事業費内訳

事務業務委託料　　　8,998,164

総合計画コード 3-4-2 一般財源 8,998,164
自治基本条例根拠条文 第20条 第21条

目 塵芥処理費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 8,998,164

平成２２年度決算

事業名 粗大ごみ回収推進事業
委員会名 いきいき委員会



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 2,386ｔ

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明

　ペットボトル及びプラスチック製容器包装の分別収集の開始により、容器包装リサイクル法対象の全
品目の分別収集を達成した。
　今後は、継続して広報誌・ごみ収集カレンダー等で市民等に対し分別収集の協力をを呼び掛け、分別
排出された資源物の再利用推進を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

1,800,000 （正職員

事業の成果
　ペットボトル及びプラスチック製容器包装の分別収集の
開始により、分別排出された対象品目を適正に収集し資源
化を図る。

人権行政
推進の成果

　資源リサイクルの重要性
について、市民一人ひとり
の理解・協力が得られた結
果であり、市民協働による
成果と考える。

2,492ｔ

事業の評価

　　　収集量の目標値【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

2,637ｔ にする。 2,295ｔ

事業の概要
　対象品目のうち、缶・ビンは、月１回の分別収集をすでに実施していたが、平成19年4月から新ペッ
トボトル及びプラスチック製容器包装の収集業務を実施。

事業の目的 　容器包装リサイクル法の対象品目の資源化の推進

事業の
スケジュール

　対象品目のうち缶・ビンは月1回の分別収集の継続実施。
19年4月から新たに実施したペットボトル及びプラスチック
製容器包装の分別収集を引き続き週1回の収集業務を継続。

人権行政
推進の視点

　限りある資源を次世代に
引き継ぐために、市民一人
ひとりが協力や責任を果た
す役割を市民と協働して推
進する。

事業費内訳

事務業務委託料　　　266,487,914

総合計画コード 3-4-2 一般財源 266,487,914
自治基本条例根拠条文 第20条　第21条 

目 塵芥処理費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 266,487,914

平成２２年度決算

事業名 容器包装リサイクル分別収集事業
委員会名 いきいき委員会



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 95団体

人件費 円 3.21 人） （非常勤職員等 人）

説明

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

27,548,000 （正職員

事業の成果
　平成22年度は、地域清掃実施自治区等及び企業数91団
体、ごみの回収量は  699㎥。

人権行政
推進の成果

　環境美化活動を通じて、
周囲に気を配れる心やお互
いを大切にする心が育ま
れ、市民の人権意識の向上
に資することができた。

95団体

事業の評価

　　　地域清掃実施団体数【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

清掃実施団体を100団体 にする。 91団体

事業の概要

・大東クリーンキャンペーン（6月1日～30日の間）として次のことを毎年実施している。
１）環境美化推進月間として、各自治区等による地域清掃を実施（ゴミ・土砂の回収および処理、病害
虫駆除の薬剤の配布）
２）｢クリーンデー｣として、市内企業の協力によるＪＲ3駅付近および主要幹線の清掃活動を実施（ご
みの回収および処理費）
３）各種団体及び協議会等による地域から集合会場(未定)まで歩きながら散乱するゴミを収集する｢だ
いとうクリーンウォーク2010＆環境フェア｣を四条南小学校で実施。

事業の目的 　｢市民｣、｢企業｣、｢行政｣が協働して美化活動をし、美しいまちづくりを進める。

事業の
スケジュール

　環境省が6月を「環境月間｣、｢6月5日環境の日｣に制定。6
月の環境月間を｢大東クリーンキャンペーン｣とし、次のこ
とを実施した。
・4月から6月の環境美化推進期間および各自治区等で年間
を通じて地域美化　清掃を自主的に取り組まれた。
・6月の第一日曜日を｢クリーンデー｣とし、市内の各企業が
主要幹線道路等の清掃活動に参加した。
・6月6日に｢クリーンウォーク2010イベント＆環境フェア｣
を四条南小学校で実施。

人権行政
推進の視点

　環境美化活動、まちをき
れいにする活動に取り組む
ことが、周囲に気を配れる
心やお互いを大切にする心
を育むことにつながり、市
民の人権意識が高まる。

自動車重量税　　　7,600
自動車損害保険料　　　20,989
手数料　　　6,970

備品購入費　　　1,312,388
使用料及び賃借料　　　1,115,500

事務業務委託料　　　11,452,312
印刷製本費　　　 55,200

事業費内訳

消耗品費　　　934,915 

施設修繕料　　　69,300

総合計画コード 3-4-4 一般財源 14,975,174
自治基本条例根拠条文 第20条 第21条 第22条 第24条

目 環境保全費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境課 事業費総額 14,975,174

平成２２年度決算

事業名 環境美化推進事業
委員会名 いきいき委員会



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 85%

人件費 円 0.74 人） （非常勤職員等 人）

説明
・人権尊重のコミュニティづくりのために今後とも継続して実施していく必要がある。
・住民のニーズに合った講座に改善し対象者を拡大し、地域住民の交流がより一層深められるように検
討する必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

8,340,000 （正職員 0.56

事業の成果
　地域の拠点であるセンターが無料または低廉な受講料で
講習講座を開催することにより、住民相互の交流の目的達
成に貢献している。

人権行政
推進の成果

　人権・同和問題の解決に
資し、互いに尊重し、健や
かで心やすらかに暮らせる
まちづくりの実現に成果が
あった。

88%

事業の評価

　　　講座出席率【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。 87%

事業の概要

　住民のニーズに合った教養・文化、地域行事、人権などの幅広い多様な講習・教室、フィールドワー
クなどを実施することにより、住民の自己実現を支援するとともに、講習等をとおして住民相互の交流
を促進し人権尊重の意識の高揚に資する。
　・識字教室　　・短期教室・講習　　・フィールドワーク　など

事業の目的
　地域住民の自己実現および文化活動の充実とともに、住民相互の交流を促進し、人権尊重の意識の高
揚を図る。

事業の
スケジュール

・識字教室…月～金曜日、午後1時～5時30分
・短期教室・講習…料理教室、太鼓教室、ギター教室、趣
味の製作、パソコン講習会5日コース・1日講習、デジカメ
教室、ビデオ教室　など
・フィールドワーク…人権博物館　ほか

人権行政
推進の視点

　講習等の受講をとおし
て、互いが尊重し、多様な
個性が結び合い、心の通
う、個々人が尊重される意
識の向上に貢献している。

庁用器具購入費　　　379,150
使用料及び賃借料　　　55,650
通信運搬費　　　6,600
消耗品費　　　24,033

事業費内訳

報償金　　　1,131,140
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,456,663

自治基本条例根拠条文 第22条 139,910
目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　北条人権文化センター 事業費総額 1,596,573

平成22年度決算

事業名 各種講習講座事業（北条）
委員会名 いきいき委員会



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 974人

人件費 円 1.4 人） （非常勤職員等 人）

説明

　同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するための啓発・研修・交流促進事業は今後も継続して
実施していく必要がある。
　実施にあたっては、地域に精通し、市の人権施策推進の協力機関である特定非営利法人ほうじょうと
連携を深める必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

12,750,000 （正職員 0.05

事業の成果

　地域啓発紙は、地域に密着した内容の充実に努め、人
権・同和問題の啓発や福祉の向上、住民相互の交流に果た
す役割は大きい。啓発・研修事業は、人権尊重の認識を深
める企画をし、参加者の評価は高い。交流促進事業によっ
て住民相互の交流を深め、豊かな人間関係づくりに貢献し
ている。

人権行政
推進の成果

　啓発・研修事業は人権尊
重の認識を深め、啓発の実
践者となる大きな成果が
あった。交流促進事業は、
多様な個性が結び合い、心
の通うまちづくりの実現に
成果があった。

1,053人

事業の評価

　　　のべ参加数【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

1,200人 にする。 1,011人

事業の概要
　同和問題をはじめとする人権問題への理解を深め、地域における人権意識の高揚を図るとともに地域
住民相互の理解と交流を図るために、研修・講座・啓発紙発行等の事業を行う。

事業の目的
　同和問題をはじめとする人権問題への理解を深め、地域における人権意識の高揚を図るとともに地域
住民相互の理解と交流を図る。

事業の
スケジュール

・北条タウン紙「みらい・未来」（毎月発行、中学校区に
配布）
・人権バスツアー（年1回）
・交流促進事業　パソコンルーム(月8回＝火曜日・木曜
日・土曜日）、親子ふれあい夏の夕べ(年1回)　ほか

人権行政
推進の視点

　研修事業、啓発紙発行
は、人権尊重の認識と人権
尊重の実践者の育成に貢献
している。交流促進事業、
夏の夕べは多様な個性が結
び合い、心の通う楽しいま
ちづくりに貢献している。

使用料及び賃借料　　　99,400
印刷製本費　　　921,800
消耗品費　　　74,368
普通旅費　　　10,000

事業費内訳

報償金　　　770,000

庁用器具購入費　　　76,500

総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,930,268
自治基本条例根拠条文 第20条第1項 21,800

目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　北条人権文化センター 事業費総額 1,952,068

平成22年度決算

事業名 地域啓発事業（北条）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２１年度

65件

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

説明
　住民の自立支援、福祉の向上を図るための相談事業は、今後ますます重要となる事業である。
　今後とも市民の自立を支援する機能・体制の充実とそのＰＲの強化が必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

510,000 （正職員 0.02

事業の成果

 相談員は、さまざまな課題等を有する人々のニーズや地域
の課題を的確に把握し、必要な関係機関との調整や自立支
援を行っており、福祉の向上と地域福祉の推進に大いに貢
献している。
　平成22年度  延べ相談件数1,046件

人権行政
推進の成果

　市民一人ひとりがその権
利について自覚し、主張
し、互いに尊重しあう「人
権文化の構築」の実現に成
果があった。

90件

事業費内訳

事業の評価

　　　相談件数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成２２年度 平成２０年度

67件

事業の概要
　大阪府総合相談事業交付金の対象事業である。実施にあたっては、同和問題をはじめとする人権問題
に長年携わり、知識・経験・ノウハウを有し、地域事情に精通し、生活上のさまざまな課題やニーズ等
を把握して問題解決にあたることができる団体に委託している事業である。

事業の目的 　住民の様々な課題等を的確に把握し、問題解決に必要な自立支援および福祉の向上を図る。

事業の
スケジュール

・総合生活相談　月曜日～土曜日(午前9時～午後5時30分）
ただし、火曜日・金曜日は午後8時30分まで
・出張なんでも相談会　月4回(4箇所）、1箇所2時間
・在宅保健医療福祉サービス調整会議　高齢者・障害者等
に対する福祉等の専門的支援について関係機関が協働体制
により適切に実施するケース検討会議(年12回）とケース検
討実施後の困難事例をケースマネジメントする調整会議(年
4回）がある。
・アウトリーチ

人権行政
推進の視点

　相談をつうじて、生活上
の様々な課題や住民ニーズ
等を発見し、住民自らが市
民的権利を自覚するための
自立支援を行う。

事務事業委託料　　　3,675,000
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,869,000

自治基本条例根拠条文 第20条第2項　第27条
目 人権文化センター費
項 社会福祉費 1,806,000
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　北条人権文化センター 事業費総額 3,675,000

平成22年度決算

事業名 総合生活相談委託事業（北条）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２１年度

9件

人件費 円 0.04 人） （非常勤職員等 人）

説明

・基本的人権に関する施策は行政の課題であり、縮小・廃止の余地はない。
・相談の内容は複雑多様化しており、解決に向けて関係機関との調整等のきめ細かな対応と、解決まで
に相当な労力を要し、人権相談に永年の経験と実績がある団体に今後も委託する。
・今後とも、市民が安心して相談できる機能・体制の充実と、そのＰＲの強化が必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

360,000 （正職員

事業の成果

　問題解決のために関係機関との調整や市民自らが解決出
来るように自立支援を行っており、同和問題をはじめ人権
問題の解決にとって成果は大きい。
　平成22年度　延べ相談件数66件

人権行政
推進の成果

　自らが自覚し、主張し、
互いに尊重しあう社会の構
築と、行政課題を発見する
成果があった。

3件

事業費内訳

事業の評価

　　　実相談件数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成２２年度 平成２０年度

15件

事業の概要
　大阪府総合相談事業交付金の対象事業である。実施にあたっては、同和問題をはじめとする人権問題
に長年携わり、知識・経験・ノウハウを有し、地域事情に精通し、生活上の様々な課題やニーズ等を的
確に把握して問題解決にあたることができる団体に委託している事業である。

事業の目的
　人権侵害を受け、または受けるおそれがある市民自らが課題を解決できるように、適切な助言等の支
援をするとともに、人権相談をとおしてニーズの的確な把握をし、施策の発展に資する。

事業の
スケジュール

・人権相談　月曜日～土曜日(午前9時～午後5時30分）ただ
し、火曜日・金曜日は午後8時30分まで
・出張なんでも相談会　月4回(4箇所）、1箇所2時間
・支援方策検討会　問題解決のために、多角的な観点から
総合的な支援方策の必要があるときに、関係機関等の出席
を求め、適切な支援方策を実施する。
・アウトリーチ

人権行政
推進の視点

　適切な助言等の支援を行
うことにより、市民自らが
基本的人権に関わる問題解
決ができるように支援を行
うとともに、相談をとおし
て行政課題を分析する。

事務事業委託料　　　2,678,000
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,362,000

自治基本条例根拠条文 第20条第2項
目 人権文化センター費
項 社会福祉費 1,316,000
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　北条人権文化センター 事業費総額 2,678,000

平成22年度決算

事業名 人権ケースワーク委託事業（北条）
委員会名 いきいき委員会



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 60回

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

説明
　特定非営利活動法人ほうじょうは、人権問題をはじめとした住みよい地域づくりの発展に寄与する地
域に根ざした活動を行う団体であり、引き続き支援する必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

90,000 （正職員

事業の成果

〈人権啓発講座等〉
①人権学習・後援会「日本の伝統芸能を伝える」～太鼓集
団「魁」と猿舞座～18回
②機関紙「ｙｏｕ・友」12回発行（北条中学校区他に5,000
部配布）
③太鼓教室・指導24回
〈地域の安全パトロール事業>
青色防犯パトロール車による見守り94回、延べ282人参加、
パトロール総距離752ｋｍ

人権行政
推進の成果

　全ての人が心豊かにふれ
合える住みよい地域社会づ
くりの活動を支援し、その
推進に寄与した。

55回

事業の評価

　　　人権啓発講座等実施回数【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

85回 にする。 54回

事業の概要
　同和問題をはじめとする人権問題の解決、福祉の向上および交流活動などに実績がある特定非営利活
動法人ほうじょうは、市の人権、福祉等の発展に寄与する協力機関であり、その運営を支援するために
補助を行う。

事業の目的
　地域住民の福祉、保健、医療、教育、就労、環境等に係る人権の確立、維持および発展に寄与する活
動を支援する。

事業の
スケジュール

　地域住民の福祉、保健、医療、教育、就労、環境等に係
る人権の確立、維持および発展に寄与する活動等を行う。
①人権・同和問題の解決のための事業の効率的、効果的な
実施促進に必要な施策の調査、研究
②人権・同和問題解決のための施策・制度の研究および広
報活動・自主自立の支援のため、北条人権文化センターを
はじめとする関係行政機関への連絡、照会等

人権行政
推進の視点

　全ての人が尊厳され、固
有の権利、個人としての生
存と自由を確保し、幸福な
生活を営む社会の実現に貢
献している。

事業費内訳

その他団体補助金　　　2,700,000

総合計画コード 1-1-2 一般財源 2,700,000
自治基本条例根拠条文 第16条第1項

目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　北条人権文化センター 事業費総額 2,700,000

平成22年度決算

事業名 地域活動支援補助事業（北条）
委員会名 いきいき委員会



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 0.91 人） （非常勤職員等 人）

説明
　人権尊重のコミュニティづくりのために、今後とも内容を精査しながら継続して実施していく。
　但し、住民のニーズに合った各種講習講座の再構築を図る必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

8,190,000 （正職員

事業の成果
　住民ニーズに即した、多くの住民が受講できる講座を企
画する事によって、新たな参加者が増加し、住民交流を広
げることができた。

人権行政
推進の成果

　住民生活における文化活
動の充実と、人権問題に対
する関心の契機を作り出す
ことに成果があった。

100% にする。 93.8% 77.7%

平成20年度

事業の
スケジュール

短期講座
・パソコン講座（初級）（前期　5月～7月　7月～9月）
（後期　10月～12月　1月～3月）
・パソコン講座（中級）（前期　7月～9月）（後期　1月～
2月）
・識字講座（年84回実施）
・短期講座　各講座で1回～4回実施。

人権行政
推進の視点

　講習講座の受講によって
たがいが尊重し、多様な個
性が結び合い、心の通う
個々人が尊厳される意識の
向上を図る。

事業の評価

　　　講座出席率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

事業の目的 　地域住民の自立意識の向上と生活改善及び文化活動の充実を図りつつ住民相互の交流を目的とする。

事業費内訳

報償金　　　1,394,000     

事業の概要

　生活や就労支援に結びつく住民ニーズにあった講座を開催することにより、広く住民相互の交流促進
と文化活動に資する。
　パソコン講座、識字教室等を実施している。短期講座では、レザークラフト講座・ソバ打ち実習講座
などを実施している。

庁用器具購入費　　　600,200
消耗品費　　　21,485

総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,791,785
自治基本条例根拠条文 第22条 223,900

目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　野崎人権文化センター 事業費総額 2,015,685

平成２２年度決算

事業名 各種講習講座事業(野崎）
委員会名 いきいき委員会



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 281人

人件費 円 1.36 人） （非常勤職員等 人）

説明

　同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するために、事業内容を精査しつつ継続して実施してい
く必要がある。
　実施にあたっては、地域に精通していて、市の人権施策を円滑に推進する協力機関である大東市野崎
地域人権協議会と連携を深める必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

12,240,000 （正職員

事業の成果

　地域啓発紙の発行については、人権関係の記事及び地域
に密着した内容の掲載に努め、交流・研修事業の実施につ
いては参加者に人権問題への関心を深め、知識・認識を、
より一層深めるような企画をしており、人権・同和問題の
啓発や住民相互に果たす役割は大きい。

人権行政
推進の成果

　人権尊重の認識を深め、
啓発の実践者となる大きな
成果があった。また多様な
個性が結び合い、心の通う
楽しいまちづくりの実現に
効果があった。

1,095人

事業の評価

　　　のべ参加者数【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

1,200人 にする。 1,093人

事業の概要
人権尊重のコミュニティづくりの施策として、次の事業を実施している。
・地域啓発紙発行　・ふれあい人権研修会事業　・交流促進事業

事業の目的
　同和問題をはじめとする人権問題への理解を深め、地域における人権意識の高揚を図るとともに地域
住民相互の理解と交流を図る。

事業の
スケジュール

地域啓発紙　年12回発行（中学校区の一部地域等に配布）
ふれあう人権研修会　年2回実施
のざきフェスタ（11月23日実施）
交流促進（パソコン相談）事業（月2回　年間で24回実施）
七夕笹飾り（7月開催）

人権行政
推進の視点

　人権尊重の認識と人権尊
重の活動の実践者の育成を
図るとともに、多様な個性
が結び合い、心の通う楽し
いまちづくりの実現を図
る。

使用料及び賃借料　　　88,190
印刷製本費　　　739,900
消耗品費　　　76,527

事業費内訳

報償金　　　29,000
総合計画コード 1-1-2 一般財源 933,617

自治基本条例根拠条文 第20条第１項
目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　野崎人権文化センター 事業費総額 933,617

平成２２年度決算

事業名 地域啓発事業（野崎）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２１年度

281件

人件費 円 0.06 人） （非常勤職員等 人）

説明
　大東市人権行政基本方針を踏まえ、人権・同和問題の解決を目指して、今後とも相談事業の充実を図
る必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

540,000 （正職員

事業の成果

　身近な相談窓口として、様々な課題をもった人々の立場
に立った相談事業を実施することによって、福祉の向上と
自立支援など地域福祉の推進に大いに資している。
　のべ相談件数 　　160件

人権行政
推進の成果

　市民一人ひとりが市民的
権利を自覚し、「互いに尊
重し、健やかで、心やすら
かに暮らせるまち」づくり
の実現に成果があった。

事業の評価

　　　相談件数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成2２年度 平成２０年度

160件 310件

事業の目的 　住民の生活上の様々な課題や住民ニーズ等を発見し、住民の自立支援及び福祉の向上を図る。

事業の
スケジュール

・総合生活相談日
12月29日～1月4日および祝日を除く毎週月曜日～土曜日
（午前9時～午後5時30分）に実施している。
ただし、木曜日は午後8時30分まで。
なお毎月第1土曜日、第4月曜日のみ午後8時30分まで。

人権行政
推進の視点

　生活上の課題を解決する
ために必要な施策等を活用
し、自立支援と市民的権利
の確立を図る。

事業の概要
　府の交付金対象事業である。実施にあたっては同和問題をはじめとする人権問題に長年携わり、課題
やニーズ等を的確に把握して問題解決にあたることができる団体に委託している事業である。

事業費内訳

事務事業委託料　　　3,675,000
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,869,000

自治基本条例根拠条文 第20条第2項　第27条
目 人権文化センター費
項 社会福祉費 1,806,000
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　野崎人権文化センター 事業費総額 3,675,000

平成２２年度決算

事業名 総合生活相談委託事業(野崎）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成２１年度

79件

人件費 円 0.06 人） （非常勤職員等 人）

説明
　基本的人権に関する施策は行政の責務であり、縮小廃止はありえない。
　大東市人権行政基本方針を踏まえ、人権・同和問題の解決を目指して、今後とも相談事業の充実を図
る必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

540,000 （正職員

事業の成果

　人権侵害を受けた人の多くが誰にも相談することなく一
人で悩んでいるという実態を踏まえ、身近に相談できる人
権相談の窓口を設置することは、相談件数の多寡に関わら
ず人権・同和問題の解決にとって、その成果は大きい。
　のべ相談件数　1,838件

人権行政
推進の成果

　市民一人ひとりが自己解
決力をつけることによっ
て、「互いに尊重し、健や
かで、心やすらかに暮らせ
るまち」づくりの実現に成
果があった。

事業の評価

　　　実相談件数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成2２年度 平成２０年度

182件 75件

事業の目的
　人権侵害を受け、または受けるおそれのある市民が、自らの自主的な判断により課題を解決すること
ができるように、事案に応じた適切な助言や情報提供などにより支援するとともに、人権相談を通して
ニーズの的確な把握をし、市民の人権擁護確立に資する。

事業の
スケジュール

人権相談日　　12月29日～1月4日および祝日を除く
毎週月曜日～土曜日（午前9時～午後5時30分）
ただし、木曜日は午後8時30分まで。
なお毎月第1土曜日、第4月曜日のみ午後8時30分まで。

人権行政
推進の視点

　人権侵害を受け、又は受
けるおそれのある市民に対
して、自己解決力をつける
機会や相談を通じて課題解
決のための施策の増進を図
る。

事業の概要
　大阪府の交付金対象事業である。実施にあたっては同和問題をはじめとする人権問題に長年携わり、
課題やニーズ等を的確に把握して問題解決にあたることができる団体に委託している事業である。

事業費内訳

事務事業委託料　　　2,678,000
総合計画コード 1-1-2 一般財源 1,362,000

自治基本条例根拠条文 第20条第2項
目 人権文化センター費
項 社会福祉費 1,316,000
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　野崎人権文化センター 事業費総額 2,678,000

平成２２年度決算

事業名 人権ケースワーク委託事業（野崎）
委員会名 いきいき委員会



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 10回

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

説明
　大東市野崎地域人権協議会は、人権問題をはじめとした住みよい地域づくりの発展に寄与する地域に
根ざした活動を行う団体であり、引き続き支援する必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

90,000 （正職員

事業の成果

　異年齢交流事業では、保育所・老人憩の家・障害者通所
施設等と連携し、さつま芋の苗植え→収穫→焼き芋大会を
実施し、地域住民の相互交流に貢献した。また自殺防止に
関する啓発研修会を実施し、第1部では自殺防止に取り組む
ＮＰＯ法人から招いた講師による講演会、第2部では出席者
によるロールプレイングを実施したことで、自殺防止問題
について学習する機会を提供した。

人権行政
推進の成果

　全ての人が心豊かにふれ
あえる住みよい地域社会づ
くりの活動を支援し、その
推進に寄与した。

事業の評価

　　　事業実施・イベント回数【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

23回 にする。 8回

事業の目的
　地域住民の福祉、保健、医療、教育、就労、環境等に係る人権の確立維持および発展に寄与する活動
を支援する。

事業の
スケジュール

　地域住民の福祉、保健、医療、教育、就労、環境等に係
る人権の確立、維持および発展に寄与する活動内容を行
う。

人権行政
推進の視点

　全ての人の尊厳が保障さ
れ、固有の権利や個人の生
存と自由を確保し、幸福な
生活を営む社会の実現を図
る。

15回

事業の概要
　同和問題をはじめとする人権問題の解決のための活動に実績があり、市の協力機関であると位置づけ
られている大東市野崎地域人権協議会の運営安定化を図るために人件費、事業費等の補助を行うこと。

事業費内訳

その他団体補助金　　　2,700,000

総合計画コード 1-1-2 一般財源 2,700,000
自治基本条例根拠条文 第16条第１項

目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 市民生活部 人権課　野崎人権文化センター 事業費総額 2,700,000

平成２２年度決算

事業名 地域活動支援補助事業（野崎）
委員会名 いきいき委員会



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２1年度

指標を 16団体

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 社会福祉協議会関係助成事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 49,963,227

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 10,272,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第24条第2項
総合計画コード 1-3-1 一般財源 39,691,227

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,847,000
その他団体補助金　 　47,116,227

人権行政
推進の視点

平成20年度

にする。 17団体

事業の概要

　社会福祉協議会の運営は、賛助金･寄付金・募金と本市からの補助金・委託料で行われているが、そ
の財政基盤の確立（安定）が必要である。
　地域福祉が重要視される現在、社会福祉協議会の役割は、ますます増大し、市との連携も重要であ
り、支援が必要である。

事業の目的
　社会福祉事業の充実と地域福祉活動の振興を図るため、社会福祉協議会に対し助成するとともに、本
市業務の一部を委託する。

事業の
スケジュール

・共同募金・歳末助け合い運動の実施
・献血
・福祉機器銀行
・小地域ネットワーク活動（個別援助・グループ援助）
・民生委員児童委員協議会、原爆被害者の会事務局

　市民の諸権利を擁護する
と共に、市民協働のもと事
業を展開する。

事業の評価

　　　社会福祉協議会ボランティア登録団体数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

16団体

1,350,000 （正職員

20団体

事業の成果
　潜在的な地域力の高揚を促し、社会福祉事業の充実と地
域福祉活動の振興を図った。

人権行政
推進の成果

　市民の諸権利を擁護する
と共に、市民協働のもと事
業展開が行われた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　社会福祉協議会の経営改革を継続して促す。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

8箇所

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 コミュニティソーシャルワーカー配置事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 46,400,000

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 46,400,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第24条第2項
総合計画コード 1-3-1 一般財源

事務業務委託料　　　46,400,000

事業の概要
　身近な地域において援護を要する高齢者、障害者、子育て中の親などの見守り、課題の発見、専門的
相談の実施、必要なサービスや専門機関へのつなぎ等を行うコミュニティソーシャルワーカーを配置
し、地域の要援護者等の福祉の向上と自立生活の支援のための基盤づくりを行う。

事業の目的
　地域における援護を要するあらゆる者またはその家族・親族等の支援を通じて、地域の要援護者等の
福祉の向上と自立生活の支援のための基盤づくりを行い、地域福祉の計画的推進に資することにより、
健康福祉セーフティネットの構築を図る。

事業の
スケジュール

・ＣＳＷ協議会の開催（月1回）
・地域福祉計画推進の情報提供
・要援護者の個別支援
・セーフティネットワーク体制づくり
・市の各種会議への参画
・地域ＳＯＳカード登録システムの推進
・広報誌の発行

人権行政
推進の視点

　相談を通じて自立の支援
を行うと共に、セーフティ
ネット構築に向けた体制づ
くりを行う。

事業費内訳

事業の評価

　　　コミュニティソーシャルワーカー配置数【平成18年度設定】

目標値 配置箇所数8箇所を維持する 実績値
平成22年度 平成20年度

8箇所 8箇所

5,400,000 （正職員

事業の成果
　相談を受け、各関係機関へのつなぎを行い、福祉活動団
体・関係機関と連携を深めることにより、ネットワーク化
が図られ、地域福祉の推進が図られた。

人権行政
推進の成果

　相談を通じて、自立の支
援を行うと共に、各関係機
関との連携により、セーフ
ティネット構築の体制づく
りが行われた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　専門的資格を有するコミュニティソーシャルワーカーを配置し、セーフティネットの体制づくりを行
い、地域福祉の推進を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

52人

人件費 円 0.8 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 住宅手当緊急特別措置事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 144,098,583

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 144,098,583
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 1-4-2 一般財源

消耗品費　　　143,998

国に対する償還金　102,263,000

事務業務委託料　　　3,937,000
通信運搬費　　　30,955
扶助費　　　36,608,600
臨時職員給　　　1,115,030

事業の概要
　住宅手当緊急特別措置事業は、緊急雇用対策の一環として平成21年10月1日から実施されたもので、
住宅を喪失した離職者等のうち就労能力及び就労意欲のあるものに対して、住宅手当を支給し、住宅及
び就労機会の確保に向けた支援を行うものである。（10／10国補助事業）

事業の目的
　住宅を喪失したまたは喪失のおそれのある離職者等のうち就労能力及び就労意欲のある者に対して、
住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

事業の
スケジュール

平成21年10月～事業実施

①離職者からの相談に対し、制度の説明をする。
②支給要件に該当していれば、申請受付する。
③住宅手当支給と平行し、就労支援を行う。

人権行政
推進の視点

　住宅喪失によるホームレ
ス状態を回避すべき事業と
して重要である。

事業費内訳

事業の評価

　　　支給者数【平成21年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

131人 ―

7,200,000 （正職員

事業の成果

　住宅手当を支給することで就職活動に専念することがで
きた。
　また、各機関と連携をとることにより、就労の機会の推
進が図られた。

人権行政
推進の成果

　住宅喪失によるホームレ
ス状態を回避すべき事業と
して受給者の権利擁護に寄
与した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　就労能力及び就労意欲のある失業者に対し、 大6ヶ月（延長3ヶ月）の住宅手当を支給し、就労の機
会の推進を図る。平成23年度に事業終了予定。



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 1か所

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（任意）ＳＯＳカード登録推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 3,449,375

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第24条第2項 3,449,375
総合計画コード 1-3-1 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,449,375

　関係機関が情報を共有化
することで、緊急時にも適
切な対応ができる。

にする。 4か所

事業の概要
　民生委員、校区福祉委員、コミュニティソーシャルワーカー等を中心に、高齢者等の安否確認や見守
りに必要な個人情報をＳＯＳカードにて収集する。収集した情報は安心いきいきネットワーク事業のシ
ステムで管理する。

事業の目的
　地域に居住する高齢者等の課題やニーズ等の状況を把握し、適切に対応できるよう情報の共有化を行
う。

事業の
スケジュール

　関係機関、区長を交えた懇談会の実施

・平成21年度　1ヵ所
・平成22年度　3ヵ所
・平成23年度　4ヵ所（予定）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　市内中学校区【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

8か所 ―

1,350,000 （正職員

事業の成果
　緊急時に連絡等が行うことができ、高齢者の安否の確認
等迅速な対応ができた。

人権行政
推進の成果

　関係機関が情報を共有化
することで、緊急時にも適
切な対応ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　単身高齢者等の災害時等の対応（安否確認・応急処置等）を迅速に対応、また地域における見守り活
動等を行うための環境整備を推進する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 25 平成２1年度

指標を 74件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 長寿祝金・記念品等給付事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 421,384

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
総合計画コード 1-3-1 一般財源 421,384

事業費内訳

賞賜金　　　    　　　　421,384

　多年にわたり社会の発展
に寄与された高齢者に敬意
と謝意を表すことにより、
市民一人ひとりが高齢者の
福祉について関心と理解を
深められ、高齢者との社会
交流に貢献していく。

にする。 83件

事業の概要

〔内容〕満100歳の者、 高齢者および金婚者を祝福する。
〔対象者〕
①満100歳の者とは、9月1日において満100歳の者で、本市に引き続き1年以上居住している者をいう。
② 高齢者とは、9月1日時点において大東市内の 高齢の男女各1名ずつをいう。
③金婚者とは結婚50年目の夫婦をいう。

事業の目的 　敬老の念を新たにし、日ごろから高齢者の労苦に報いる。

事業の
スケジュール

・9月の高齢者月間に 高齢者祝金、100歳祝金を支給。
・同月の老人福祉大会にて金婚式式典を祝う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　給付件数【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件 65件

900, 000 （正職員

事業の成果
・100歳祝金　8件
・ 高齢者　2件
・金婚祝対象者　73件

人権行政
推進の成果

　高齢者へのお祝い事業を
通じて畏敬の念を表せたこ
とは、高齢者があらためて
自己の価値の尊さを確かめ
ることに貢献することがで
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　敬老行事により畏敬の念を表すと共に、今後も広報誌や健康カレンダー等を活用し、高齢月間につい
て広く周知し、市民が関心を持てるように努める。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 23 平成２1年度

指標を 1,159人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 大東市シルバー人材センター補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 16,130,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 1,980,000
総合計画コード 1-3-2 一般財源 14,150,000

事業費内訳

その他負担金　　　130,000
その他団体補助金　　16,000,000

　就業は、高齢者にとって
「自立」と「生きがい」を
もたらすものであり、生活
の質を高めながら、よりよ
い健康的な生活を送れるよ
うにする。

にする。 1,161人

事業の概要
　高齢者等の雇用の安定等に関する法律第40条に基づく補助事業であり、シルバー人材センター連合に
対して高年齢者就業機会確保事業等補助金や国・府シルバー事業協会への賛助会費を交付する。

事業の目的 　高齢者の就業、生きがいづくり、交流を推進する。

事業の
スケジュール

　通年で実施
人権行政

推進の視点

事業の評価

　　　登録会員数【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

1,200人 1,099人

180,000 （正職員

事業の成果
　会員人数は平成20年より62人増加した。就業率は86.0％
であり昨年度と比べ2％増加した。

人権行政
推進の成果

　高齢者の就業を通じての
社会参加と地域社会への貢
献を促進し「自立」と「生
きがい」の機会となってい
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　今後も多くの高齢者に就業の機会を確保し、その就業を援助して生きがいの充実、社会参加の推進を
図り、高齢者の能力を活かした地域社会づくりに貢献する。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指数

平成 23 平成２１年度

指標を 0人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 在宅給食サービス事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 91,400

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第24条第2項
総合計画コード 1-3-2 一般財源 91,400

事業費内訳

事務業務委託料　　　91,400 

　重度障害者の低栄養状態
の防止及び安否確認を目的
とし、栄養状態の改善及び
地域における自立した在宅
生活に貢献している。

にする。 4人

事業の概要

　在宅給食サービスは和光苑、バイオテック大阪の2社に事業を委託し自力での調理及び材料の調達が
困難な方で、低栄養状態でサービスの提供や見守りが必要であると認められる高齢者・重度障害者に対
し希望する日にバランスのとれた昼食を配達する。この事業は65歳以下の重度障害者の方等を対象とし
ており、65歳以上は地域支援事業(任意）で明記している。

事業の目的 　重度障害者の方の低栄養状態の改善及び安否確認

事業の
スケジュール

　利用者の希望日に応じて昼食を配達する。
人権行政

推進の視点

事業の評価

　　　利用者人数【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

10人 6人

180,000 （正職員 0

事業の成果
　重度障害者等の利用者の減少は自立支援法による利用に
移行したものである。地域支援事業での利用者の増加とと
もに啓発を図る必要がある。

人権行政
推進の成果

　重度障害者の低栄養状態
の防止及び安否確認を目的
とし、栄養状態の改善及び
地域における自立した在宅
生活に貢献している。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　平成23年度より65歳以下の重度障害者へは障害福祉課が事務担当となる。65歳に到達すると地域支援
事業の対象となる。



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 410件

人件費 円 0.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 緊急通報体制整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 3,950,683

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 3-5-2 一般財源 3,950,683

事業費内訳

通信運搬費　　　956,518
事務業務委託料　　　2,199,000
使用料及び賃借料　　　724,500
物品修繕料　　　70,665

　一人暮らしの虚弱高齢
者・重度障害者に緊急通報
システムを取り付けること
により、急病等や災害時に
おける不安を取り除き、在
宅で安心できる生活を確保
し、福祉の向上に寄与す
る。

にする。 382件

事業の概要
　緊急通報システムの確立により、相談員が常駐し発信された通報に対して自動的に、発信者氏名・住
所・既往歴・協力者の連絡先等の関連情報を画面で把握し、適切に対応する。
　また希望者には月1回程度の「お元気コール」を実施している。

事業の目的 　一人暮らしの虚弱高齢者・重度障害者の急病や災害時において迅速かつ適切な対応を推進する。

事業の
スケジュール

　通年24時間体制で実施
人権行政

推進の視点

事業の評価

　　　通報装置貸与数【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

500件 420件

6,300,000 （正職員

事業の成果

　一人暮らしの高齢者等への緊急通報装置設置によりセン
ターへの緊急コールが855件あった。その内188件が連絡調
整に至っており緊急時の体制整備として機能していると言
える。
　設置者数は43件あるものの廃止者数（死亡や転出等）が
上回っている為実績数は減少している。

人権行政
推進の成果

　緊急時に他者への連絡や
非難が困難な独居高齢者や
障害者にとってボタン一つ
で対応できる装置があるこ
とは安心感が得られる。高
齢者および障害者の福祉の
向上に寄与できている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　緊急通報装置を設置することで独居高齢者や重度障害者が自分自身の緊急時ネットワークを構築する
ことができる。地域にネットワークを広げていくことで緊急時や災害時の安全性を高められる。
　今後はまだシステムを知らない対象者に周知できるよう民生委員や居宅サービス事業所と協力して必
要な対象者を発見していく。また本システムは第三者の協力を必要としているので高齢者以外の市民へ
の広報誌や出前講座を通じての啓発も必要である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 639人

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

所属
福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 9,157,560

保健医療部 地域保健課

特定財源
款 民生費

目 老人福祉総務費 9,157,560
項 老人福祉費

事務業務委託料　　　6,077,760
その他扶助費　　　2,228,000

事業の概要
　家族介護用品支給・紙おむつ給付事業、家族介護者元気回復事業、シルバーハウジング運営事業、単
位老人クラブ友愛訪問活動、在宅給食サービス事業、福祉用具・住宅改修地域利用促進事業を実施する
ことにより、高齢者や介護家族が住み慣れた地域で暮らせるよう在宅生活を支援する。

事業の目的
　いつまでも元気に安心して住みなれた地域で暮らせるように高齢者やその家族を支える。また、保険
者として介護保険事業の運営の安定化を図ったり、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的と
する。

平成22年度 平成20年度

700人 にする。

事業費内訳

報償金　　　851,800

人権行政
推進の視点

　高齢者ができる限り健康
で心豊かに暮らすこと、ま
た社会の重要な一員として
活動に参加することを促す
取組であり、市民の自立や
エンパワーメント、支えあ
う地域コミュニティの生成
を目指す。

657人 570人

　　　友愛訪問活動実人数【平成21年度設定】

年度までに
実績値

3,150,000 （正職員

事業の評価
目標値

　介護家族者へのリフレッ
シュの時間や在宅福祉サー
ビスを提供することにより
要援助者および家族介護者
の福祉の向上を図る。

地域支援事業（任意）在宅生活支援事業事業名

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の
スケジュール

完了

平成２２年度決算

　家族介護者元気回復事業、老人クラブ友愛訪問活動を実
施し、一定人数の参加があり、成果が出ている。在宅給食
サービスや介護用品支給事業により介護家族を含めた支援
も実施できている。

事業の成果

自治基本条例根拠条文 第24条第1項 一般財源

説明
　今後、実態把握をし、計画を立て、民生委員児童委員協議会や校区福祉委員会、サルビアの会などと
の連携を図りながら地域で暮らす高齢者および介護家族の生活が維持できるように推進していく。

いきいき委員会委員会名

　民生委員児童委員協議会や校区福祉委員会、介護者家族
の会「サルビアの会」等と連携を取りながら、閉じこもり
防止や要介護者および介護者への支援を行う。

総合計画コード 1-3-2

人権行政
推進の成果



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 6事業者

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 福祉有償運送運営協議会事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 14,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
総合計画コード 1-3-2 一般財源 14,000

　福祉有償運送協議会を設置し、実施団体の審査（事業者の申請から許可及び登録）および協議会分担
金の支出を行う。

送迎サービス事業内容
〔内容〕非営利法人が高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象
に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う福祉車両による移動サービス
〔対象者〕介護保険の要支援および要介護認定を受けている者、障害者、治療中の者等
〔自己負担〕会員登録料および利用料（タクシーの半額程度）
〔方法〕サービス実施団体（市内5箇所、他市1箇所のうちいずれか）の会員になる必要がある。詳細は
直接実施団体に申し込む。

事業の目的 　送迎サービスを行う非営利法人の適正な審査及び審議を行う。

事業費内訳

その他負担金　　　14,000円

にする。 6事業者

事業の
スケジュール

　協議会年4回実施。
人権行政

推進の視点

　移動制約者がサービスを
利用することにより、参加
制約や行動制限を感じるこ
となく生活の幅を広げるこ
とができる。

事業の概要

事業の評価

　　　事業者数【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

8事業所 6事業者

450,000 （正職員

事業の成果
　年4回の協議会が行われ適正な運営が行われていることを
審査できた。事業者数に変化はないものの登録利用者数は
増加している。

人権行政
推進の成果

　高齢者や障害者等の移動
制約者がサービスを利用す
ることにより自分の望む生
活や社会参加を行うことが
できたと推測する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　高齢者や障害者等の移動弱者への移動支援サービスを行うことは閉じこもりを防ぐとともに社会参加
において重要なことであり福祉有償運送サービスを利用することで貢献ができている。ただし現在の体
制で移動制約者のニーズが満たされているとはいえない為登録事業者数の増加およびサービス利用者数
の増加が求められる。加えて事業者や移動制約者の声を聞き改善策を協議会で協議していくことが必要
である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を ─

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 自治会館高齢者スペース設置補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課 事業費総額 30,000,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費 22,500,000

自治基本条例根拠条文 第10条第3項
総合計画コード 1-3-2 一般財源 7,500,000

事業の目的
　自治会館という身近な場所において高齢者の活動スペースを確保し、高齢者の福祉の向上や健康づく
りに役立てる。

事業費内訳

施設整備補助金　　　30,000,000

にする。 80%

事業の
スケジュール

・三箇高齢者スペースは平成23年7月末に完工。
人権行政

推進の視点

　老人福祉施設の利用は高
齢者の孤独感解消やいきが
いづくりにつながり、福祉
の向上が期待できる。

事業の概要

　65歳以上の高齢者は全人口の20％を占め毎年増加の傾向にある。それに伴って高齢者が生きがいを
持って活動できる場である老人福祉施設の利用者も増加している。
　市内に設置してある老人福祉施設5施設では地域的な偏りもあり、かねてより空白地域の解消が課題
であったが、自治会館の建て替え時に伴い、市が建設費を補助し高齢者スペースを併設することによ
り、空白地域の一部を解消するものである。

事業の評価

　　　建築工事の進捗率【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% ─

450,000 （正職員

事業の成果
　三箇自治会館の改修に伴い、高齢者スペースを設置する
ため、着工した。

人権行政
推進の成果

　老人福祉施設の利用は高
齢者の孤独感解消や、いき
がいづくりにつながり、福
祉の向上に期待が持てると
の説明会を開催した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
・事業費総額8千万円。平成23年2月の3千万円支出。残り5千万円は次年度へ繰越明許。
・三箇自治会館高齢者スペースは平成23年8月に竣工。老人福祉施設の空白地域解消のため、今後も事
業推進を図る。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 80人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 各種講座事業（北条）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課　北条老人憩の家 事業費総額 24,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人憩の家費

自治基本条例根拠条文 第24条
総合計画コード 1-3-2 一般財源 24,000

事業費内訳

報償金　　　24,000

　高齢者の安心かつ健やか
な老後生活に寄与する。

にする。 66人

事業の概要 　来館者および地区の老人を対象に、健康の維持増進・社会生活に関する講演会を年２回開催

事業の目的 　講演を通じて高齢者の健康や日常生活に注意すべき事柄に対する意識向上を目指す。

事業の
スケジュール

平成22年6月　「正しい食生活、いつまでも元気に」
参加者36名
平成23年1月　「音楽療法・みんなで歌を歌ったり、リズム
に合わせて身体を動かしたり」　参加者30名

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　参加者数【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

各100人 　79人

210,000 （正職員 0.01

事業の成果
　高齢者に関心あるテーマで継続して講演会を開催してい
くことにより、健康や日常生活に注意すべき事柄に対する
意識が向上し元気で安全な老後に結びついている。

人権行政
推進の成果

　安心かつ健康で健やかな
老後生活を対する意識の向
上がうかがえる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　安心かつ健康で健やかな老後生活を維持するため、継続して意識づけを行うことが大切であり継続し
ていく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を 762人

人件費 円 0.03 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 各種講座事業（野崎）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 福祉政策課　野崎老人憩の家 事業費総額 160,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人憩の家費

自治基本条例根拠条文 第24条
総合計画コード 1-3-2 一般財源 160,000

事業費内訳

報償金　 　35,000
健康いきがい課予算(地域支援事業)を活用

125,000

　自由、平等、反戦の視点
に立って講座等を開催。

にする。 1280人

事業の概要 　健康、文化、教養などの講座、音楽会を実施。

事業の目的 　老人のいきがい、健康の維持のため必要。

事業の
スケジュール

　健康いきがい課予算〔地域支援事業〕と組み合わせて別
館オープニングイベント実施。
　健康講座、イベント等を定期的に実施。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　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

800人 759人

540,000 （正職員 0.09

事業の成果
　気軽に参加できる講座、音楽会を開催したため参加者が
増えてきている。

人権行政
推進の成果

　他人への思いやりを育ん
でいる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　健康で生きがいのある生活をしてもらうため必要。



歳入
名　　称 H22年度決算額

　障害福祉サービス 545,043,122
　自立支援医療 34,179,505
　補　装　具 22,267,980

小　　計 601,490,607
　障害福祉サービス 258,378,183
　自立支援医療 17,089,000
　補　装　具 8,726,147
　障害者自立支援対策臨時特例基金事業 28,476,500

小　　計 312,669,830
914,160,437

国庫支出金 　障害者地域生活支援事業 42,902,000
府支出金 　障害者地域生活支援事業 21,451,000

64,353,000
　障害者地域生活支援事業 10,457,000
　障害者地域生活支援事業 5,228,000

15,685,000
80,038,000

994,198,437

歳出
H22年度決算額

1,189,497,343
4,941,703

43,456,238
31,662,186
60,051,800
38,880,000

178,991,927
3,461,940

11,327,900
3,195,555

11,853,449
29,838,844

208,830,771
1,398,328,114

H22年度決算額
50,359,248

47,752,466

11,936,962

33,643,952

34,801,337

107,411,167

348,438,647

36,082,944

8,978,245

55,561,861

101,890,825

156,009,779

26,039,676

811,855

13,415,989

377,783

26,847,932

1,060,360,668

65,162,715

34,904,591

11,697,000

111,764,306

1,690,467

15,681,902

17,372,369

1,189,497,343

小　　計

中　　計

地

域

生

活

支

援

事

業

中　　計

　社 会 参 加 促 進

項　目　等

小　　計

小　　計

給
付
事
業

中　　計

地
域
生
活
支
援
事
業

必
須

国庫支出金
府支出金

　移 動 支 援

　相 談 支 援

障害者自立支援法に係る事業費

国庫支出金

府支出金

　コミュニケーション支援

　　　　　合　　計

項　目　等
自立支援給付事業

必

須

　生 活 支 援
　訪 問 入 浴
　日 中 一 時 支 援

小　　計
　地域活動支援センター

　日 常 生 活 用 具

　国・府に対する償還金

自立支援給付事業の内訳

小　　計

合　　計

障
害
福
祉
サ
｜
ビ
ス

合　　計

　共同生活介護等（援助含む）

　生　活　介　護

　補　装　具　費

　通所サービス利用促進事業等（基金事業）

小　　計

　事　務　的　経　費

サ　ー　ビ　ス　の　名　称　等
　居　宅　介　護（行動援護含む）
　重　度　訪　問　介　護

　療　養　介　護（医療含む）

　児　童　デ　ィ

　短　期　入　所

　施　設　入　所　支　援

　自立訓練（生活訓練・機能訓練）

　就労移行支援

　就労継続支援（A・B）

　旧施設支援（入所）

　旧施設支援（通所）

　サービス利用計画作成費

　特定障害者特別給付費

　高額障害福祉サービス費

　事業運営安定化事業等（基金事業）

小　　計

　自　立　支　援　医　療



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 458回

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

説明
　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業（必須）に位置づけられているため、今後も
継続していく。

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業・必須（コミュニケーション支援）

目 社会福祉総務費

事業の評価

　　　派遣回数

委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 4,941,703

款 民生費

特定財源

1,802,000
項 社会福祉費 901,000

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 2,238,703

臨時職員給　　　2,106,033

事務業務委託料　　　709,400

報償金　　　2,069,200
費用弁償　　　14,700
消耗品費　　　23,570
その他保険料　　　14,800

その他負担金　　　4,000

事業の概要

　意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者に、手話通訳や要約筆記の方法により、障害者とその他
の者のコミュニケーションを支援する手話通訳者・要約筆記者および文字通訳者の派遣を行い、社会参
加の促進を図る。また、障害福祉課に手話通訳者を設置し、聴覚障害者からの様々な相談に応じ、対象
者が自立した日常生活が送れるよう支援を行う。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

（派遣）①市に派遣申込書を提出（FAX等）
　　　　②派遣の決定
　　　　③手話通訳等の利用
（相談）随時相談に対応

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業費内訳

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

625回（障害福祉計画見込量）にする。 463回 525回

4,800,000 （正職員 1

事業の成果
　聴覚障害者が本事業を利用することにより、情報保障が
できており、社会参加の機会が広がった。

人権行政
推進の成果

　本事業の実施により、聴
覚障害者の知りたい情報を
的確に伝えることができ、
自立支援や市民的権利の向
上に寄与した。

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 活動指標

平成 24 平成２1年度

指標を 40%

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

自治基本条例根拠条文

総合計画コード

目 社会福祉総務費

にする。

委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 20,313,408

事業名 障害者福祉作業所運営補助事業

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 8,941,000

第5条
1-3-3 一般財源 11,372,408

事業費内訳

その他団体補助金　　 20,313,408

―

事業の概要

　民間団体が運営する福祉作業所に補助金（運営補助・家賃補助・重度障害者加算）を交付することに
より、利用者に対する日中活動の提供と作業所運営の安定を図る。

（ひまわりの家、長屋門作業部、コスモス）

事業の目的 　障害のある人の社会生活能力を向上させ、自立を促進するとともに、家庭介護の軽減を図る。

事業の
スケジュール

・上半期分補助金　6月上旬交付

人権行政
推進の視点

　対象者の地域での自立生
活を促進し、市民的権利の
向上を目指す。

・下半期分補助金　11月下旬交付

※大阪府の規定に基づき、平成23年度末までに障害者自立
支援法の新体系事業に移行が必要。

事業の評価

　　　障害者自立支援法に基づく新体系事業への移行率【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% 40%

2,250,000 （正職員

事業の成果

　障害者が、身近な地域で作業活動や創作活動、生活交流
の場を持てることにより、生活の質の向上や身体機能の維
持向上につながっている。また、社会参加の場としての役
割を果たしている。

人権行政
推進の成果

　福祉作業所に対する補助
により、安定した運営を支
援することができ、障害者
の自立生活支援につながっ
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　大阪府の補助事業が、原則平成23年度で終了となるため、それに合わせて障害者自立支援法に基づく
新体系事業へスムーズに移行できるよう、支援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 23 平成２1年度

指標を 50%

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 小規模授産施設補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 14,520,000

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 6,900,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第5条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 7,620,000

事業の概要

　社会福祉法人等が運営する市内2ヶ所の小規模通所授産施設へ補助金（運営補助・家賃補助）を交付
することにより、利用者に対する日中活動の提供と施設運営の安定を図る。

（グローリーワーク大東、コスモス）

事業の目的 　障害のある人の社会生活能力を向上させ、自立を促進するとともに、家庭介護の軽減を図る。

事業費内訳

その他団体補助金　　 14,520,000

事業の
スケジュール

・上半期分補助金　6月上旬交付
・下半期分補助金　12月上旬交付

人権行政
推進の視点

　対象者の地域での自立生
活を促進し、市民的権利の
向上を目指す。

事業の評価

　　　障害者自立支援法に基づく新体系事業への移行率【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% にする。 100% ―

2,250,000 （正職員 0

事業の成果

　障害者が、身近な地域で作業活動や創作活動、生活交流
の場を持てることにより、生活の質の向上や身体機能の維
持向上につながっている。また、社会参加の場としての役
割を果たしている。平成22年10月に市内2ヶ所の小規模通所
授産施設が新体系移行し、事業目標を達成した。

人権行政
推進の成果

　小規模通所授産施設に対
する補助により、安定した
運営を支援することがで
き、障害者の自立生活支援
につながった。

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

平成２1年度

―

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業（生活支援）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 3,461,940

款 民生費

特定財源

1,534,000
項 社会福祉費 767,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 1,160,940

物品修繕料　　　13,000
事務業務委託料　　　3,258,540
障害者地域生活支援費　　190,400

事業の概要
　障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的
向上を図り、社会復帰を促進する。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①市に申請書を提出
②担当者による身体状況等の聞取り
③サービス利用の決定
④サービスの利用

　対象者の生活状況を把握し、必要と思われる事業につな
げていく。

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業費内訳

事業の評価

―

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

― ―

2,250,000 （正職員 0

事業の成果
　障害者に対し、本人活動支援等の事業を行うことによ
り、生活の質の向上ならびに社会復帰の促進を図ることが
できた。

人権行政
推進の成果

　障害者自身が主体性を
持って社会参加するための
施策を行うことができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられており、障害者（児）の自立生
活を支援するため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２1年度

指標を 1,760人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者福祉ショップ運営事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 2,592,000

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第5条 200,000
総合計画コード 1-3-3 一般財源 2,392,000

事業の概要

　障害のある人による授産製品の製作・販売の場としての福祉ショップを設置し、また、障害者雇用に
ついての事業を委託する。

（福）ハートフル大東　いちばん星

事業の目的 　障害のある人の雇用機会を提供し、もって障害のある人の自立および社会参加の促進を図る。

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,592,000

事業の
スケジュール

　福祉ショップの運営費について、毎月支払う。
人権行政

推進の視点

　障害者の自立生活を支援
し、市民的権利の向上を目
指す。

事業の評価

　　　のべ利用者数【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

1,850人 にする。 1,768人 1,805人

1,800,000 （正職員 0

事業の成果
　喫茶での接客や自主製品製作・受託販売等、障害者に就
労場所を提供することにより、社会参加の促進および自立
支援の一助となった。

人権行政
推進の成果

　障害者に対し、就労支援
を行うことで、自立と社会
参加促進に寄与することが
できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　本事業実施により、障害者の社会参加・自立支援の促進および就労支援での効果が期待できる。



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 6,211件

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業・必須（相談支援）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 43,456,238

款 民生費

特定財源

6,006,000
項 社会福祉費 3,003,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条 260,000
総合計画コード 1-3-3 一般財源 34,187,238

事務業務委託料　　　43,453,258

事業の概要

　本事業は障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の必須事業として位置づけられている。身体・
知的・精神の各相談支援事業所に委託し、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活能力を
高めるための相談支援を行う。

（社団法人大阪聴力障害者協会、社会福祉法人ハートフル大東、社会福祉法人ふらっぷ、社会福祉法人
大阪知的障害者育成会）

事業の目的 　相談支援を行うことで、障害者および障害児の自立した日常生活または社会生活の実現を目指す。

事業費内訳

費用弁償　　　2,980

事業の
スケジュール

　各委託事業所にて随時相談支援業務を行う。平成20年度
からは「大東市障害福祉計画」に基づき施設入所者の地域
生活移行に取り組んでいる。また、相談支援事業所を地域
生活移行の中心的な支援機関として位置づけている。

人権行政
推進の視点

　障害者（児）に対して、
必要な情報の提供および助
言や障害福祉サービスの利
用支援等を行うことによ
り、市民的権利の向上を目
指す。

事業の評価

　　　のべ相談件数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

7,458件（障害福祉計画見込量）にする。 8,017件 6,459件

3,600,000 （正職員 0

事業の成果

　障害のある人およびその家族にとって身近な相談窓口で
ある相談支援事業所において、専門職員を配置する等、機
能充実を図ることにより、障害者個々人に合ったきめ細や
かな助言をすることができた。

人権行政
推進の成果

　必要な情報提供や、権利
擁護のために必要な援助を
行うことにより、自立した
生活を営むことができる支
援ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられており、障害者（児）の自立生
活を支援するため今後も継続していく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

649人

人件費 円 2.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者自立支援給付事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 1,189,497,343

款 民生費

特定財源

601,490,607
項 社会福祉費 312,669,830
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 275,336,906

通信運搬費　　　58,616

自立支援医療費　　　65,162,715

手数料　　　1,631,851
その他団体補助金　 11,697,000
障害福祉サービス給付費
　　　　　　　　1,060,360,668

補装具費　　　34,904,591
国に対する償還金　　14,852,189
府に対する償還金　　　829,713

事業の概要
　障害者（児）が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法に基づ
く自律支援給付において、居宅介護や短期入所、生活介護などの各種支援サービスを提供する。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①市に申請書を提出。
②担当者による身体状況等の聞取り
③受給者証の発行
④サービス提供事業者との契約
⑤サービスの利用

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業費内訳

事業の評価

　　　障害福祉サービス支給決定者数【平成22年度決算設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

685人 563人

28,200,000 （正職員 1.3

事業の成果
　障害福祉サービス等が総合的に提供されることで、障害
者（児）の自立した生活が満たされ、生活の質が向上し
た。

人権行政
推進の成果

　障害者（児）の実状に適
したサービスを提供するこ
とにより、自立支援を図る
ことができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は障害者自立支援法に基づく事業であり、障害者（児）の自立生活を支援するため今後も継続
していく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を ―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者長期計画推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 1,047,800

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第10条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 1,047,800

事業費内訳

報償金　　　326,500
印刷製本費　　　133,300
事務業務委託料　　　588,000

　障害者（児）の「社会参
加」を促進し、市民的権利
の向上を目指すため、福祉
サービスの基盤となる計画
の見直しを行う。

にする。 100%

事業の概要
　平成18年3月策定の「第3次大東市障害者長期計画」を円滑で確実に実施するため、計画の進捗状況の
点検、評価を行う。点検評価機関として、障害当事者や福祉サービス提供事業者等を各委員とする市民
会議を設置し、計画の見直し、点検、推進を行う。

事業の目的
　障害のある人が年齢や障害の種別等に関わりなく、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心
して暮らすことのできる今後のサービスの基盤の整備を計画的に進める。

事業の
スケジュール

市民会議（年4回開催）
策定委員会（年3回開催）
H23.3　第3次大東市障害者長期計画（後期計画）決定

人権行政
推進の視点

事業の評価

　長期計画の見直し、点検および推進を行う。【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% ―

1,800,000 （正職員

事業の成果
　市民会議、策定委員会、各課照会、団体ヒアリング、パ
ブリックコメントなどを通して、進捗状況の確認、計画の
見直し、点検等を行い、後期計画を策定した。

人権行政
推進の成果

　現状での成果、課題を検
証し、障害者（児）の市民
的権利の向上に向けて福祉
サービスの基盤となる長期
計画（後期計画）を策定し
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 活動指標

平成 23 平成２1年度

指標を 890人

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業（訪問入浴）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 11,327,900

款 民生費

特定財源

4,312,000
項 社会福祉費 2,155,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 4,860,900

事業費内訳

事務業務委託料　　　11,327,900

932人

事業の概要
　本市内に居住し、居宅サービスを利用しても入浴が困難な在宅の身体障害者（児）を対象に、身体の
清潔の保持、心身機能の維持をはかるため、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。入浴の
介護は、看護師1名、介護士2名で行う。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①市に申請書を提出
②担当者による身体状況等の聞取り
③受給者証の発行
④サービス提供事業者との契約
⑤サービスの利用

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業の評価

　　　のべ利用者数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

1,149人（障害福祉計画見込量）にする。 911人

2,250,000 （正職員 0

事業の成果
　利用者数は年々増加しており、入浴が困難な障害者
（児）に身体の清潔の保持および精神的ケアを図ることが
できた。

人権行政
推進の成果

　入浴介護を行うことによ
り、障害者（児）の快適な
生活の確保と家族の支援を
図ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられるため、障害者（児）の自立
生活を支援するため今後も継続していく。



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 2,242人

人件費 円 0.75 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業・必須（日常生活用具）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 31,662,186

款 民生費

特定財源

11,498,000
項 社会福祉費 5,749,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 14,415,186

事業費内訳

障害者地域生活支援費・必須
31,662,186

2,157人

事業の概要 　障害者（児）の地域生活の支援および日々の生活の負担の軽減に必要な用具を給付する。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①日常生活用具の給付申請
②支給の決定および給付券の発行
③業者から用具受け取り

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業の評価

　　　のべ利用者数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

2,616人（障害福祉計画見込量）にする。 2,432人

8,250,000 （正職員 0.5

事業の成果
　利用者数は年々増加しており、日常生活用具を給付する
ことにより、障害者（児）の日常生活を支援し、その自立
と社会参加を促進することができた。

人権行政
推進の成果

　日常生活用具の給付によ
り、障害者（児）の自主的
主体的な生活を支援するこ
とができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業（必須）に位置づけられており、障害者
（児）の自立生活を支援するため今後も継続していく。



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 272人

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業・必須（移動支援）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 60,051,800

款 民生費

特定財源

18,619,000
項 社会福祉費 9,310,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 32,122,800

事業費内訳

事務業務委託料　　　60,051,800

260人

事業の概要
　外出時において支援が必要な障害者（児）に対しガイドヘルパーを派遣し、安心して安全に外出でき
るようにサービスを提供する。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①市に申請書を提出
②担当者による身体状況等の聞取り
③受給者証の発行
④サービス提供事業者との契約
⑤サービスの利用

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業の評価

　　　利用者数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

267人（障害福祉計画見込量）にする。 306人

3,150,000 （正職員 0

事業の成果
　屋外での移動が困難な障害者（児）に対し、外出のため
の支援を行うとこにより、地域における自立生活および社
会参加を促進することができた。

人権行政
推進の成果

　障害者（児）が積極的に
外出できるようになり、自
立支援に加えて、他者を認
めあう地域社会の形成にも
つながった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業（必須）に位置づけられており、障害者
（児）の自立生活を支援するため今後も継続していく。
　実績において、既に目標値を上回っているが、平成23年度において障害福祉計画の見直しを行うた
め、新たな目標値を設定する。



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 4箇所

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業・必須（地域活動支援センター）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 38,880,000

款 民生費

特定財源

4,977,000
項 社会福祉費 2,488,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 31,415,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　38,880,000

3箇所

事業の概要
　障害者に対して、通所による創作的活動や生産活動、社会との交流の機会を提供する。事業は、提供
するサービス内容や人数規模に応じてⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型の3つに区分されている。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①地域活動支援センターに利用相談
②担当者による身体状況等の聞取り等
③サービスの利用

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業の評価

　　　地域活動支援センター設置箇所数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

4箇所（障害福祉計画見込量）にする。 4箇所

2,250,000 （正職員 0

事業の成果

　創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流
促進等のサービスを供与することにより、障害者の地域に
おける自立活動および社会参加の促進を図ることができ
た。

人権行政
推進の成果

　障害者が自らの個性を活
かしながら社会の中で自主
的に生活できるよう支援を
行うことができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業（必須）に位置づけられているため、今後も
継続していく。



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 1,013人

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業（日中一時支援）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 3,195,555

款 民生費

特定財源

1,244,000
項 社会福祉費 622,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条
総合計画コード 1-3-3 一般財源 1,329,555

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,195,555

892人

事業の概要
　障害者の日中における活動の場を確保し、施設等において見守り、社会に適応するための日常的な訓
練等の支援を行う。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業の
スケジュール

①市に申請書を提出
②担当者による身体状況等の聞取り
③受給者証の発行
④サービス提供事業者との契約
⑤サービスの利用

人権行政
推進の視点

　障害者（児）の自立生活
を支援し、市民的権利の向
上を目指す。

事業の評価

　　　のべ利用者数

目標値
年度までに

実績値
平成22年度 平成20年度

1,232人（障害福祉計画見込量）にする。 963人

1,350,000 （正職員 0

事業の成果
　障害者（児）の日中活動の場の確保および家族等の介護
負担の軽減を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　さまざまな訓練を通して
社会で自立していける力を
養うとともに、家族の負担
を軽減することができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられているため、今後も継続してい
く。



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 58人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 障害者地域生活支援事業（社会参加促進）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 11,853,449

款 民生費

特定財源

2,381,000
項 社会福祉費 1,190,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第4条 1,000
総合計画コード 1-3-3 一般財源 8,281,449

障害者地域生活支援費　　100,000

印刷製本費　　　182,100
通信運搬費　　　368,230
事務業務委託料　　　9,700,258
使用料及び賃借料　　　1,499,834

事業の概要

・日常会話程度の手話表現技術の習得を目的とする養成と、要約筆記に必要な技術等の習得を目的とす
る養成を行う。

・低所得の身体障害者に対して自動車運転免許取得に要した費用や自動車操向装置等の改造に要する費
用の一部を助成する（所得制限あり）。

・障害者の芸術・文化活動を振興するため、作品展や音楽会などの芸術・文化活動の発表の場を設ける
とともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

事業の目的
　障害のある人が、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目
指す。

事業費内訳

消耗品費　　　3,027

31人

事業の
スケジュール

・手話講習（入門課程）4月～8月まで18回開催する。

人権行政
推進の視点

　障害者の自立生活を支援
し、市民的権利の向上を目
指す。

　　　　　（基礎課程）9月～翌2月まで22回開催する。

・要約筆記講座（初級）10月～12月までの10回開催する。

・自動車運転免許取得および改造費の助成は、随時、申請
の受付を行う。

・芸術・文化講座事業は、障害者福祉活動等に実績のある
社会福祉法人等に委託して実施する。

事業の評価

　　　手話・要約講習修了者数【平成22年度決算設定】

目標値
年度までに

実績値
平成2２年度 平成２０年度

60人（障害福祉計画見込量）にする。 48人

1,800,000 （正職員 0

事業の成果
　障害者の社会参加を促進できた。また手話講習、要約筆
記講座において、聴覚障害者の支援者として期待される市
民の養成を図ることができた。

人権行政
推進の成果

　障害者自身の自立支援は
もとより、側面から支援す
る人材を育成することによ
り地域全体で助け合う意識
の醸成を図ることができ
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられており、障害者の自立生活を
支援するため今後も継続していく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

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 相談支援雇用促進事業（緊急雇用）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 障害福祉課 事業費総額 2,587,200

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 2,587,200
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第2項
総合計画コード 1-3-3 一般財源 0

事務業務委託料　　　2,587,200

事業の概要
　障害者相談支援事業所に相談員や相談を補佐する職員を任用し、複雑かつ多様化している相談依頼に
対応することで、各相談支援事業所の機能強化に取り組む。（相談支援事業所に委託）

事業の目的
　障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や支援を行うことによって、障害者が自立した日常生
活または社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

事業の
スケジュール

　委託事業所にて随時相談支援業務を行う。
人権行政

推進の視点

　相談等に的確に対応し、
より良い支援を行うこと
で、障害者が地域において
安心して日常生活が送れる
ようにする。

事業費内訳

事業の評価

　　　相談件数（のべ）【平成22年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

8,017件 ―

2,700,000 （正職員 0

事業の成果
　相談支援事業所にスーパーバイザー的な役割を担う人材
を雇用することにより、障害当事者およびその介護者に対
するきめ細やかな助言をすることができた。

人権行政
推進の成果

　必要な情報提供や、権利
擁護のために必要な援助を
行うことにより、自立した
生活を営むことができる支
援ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　本事業については大阪府の緊急雇用創出基金を活用しているため、平成23年度までの事業である。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

6件

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 子育て支援短期利用事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 123,750

款 民生費

特定財源

123,750
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源

施設入所費　　　123,750

事業の概要

　保護者が社会的な事由等で児童の養育が一時的に困難となった時に施設入所委託契約を締結している
児童養護施設等において一時的に児童を養育・保護する。
　ショート・トワイライトステイ・児童養護施設　公徳学園　・児童養護施設　生駒学園
　ショートステイ・母子生活支援施設　八尾母子ホーム

事業の目的
　保護者が疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難な場合や、緊急一時的に母子
を保護することが必要な場合に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行う。

事業の
スケジュール

　随時、相談・受付を行う。
　所得状況による本人の一部負担、施設が市外となるので
送り迎えの必要等の説明・施設との連絡調整を行い、入所
の意思があれば、入所面接・決定、実施施設への連絡・決
定・委託料の支払いを行う。

人権行政
推進の視点

　安心して子育てができる
環境整備をすることによ
り、児童の健全育成と家庭
の福祉の向上を図る。

事業費内訳

事業の評価

　　　入所受入件数【平成21年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

6件 0件

1,800,000 （正職員

事業の成果

　利用件数は少ないが、緊急一時的な場合の対応のひとつ
として必要であり、本年も母の疾病時に一時的な養育・保
護を行うことができた。
　入所件数6件(母の育児疲れ3件、母の資格試験の準備2
件、母の手術のための緊急入院1件）

人権行政
推進の成果

　安心して子育てができる
環境を整備することによ
り、児童の健全育成と家庭
の福祉の向上が図れた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　利用者は少ないものの、児童の安全確保・育成の観点から、セーフティネットの役割を果たすため市
の関与は妥当。（大東市子育て短期支援事業実施要綱）



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

230人

人件費 円 2.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 児童虐待防止事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 446,205

款 民生費

特定財源

401,205
項 児童福祉費 45,000
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源

報償金　　　264,500

その他負担金　　　12,000

普通旅費　　　9,940
消耗品費　　　9,225
印刷製本費　　　130,620
使用料及び賃借料　　　19,920

事業の概要

　児童虐待の予防（広報啓発）、早期発見、対応を行い児童の保護と自立の支援を行う。
・通告、相談に応じて、家庭訪問・面接・指導等を行う。
・大東市児童虐待防止連絡会議の代表者会議、実務者会議、ケース検討会議の開催。
・関係機関対象に講演会、事例検討会の開催。　　・ワークショップ研修の開催。
・重症ケースにスーパーバイザーの参加要請。　　・被虐待児の状況把握（統計）。

事業の目的
　児童虐待の増加に対し、予防・発見・啓発・研修等必要な対策を講じることにより、児童の生命、人
権を擁護し、虐待を防止する。

事業の
スケジュール

・相談、通告随時。調査、面接や家庭訪問、関係機関との
連携、事案により個別ケース検討会議での処遇決定や大阪
府への送致を行う。（平成22年度被虐待児童263件）
・［予防啓発]：11/10市民向け啓発講座（参加:79名）、
12/21・2/12,13,14南郷保育所にてCAP研修、
・[研修]：10/29 大東市児童虐待防止連絡会議講演会、
3/17事例検討会、2/1・3/18 スーパーバイザーを招いての
個別ケース検討会議

人権行政
推進の視点

　尊い子どもの生命と人権
を守り、子どもと家庭の福
祉を向上させる。

事業費内訳

事業の評価

　　　被虐待児童把握数　【平成20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

263人 183人

19,800,000 （正職員

事業の成果

　潜在化する児童虐待について、関係機関との連携は、よ
り重要性が増し、大東市児童虐待防止連絡会議のネット
ワークによる支援に取り組むことで虐待が重症化されずに
済むなど成果は上がっている。

人権行政
推進の成果

　子どもの人権を守る上
で、虐待防止の啓発、早期
発見、対応は需要であり、
ネットワーク支援などによ
り、重症化されずにすむな
どの成果がみられた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　児童虐待防止においては、被虐待児及びその家庭への支援は長期にわたる。また啓発活動による未然
防止も重要である。被虐待児や虐待する親などへのケアのための事業に取り組むことで、未然防止から
被虐待児の自立、親子の再統合までの支援活動の充実に継続的に取り組む。



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 ―

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 子育て支援啓発事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 584,000

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 440,000
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源 144,000

事業費内訳

（子育てガイドブック）
印刷製本費　　　440,000
（子ども基本条例概要版）
印刷製本費　　　144,000

　子育て中の保護者が安心
して子育てできるよう支援
する。また、子どもの健全
育成のための環境づくりを
すすめる。

にする。 100%

事業の概要

　安心こども基金特別対策事業（地域子育て創生事業）を活用し、本市における保育所・子育て支援施
設の増設、小児救急医療体制の変更、また発達障害に関連する記載の追加等の理由から「子育てガイド
ブック」の内容を全面的に見直し、新たに発行して乳幼児のいる子育て世帯や子育て支援施設等に配布
する。また、「子ども基本条例」の概要版を増刷し、同条例への周知、啓発を行うため、配布を行う。

事業の目的
　子育てに関する情報を提供することで、子育てに対する不安や負担感を解消し、安心して子育てがで
きる環境を整える。また、子どもが心豊かに健やかに育つという目的を達成するため。

事業の
スケジュール

Ｈ22年度当初より「子育てガイドブック」の改訂作業に着
手し、 新情報を提供する観点から平成23年度の内容を掲
載した改訂版をH23年3月に発行し、行政機関、幼保育園や
子育て支援施設等を通じて、乳幼児のいる世帯への配布と
ホームページでの周知を行う。また、同時期に「子ども基
本条例」の概要版を増刷し、子どもたちへの配布を行う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

子育てガイドブックの公共および子育て支援施設等配布進捗率【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% ―

900,000 （正職員

事業の成果

　平成23年度から実施する国、府および本市の子育て施策
を掲載した「子育てガイドブック」を作成した。また、市
役所窓口、市内の幼保育園や子育て支援施設を通じて、就
学前児童のいる子育て世帯への配布と、ホームページでの
公開を行った。また、「子ども基本条例」の概要版を増刷
して、小中学校を通じて配布を行った。

人権行政
推進の成果

  情報誌や概要版の提供
は、本市が「安心して子育
てしやすい街」であり、
「子どもの健全育成の啓発
推進」を周知する点で効果
があった。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　今後も妊娠届提出者および転入者へ「子育てガイドブック」の配布を継続し、就学前児童のいる保護
者に対する子育て支援情報の提供を行う。
　また、「子ども基本条例」の概要版を、小中学校を通じて配布していく。



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 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 赤ちゃんの駅事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 5,236,530

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 5,236,530
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源

事業費内訳

消耗品費　　　656,330
印刷製本費　　　624,000
庁用器具購入費　　　3,956,200

　安心して子育てできる環
境を整える。

にする。 100%

事業の概要
　保育所や幼稚園などの公共施設や、子育て支援施設、市内事業所および店舗の一部に、電気ポット、
ベビーベッド、パーテーション等を設置し、授乳やおむつ替えができる環境を整える。

事業の目的 　子育て支援として、乳幼児を持つ保護者が安心して外出できる環境をつくる。

事業の
スケジュール

Ｈ22年10月　実施要綱の策定作業
　　　　　　公共施設や民間事業所等への設置推進、申請
            書の受付開始および必要備品等の購入
　　　11月　事業開始、ホームページでの周知
Ｈ23年 1月　広報誌での周知
　　 ～3月　31箇所にて事業実施

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　備品等整備率【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
　市内公共施設21カ所においては、折りたたみ式のおむつ
台を含む備品を整備し、民間事業所10カ所と合わせ、看板
及び幟を設置した。

人権行政
推進の成果

　家庭内で保護者が育児不
安に陥る事の無いよう、育
児相談も行える「赤ちゃん
の駅」への外出を促すこと
により、虐待防止面での効
果があった。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　子育て世帯への周知については、市ホームページや広報誌（平成23年1月号）への掲載を行った。
また、「赤ちゃん安心おでかけまっぷ」を作成し、「子育てガイドブック」とともに子育て世帯に配布
している。



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 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 子育て支援推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 1,941,100

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 1,941,100
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源

事業費内訳

消耗品費　　　291,140
庁用器具購入費　　　483,200
教材購入費　　　1,166,760

　就学前児童の健やかな成
長に寄与する。

にする。 100%

事業の概要
　大阪府地域福祉・子育て支援交付金を活用し、次世代育成行動計画に位置付けた就学前児童の幼児教
育・保育の充実のため、就学前児童の情操教育のためのDVD（アンデルセン物語等）、映像関連機器を
購入し、幼・保育園や子育て支援施設で活用する。

事業の目的 　上記備品等の貸出を行うことで、子育て支援施設における幼児教育・保育の質の向上を図る。

事業の
スケジュール

Ｈ23年1月　保育士によるDVDの選定と関連備品の購入を行
　　　　　　う。
　　　2月　幼・保育園や子育て支援施設、地区子ども会
            への周知
　　　3月　事業開始

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　備品等整備率【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
　平成23年度よりの貸し出しに備え、貸出用の目録を整備
し、児童が集団でも視聴できるよう、ビデオプロジェク
ター、大型スクリーン（120型）を設置した。

人権行政
推進の成果

　幼児教育・保育業務ツー
ルとしての活用により、情
操教育の推進面で効果が
あった。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　「大東市次世代育成支援対策行動計画　夢プランⅢ」で策定した情操教育、体験学習の推進につい
て、関連機関を通じ実施していく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

5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 母子家庭自立支援教育訓練給付事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 110,060

款 民生費

特定財源

91,000（内43,000円23年度精算返還）

項 児童福祉費
目 母子福祉費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源 19,060

個人補助金　　　65,060
国に対する償還金　　　45,000

事業の概要

　母子家庭の母が自立に向け職業能力の開発を行えるように、事前相談を通じて、教育訓練講座の指
定・認定を行い講座受講修了後に、受講のために支払った金額の20％に相当する額（4,000～100,000円
の範囲内）支給する。

事業の目的 　母子家庭の母の主体的な能力開発を支援し、母子家庭の自立促進を図る。

事業の
スケジュール

　母子自立支援員が随時相談・受付を行う。
　受講開始前に事前相談・申請を行ってもらい、世帯の経
済的自立に効果があると認め、かつ受講予定の講座が雇用
保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座であるかなど
を審査後、受講対象講座の指定の決定を行う。
　受講修了後1ヶ月以内に講座受講料の領収書・修了書等
を添付し支給申込後、支給の決定・給付を行う。

人権行政
推進の視点

　収入や住居、子どもの養
育面でさまざまな困難に直
面する母子家庭が、子育て
をしながら収入面や雇用条
件面など経済的に自立でき
るよう支援し、母子の生活
権を保障する。

事業費内訳

事業の評価

　　　支給者数【平成21年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

2人 2人

1,500,000 （正職員 0.2

事業の成果

　母子家庭の母は、母子家庭になる直前において、専業主
婦等であったために、職業経験も乏しく技能も十分でない
者も多い。個々の主体的な能力の開発を支援することで、
母子家庭の経済的自立を促すことができた。

人権行政
推進の成果

　経済的な自立を支援する
ことで、個々の事情に即し
た生活権の保障に寄与する
ことができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　就業経験が乏しく、技能も十分でない母子家庭の母の就業をより効果的に行う。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２1年度

6人

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 母子家庭高等技能訓練促進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 子ども支援課 事業費総額 15,237,000

款 民生費

特定財源

3,113,000
項 児童福祉費 8,314,000
目 母子福祉費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源 3,810,000

事業の概要

　母子家庭の母に対し、経済的に自立するための資格取得を促すため、経済的な支援を行い、受講期間
中の生活の不安を解消する。
　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士の養成機関において2年以上のカリキュラム
を受講し対象資格の取得が見込まれ、就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者に対し
支援を行う。

事業の目的 　就業に結びつきやすい資格取得を促進し、母子家庭の経済的自立を図る。

事業費内訳

個人補助金　　　15,237,000

事業の
スケジュール

　母子自立支援員が随時相談・受付を行う。
　支給の申込み前に当該資格の取得見込や生活状況の聴取
などの事前相談を行い、支給の必要を確認する。
　所得・生活状況や修業の単位取得状況等を審査後、支給
の決定を行い、毎月出席状況等を確認後、給付を行う。
　支給額については、4月～7月請求分は前年度所得、8月～
翌3月請求分は当該年度所得で算定し、支給額は市民税非課
税世帯月額141,000円、同課税世帯月額70,500円。修了一時
金は非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円。

人権行政
推進の視点

　収入や住居、子どもの養
育面でさまざまな困難に直
面する母子家庭が、子育て
をしながら収入面や雇用条
件面など経済的に自立でき
るよう支援し、母子の生活
権を保障する。

事業の評価

　　　支給者数【平成21年度設定】

目標値 ― 実績値
平成22年度 平成20年度

11人 2人

2,550,000 （正職員 0.4

事業の成果

　支給期間の延長により、相談や受給者の増加につながっ
た。
　修了者に対しては、修業後の就労状況調査により、正規
職員での就労や昇給等の回答を得、母子家庭の経済的自立
の促進につながった。

人権行政
推進の成果

　収入や住居、子どもの養
育面でさまざまな困難に直
面する母子家庭が、子育て
をしながら収入面や雇用条
件面など経済的に自立でき
るよう支援し、母子の生活
権を保障することにつな
がった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成期間は、一定期間のカリキュラムを受講する必要
があり、母子家庭の経済的自立に効果は高い。
　受講期間中における母子家庭の生活に係る経済的な不安を解消し、母子家庭の自立を促すためにも
継続した取組が必要である。



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 18.18%

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

自治基本条例根拠条文 第23条
目 児童福祉総務費 13,700,000
項 児童福祉費 29,551,000
款 民生費

特定財源

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 50,147,050

平成２２年度決算

事業名 法人立保育所整備費補助事業
委員会名 いきいき委員会

総合計画コード 3-3-2 一般財源 6,896,050

事業費内訳

施設整備補助金　　　50,147,050

にする。 36.36%

事業の概要

・民間保育園の耐震補強、大規模改修などの施設改修に対して補助金を交付する。
・対象経費として500万円を超えた案件については「安心こども基金」を活用して対象経費の3/4を補助
し、小規模な事業については1/2を補助する。
（津の辺保育園耐震補強等42,000,000円、第2聖心保育園外構等安全対策7,868,000円）
（みのり保育園保育室改修 2,500,000円、つくし保育園防水補修852,000円、聖心保育園駐輪場等安全
対策2,468,000円）

事業の目的  民間保育園に入所する児童の保育環境の改善と安全確保を図る。

事業の
スケジュール

平成22年4～6月　　府補助金の内示・交付決定
　　 　   随時　  市補助金の交付決定
　　 　      　　 補助事業者の契約締結・着工
     　　 　   　 施設の竣工
平成22年度中　 　 補助金の交付・確定

人権行政
推進の視点

　安心して子育てができる
環境を整えることおよび子
どもたちの健全育成を図る
ことは、子ども自身の人権
を守り、保護者の働く権利
に寄与するものである。

事業の評価

　　　耐震化率【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

20.00% 18.18%

2,700,000 （正職員

事業の成果

・民間保育園の耐震補強、大規模改修、環境向上対策に対
して補助金を交付することで、民間保育園の負担軽減及び
施設安全性向上と保育環境の改善につなげることができ
た。

人権行政
推進の成果

　良好で安心安全な保育環
境づくりを行うことで、入
所児童の生命・身体に対す
る安全性の向上に寄与し
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　保育所施設は、乳幼児が利用する施設として早急に安全性を向上させることが要請されており、老朽
化の改修、施設の環境改善等と併せて継続な対応を検討する必要がある。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を 100%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 ファミリーサポートセンター事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 6,108,000

款 民生費

特定財源

3,475,000
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源 2,633,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　6,108,000

　子どもたちの健全育成を
図りながら、安心して子育
てができる環境を整えるこ
とは、子ども自身の人権を
守るものである。

にする。 100%

事業の概要
　子育てのサポート（援助）をしてほしい人と、子育てのサポートをしたい人（提供）が、一時的な子
育てサポート（援助）を行う相互援助の会員組織で子育てのサポート事業を実施する。

事業の目的
　子育てのサポートを相互援助の会員組織で行うことにより、仕事と子育ての両立支援と地域における
子育て支援を推進する。

事業の
スケジュール

　本事業については、平成15年の事業立上げ当時から特定
非営利活動法人「ぷち・マミィ」に事業委託している。
・会員数：559人（提供会員130人、依頼会員423人、両方会
員6人）
・年間利用延べ回数：1,271回

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　サポート充足率【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%

900,000 （正職員 0

事業の成果

　保育所だけでは充足しきれない地域の子育てに関する
ニーズを、市民の力でサポートし、地域子育て支援に大き
く貢献している。
　NPO法人に業務委託し、市民参加の面から見ても成果が
あったと考えている。

人権行政
推進の成果

　この制度により、安心で
良好な子育て環境を整備す
ることができ、この面から
人権行政の推進に寄与した
と認識している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　この制度は、保育所や子育て支援センター、放課後児童クラブ、児童センターなどの施設では、充足
しきれない子育てに関するニーズに対応するという重要な役割を担っており、継続の必要性が高い。
　また、子育てに対するニーズは、多様化する傾向にあるが、子育て支援に対する意識の高いNPO法人
が受託しているため、行政には手をつけにくい新しい分野にも積極的かつ柔軟に対応できていると考え
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 3箇所

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 つどいの広場事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 22,523,730

款 民生費

特定財源

16,616,000
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源 5,907,730

事業費内訳

消耗品費　　　35,204

施設整備補助金　　　800,000

事務業務委託料　　　21,620,000
庁用器具購入費　　　68,526

　子育てに関わっている保
護者を支援するとともに、
子ども自身の成長に寄与す
る。

にする。 5箇所

事業の概要

　市民団体に委託することにより事業を実施する。（現3箇所の「ぽけっと」「きしゃぽっぽ」「みど
り」に加え、平成22年度から深野地区に「まんまいーよ」、諸福地区に「はぐくみひろば」新規設
置。）
・地域の在宅で子育てしている家庭の親とその子どもが気軽に自由に利用できる場を提供する。
・身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。
・子育てに関する講習を実施する。

事業の目的

　主に乳幼児（0～3歳）を持つ親とその子どもが気軽に集い、うちとけた雰囲気の中で語り合い交流を
図ることや、ボランティアを活用して育児相談を行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中
の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、地域の子育て
支援機能の充実を図る。

事業の
スケジュール

■事業
・4月当初　各受託団体と契約締結
・4月～翌年3月　市内5か所で「つどいの広場」開設
・3月末～4月上旬　実績報告提出
■開設準備支援…新規開設2か所に対して、感染予防に資す
る備品の支給、開設準備に係る施設整備補助を行った。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　設置箇所数【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

5箇所 3箇所

900,000 （正職員

事業の成果

・子育ての負担感の緩和と子育て支援情報の提供、研修会
の実施により、地域の子育て支援機能が充実することで、
利用者が増加している。
【延べ利用人数】※H20、H21は児童数のみ、H22は保護者及び児童数
ぽけっと（四条地区）H20（2,137人),H21(2,180人),H22(3,571人)
きしゃぽっぽ(大東地区)H20（2,275人),H21(2,193人),H22(6,711人)
みどり(北条地区)H20（2,137人),H21(2,180人),H22(4,934人)
まんまいーよ(深野地区)H22(4,132人)
はぐくみひろば(諸福地区)H22（4,295人※）※8ヶ月間

・新規開設2か所に対して、開設準備に係る施設整備補助及
び感染予防対策に係る備品購入を行った。

人権行政
推進の成果

　保護者同士の交流を図る
ことや育児相談ができる場
が身近にあることで、子育
ての負担感を緩和してい
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　つどいの広場は、平成26年度までに子育て支援センターのある中学校区を除き5か所設置するという
次世代育成支援対策行動計画(後期)の目標について、平成22年度に深野地区及び諸福地区に2か所新規
開設されたことで目標を達成した。今後、地域の子育て支援機能の更なる充実のため、事業のＰＲに努
め利用者増を図っていく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２1年度

指標を 50.00%

人件費 円 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 公立保育所民営化事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 94,000

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源 94,000

事業費内訳

報償金　　　94,000

　民営化を円滑に進めるこ
とで負担を軽減する。入所
児童の健全育成に寄与す
る。

にする。 50.00%

事業の概要
　平成21年4月に民営化した津の辺・寺川保育所が適切に運営されているかどうかを、第三者機関によ
り検証する。

事業の目的 　公立保育所の民営化を円滑に実施する。

事業の
スケジュール

　検証委員会による検証（年4回）を実施し、市、運営者、
保護者の三者による協議機関でその内容を報告、検証す
る。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　民営化率（民営化した公立保育所数／公立保育所数（6））【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

50.00% 16.66%

750,000 （正職員 0.25

事業の成果
　民営化後2年にわたり、大きな混乱なく受託法人が移管保
育所を運営することができた。

人権行政
推進の成果

　安心して子育てができる
環境を整え、子どもたちの
健全育成を図ることによ
り、子ども自身の人権を守
ることができた。

今後の方向性 継続 ○廃止検討 完了

説明
　民営化した保育園における状況の検証は、数年間行うことを保護者に明言しており、平成23年度から
全く何も行わないということにはならないが、移管した保育園の状況もかなり落ち着いていることか
ら、今後特に状況が悪化しない限り、市の関与を徐々に少なくしていく方向である。



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 77.90%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 未納保育料納入勧奨委託事業（試行）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 1,085,558

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源 1,085,558

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,085,558

　各人が自己責務を果たす
ことは、公平性を担保し社
会全体における相互の人権
尊重を促す。

にする。 76.43%

事業の概要 　保育料滞納世帯に対し、電話等による納入勧奨事務を事業者に委託して実施する。

事業の目的 　アウトソーシングで民間活力を活用して、効率的に保育料の収納率を向上させ、負担の公平を図る。

事業の
スケジュール

平成22年4月 契約締結、情報送付および個別業務委託開始
　　　月毎…状況報告書の提出（事業者→市）
　　　随時…入金情報、個別の状況報告など(市→事業者）
　　　　　　納付書の送付依頼など（事業者→市）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　合計収納率【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

81.50% 80.00%

900,000 （正職員 0

事業の成果

　平成19年度下半期からの試行であるが、今年度実績値に
表される年間の収納率は前年度に比べて、1.47%悪化し、
76.43%となった。現年度では94.60%と昨年と同じであった
が、滞納繰越分では、5.78%から5.04%へと0.74%低下した。
この原因としては保護者を取り巻く経済状況の悪化が続い
ているためと推測される。

人権行政
推進の成果

　収納率と収納額の向上
は、社会における各人の責
務実践の結果であり、人権
行政推進の一端を促してい
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　本事業は、平成19年度下半期から試行されている事業である。本事業による顕著な効果は逓減傾向に
あるが、この事業が実績払いであることや、平日の昼間にいない保護者に対する遅い時間や休日におけ
る催告はなお効果があると考えており、引き続き試行し、その効果を判断していく。今後は他の手段も
併用しながら収納率の改善に努める。



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 100%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 休日保育事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 1,000,000

款 民生費

特定財源

361,000
項 児童福祉費
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条 346,900
総合計画コード 2-3-2 一般財源 292,100

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,000,000

　児童の健全育成・福祉の
向上および、保護者の生
活・社会参画等の確保に寄
与する。

にする。 100%

事業の概要
　休日（年末年始を除く日曜および祝日）における保育需要の高まりに対応するため、休日における保
育をキッズプラザで実施する。

事業の目的
　家族形態の変化や就労形態の多様化に伴う保護者の就労支援や負担軽減、休日に保育が必要な場合の
育児を支援する。

事業の
スケジュール

実施場所：大東キッズプラザ
開設日：日曜および祝日(年末年始を除く)
保育時間：午前9時から午後5時まで
給食：なし（持参）
利用者負担：3歳未満の就学前児童 3,000円（半日1,700
円）、3歳以上の就学前児童　2,000円（半日1,200円）

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　目標設置箇所数達成率【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%

900,000 （正職員

事業の成果

　この制度は、平成20年度に開始したものであり、認知度
の上昇に伴い利用者の数は着実に伸びる傾向にある。平成
22年度の利用実績は延べ140人（昨年度68人）となってい
る。
　国の休日保育の基準は、保育所と同じく「保育に欠ける
こと」が要件であるが、本事業としてはそれを要件として
いないため、対象範囲が広くなり利用し易くなっている。

人権行政
推進の成果

　この制度により、安心で
良好な子育て環境の整備が
進み、児童の健全育成の一
翼を担っている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　国においては、多様な保育を推奨しており休日保育もその1つである。本市においては、まだ、顕在
的なニーズがある状況には至っておらず、利用状況と市民ニーズの実態把握が必要である。今後は、そ
の状況によって将来の方向性を判断していくべきだと考えている。



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 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 民間保育所等特別対策事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 11,776,375

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 11,776,375
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源

事業費内訳

その他団体補助金　　11,776,375

　安心安全な環境を整える
ことや、図書・教材を充実
させることは、児童の健全
育成に寄与する。

にする。 100%

事業の概要
　国の臨時交付金(安心こども基金の地域子育て創生事業）を活用し、民間保育所、つどいの広場等の
運営者に対し、補助金を交付し、安全対策に寄与する備品を購入することで、安全に施設を利用できる
ような環境を整え、図書や教材を購入して、入所児童や地域の子育て家庭等の家庭教育を支援する。

事業の目的 　民間保育所等における安心・安全な環境の整備と、読み聞かせ等による家庭教育の支援

事業の
スケジュール

　安全対策に寄与する備品や絵本・教材を早期に購入等
し、各施設に配置する。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　備品等配置進捗率【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% ―

1,800,000 （正職員

事業の成果
　民間保育所等がこの事業を活用することによって、安全
安心対策に資する備品、地域活動や家庭教育支援向けの図
書・教材等を充実させることができた。

人権行政
推進の成果

　事業目的を達成すること
で、児童が健やかに育つ環
境づくりに寄与した。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　平成22年度単年度事業として実施し、事業としては完了となるが、今後とも必要に応じて民間保育所
等の安全対策と地域の家庭教育支援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 22 平成２1年度

指標を 100.00%

人件費 円 73 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 保育所運営事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 171,167,117

款 民生費

特定財源

16,118,000
項 児童福祉費 1,499,704
目 児童福祉施設費

自治基本条例根拠条文 第23条 81,620,433
総合計画コード 2-3-2 一般財源 71,928,980

事業費内訳

臨時職員給 73,979,120
報償金      1,878,300
費用弁償　      4,510
普通旅費　   　24,160
消耗品費　  3,237,010
印刷製本費     91,000
光熱水費　 12,878,050
施設修繕料  1,834,987
物品修繕料 　  42,504
賄材料費   35,838,606
医薬材料費 　  35,884
通信運搬費    412,609

手数料              　786,360
その他保険料           33,958
事務業務委託料　       83,790
施設管理委託料　    8,069,039
設計委託料　　　　　5,460,000
検診委託料　　        395,580
使用料及び賃借料     　84,897
維持補修工事請負費 23,730,000
原材料費　          　447,797
庁用器具購入費      1,179,283
教材購入費　　　　　　404,440
その他負担金          235,233

事業の概要
　公立保育所3園の運営費用（維持管理費を含む。）であり、保護者の就労、病気や障害などの理由に
より、保育を必要とする乳児や幼児を保育する。また、施設改修等により保育環境を整備する。

事業の目的
　豊かに伸びていく可能性をその内に秘めた子どもが、現在を もよく生き、望ましい未来をつくり出
すための力の基礎を培うこと。

事業の
スケジュール

人権行政
推進の視点

　安心して子育てができる
環境を整えることおよび子
どもたちの健全育成を図る
ことは、保護者の働く権利
に寄与するとともに、子ど
も自身の人権を守るもので
ある。

定　　員（H21）
定　　員（H22）
入所者数（H21）
入所者数（H22）

　
就学前児童数
待機児童数

公立
400人（3園）
400人（3園）
362人（3園）
374人（3園）
平成21年度
6,994人

0人

民間立
1,715人（19園）
1,715人（19園）
1,684人（19園）
1,754人（19園）

平成22年度
　　6,837人

0人

 ・公立2園（野崎・北条）の耐震補強の設計・施工を実施
 ・安全対策及び地域の家庭教育支援のため、備品や教材を購入

事業の評価

　　　入所率：入所者数／要保育児童数【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% にする。 100.00% 99.51%

696,000,000 （正職員 13

事業の成果

　西部の工場地域の宅地化による入所希望数増加も新田保
育園の開園で状況が大きく改善され、保育する児童の健全
な心身の発達を支援でき、保護者の就労環境の整備に寄与
できたと考えている。また、21年度当初に津の辺、寺川両
園を民営化し、公立保育園3園体制となっている。

人権行政
推進の成果

　安心して子育てができる
環境の整備と、児童の健全
育成という観点から成果が
上がっている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　就学前児童数の減少傾向が続いているが、保護者の就労等により入所希望数の減少割合は小さい。現
在、国で保育制度の新システムの構築が検討されており、保育需要がどの程度変化するか、公立保育所
の持つ意義がどのように変化するか不透明な点も多いが、効率的に市民に質の良いサービスが提供でき
るよう改善を積み重ねていく。



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 100回 90回

人件費 円 0 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 保育所地域活動事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 546,720

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 545,000
目 児童福祉施設費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-2 一般財源 1,720

事業費内訳

報償費　　　279,500
消耗品費　　　117,339
原材料費　　　49,611
教材購入費　　　100,270

192回

事業の概要
　公立3保育所（南郷・野崎・北条）の有する専門的機能を活用し、次の事業を実施する。
①　育児講座・育児と仕事両立支援事業
②　異年齢児交流事業

事業の目的
　公立保育所が、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として、
その専門的機能の活用を期待されていることから、保育所において地域活動を推進することにより、在
宅児童の福祉を図る。

事業の
スケジュール

　遊び教室、赤ちゃん教室、地域の子どもと保育所の園児
が交流する年齢教室等の行事を合計108回実施した。その
他、月～金曜日の午前10時から午後4時まで実施している育
児相談、地域の子どもたちに園庭を開放する園庭開放、地
域への絵本の貸出も実施している。

人権行政
推進の視点

　安心して子育てができる
環境を整え、子どもたちの
健全育成を図ることは、子
ども自身の人権を守るもの
である。

事業の評価

　　　あそび教室等開催回数【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

にする。 108回

9,000,000 （正職員 3

事業の成果
　22年度においても年間を通じて日常的に多くの事業を行
い、地域に開かれた保育所として、地域とともに児童を育
てる姿勢を理解して頂くことができた。

人権行政
推進の成果

　日常的に、継続して事業
を実施することで子どもの
健全育成に寄与している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　近年、国においては、地域子育て拠点事業を充実させるなど、在宅家庭への働きかけを行う傾向を見
せている。本市においても、子育て支援センターやつどいの広場を設置しているが、公立保育所では、
これらの施設また民間保育所の活動と連携を図りながら効果的な事業展開を模索していく。



国補助
府補助
市　債
その他

（※注） ・法人立保育所措置委託費
・法人立保育所運営補助経費

指標 成果指標

平成 22 平成21年度

指標を 81.58%

人件費 円 1.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 法人立保育所運営委託事業
（※注） 委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 2,069,171,172

款 民生費

特定財源

575,569,580
項 児童福祉費 323,754,790
目 児童措置費

自治基本条例根拠条文 第22条 322,147,750
総合計画コード 2-3-3 一般財源 847,699,052

事業費内訳

施設入所措置費　　1,705,172,350

その他団体補助金　　　   363,998,822

事業の概要
　民間保育所の入所児童数をはじめとする状況の把握を行い、国の 低基準を維持するため、国が定め
た保育所運営費をそれぞれの民間保育所に対して支給する。また、長時間保育、低年齢児保育、障害児
保育等の実施に対して補助金交付により支援する。

事業の目的
　民間保育所において 低基準以上の保育水準が確保できるように財政的な援助を実施するとともに、
児童の快適な保育環境の確保を図り、民間保育所の保育水準の向上を図る。

事業の
スケジュール

・毎月、各民間保育所別の年齢別児童数、障害児数、延長
保育実施数、一時預かり実施数など、実績に応じて委託費
および補助金を交付する。

人権行政
推進の視点

　安心して子育てが出来る
環境を整え、児童たちの健
全育成を図ることは、児童
自身の人権を守るものであ
る。

事業の評価

　延長保育等実施率：（延長保育実施園数＋障害児保育実施園数）/民間保育園数【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

85% にする。 81.58% 78.13%

12,600,000 （正職員

事業の成果

　本市においては、22園中19園が民間保育園であり、民間
保育園の状況が、本市全体の保育水準の向上を左右する状
況となっている。本事業は、各民間保育園の運営に要する
ことで、市民の保育ニーズに応えようとするものであり、
一定の成果があったと考えている。

人権行政
推進の成果

　民間保育園で、多様な保
護者ニーズに応えることに
より、児童にとって健全な
発達の保障が図られてい
る。

説明

　保育園の運営は、延長保育の自己負担金の収入以外は、ほぼ市からの交付金によって賄われており、
現在の保育制度が存続する限り、児童の健全な発達を促していく保育サービスを提供するうえで本制度
の存続は必要である。なお、国により保育制度の抜本的な変更が検討されているので、保育サービスの
提供に支障がないように対応していく必要がある。

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

・大東キッズプラザ運営費
・南郷子育て支援センター運営費
・四条子育て支援センター運営費

指標 成果指標

平成 22 平成21年度

指標を 100.07%

人件費 円 2.5 人） （非常勤職員等 人）

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 32,611,504

款 民生費

特定財源

16,425,000
項 児童福祉費 998,696
目 子育て支援センター費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-3 一般財源 15,187,808

事業費内訳

報償金                  408,000
普通旅費　　　　　　　　12,380
消耗品費              　501,854
光熱水費                621,140
施設修繕料              399,000
医薬材料費                4,966
通信運搬費               54,761
事務業務委託料       28,934,000
工事請負費　　　　　　　501,900
使用料及び賃借料        39,944
原材料費                19,740
庁用器具購入費       1,101,819
その他負担金            12,000

人権行政
推進の視点

　安心して子育てが出来る
環境を整え、児童の健全育
成を図り、児童の人権を守
る。

目標値
年度までに

実績値
平成22年度

事業の概要
　南郷子育て支援センター、四条子育て支援センター、キッズプラザの3か所で、就学前の乳幼児をも
つ保護者と児童に地域交流の場を提供するとともに、子育てに関する講習会や相談を実施する。

事業の目的
　就学前の乳幼児と保護者・妊婦とその家族を対象に子育てを支援し出産育児の高揚を図り、少子化に
対応する。また、育児不安や虐待等の社会問題の予防・回避に努める。

事業の
スケジュール

子育て講座（連続講座を含む）　    　1,451回　 　　48,841人
館外事業　　　　　　　　　　　　    　102回　　　　3,721人
施設開放（ふれ合いタイム含む）      1,350回　 　  71,211人
育児相談　　　　　　　 　      　毎日・随時　　　　3,639件
イベント　　　　　　　　　　　　    　随時　 　   6,617人
施設利用者数    　　                     　　　  87,737人

100% にする。 66.09% 99.30%

22,500,000 （正職員

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

子育て支援事業事業名

事業の成果

　在宅で子育て中の保護者支援のため、関係各機関と連携
を取り、親子で友達を作る環境と、保護者の育児力の向上
を図り、育児の不安を解消するための支援に努めるなど子
育て環境づくりに大いに貢献している。また、3か所中2か
所について、子育て支援をミッションとするＮＰＯ法人に
委託（指定管理）しており、市民協働という面からも成果
があると認識している。

人権行政
推進の成果

　子育ての不安を取り除
き、児童の健全育成に寄与
している。

平成20年度

　安全対策及び地域の家庭教育支援のため備品、教材を購入

事業の評価

　　　登録率：(3支援センターの登録者数/就学前の在宅児童数【平成18年度設定】

平成２２年度決算

説明
　近年の地域や保護者の子育て力の低下は著しく、地域社会全体で子育てを支えていくという観点から
も事業の継続は必要である。運営については、引き続き子育て支援団体の育成という視点を持ちつつ、
他機関の専門職員・ボランティアの支援、援助を得て、効率的な運営を推進する。

いきいき委員会委員会名



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 71.6%

人件費 円 20 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 療育センター運営費
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 事業費総額 （※1）32,055,649

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 (※2)499,185
目 療育センター費

自治基本条例根拠条文 第23条 (※3)82,366,610
総合計画コード 2-3-2

一般財源
備考

（※1）人件費を含まない事業費総額

(※2)+(※3)人件費を含む補助金総額

事業費内訳

臨時職員給 8,276,204　通信運搬費　     332,919
報償金　　 3,298,600　手数料            67,670
賞賜金　　     6,800　事務業務委託料 8,977,300
費用弁償　   　7,020　施設管理委託料 　487,520
普通旅費　   127,120　検診委託料　  　 105,410
消耗品費　　 585,881　使用料及び賃借料  74,919
光熱水費　 3,313,507　原材料費　　     235,063
施設修繕料　 392,815　庁用器具購入費 　901,552
物品修繕料 　 20,790　教材購入費       154,360
賄材料費　 4,627,043　その他負担金　    52,000
医薬材料費　  10,956　その他償還金　　　　 200

にする。 76.0%

事業の概要

　児童福祉法に基づき、運動発達に遅れのある児童や、発達のつまづき、言葉の遅れなどを持つ就学前
児童を対象とした通園施設である。
　児童とその保護者に対し、言語相談や発達相談による指導、助言、援助を行うとともに、自由遊び、
設定遊び、機能訓練などを通じて児童の発達を促す療育指導を行っている。また、施設改修等により療
育環境の整備を行う。

事業の目的
　通園の方法で療育を行うことにより、集団生活を通じて、日々、いきいきと暮らせるような基本的生
活能力を身に付ける。

事業の
スケジュール

　入所児童数
　　　　　　　H22.4   H21.4   Ｈ20.4　Ｈ19.4　Ｈ18.4
たんぽぽ園　　　30　    30     　28　　　28　　　29
すみれ園　   　 15 　   10   　　 9　  　14　　　11
合     計　　　 45   　 40   　　37　 　 42　  　40

人権行政
推進の視点

　子どもの心身の発達を促
すとともに、保護者をはじ
めとする関係者への障害に
対する理解を深め、社会全
体で子育てに取り組んでい
く意識を高める。

事業の評価

　　　利用率：通園者数／定員（１日当たり）【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

65% 69.7%

205,740,000 （正職員 8.58

事業の成果
　知的障害児については、年々、対象児の数が増加傾向に
あり、肢体不自由児とともに、障害児の支援サービスを提
供している施設が数少ない中、本事業の役割は大きい。

人権行政
推進の成果

　療育による心身機能の維
持向上に寄与し、福祉の向
上に寄与できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　知的障害については、早期発見・早期治療が効果的といわれ、今後も就学前児童への対応は重要であ
ると思われる。配慮を要する児童は、それぞれ対応の方法も異なる。適正に対応するためには、各施設
や各関係者が、今後継続して問題意識を共有し、それぞれの役割を十分に果たす必要がある。



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 81.32%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 児童デイサービス事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 福祉・子ども部 保育課 人件費を含まない事業費総額 　　　　　　(※１)　　5,446,654

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費
目 療育センター費

自治基本条例根拠条文 第23条 　　 　　(※２)　12,638,964　

総合計画コード 2-3-2
一般財源

備考
(※１)人件費含まない事業費総額
(※２)人件費含む補助金

事業費内訳

臨時職員給　　　4,460,323
報償金　　　360,000

光熱水費　　　60,337
消耗品費　　　148,694

賄材料費　　　326,000
施設修繕料　　　38,325
施設管理委託料　　　36,540

原材料費　　　13,635
使用料及び賃借料　　　2,800

にする。 70.42%

事業の概要
　療育が必要な児童の発達相談および指導・助言・援助を行うとともに、療育センターと連携しながら
必要に応じて個別的または集団的療育を行う。また、保護者を対象に、家庭における育児や療育につい
て相談を受けたり、指導したりする。

事業の目的
　発達上、何らかのつまづきや遅れのある子どものため、通園の方法で療育を行うことにより、成長、
発達を促し、基本的な生活能力を身につける。

事業の
スケジュール

　　利用者数（のべ数）
4月　　68人　　10月　　132人
5月　　77人　　11月　　139人
6月　 126人　　12月　　117人
7月　 122人　　 1月　　142人
8月　 113人　　 2月　  154人
9月 　155人　　 3月　　155人　　年間合計1,500人

人権行政
推進の視点

　発達上、なんらかのつま
づきのある児童と保護者の
ケアを行い、安心して子育
てができる環境を整え、児
童の健全育成を図る。

事業の評価

　　　利用率：利用者/定員（一日当り）【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% 68.40%

15,000,000 （正職員 2

事業の成果
　配慮を必要とする児童の数が増加する状態の中で、児童
の発達を支援するサービスを提供している施設は数少な
く、本事業の成果は大きい。

人権行政
推進の成果

　つまづきの状況の緩和に
一定の役割を果たしてお
り、子育ての不安を取り除
き、児童の健全育成に寄与
している。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　発達障害については、早期発見、早期治療が効果的といわれており、乳幼児健診でつまづき等が発見
された子どもは、なるべく早くケアが必要であるとされている。
　そのためには、各施設が、今後継続してそれぞれの役割を十分に果たし、その機能を生かしたネット
ワークづくりを充実させ、対象児童の増大に対応する手段を検討していく。



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 0件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 高齢者成年後見制度利用支援事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 75,500

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 1-3-2 一般財源 75,500

事業費内訳

消耗品費　　　14,400
通信運搬費　　　11,100
手数料　　　50,000

事業の概要

　成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人の財産や契約
を保護する制度である。親族や第三者が後見人となり不動産や預貯金などの財産管理や生活上の契約を
代行するとともに、本人が行った契約でも、それが本人に不利益な契約であれば解約できる権限を持
つ。
　なお、本制度は財産や年金等の収入があり、支払い能力はあるが親族による申立てが期待できない場
合に市長が申立てを行う制度である。支払い能力がなく親族による申立てができない場合は、地域支援
事業（任意事業）で支援を行う。

事業の目的
　必要な対象者が円滑に成年後見制度を利用することにより、本人の財産や生活を擁護することを目的
とする。

事業の
スケジュール

・成年後見制度についての啓発（高齢者虐待防止に関する
啓発と同時に実施）。
・親族等による成年後見人の申立てに関する相談および支
援。

人権行政
推進の視点

　判断能力の不十分な人の
権利を守る事業として重要
な意義を持つ。

事業の評価

　　　成年後見制度市長申立件数【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

5件 にする。 3件 0件

900,000 （正職員

事業の成果

・高齢者虐待事案等のかかわりから、成年後見人の申出が
必要である対象者を把握することが多く、虐待防止を含め
た支援をすることができた。
・支払い能力のある対象者については、社会福祉協議会で
実施している日常生活自立支援事業の利用者2名、入院中の
者1名が市長申立てをするに至った。

人権行政
推進の成果

　判断能力が不十分になる
等の将来への不安に対し
て、有益な施策の存在を周
知することができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　認知症は誰にでも起こりうる病気であり、85歳以上では4人に1人にその症状があるといわれている。
現在は約170万人であるが、今後20年で倍増することが予想されており、認知症対策は高齢者支援の喫
緊の課題である。そのためにも、成年後見制度はなくてはならない仕組みであり、今後とも推進してい
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 23 平成２1年度

指標を 2,370件

人件費 円 1.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（包括的支援事業）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 47,194,584

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第2項 47,194,584
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

普通旅費　　　60,240
消耗品費　　　254,350
通信運搬費　　　391,456
事務業務委託料　　　46,455,538
その他負担金　　　33,000

　高齢者虐待の防止をはじ
めとした高齢者の権利擁護
の推進を図ることを目的と
した、積極的な相談体制を
確立する。

にする。 2,693件

事業の概要
　地域包括支援センターの設置・運営を行い、地域の高齢者の総合相談窓口として在宅高齢者の生活を
支援・介護予防マネジメント・高齢者の権利擁護・介護支援専門員への助言を行う。

事業の目的
　高齢者がいつまでも住みなれた地域で安心して自立した生活が継続できるように、本人・家族および
その地域を支援する。

事業の
スケジュール

・高齢者からの相談受付および受け付けた相談に対する支
援やサービス導入へのつなぎを実施。
・地域包括支援センターの広報活動、住民全体のグループ
や老人クラブ活動等に参加して地域包括支援センターの活
動について報告。
・地域包括ケアに向けた関係機関との連携活動、地域を共
有する民生委員やコミュニティーソーシャルワーカー等と
の連携、連絡を取り、チームアプローチのもとに高齢者を
個人、集団レベルで支援。
・高齢者虐待事案への対応（事実確認・対象者への支
援）。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　地域包括支援センターの相談件数【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

3,600件 1,534件

10,800,000 （正職員

事業の成果

　地域や各家庭の場における集団や個人への支援および校
区福祉委員会等の活動への参加や地域ネットワーク会議等
において関係機関と連携を図ることにより、地域包括支援
センターの市民への周知も高まり、相談件数が増えてき
た。身近な所で総合的な高齢者相談ができ、在宅高齢者の
支援や介護者の心配事を軽減させることができている。

人権行政
推進の成果

　高齢者虐待や高齢者に対
する消費者問題等権利擁護
に関することの相談を受
け、地域で見守り体制を
作ったり、情報提供するこ
とで問題解決の一端を担っ
ている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　地域支援事業交付金事業：交付率80％（国40％、府20％、1号被保険者20％）



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 84.90%

人件費 円 1.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（任意事業）見守りネットワーク事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 5,064,690

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 5,064,690
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

臨時職員給　　　2,682,202

通信運搬費　　　767,868

報償金　　　262,500
普通旅費　　　3,980
消耗品費　　　4,800

使用料及び賃借料　　1,234,980

印刷製本費　　　108,360

　高齢者ができる限り健康
で心豊かに暮らすこと、ま
た、社会の一員として生き
がいのある生活をすること
を促す取り組みであり、市
民の自立やエンパワメント
の達成を目指す。

にする。 98.24%

事業の概要
　任意事業については、地域の実情に応じて創意工夫を活かした多様性事業形態が可能となっている。
①介護給付等費用適正化事業、②サービス事業者振興事業、③高齢者権利擁護事業、④成年後見制度利
用支援事業、⑤家族介護慰労事業、⑥地域・安心いきいきネットワーク事業などがある。

事業の目的
　いつまでも元気で安心して住みなれた地域で暮らせるように高齢者やその家族を支える。また、保険
者として介護保険事業の運営の安定化を図ったり、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的と
している。

事業の
スケジュール

・介護給付等費用の適正化のためのケアプランチェック数
725件（年間）
・高齢者虐待に関する啓発のための研修会の開催（3月）
・認知症等高齢者の成年後見申立に関する相談及び申立支
援
・地域・安心いきいきネットワークの構築のために地域あ
んしんシステムを使用し、地域の対象者の追加情報を入力
し、民生委員・校区福祉委員等関係機関との連携を図る。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　介護給付等費用の適正化（ケアプランチェック率）【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% 30.50%

16,500,000 （正職員 1

事業の成果

・初めてサービスを利用する対象者のケアプランについて
指導・助言をすることにより、有効で適切なケアプラン作
成やサービスの適正化、ケアマネジャーの質の向上につな
がった。
・高齢者虐待の研修会に163名が参加し、虐待の早期発見と
通報・相談の必要性を認識した。それにより地域からの相
談も増えて、早期に関わり支援することができた。
・認知症高齢者や虐待事案等から成年後見人の申し立てが
必要である対象者を把握することができ、支援に結びつい
た。

人権行政
推進の成果

　高齢者が自身の役割を見
出し、社会に貢献する存在
であることを意識づけられ
た。また、高齢者が地域で
暮らすためにも、権利を守
ることの大切さが周知でき
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　地域支援事業交付金：交付率80％（国40％、府20％、1号被保険者20％）



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 0%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域密着型サービス整備事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 34,694,000

款 民生費

特定財源

252,000
項 老人福祉費 34,440,000
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 1-3-2 一般財源 2,000

事業費内訳

施設整備補助金　　　34,694,000

　要支援・要介護状態に
なっても高齢者が、住み慣
れた地域で安心して自立し
た日常生活を継続できるよ
う、地域密着型サービスの
整備を推進する。

にする。 33.30%

事業の概要

　地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、自宅や住み慣れた地域を拠点に生活を継続
することができるようにする観点から、日常生活圏内でサービスの利用および提供をすることが特徴で
す。地域密着型サービスには夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護（介護予防）・認知症対応型
共同生活介護（介護予防）・小規模多機能型居宅介護（介護予防）・地域密着型特定施設入居者生活介
護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設がある。第4期大東市総合介護計画（平成21～
23年度）では、認知症対応型共同生活介護（介護予防）・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護・小規模多機能型居宅介護（介護予防）の施設を各1ヶ所整備する計画となっている。

事業の目的 地域における公的介護施設の整備事業を推進する。

事業の
スケジュール

21年8月　運営候補事業者の公募
21年12月　地域密着型サービス運営委員会で意見聴取を行
い、了承された。
22年3月　介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の交付申請
23年3月　竣工予定

人権行政
推進の視点

事業の評価

地域密着型サービス施設整備計画の達成率（総合介護計画期ごと）【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% 57.60%

1,800,000 （正職員

事業の成果
・平成23年3月小規模多機能介護施設竣工　1ヶ所
・介護予防拠点整備　1ヶ所
・自動火災警報装置工事　1ヶ所

人権行政
推進の成果

　高齢化が進むなか、福祉
制度は市民生活に安心と信
頼をもたらしている

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　平成23年度までを目標とする第4期介護保険事業計画を推進していく必要がある。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 22 平成２１年度

指標を ―

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

　高齢化が進む中で介護を必要とする人が増えており、介護サービスに係る人材を確保していくこと
は、喫緊の課題となっている。また、大東市内の介護現場では、より良いサービスを提供するために有
資格者を中心に雇用している状況にある。このような状況を踏まえ、介護分野の人材の確保及び育成を
図ることを目的として、離職を余儀なくされた人等に対して、介護施設での就労機会を創出し、働きな
がらホームヘルパー2級資格を取得できるよう支援する。（大阪府の緊急雇用創出基金を活用）

　介護雇用プログラムにおいてホームヘルパー2級の資格を取得した者が、事業終了後も、市内介護施
設で直接雇用されることを目指す。

平成２２年度決算

事業名 大東市介護雇用プログラム緊急雇用創出事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 12,612,394

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費 12,612,394
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第2項
総合計画コード 1-3-1 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　　　12,612,394

82%

事業の概要

事業の目的

事業の
スケジュール

7月　公募
8月　委託契約　受託業者がハローワークに求職者募集
9～2月　受託業者が雇い入れ
3月　事業完了

人権行政
推進の視点

　介護分野の人材確保及び
育成を図ることにより、安
定した介護サービスを受け
る環境が整うことで、高齢
者が住み慣れた地域で安心
して日常生活が送れるよう
にする。

事業の評価

　　　目標雇用人数（11人）の達成率【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% ―にする。

900,000 （正職員

事業の成果
　8法人11事業所11人雇用予定が、6法人9事業所9人雇用で
き、9人全員資格取得した。1人を除いて8人は継続して雇用
された。

人権行政
推進の成果

　高齢者に適切な介護サー
ビスの提供をするための、
介護サービスの質を確保向
上。

今後の方向性 継続 廃止検討 ○完了

説明
　平成23年度から2年間かけ介護福祉士の資格取得を目指す（目標3人）大東市介護福祉士育成事業（介
護雇用プログラム）を実施。



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 ―

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 総合介護計画推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 介護保険課 事業費総額 1,277,820

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 第25条第3項 1,277,820
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

消耗品費　　　7,320
事務業務委託料　　　1,270,500

　地域や高齢者の生活課題
を把握することにより、健
康に関する様々な情報やケ
アについて、自己の尊厳を
否定したり傷つけることの
ないような環境を整備する
ことにつながる。

にする。 100%

事業の概要

　地域や高齢者の生活課題等を把握することにより、効果的かつ精度の高い第5期介護保険事業計画を
策定することが求められている。そこで、根拠となるデータの収集方法として、国において検討された
「日常生活圏域ニーズ把握手法」が示されており、その手法を用いて市内の高齢者に対し調査を実施す
る。

事業の目的
　地域の実態や課題・ニーズを把握し、不足している施策やサービス等を分析するために、全国統一の
様式である「日常生活圏域ニーズ把握手法」調査を行い、有効な情報を得る。

事業の
スケジュール

・10月：国から 終の調査票の提示あり
　　　　調査実施業者の選定及び契約
・11月：対象者の抽出
・3 月：分析結果報告
　　　　成果物の提出

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　「日常生活圏域ニーズ把握手法」調査進捗率【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% ―

4,500,000 （正職員

事業の成果
　第5期総合介護計画を策定するための、介護サービス等提
供量の見込みを算出する根拠となる基礎資料を得ることが
できた。

人権行政
推進の成果

　高齢者の尊厳に配慮した
支援策を考案するための根
拠となるデータの収集がで
きた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　本調査結果を介護サービス提供量算定の参考資料とし、平成23年度において第5期総合介護計画を策
定する。



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 ―

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

保険年金課 事業費総額 69,275,178所属 保健医療部

平成２２年度決算

事業名 国民健康保険システム導入業務委託事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

款 総務費

特定財源

24,194,000
項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 第17条
総合計画コード 1-2-2 一般財源 45,081,178

事業費内訳

事務業務委託料　　　40,843,530
使用料及び賃借料　　28,431,648

　国民健康保険制度の適正
な運用により、市民が安心
して医療を受け、健康に暮
らすことができるようにす
る。

にする。 80%

事業の概要
　国民健康保険業務（賦課・資格・給付・徴収）にクライアント・サーバーシステムを導入すること
で、業務の効率化を図り、制度改正に適時対応できる体制をつくる。

事業の目的
　非自発的失業者に対する施策を実施するためのシステム改修および国民健康保険団体連合会のシステ
ムが 適化される（全国の保険者の資格情報が確認できるようになる）ことに伴う本市国民健康保険シ
ステムの改修を行う。

事業の
スケジュール

・平成22年4月　非自発的失業者対応改修に着手
・平成23年1月　国保連合会システム 適化に対応
　　　　　　　 するための改修に着手

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　新システム稼働率【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% ―

450,000 （正職員 0

事業の成果
　平成23年5月稼働予定となっていた国民健康保険団体連合
会のシステム 適化が東日本大震災の影響により稼働が遅
れている。

人権行政
推進の成果

　国民健康保険制度の適正
な運用により、市民が安心
して医療を受け、健康に暮
らすことができるよう必要
な措置を講じることができ
た。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　今後、制度改正等があれば、システム改修により対応し、国民健康保険制度の適正な運用を推進して
いく。



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 100%

人件費 円 0.24 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 重度障害者住宅改造助成事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 8,348,000

款 民生費

特定財源
項 社会福祉費 3,624,000

自治基本条例根拠条文 第20条第2項
目 療育訓練費

一般財源 4,724,000
重度障害者住宅改造助成事業(15件）

高齢者等居住安定化推進事業併用(4件）

7,286,000

1,062,000

100%

事業の概要

　住環境によって制限される生活動作が住宅改造によって解決される場合、改造費を助成する。
・対象者：身体障害者手帳の等級が1・2級または下肢・体幹機能障害3級以上の方、重度知的障害(児）
者
・助成額：おおむね50万円をめどに、限度額80万円の改造費を助成

事業の目的
　住環境改善の改造を行うことによって日常生活における自立性、安全性を高め、当事者の自立支援、
介護者の介護負担の軽減を図る。

事業の
スケジュール

　1年を4期（4月・7月・10月・12月）に分け、緊急度の高
いケースから対象として事業を実施する。

人権行政
推進の視点

　住宅改造によって自立性
が高まり、介護負担の軽減
及び介護予防につながる。

事業の評価

　　　高齢者分のみ評価、要介護度維持・改善率(2年経過後）【平成18年度】

目標値
年度　毎回評価時の

実績値
平成22年度 平成20年度

50% 50%

2,160,000 （正職員 0

事業の成果

　住環境の段差等のバリアによって、障害者の生活動作を
妨げ、閉じこもりによっておこる心身機能の低下（廃用症
候群）を引き起こしたり、また転倒による骨折などが原因
となり寝たきりになる事も多い。しかし、住宅改造による
住環境の改善によって安全な生活を送ることや、生活動作
の自立性を高めることができ介護予防にもつながってい
る。

人権行政
推進の成果

　住宅改造によって安全に
安心して送れる生活が保障
され、介護負担の軽減がは
かれ、当事者および介護者
の心身の自立につなげる事
ができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

にする。

事業費内訳

総合計画コード 1-3-3

説明
　介護保険の認定状況の変化のデーター（国保集計）によると、2年後の維持・改善率は43.6％。よっ
て、本事業の評価指標及び目標値を上記のように設定している。

完了



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 78か所

人件費 円 1.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（介護予防）元気でまっせ体操事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 21,423,259

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 21,423,259
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

報償金　　　35,800

事務業務委託料　 　　21,135,860

普通旅費　　　9,780
消耗品費　　　134,819
物品修繕料　　　6,510

使用料及び賃借料　　　57,720

通信運搬費　　　42,770

　高齢者が介護状態になら
ないための介護予防を普及
することで、より活動的に
生活する高齢者が増え、ま
た個別の相談会などを通し
て高齢者の不安解消を図
る。

にする。 83か所

事業の概要

・サポーター養成講座…地域の介護予防の支え手となるサポーターの養成講座。
・介護予防サポーターステップアップ講座…サポーター登録者を対象に講話、実技、グループワークなどを通して
サポーター同士の交流、新たな情報提供を行い、サポーター活動の意欲向上を図る。
・大東元気でまっせ体操スタート応援事業…元気でまっせ体操を住民主体で開催希望の団体に対して指導者を3回
派遣。
・地域包括支援センター委託事業…<介護予防評価・体力測定>活動開始から5年間は介護予防評価を2回／年実施、
5年目以降は介護予防評価を年1回、体力測定を年1回実施することで介護予防活動の継続を支援。<派遣型介護予防
講座>3回もしくは5回の講座を行う。<いきいき介護予防相談会>地域包括支援センターによる相談会。
・元気でまっせ交流会…元気でまっせ体操継続団体同士の情報交換、新たな情報提供の場として開催。

事業の目的
　虚弱高齢者及び一般の元気高齢者がより元気にいきいきと暮らし続けることで、介護保険の要介護認定を受ける
ことがないように予防する。また要介護認定を受けている高齢者もできるだけ介護量が軽減し、より自立できるよ
う介護予防を目的とする。

事業の
スケジュール

・サポーター養成講座…9月～10月　5回×1コース開催
・介護予防サポーターステップアップ講座…4回/年開催
・大東元気でまっせ体操スタート応援事業（3回派遣）…2回開催
・地域包括支援センター委託事業<介護予防評価>89回、<体力測定
>45回、<いきいき介護予防相談会>19回、<派遣型介護予防講座>3
回…40か所、5回…6か所
・元気でまっせ交流会…1回/年開催

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　元気でまっせ体操継続地区数【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か所 54か所

13,500,000 （正職員

事業の成果
　元気ででまっせ体操の普及により、要介護認定率は大阪
府下平均より低く推移している。また、体力の向上だけで
なく、体操を通じて地域の交流が深まっている。

人権行政
推進の成果

　高齢者が介護状態になら
ないための介護予防を普及
することで、より活動的に
生活する高齢者が増えた。
また個別の相談会などを通
して高齢者の不安解消を図
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

説明

　平成12年に施行された介護保険制度における要介護認定数は平成18年度には2.6倍強まで増加、それ
に伴い介護保険給付費も2.3倍、25億6千万円の増加となっている。
　増え続ける要介護認定者数を食い止めるためには介護予防事業が欠かせず、今後もより多くの住民に
介護予防の意識を持っていただき、介護予防サポーターや住民主体の体操教室の開催場所、参加人数を
増や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 22 平成２1年度

指標を 168人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（介護予防）ふれあいデイハウス事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 32,235,000

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 32,235,000
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業の概要 　ふれあいデイハウスで「元気でまっせ体操」と健口体操を行い、利用者の介護予防を図る。

事業の目的
　虚弱高齢者及び、一般の元気高齢者がより元気にいきいきと暮らし続けることで、介護保険の要介護
認定を受けることがないように予防する。また要介護認定を受けている高齢者もできるだけ介護量を軽
減し、より自立できるよう介護予防を目的とする。

事業費内訳

事務業務委託料    　 32,235,000

事業の
スケジュール

　6箇所で開催
人権行政

推進の視点

　高齢者が介護状態になら
ないための介護予防を普及
することで、より活動的に
生活する高齢者が増え、ま
た個別の相談会などを通し
て高齢者の不安解消を図
る。

事業の評価

　ふれあいデイハウス1箇所あたりの年間利用者数(実人数)【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

368人 にする。 274人 ―

4,500,000 （正職員

事業の成果

　利用者への健康チェックや各種体操、認知予防、給食に
より身体的な介護予防活動を行えた。
　また趣味・創作活動・イベント等を通じて家に閉じこも
ることなく社会参加や他者との交流を行い、生きがいを感
じることにより要支援・要介護状態への移行を防止できた
と思われる。

人権行政
推進の成果

　高齢者が介護状態になら
ないための介護予防を普及
することで、より活動的に
生活する高齢者を増やし、
また個別の相談会などを通
して高齢者の不安解消を図
ることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　急増する高齢者対策として閉じこもり予防は大変重要な施策である。ふれあいデイハウスは高齢者の
閉じこもり予防の効果があり、今後も継続していくが、事業予算の見直しは必要と考えている。利用者
の実人数を増やす事業運営の方法を検討していく。



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 760人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（介護予防）活動支援事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 1,451,547

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 1,451,547
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

報償金　　　355,800
消耗品費　　　582,667
印刷製本費　　　115,080
通信運搬費　　　50,000
事務業務委託料　　　348,000

　高齢者が介護状態になら
ないためのウォーキングや
ふれあい交流事業を通し、
より活動的に生活する高齢
者を増やす。

にする。 214人

事業の概要

・言語障害者支援事業…言語障害者のグループ活動を支援するために言語聴覚士を派遣する。また、グ
ループ活動への参加が困難な言語障害者や嚥下障害者に対して言語聴覚士が訪問で評価やアドバイスを
実施する。
・食改養成講座…住民の食の意識を高めるとともに、講座の受講生には広く市民に普及活動を行う食生
活改善推進員としての活動を促す。
・ふれあい交流事業…高齢者の健康と生きがい増進を図るための事業。施設における健康講座等の開
催。老人福祉大会の開催。
・エンジョイウォーク…市民の健康増進のためにウォーキング習慣の普及として実施。てくてくウォー
ク手帳やウォーキングイベントに参加することでウォーキングを始めるきっかけをつくる。

事業の目的
　虚弱高齢者及び元気高齢者がより元気にいきいきと暮らし続けることで、介護保険の要介護認定を受けることが
ないように予防する。また要介護認定を受けている高齢者でもできるだけ介護量が軽減し、より自立できるよう介
護予防を目的とする。

事業の
スケジュール

・言語障害者支援事業…年12回実施
・食改養成講座…6月～7月　8回×1コース開催
・ふれあい交流事業…各老人福祉施設で健康講座等を開
催、老人福祉大会を年1回開催
・エンジョイウォーク…てくてくウォーク手帳と歩数計の
発行、ウォーキングイベントの開催

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　エンジョイウォーク新規登録者数【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

600人 281人

2,700,000 （正職員 0

事業の成果

　新規登録者数は大幅に減少した。しかし、ウォーク応援
団の登録は30人になり、定例ウォークやイベントの開催な
どに欠かせないものとなっている。
　また、完歩率は増加しており、高齢者のウォーキング習
慣の定着が行えている。

人権行政
推進の成果

　高齢者が介護状態になら
ないためのウォーキングや
ふれあい交流事業を通し、
より活動的に生活をおくる
ことができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　ウォーキングイベントでウォーキングの啓発、てくてくウォーク手帳の配付、歩数計の貸与および完
歩賞によりウォーキング習慣の定着を図っている。



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 約1700人（実）

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域支援事業（介護予防）普及啓発事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 2,143,451

款 民生費

特定財源
項 老人福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 2,143,451
総合計画コード 1-3-2 一般財源

事業費内訳

消耗品費　　　129,235
印刷製本費　　　802,946
事務業務委託料          787,070

使用料及び賃借料        424,200

　高齢者が介護状態になら
ないための介護予防を普及
することで、より活動的に
生活する高齢者が増え、ま
た個別の相談会などを通し
て高齢者の不安解消を図
る。

にする。 約2000人（実）

事業の概要

・健康フェスタ…健康なまちづくり啓発活動　・健康カレンダー…介護予防、健診・検診、老齢者福祉サービスを
掲載。
・認知症サポーター養成講座…認知症キャラバンメイトによるサポーター養成講座を市内各地で実施し、認知症に
関する啓発を広く行うことで、認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくる。
・介護予防情報システム（迷い人キャッチシステム）…徘徊高齢者の情報だけでなく健康情報や高齢者向けのイベ
ント等の情報を携帯電話に配信する。
・介護予防パンフレット…市民への介護予防の啓発。

事業の目的
　虚弱高齢者及び一般の元気高齢者がより元気にいきいきと暮らし続けることで、介護保険の要介護認定を受ける
ことがないように予防する。また要介護認定を受けている高齢者もできるだけ介護量が軽減し、より自立できるよ
う介護予防を目的とする。

事業の
スケジュール

・健康フェスタ 平成22年9月
・健康カレンダー…市民全戸配布
・認知症サポーター養成講座…テキスト1000人分
・介護予防情報システム（迷い人キャッチシステム）
・介護予防パンフレット…いきいき介護予防相談会やイベント行
事の際に高齢者を中心とした市民に配布

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　健康フェスタの参加人数【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

2000人（実人数値） 約3000人（延べ）

5,400,000 （正職員

事業の成果

健康フェスタ
　来場者へのアンケートに436人が回答した。健康フェスタ
への初回参加者は3割程度であった。健康フェスタの内容を
きっかけに健康づくりのために何かしてみようかという問
いでは、60.1%がしてみようと思ったと、健康フェスタを機
に健康づくりを始める方も多い。

人権行政
推進の成果

　事業を通して、自身の健
康への意識を高めることが
できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
健康フェスタ
　子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の市民の来所を促し、健康意識を高めていく。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 23 平成２1年度

指標を 1,119人

人件費 円 1.73 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 各種住民検診事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 57,897,430

款 衛生費

特定財源

6,914,000
項 保健衛生費 658,906
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 13,608,689
総合計画コード 1-2-2 一般財源 36,715,835

事業費内訳

消耗品費　　　199,660

検診委託料　　　55,778,272

印刷製本費　　　417,008
通信運搬費　　　547,494
手数料　　　21,850

個人補助金　　　15,600

事務業務委託料　　　917,546

　市民の積極的な受診を勧
奨し、より多くの市民が受
診できる機会を設け、がん
等の早期発見、早期治療に
より健康な市民の増加を図
る。

にする。 1,223人

事業の概要

　がんの早期発見および早期治療を目的に、肺・胃・大腸・乳・子宮がん検診を実施する。特に受診率の低い肺が
んや胃がん検診は検診日を増やしたりPRを工夫し、受診率の向上を図る。平成21年度の女性特有のがん検診推進事
業(継続は未定)により、乳がん・子宮がん検診の周知は図られつつあるものの、さらに継続したPR活動を行ってい
く。その他、骨粗鬆症検診や肝炎検診も実施する。また、要精検者を確実に医療につなげていくための働きかけを
重点的に行う。国の目標値である「受診率50％」に近づけるため、受診しやすい環境を整える。各検診とも個別検
診の充実・周知を図り、セット検診や休日実施を増やしていく。特に、特定健診との連携が重要である。
「女性特有のがん検診推進事業」は、平成22年度も実施。

事業の目的 　がん等の早期発見および早期治療により、健康を維持することを目的とする。

事業の
スケジュール

・肺がん検診：(集団)平日3回・休日2回
・胃がん検診：(集団)平日8回・休日2回(個別)通年
・大腸がん検診：(集団)胃がんと同日実施(個別)通年
・乳がん検診：(集団)ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ平日18回・休日2回
　　　　　　　(個別)通年
　　　　　　　(集団)ｴｺｰ　平日10回・休日4回
・子宮がん検診：(集団)平日10回・休日4回(個別)通年
・骨粗鬆症検診：(集団)平日7回・休日2回
・肝炎検診：(個別)7月～3月末
※ﾚﾃﾞｨｰｽ検診(ｴｺｰ・乳・骨)を休日含め6回

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　乳がん検診（マンモグラフィ）の個別検診の受診者数　【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

600人 285人

15,570,000 （正職員

事業の成果

　胃がんは通年で個別受診が可能となり、受診者数が増加
している。乳がん・子宮がんは、クーポン券の送付によ
り、年々増加している。全般的に、特定健診受診券送付時
にがん検診等のお知らせも掲載するようになり、個別検診
の受診が伸びている。

人権行政
推進の成果

　住民の健康の保持増進の
ための取り組みであり、市
内数か所で実施した。ま
た、受診枠の増加により、
より受診しやすい環境を整
えることができた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　受託医療機関を増やすことにより個別検診の受診枠を拡大し、市民にとってより身近で受けやすい体
制を整える。



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 413人

人件費 円 0.46 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名
在宅市民健康管理事業

（40歳未満）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 3,358,056

款 衛生費

特定財源
項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第20条第1項・第2項　第21条 1,024,100
総合計画コード 1-2-2 一般財源 2,333,956

事業費内訳

報償費　　　145,000
消耗品費　　　49,994
検診委託料　　　3,163,062

　市内各所での実施や保育
士を配置し、女性が受診し
やすい体制の確保など、女
性の健康づくりを支援して
いる。

にする。 422人

事業の概要
　学校や事業所等で健診をうける機会のない15歳以上40歳未満の市民を対象に健康診査を実施してい
る。また、健診結果説明会を行い、メタボリックシンドローム等を早期に把握し、若い世代から生活習
慣病予防対策を実施している。

事業の目的
　若い世代から、自分の健康は自分で守り、健康づくりを意識した生活習慣の継続により、生活習慣病
の予防を図る。

事業の
スケジュール

・健康診査：5月25日から6月2日まで計8回実施。
・結果説明会：7月4日から7月12日までの計7回実施。
・場所：保健医療福祉センター、野崎人権文化センター、
北条人権文化センター、新田公民館の計4ヶ所。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　受診者数【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

490人 327人

4,140,000 （正職員

事業の成果

　定員を480人とし、昨年度までと同様、ポスターの掲示や
予防接種、健診時等にチラシを手渡し配布に加え、市内小
学校児童に配布することで466人の申し込みがあり、昨年度
の申し込み人数より若干名増えた。
　結果の返却は経年の記録ができる様式としたので、昨年
までの記録を参考にしながら指導をすることができ、効果
的な指導をすることができた。

人権行政
推進の成果

　女性の健康づくりの支援
や会社等で受診機会のない
方に受診機会を提供するこ
とができている。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明

　受診する人は健康に対する意識も高く、指導を受け改善することができれば生活習慣病を予防するこ
とができる。今後も健診結果を見やすくわかりやすいものにし、結果の説明を個別に行うことで受診者
の健康への意識を高められる健診にする。また、健康意識の低いと思われる未受診者への啓発を行い、
受診者を増やすことが大切である。そのためにも受診枠を確保しながら、効果的な広報の仕方を検討し
受診者数を増加させる。



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 154

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

①健康意識を高めるため、生活の場である大型店舗で啓発することで、健康に関して無関心層の市民へ
アプローチすることができる。
②医療費の増加抑制および早世を防ぐため、糖尿病対策を講じる。
③血液難病患者の救援のため骨髄バンク支援での骨髄移植推進を図る。

平成２２年度決算

事業名 健康づくり事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 1,037,471

款 衛生費

特定財源
項 保健衛生費 491,647
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第20条1項・第2項
総合計画コード 1-2-1 一般財源 545,824

消耗品費　　　118,847

事務業務委託料　　　857,055

印刷製本費　　　4,734
通信運搬費　　　37,535

庁用器具購入費　　　19,300

事業の概要

事業の目的
　健康増進法に基づき生活習慣病予防のため、運動や食事への関心を持ち、自らの健康意識を高めるこ
とを目的として健康づくりを推進している。骨髄バンク推進のための啓発を行う。

事業の
スケジュール

①8月6日（土）ダイエー住道店でがん検診の啓発を行う。
(225人）
11月6日（土）ジョーシン大東店でがん検診の啓発を行う。
（85人）
②糖尿病教室：ＨｂＡ1ｃ6.1（糖尿病指標値）以上の市民
を対象として、糖尿病教室4回コースを実施。
③9月19日末広公園にて献血併行型骨髄バンクドナー登録会
を実施。
④「いのちのアサガオ」啓発映画、骨髄バンク普及・啓発
コンサートを実施
⑤骨髄バンクサポーターを養成するための養成講座を実施

人権行政
推進の視点

　健康の問題は、市民一人
ひとりの自己尊厳に関わる
課題であり、生活習慣病予
防することで、生涯にわ
たって健康的な生活を送れ
るようにする。

事業費内訳

事業の評価

　　　大型店舗参加人数【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

にする。 310 ―

1,350,000 （正職員

200人

事業の成果

①市民の生活の場である大型店舗で健康教育を実施することで、
多くの市民に参加してもらえた。買い物ついでにがん検診のクイ
ズに参加してもらえ、子育て中で時間がなく自分の健康管理まで
意識が回らない主婦にアプローチできる機会となった。
②糖尿病教室の前後糖尿病指標値（ＨｂＡ1ｃ）を比較すると、8
割の人に改善が見られた。
③献血会と並行してドナー登録会の実施、骨髄バンク支援事業の
コンサート等の実施を通じ、骨髄移植に興味を持たせるよい機会
を提供できた。

人権行政
推進の成果

　生活習慣病を予防するた
めに、より高い意識を持っ
て健康的な生活を送るきっ
かけづくりとなった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
①今後も幅広い年齢層の多くの市民に健康づくりを啓発していくためには、市民の生活の場を利用して
働きかける。
②糖尿病の診断がつくまでの生活習慣の見直しなど効果的なフォローとなる。



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 419組

人件費 円 0 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 出産母子支援事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 185,000

款 衛生費

特定財源
項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 1-2-2 一般財源 185,000

事業費内訳

報償金　　　185,000

　親子の信頼関係を築き、
子どもの健全育成や虐待防
止につなげる。

にする。 488組

事業の概要
　4か月児健康診査時に、希望者に対してベビーマッサージ方法の指導、赤ちゃんへの関わり方等の相
談や助言を行う。

事業の目的 　ベビーマッサージを通して赤ちゃんとのふれあいを促し、親子の絆づくりに寄与する。

事業の
スケジュール

　毎月第2・3木曜日（午前9時15分～正午）
※4か月児健康診査と同時実施　　年間24回実施

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　ベビーマッサージ参加者数【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

500組 413組

300,000 （正職員 0.1

事業の成果
　ベビーマッサージを通した赤ちゃんとのふれあいにより
親子の信頼関係を築き、子どもの健全育成や虐待予防につ
ながった。

人権行政
推進の成果

　ベビーマッサージを通じ
て親子の信頼関係の構築に
寄与できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明
　生まれた時から親子の信頼関係を築き、子どもがかわいいと思えるようサポートすることは、虐待の
予防、子育て支援につながり、子どもの健全育成に寄与できる。



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 90%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 こんにちは赤ちゃん事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 650,000

款 衛生費

特定財源

650,000
項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条
総合計画コード 2-3-4 一般財源

事業費内訳

報償金　　　650,000

　児童虐待が今日的な課題
となっている中、乳児の健
全な育成環境の整備を推進
する。

にする。 97%

事業の概要
　生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、
支援が必要な家庭に対し適切なサービスを提供する。

事業の目的 　児童虐待防止対策の充実、乳児の健全な育成環境の確保を推進する。

事業の
スケジュール

　すべての乳児を対象（1,106人）に家庭訪問する。
人権行政

推進の視点

事業の評価

　　　訪問率【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

100% 84%

9,600,000 （正職員 2.9

事業の成果
　対象者1,106人のうち1,077人を訪問し、育児に関する不
安や悩みの相談や各種情報提供を行った。

人権行政
推進の成果

　乳児の健全な育児環境の
整備が推進できた。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　すべての乳児を対象（訪問率100％）とし、さらなる育児の環境整備に取り組む。



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 14回

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 妊婦健康診査事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 37,006,930

款 衛生費

特定財源

11,621,000
項 保健衛生費 1,411,000
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条　第25条第3項
総合計画コード 1-2-2 一般財源 23,974,930

事業費内訳

印刷製本費　　　371,000
検診委託料　　　35,105,810
個人補助金　　　1,530,120

　妊婦が経済的理由にかか
わらず安心して出産を迎え
るための環境を整備する。

にする。 14回

事業の概要

　妊娠中の健診費用の一部公費負担を行うことで、妊産婦の経済的負担の軽減を図るとともに、積極的
な妊婦健康診査の受診を促す。
　妊婦一人当たりの公費負担額を36,000円とし、大阪府外の医療機関での受診者（里帰り等）に対して
も、公平性を図るため受診後の請求をもとに助成を行う。

事業の目的
　少子化対策の一環として、妊娠中の健診費用の負担軽減が求められており、妊娠・出産にかかる経済
的不安を解消し、少子化の解消の一助に資する。

事業の
スケジュール

　14回分の一部公費負担を行う。
　大阪府内の病院での受診者には、母子健康手帳別冊の受
診券により一部公費負担で受診してもらう。また、大阪府
外の病院の受診者（里帰り等）に対しても、公平性を図る
ため、受診後の請求をもとに助成を行う。

人権行政
推進の視点

事業の評価

　　　妊婦健康診査一部公費負担数【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

14回 3回

3,600,000 （正職員

事業の成果
　14回分の一部公費負担をすることで、妊娠・出産にかか
る経済的な負担軽減が図れた。また、大阪府外の医療機関
での受診者にも同様の市民サービスが図れた。

人権行政
推進の成果

　妊婦が経済的理由にかか
わらず安心して出産を迎え
るための環境が整備できて
いる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了

説明 　少子化対策の一環として、妊娠・出産にかかる負担軽減を図るために事業の継続をする必要がある。



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成 27 平成２1年度

指標を 32人

人件費 円 0.32 人） （非常勤職員等 人）

平成２２年度決算

事業名 地域自殺対策緊急強化事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 保健医療部 地域保健課 事業費総額 3,062,493

款 衛生費

特定財源
項 保健衛生費 3,062,493
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
総合計画コード 1-2-2 一般財源

事業費内訳

事務業務委託料　　　1,390,648
消耗品費　　　768,500
印刷製本費　　　241,800
通信運搬費　　　661,545

　自殺は「追い込まれた末
の死である」という観点か
ら、市民の生命を脅かす自
殺を未然に防止するための
体制および対策の整備を行
う。

にする。 35人

事業の概要

　国の地域自殺対策緊急強化交付金により都道府県に造成された基金を財源に実施されるもので、この
基金による緊急強化事業は平成23年度末までとなっている。
　自殺者の80％以上が生前に精神障害に罹患していたことが明らかになっているが、精神疾患の症状で
ある睡眠障害や疲労感に対して、一般薬や内科診療で対応し、精神科の診療を受けていない人が多い。
　本事業は、薬局や薬店から精神科受診を勧めるために、薬剤師に対する研修及び啓発パンフレットの
作成、市内精神科との連絡会議、さらに市民啓発活動を含めた事業を委託により実施する。また、自殺
対策を効果的に進めるために、市民の自殺に関する実態調査を実施する。

事業の目的
　精神科受診勧奨システムの構築や市民啓発活動、実態調査を行うことによって、自殺につながる精神
疾患を適切な医療機関に結びつけ、自殺を未然に防ぐことを目的とする。

事業の
スケジュール

4～5月：既存データの収集および整理
   6月：薬剤師会への薬局調査について会議
   7月：薬剤師会員向け研修の実施
 　9月：薬剤師会員向け研修の実施
        市民のこころの健康に関するアンケート実施
  12月：市民向け講演会開催
 　2月：庁内実態調査の実施
        薬剤師会員向け研修の実施
　 3月：街頭キャンペーンの実施

人権行政
推進の視点

事業の評価

自殺死亡者数【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

30人以下 29人

2,880,000 （正職員

事業の成果

　薬局窓口での相談により、適切な医療機関や相談機関へ
つなぐ対応をしている。また、市民向け講演会事後アン
ケートでは、マイナス思考の発想から「生きる」というこ
とに転換した前向きな感想が多く聞かれた。
　市民こころのアンケートを実施することで、市民の自殺
への考え方や自殺と内科的問診の関連性など調査すること
ができた。

人権行政
推進の成果

　自殺を未然に防止するた
めに相談者へ適切な機関へ
つなぐ整備を実施した。

説明
　市民こころのアンケート調査の結果を分析し、大東市の現状分析もしたのち、自殺予防マニュアルを
作成し、相談窓口となりやすい大東市役所職員や市民向けに研修を実施していく。市民、職員みんなが
自殺のゲートキーパーとなる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討 完了


