
国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を

人件費 円 37 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

時間外勤務手当　　 906,454
臨時職員給　　　11,219,005

定額給付金給付事業

1-4、4-1-1

事業名

【繰越明許】

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額

款 総務費
項 総務管理費
目 定額給付金費

特定財源

1,967,943,373

自治基本条例根拠条文

総合計画コード 一般財源
第9条

その他保険料　　　50,000
事務委託料　　　25,003,669

委員会名 いきいき委員会

普通旅費　　　600
消耗品費　　　166,320
印刷製本費　　　9,000
通信運搬費　　　7,541,324

1,967,943,373

（単位：円）

個人補助費　　　1,912,756,000

事業の概要
　景気後退下での住民の不安に対処するため、平成21年度2月1日の基準日において市の住民基本台帳に
記録されているものおよび外国人登録原票に対し、一人あたり12,000円を支給する。
　ただし、18歳以下と65歳以上の者については、8,000円を加算する。

事業の目的 　給付金を支給することにより住民への生活支援および地域の経済対策を目的とする。

事業費内訳

使用料及び賃借料　　4,513,096

手数料　　　5,777,905

事業の
スケジュール

・平成21年2月1日を基準日として支給対象者を抽出。
・平成21年3月28日より申請書を発送。
・平成21年4月1日～10月1日で申請書の受付、支給。

人権行政
推進の視点

　景気後退下での生活者の
不安にきめ細かく対処する
ため、家計への緊急支援を
図る。

事業の評価

　　　支給件数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 97.58%

12,125,259 （正職員 23

事業の成果
平成21年4月1日～10月1日の受付期間内において、対象世帯
数55,560世帯のうち54,213世帯に給付。
給付率は97．58％。

人権行政
推進の成果

　家計に広く給付すること
により、消費を増やし景気
を下支えする経済効果を有
した。

○完了

説明
　平成20年度の事業であったが、平成21年度に繰越をしている。
　人件費のうち、正職員37名は期間内の時間外勤務ののべ人数。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

0件

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 3,434,500

款 総務費

特定財源

総合計画コード 2-4-1 一般財源

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
3,434,500

事業費内訳

施設整備補助金　　　3,434,500

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。

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、所定の手続きがあれば補助金を交付する。

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21年度 平成19年度

2件 0件

900,000 （正職員

事業の成果
　新田公民館耐震診断補助
　新三箇自治会館用地取得補助

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。

完了

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　25 平成２0年度

指標を 0

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 アドプト制度活動事業
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 105,000

款 総務費

特定財源

総合計画コード 2-4-2 一般財源

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
105,000

事業費内訳

庁用器具購入費　　　105,000

事業の概要
　市道、公園、水路等の市が管理する公共施設における、市民団体及び企業等の美化活動に対し、サイ
ンボードの設置を行う。

事業の目的
　市民協働のまちづくりの一環として、地域住民(企業)が積極的にまちづくりに参画することにより、
市民参加によるまちづくりをさらに醸成していく。

事業の
スケジュール

・アドプト参加申込書の提出→アドプトサインボードの設
置
・年度計画(参加者名簿)の提出
・月1回の美化活動
・年間報告書の提出

人権行政
推進の視点

　アドプト制度の活用によ
り市民参加を促進するとと
もに、人権尊重の意識に根
づいた地域コミュニティ活
動に貢献している。

事業の評価

　　　大東市アドプト制度サインボード設置箇所数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

10箇所 にする。 1箇所 1箇所

900,000 （正職員

事業の成果

大東市アドプト制度サインボードを１地区に作成
団体名：朝日電器株式会社
活動場所：新田旭町４番地から新田中町3番地
協定内容：　美化活動

人権行政
推進の成果

　アドプト制度の活用によ
り市民参加を促し、個々人
がつながりを持つ機会とす
ることで人権尊重の意識に
根ざした地域コミュニティ
活動に貢献している。

完了

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1,044件

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 8,967,366

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-4-1 一般財源

項 民生管理費 2,354,758
目 民生総務費

自治基本条例根拠条文 第9条
6,612,608

事業費内訳

報償金　　　68,000
消耗品費　　　105,882
印刷製本費　　　84,104
通信運搬費　　　122,844
事務業務委託料　　　7,089,061
使用料及び賃借料 　　22,510
工事請負費　　　382,200
備品購入費　　　1,092,765

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。

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21年度 平成19年度

850件 にする。 873件 1,073件

2,400,000 （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、Ｈ21年度は7回実施したが、
各講座とも定員を超える申込があり、好評を得ている。

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。

完了

説明

　平成21年度～23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補助金が
交付されることになった。それに伴い、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
のレイアウトの変更、備品購入を実施。また、センターの位置が分かりづらかったこともあり、東別館
の２ヶ所に看板を設置。消費者教育・啓発事業の強化として、出前講座用で使用するスクリーン・プロ
ジェクター・パソコンを購入し、その際に配布する資料として啓発パンフレットを作成。啓発講座に関
しても、全７回実施。相談員の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う。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　24 平成２0年度

指標を 22,000人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 3,000,000

款 総務費

特定財源

総合計画コード 4-3-3 一般財源

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 
3,000,000

事業費内訳

その他団体補助金　　　3,000,000

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
は最大のものである。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

　H21.9.13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21年度 平成19年度

27,000人 にする。 24,000人 22,000人

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。

完了

説明
　平成21年度に補助金の見直しを行った。より市民が楽しめるまつりとなるように見直しを行いなが
ら、事業を継続していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 20,000人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 1,500,000

款 総務費

特定財源

総合計画コード 4-2-1 一般財源

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
1,500,000

事業費内訳

その他団体補助金　　　1,500,000

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

H21.10.18   住道だんじりまつり
H21.10.18　 南郷まつり
H21.10.18 　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21年度 平成19年度

25,000 にする。 20,000人 20,000人

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。

完了

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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 4団体

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 生活安全課 事業費総額 1,152,630

款 総務費

特定財源

総合計画コード 2-4-2 一般財源

項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 第21条第１項
1,152,630

事業費内訳

報償金　　　30,000
事務業務委託料　　　1,104,790
使用料及び賃借料　　　17,840

事業の概要 　市民協働のまちづくりを推進するため、公益活動を行うNPOに対して支援を行う。

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（H21年度）成果報告会
6/1～ 6/30 提案公募型委託事業公募期間
7/2　　　　　　　〃　　　　　公開プレゼンテーション
7/7　　　　　　　〃　　　　　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　3/11、3/18

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
を目指すシステム作りに貢
献している。

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21年度 平成19年度

6団体 にする。 4団体 5団体

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18年度　25万円上限　2団体
　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）

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。

完了

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 9,600個

人件費 円 0.53 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 防犯活動事業
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 164,574

款 民生費

特定財源

総合計画コード 3-5-5 一般財源

項 民生管理費
目 防犯対策費

自治基本条例根拠条文 第21条第1項 
164,574

事業費内訳

消耗品費　　　152,574
印刷製本費　　　12,000

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　　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。

事業の評価

　　　配布物品数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

19,000個 にする。 18,900個 7,000個

4,770,000 （正職員

事業の成果

・「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（携帯カイロ・
マスク）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

　更生保護事業に関する支
援及び防犯活動に関する支
援を行うことができた。

完了

説明

・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（携帯カイロ・マスク）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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　25 平成２0年度

指標を -

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 住工調和事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 29,400

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-1 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第21条第1項
29,400

事業費内訳

事務業務委託料　　　29,400

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、「住むこと」と「工業を育てること」が調和したまちづくりについ
て、地域ぐるみの産業振興の必要性が重要になる。

事業の目的
　平成20年度に策定した「大東市住工調和基本計画」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

・住工調和をすすめるための具体策の立案
・住工交流事業の検討
・事業推進のためプロジェクトチーム発足（5月）
・住環境に関する特別委員会（5月）
・住工モデル地区事業推進協議会開催（11・2月）
・住工調和に関する市民懇談会（1月）
・企業立地促進条例議会提案（3月）
・第二種産業集積促進地域の申請（3月）

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

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21年度 平成19年度

累計20件 にする。 - -

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

完了

説明
　平成21年3月に、大東市住工調和基本計画を推進協議会により策定。今後はこれを尊重し、市施策を
具体化させる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成 22 平成２0年度

指標を 486件

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 4,492,976

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-3-2 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第11条第2項 544,400
3,948,576

事業費内訳

消耗品費　　 49,854
印刷製本費　　 16,695
光熱水費　　 476,223
通信運搬費　　　60,404
事務業務委託料　　　3,600,000
施設管理委託料　　　289,800

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 　歴史文化の情報展示、観光休息の拠点及び地域住民の活動の場としての施設業務管理。

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。

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21年度 平成19年度

600件 にする。 456件 404件

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。

完了

説明
　歴史文化の情報展示、観光休息の拠点及び地域住民の活動の場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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 112社

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
総合計画コード 4-1-3

目 商工振興費
項 商工費
款 商工費

特定財源

いきいき委員会

（単位：円）

5,161,774所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額

平成２１年度決算

事業名 中小企業経営支援事業
委員会名

一般財源 5,161,774

事業費内訳

通信運搬費　　　118,149
事務業務委託料　　　5,019,025
使用料及び賃借料　　　24,600

事業の
スケジュール

・企業交流セミナー事業：22年2月に実施
・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
・ものづくり産業活性化施策推進業務委託：通年事業
・共同受注モデル事業業務委託：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。

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：本市施策を中心に、中小製造業向けの情報を提供する。
・ものづくり企業支援データベース：市内ものづくり企業300数十社の情報をＨＰにて発信。
・ものづくり産業活性化施策推進業務委託：ビジネスプロモーターによる個別相談および各種マッチン
グ。
・共同受注モデル事業業務委託：ビジネスプロモーターによる企業連携の推進。

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等の支援を行い活性化を図る。

事業の評価

　　　参加事業者数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成１９年度

累計600社 にする。 74社 110社

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、企業交流セミ
ナー、データベースなどによる情報提供およびビジネスプ
ロモーターの個別支援により、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。

完了

説明
　大東市の基幹産業である製造業に対し情報提供およびビジネスプロモーターの個別支援を行った。な
お、共同受注モデル事業業務およびものづくり産業活性化施策推進業務は年度途中からだいとう産業活
性化センター事業に移行した。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を 2社

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 新産業創出・創業支援事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 5,646,725

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-2 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項 3,780,000
1,866,725

事業費内訳

事務業務委託費　　　1,625,000
使用料及び賃借料　　　1,669,500

その他団体補助金　　　1,890,000

その他補償金　　　462,225

事業の概要
　ビジネスインキュベーター運営委託：製造業を中心に新規・第二創業を支援し、地域産業活性化に資
する。

事業の目的
　トータルとしての事業所数が減少し続けているもとで、地域経済を活性化し雇用を生み出すために、
創業を支援する。

事業の
スケジュール

　ビジネスインキュベーター運営委託
人権行政
推進の視点

　地域産業の活性化・創造
的な施策の展開を図り、活
気ある街づくりををめざ
す。

事業の評価

　　　創業に成功した企業数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成１９年度

累計20社 にする。 0社 4社

4,500,000 （正職員

事業の成果
　ビジネスインキュベーターから卒業した企業が発展し、
売上や雇用が増加している。

人権行政
推進の成果

　地域産業を活性化させる
ために創造的な施策を展開
した。

○完了

説明 　ビジネスインキュベーター運営委託はだいとう産業活性化センター事業に移行した。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成24 平成２0年度

指標を 863件

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 4,995,309

款 商工費

特定財源

総合計画コード 1-4-4 一般財源

1,590,233
項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第19条 60,060
3,345,016

事業費内訳

消耗品費　　　85,124
光熱水費　　　550,791
施設修繕料　　　1,590,233
通信運搬費　　　499,305
施設管理委託料　　　120,000
使用料及び賃借料　　　54,456　
庁用器具購入費　　　24,500
その他負担金　　　2,070,900

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、住民の就職促進を図っているところである。しかし、昨今の景気悪化のため利
用者が急増したため、増床したうえに自己検索用パソコンを５台増設し、より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、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就職困難者向け就労相談
・就労に関する情報提供
・１０月に拡張工事

人権行政
推進の視点

　地域就労は障害者や中高
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、ハロー
ワークの職業紹介の機能と
一体になることで、今まで
以上に困難者等への支援の
推進を行う。

事業の評価

　　　年間就職件数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

累計3,120件 にする。 1,205件

4,500,000 （正職員

事業の成果
　地域職業相談室の増床や自己検索機の増設により、住民
の就職促進および利便性の向上が図れた。

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。

完了

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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　24 平成２0年度

指標を -

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 大東市産業活性化センター事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 13,477,079

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-2 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
13,477,079

事業費内訳

光熱水費　　　717,779　　 
事務業務委託料　　　10,800,000
使用料及び賃借料　　　1,959,300

事業の概要

【だいとう産業活性化センター事業委託】
　ものづくりビジネスプロモーターを配置し、基幹産業である製造業者に対する支援の充実を図る。
※市委託業務以外にも、産学官が連携して、製造業以外の業種も含めた中小企業個々が抱える人材育
成、販路開拓、企業交流等の支援を行う。

事業の目的 　本市の基幹産業である製造業に対する支援を強化し、市内産業全体の活性化を図る。

事業の
スケジュール

・平成２１年７月１日からオープン
・不定期であるが、産学官の３者で構成する役員会を開
催。
・毎月、産学官の３者で構成する事務局会議を開催。
・平成２２年２月１５日に事業報告会＆企業交流会を開
催。

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・活気と魅力に
あふれるまちを目指す。

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21年度 平成19年度

350社 にする。 268社 -

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：１０４
②創業・第２創業支援件数：１３
③ビジネスマッチング支援件数：７９
④コンサルティング支援件数：７２

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。

完了

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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 48.0ha

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 208,173

款 農林費

特定財源

総合計画コード 4-1-4 一般財源

項 農業費 106,000
目 農業振興費

自治基本条例根拠条文 第19条
102,173

事業費内訳

報償金　　　55,486
普通旅費　　　5,620
消耗品費　　　108,692
印刷製本費　　　3,508
使用料及び賃借料　　　34,867

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
現地調査を行なう。

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。

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21年度 平成19年度

40ha にする。 48.0ha 45.9ha

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。

完了

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
ため最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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　24 平成２0年度

指標を －

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 170,000

款 農林費

特定財源

総合計画コード 4-1-4 一般財源

項 農業費
目 農業振興費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
170,000

事業費内訳

施設整備補助金　　　170,000

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21年度 平成19年度

500,000円 にする。 460,000円 －

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。

完了

説明
　有害鳥獣による農作物被害は、農家の経営不安定や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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 70件

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 5,100,000

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-1 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
5,100,000

事業費内訳

その他団体補助金　　　5,100,000

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は、唯一の総合経済団体としての役割を果たしてお
り、事業に係る経費の一部を補助する。
・小規模企業者への相談および指導に関する事業…税務、経理、経営等に関する相談および指導。(講
習会等の利用者数630）
・ビジネスサポーター支援事業…大東市内で事業を営んでいる企業、または創業予定者の様々な問題を
解決するために、専門家を派遣する。（専門家派遣件数70）
・ビジネスチャンス拡大事業…ビジネスチャンスの拡大を目的とした製品・技術等の展示商談会を主催
または共催する。（展示会出展社数8)

事業の目的 　商工会議所に補助することにより、中小企業の発展のため効果的な支援に取り組む。

事業の
スケジュール

　事業計画にあわせ、通年で商工会議所において随時相談
や事業を受け付けている。

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21年度 平成19年度

75件 にする。 70件 72件

450,000 （正職員

事業の成果
　専門相談員がきめ細かい支援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
産業の活性化を推進でき
た。

完了

説明 　市内中小商工業の発展には、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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 26人

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 102,000

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-2 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第23条
102,000

事業費内訳

原材料費　　 100,000
その他保険料　　　2,000

事業の概要
　市内中学生を対象に夏休み期間中に、大阪府立工業高等専門学校（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・工業系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、要項決定
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
８月　講座実施

人権行政
推進の視点

　講座を通して、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ととも
に、ものづくり、ひいては
仕事に対する魅力を伝え
個々の自立を促す。

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21年度 平成19年度

30人 にする。 23人 28人

2,250,000 （正職員

事業の成果
　アンケートでは毎回、受講生の好評を得ている。また受
入れ高校との協力関係を築くことができた。

人権行政
推進の成果

　課題を最後までやり通す
なかで、交流と信頼関係も
広がった。

完了

説明 　過去３年間で事業を軌道に乗せることができた。これらの成果を踏まえ継続していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 10.8%

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 10,418,741

款 商工費

特定財源

総合計画コード 1-4-4 一般財源

項 商工費 4,415,000
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第10条
6,003,741

事業費内訳

普通旅費　　　1,900
消耗品費　　　19,430
通信運搬費　　　332,730
事務業務委託料　　　9,989,956
使用料及び賃借料　　　3,680
その他負担金　　　52,000
個人補助金　　　19,045

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
なう。
・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・就労支援を行なう。

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（12月）

人権行政
推進の視点

　地域就労は障害者や中高
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。

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21年度 平成19年度

30% にする。 5.9% 16.2%

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。

完了

説明
  就職困難者等の雇用・就労を妨げている要因の解消・軽減をはかり、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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 2件

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 17,360

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-3 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9条第3項
17,360

事業費内訳

その他団体補助金　　　17,360

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・技術革新等を支援する。

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21年度 平成19年度

累計　12　件 にする。 2件 2件

2,700,000 （正職員

事業の成果
　市内中小企業グループに補助を行っており、グループ内
の企業同士が積極的に交流を図っており、連携の強化につ
ながった。

人権行政
推進の成果

　市内中小企業の連携強化
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。

完了

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、体力の無い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
ループに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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 5社8人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 中小企業人材育成事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 58,000

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-3 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9条3項
58,000

事業費内訳

個人補助金　　　58,000

事業の概要 　大学や公的機関等が実施する、人材育成セミナー受講料の一部を補助する。

事業の目的   市内中小企業の人材育成への取り組みを支援する。

事業の
スケジュール

  前期（８月）と後期（２月）に分けて募集受付。
人権行政
推進の視点

　中小企業の人材育成を支
援する取組を通じて、人を
大切にする企業風土を醸成
する。

事業の評価

　　　受講者数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

累計　50人 にする。 5社5人 5社10人

180,000 （正職員

事業の成果 　市内中小企業の人材育成への後押しができた。
人権行政
推進の成果

　多様なセミナーの受講を
通して、時代を担う人材が
育つ契機になっている。

完了

説明 　中小企業の人材育成を支援していく事業として、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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　25 平成２0年度

指標を -

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 231,500

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-1 一般財源

項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第20条
231,500

事業費内訳

報償金　　　231,500

事業の概要
　大東市の産業振興施策に、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
振興をまちぐるみですすめる。

事業の目的
　平成１９年３月に策定した大東市産業振興ビジョンを基に、本市産業の発展をめざすための方策を検
討する。

事業の
スケジュール

第１回　　５月　検討課題の整理
第２回　　７月　課題の解決手法の論議
第３回　１０月　中間報告、提言
第４回　１２月　最終提言と市長報告
シンポジウム　２月

人権行政
推進の視点

　産学民官が連携した企
画・推進体制として、市内
の産業活性化を目指す。

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21年度 平成19年度

累計　10件 にする。 1件 -

4,500,000 （正職員

事業の成果
　平成１９年の設立から３年目を迎え、昨年来の議論の中
では、中小企業振興のための条例づくりの論議も提起され
るなど、地域ぐるみの産業振興の議論が展開されている。

人権行政
推進の成果

　産学民官の連携でまちぐ
るみの産業振興に寄与して
いる。

完了

説明 　条例づくりの論議を実らせ、地域ぐるみの産業振興をさらに展開していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

　

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を -

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 大東プレミアム商品券補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 産業労働課 事業費総額 23,600,000

款 商工費

特定財源

総合計画コード 4-1-1 一般財源

23,600,000
項 商工費
目 商工振興費

自治基本条例根拠条文 第9第3項

事業費内訳

その他の団体補助金　　23,600,000

事業の概要
　市内商業の活性化を図る目的で発行される商工会議所主催の、プレミアム（１０％）付き共通商品券
「大東いきいき商品券」の発行に係る費用を助成する。

事業の目的 　本市商業の振興により、市民生活の向上に寄与する。

事業の
スケジュール

・９月１５日～９月２２日 商品券発売 （１万円×２万
部）
・９月１５日～１０月３１日　販売

人権行政
推進の視点

　市全体の産業振興を図る
ことによって、市民が安心
して生活できる基礎を支援
する。

事業の評価

　　　売上販売枚数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

20,000枚 にする。 20,000枚 -

180,000 （正職員

事業の成果
　市内商業者が一体となり事業を実施したことにより、多
くの市民から高い関心があり予定販売数を売り切ることが
できた。

人権行政
推進の成果

　市内商業者への援助を通
じて、市民生活向上への支
援ができた。

○完了

説明
　全額国の「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を利用して事業を実施し、当初の目的を達成し
た。

今後の方向性 　 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　24 平成２0年度

指標を 4.35%減

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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

（単位：円）

所属 市民生活部 環境政策課 事業費総額 11,108,386

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 3-4-3 一般財源

10,500,000
項 保健衛生費
目 公害対策費

自治基本条例根拠条文 第5条
608,386

事業費内訳

消耗品費　　　33,186
事務業務委託料　　　570,000
その他委託料　　　10,500,000
使用料及び賃借料　　　5,200

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。
　また、家庭や事業所からの温室効果ガス排出量を削減するために、環境家計簿の普及啓発や出前講
座、打ち水等を市民団体等と協働で実施する。

事業の目的 　温室効果ガスの量を削減する。

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
・各課等に設置しているエコ責任者・エコ推進員を対象と
した研修会を実施（5月）
・市民に対する地球温暖化対策の取組みとして打ち水を野
崎参道商店街振興組合と野崎参道にて実施（8月）
・平成20年度大東市地球温暖化対策実行計画実績算定及び
報告書作成
・市民会館屋上に10kW太陽光発電設備を設置（11月～1月）

人権行政
推進の視点

　一人ひとりの環境を守る
意識を育て、快適でうるお
いのある豊かな環境の確保
に資する。

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21年度 平成19年度

6%減 にする。 集計中 2.31%減

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20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
・クールアースデイ・ライトダウンキャンペーンの普及啓
発
・夏季における本庁玄関前へのドライミスﾄの設置
・エコアクションプランの実施
・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。

完了

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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1,000人

人件費 円 1.2 人） （非常勤職員等 人）

完了

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

・菜の花プロジェクトについて、大阪産業大学と連携し、
菜種油を５ℓ搾油した。
・だいとうシニア環境大学について、２期生（２０人）が
平成２２年２月に卒業。また、卒業生による組織「大東環
境みどり会」を設立。平成２２年５月より第３期（２２
人）がスタート。
・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２１年度は市内企業３社が取
得した。

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。

12,300,000 （正職員 0.5

―

事業の評価

　　　市民・事業者等と連携した環境事業等への参加・参画者等【平成20年度設定】　

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

のべ3,000人 にする。 500人

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２年目）
・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２
１」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。

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及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。

その他団体補助金　　　500,000
事務業務委託料　　　3,843,000
印刷製本費　　　73,500

事業費内訳

消耗品費　　　39,879
4,434,379

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

総合計画コード 3-4-1 一般財源

（単位：円）

所属 市民生活部 環境政策課 事業費総額 4,456,379

事業名 環境基本計画推進事業
委員会名 いきいき委員会

平成２１年度決算



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　27 平成２0年度

指標を 19.02%

人件費 円 1.3 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明 　最終処分場の延命化、資源の有効利用をより一層推進するため、今後も継続する必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

・ごみ総収集量…40,966ｔ　　　資源化量…5,915ｔ
・生ごみ処理機等設置補助事業…電動式10世帯、コンポス
ト6世帯、ＥＭぼかし容器4世帯
・再生資源集団回収奨励金交付事業…回収量3,328ｔ
・樹木の資源化量…165ｔ

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。

11,700,000 （正職員 0

18.85%

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21年度 平成19年度

26% にする。 18.39%

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4円）
・拠点回収事業…ペットボトル23箇所、紙パック18箇所で
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回収。

人権行政
推進の視点

　ごみに関する問題や課題
について、市民がお互いの
権利を守るためにはどのよ
うに協力し合い、責任を果
たしていかなければならな
いか、という問題に結びつ
く。

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再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を推進する。

個人補助金　　　219,600　　　
事務業務委託料　　　1,645,900
印刷製本費　　　18,144
消耗品費　　　518,880　　　　　

事業費内訳

報償金　　　13,371,080
15,773,604

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

総合計画コード 3-4-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 環境政策課 事業費総額 15,773,604

平成２１年度決算

事業名 減量化・資源化推進事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 1,000人

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

今後の方向性 ○継続 廃止検討

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。(深野、諸福、三箇、泉、北条西）
○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（1316冊）。
○環境フェアは新型インフルエンザに配慮して中止。

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。

4,500,000 （正職員

700人

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21年度 平成19年度

のべ　3,000　人 にする。 0人

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（予算は環境事業課）

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
原材料費　8,000
印刷製本費　669,750

事業費内訳

消耗品費　128,398
1,306,148

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

総合計画コード 3-4-4 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 環境政策課 事業費総額 1,306,148

平成２１年度決算

事業名 環境教育推進事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 1,495t

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

完了

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、目標値は１割減量であ
る。
　平成１９年度実績値は大幅な減量となった。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

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。

1,800,000 （正職員

1,260t

事業の評価

　　　粗大ごみ委託収集量【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,645t にする。 1,521t

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。）

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。

事業費内訳

事務業務委託料　　　8,998,164

8,998,164
自治基本条例根拠条文 第20条、21条
目 塵芥処理費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

総合計画コード 3-4-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 環境事業課 事業費総額 8,998,164

平成２１年度決算

事業名 粗大ごみ回収推進事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 2,492t

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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。

1,800,000 （正職員

2,585t

事業の評価

　　　分別収集量【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

2,914t にする。 2,386ｔ

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月から新たに
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している。

事業の目的 　容器包装リサイクル法の対象品目の資源化を推進する。

事業費内訳

事務業務委託料　　　266,455,589

266,455,589
自治基本条例根拠条文 第20条、21条 
目 塵芥処理費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

総合計画コード 3-4-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 環境事業課 事業費総額 266,455,589

平成２１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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 95団体

人件費 円 1.8 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明

　平成２１年度は、６月６日に市民による地域清掃・企業による主要幹線道路の清掃活動｢クリーン
ウォーク｣と四条南小学校でイベントを実施する予定であったが、新型インフルエンザの影響で中止と
なった。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果
　平成２１年度は、地域清掃実施自治区等及び企業数９５団体、
ごみの回収量は  ６５３㎥。

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。

16,200,000 （正職員

88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21年度 平成19年度

清掃実施団体を100団体 にする。 95団体

事業の
スケジュール

環境省が６月を「環境月間｣、６月５日を「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、
次のことを実施している。
・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んでいる。
・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ている。
・６月６日に｢クリーンウォーク２００９イベント＆環境
フェア｣を予定していたが、新型インフルエンザの影響で中
止となった。

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。

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２００９＆環境フェア｣を実施する予定であったが、新型インフルエンザの影
響で２１年度は中止となった。

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。

備品購入費　　　235,000
使用料及び賃借料　　　808,500
事務業務委託料　　　9,598,437
印刷製本費　　　61,740

事業費内訳

消耗品費　　　921,148
11,624,825

自治基本条例根拠条文 第20条、21条、22条、24条
目 環境保全費
項 清掃費
款 衛生費

特定財源

総合計画コード 3-4-4 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 市民生活部 環境事業課 事業費総額 11,624,825

平成２１年度決算

事業名 環境美化推進事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 88%

人件費 円 0.74 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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
講座を開催することにより、文化活動の充実と住民相互の
交流の目的達成に大いに貢献している。また、成人教育講
座（生花・茶道・民謡・和裁・編物）を廃止し、サークル
化にした。

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。

8,340,000 （正職員 0.56

82%

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21年度 平成19年度

100% にする。 85%

事業の
スケジュール

・識字教室…毎週月～金曜日、午後1時～5時30分
・ギター教室　年3回
・パソコン教室　年８コース延べ２７日
・穀菜食料理教室　年４回
・太鼓教室　年２回

人権行政
推進の視点

　講習講座の受講を通じ
て、互いが尊重し、多様な
個性が結びあい、心の通
う、個々人が尊厳される意
識の向上を図る。

事業の概要
　生活や就労支援に結びつく住民ニーズに合った講座や教室を開催することにより、文化活動の充実と
住民相互の交流の促進に資する。
　短期講座等では、識字教室・パソコン教室・ギター教室・太鼓教室・穀菜食料理教室

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。

庁用器具購入費　　　247,800
事務業務委託料　　　4,700
通信運搬費　　　6,600
消耗品費　　　80,999

事業費内訳

報償金　　　1,070,152
1,076,296

自治基本条例根拠条文 第22条 333,955
目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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 1,410,251

平成２１年度決算

事業名 各種講習講座事業（北条）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1,053人

人件費 円 1.4 人） （非常勤職員等 人）

完了

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活動法人ほうじょ
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

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。

12,750,000 （正職員 0,05 

1,035人

事業の評価

　　　　延べ参加数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,200人 にする。 974人

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・土曜日＝午後2時～4時、木
曜日＝午前10時～12時）、親子ふれあい夏の夕べ(1回)、国
際交流クリスマス会(1回)

人権行政
推進の視点

　人権尊重の認識と人権尊
重の活動実践者の育成を図
ると共に、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。

事業の概要
　地域を拠点とした人権尊重のコミュニティづくりの施設として、次の事業をしている。
　・地域啓発紙発行　・啓発　・研修事業　・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。

使用料及び賃貸料　　　111,800
印刷製本費　　　1,029,600
消耗品費　　　40,469

事業費内訳

報償金　　　806,500
1,988,369

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

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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 1,988,369

平成２１年度決算

事業名 地域啓発事業（北条）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

90件

人件費 円 0.05 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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21年度　相談延べ件数624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、互いに尊重し合う「人
権文化の構築」の実現に成
果があった。

510,000 （正職員 0.02

事業の評価

　　　相談件数【平成19年度設定】

目標値 - 実績値
平成21年度 平成19年度

65件 140件

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・金曜日は午後8時30分まで）
・ケース会議　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。
平成21年度…ケース会議33回

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
　大阪府の交付金事業である。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、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、住民の自立支援および福祉の向上を図る。

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,675,000
2,164,000

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 1,511,000
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１年度決算

事業名 総合生活相談委託事業（北条）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

3件

人件費 円 0.04 人） （非常勤職員等 人）

完了

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、関係機関との調整などのきめ細かな対応と、解決
までに相当な労力を要し、人権相談に長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

事業の成果

　問題解決のために関係機関と調整や市民自らが解決でき
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21年度　延べ相談件数183件

人権行政
推進の成果

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

360,000 （正職員

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21年度 平成19年度

9件 1件

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・金曜
日は午後8時30分まで）
・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、門真公共職業安定所、大阪府四條畷保
健所など関係機関の出席を求め、適切な支援方策を実施す
る。

人権行政
推進の視点

　人権侵害を受け、または
受けるおそれがある市民に
対して、市民自らが問題解
決できるように自立支援を
行い、また相談を通じて課
題等を発見し、施策の発展
を図る。

事業の概要
　大阪府の交付金事業である。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、人権相談をとおしてニーズの
的確な把握をし、市民の人権、擁護、確立を資する。

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,678,000
1,578,000

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 1,100,000
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 55回

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

事業の成果

〈人権啓発講座等〉①人権学習・講演会「日本の伝統芸能
を伝える」～太鼓集団「魁」と津軽三味線加賀丈子～32回
②機関紙「YOU・友」12回発行（北条中校区ほかに5,300部
配布）③太鼓教室16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145回、延べ381人参加、パトロール総距離1160Ｋ
ｍ

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。

90,000 （正職員

-

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21年度 平成19年度

85回 にする。 60回

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っ
た。

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を図
る。

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
られている特定非営利活動法人ほうじょう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
動等を支援する。

事業費内訳

その他団体補助金　　　2,700,000

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

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１年度決算

事業名 地域活動支援補助事業（北条）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 77.7%

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

庁用器具購入費　　　27,680

完了

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

事業の成果

　平成２１年度は、新たな視点から講座を見直した結果、
住民ニーズに即した、多くの住民が受講できる講座とな
り、新たな参加者を増し、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。

9,900,000 （正職員

72.1%

事業の評価

　　　講座主席率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 78.9%

事業の
スケジュール

ふれあい講座：2回／月に実施 　1回2時間
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５月～７月
　　　　　　　　　　　後期１０月～１２月
・識字講座：年８５回実施

人権行政
推進の視点

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

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。
　ふれあい講座（10講座13コース　洋裁・新舞踊・茶道・生花・料理等）
　短期講座等では、レザークラフト講座・ソバ打ち実習講座、パソコン講座、識字教室を実施してい
る。

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。

物品修繕料　　　11,760
消耗品費　　　59,926    

事業費内訳

報償金　　　2,864,000    
2,113,266

自治基本条例根拠条文 第22条 850,100
目 人権文化センター費
項 社会福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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 2,963,366

平成２１年度決算

事業名 各種講習講座事業(野崎）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1,095人

人件費 円 1.4 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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。なお平成21年度は
新型インフルエンザの影響で例年実施しているのざきフェ
スタを中止した。

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。

12,600,000 （正職員

1,287人

事業の評価

　　　　延べ参加数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,200人 にする。 281人

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
交流促進（パソコン相談）事業（月２回　年間で２２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。

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。

印刷製本費　　　995,400
消耗品費　　　68,805

事業費内訳

報償金　　　82,300
1,146,505

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

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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 1,146,505

平成２１年度決算

事業名 地域啓発事業（野崎）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

310件

人件費 円 0.074 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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。
延相談件数 　　２８１　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。

666,000 （正職員

事業の評価

　　　相談件数【平成19年度設定】

目標値 - 実績値
平成21年度 平成19年度

281件 120件

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。

事業費内訳

事務事業委託料　　　3,675,000
2,164,000

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 1,511,000
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１年度決算

事業名 総合生活相談委託事業(野崎）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

75件

人件費 円 0.013 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

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、相談件数の多寡にかかわ
らず人権・同和問題の解決にとって、その成果は大きい。
延相談件数　８１０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。

117,000 （正職員

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21年度 平成19年度

79件 20件

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。

事業費内訳

事務事業委託料　　　2,678,000
1,578,000

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 1,100,000
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 15回

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

完了

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

事業の成果

　憲法週間に関連して、ポスターを作成し、啓発に努め
た。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DV問題に
関する啓発研修会を実施し、第1部では被害者のピアカウン
セリング、第2部では、DV問題に関するビデオ上映の後、自
助グループの紹介や実際に被害にあった当事者の体験談を
語ってもらうことで、DV問題の理解を深めた。

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。

90,000 （正職員

-

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21年度 平成19年度

23回 にする。 10回

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。

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。

事業費内訳

その他団体補助金　　　2,700,000

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

総合計画コード 1-1-2 一般財源

いきいき委員会

（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２１年度決算

事業名 地域活動支援補助事業（野崎）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　25 平成２0年度

指標を 383人

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明 　社会福祉協議会の経営改革を継続して促す。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

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。

1,350,000 （正職員

453人

事業の評価

　　　社会福祉協議会ボランティア登録者数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

500人 にする。 384人

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

人権行政
推進の視点

　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。

その他団体補助金　　 40,586,625

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,031,000
30,527,990

自治基本条例根拠条文 第24条第2項
目 社会福祉総務費
項 社会福祉費 13,089,635
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-1 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 福祉政策課 事業費総額 43,617,625

平成２１年度決算

事業名 社会福祉協議会関係助成事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

8箇所

人件費 円 0.6 人） （非常勤職員等 人）

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

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・地域福祉の推進が図れた。

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。

5,400,000 （正職員

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 実績値
平成21年度 平成19年度

配置箇所数8箇所を維持する 8箇所 8箇所

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市民またはその家族・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。

事業費内訳

事務業務委託料　　　46,400,000

自治基本条例根拠条文 第24条第2項
目 社会福祉総務費
項 社会福祉費 46,400,000
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-1 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 福祉政策課 事業費総額 46,400,000

平成２１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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　21 平成２0年度

指標を ―

人件費 円 0.8 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明
　就労能力及び就労意欲のある失業者に対し、最大6ヶ月の住宅手当を支給し、就労の機会の推進を図
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

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。

7,200,000 （正職員

―

事業の評価

　　　支給者数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

399人 にする。 52人

事業の
スケジュール

　平成21年10月　事業実施
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。

事業の概要

　雇用失業情勢に対応すべく平成21年年4月に国で決定された「経済危機対策」に位置付けられている
事業である。
　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　国庫補助事業）
　（対象者の推計：399人）

事業の目的
　住宅を喪失した者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。

個人補助金　　　6,981,000
庁用器具購入費　　　12,500
事務事業委託料　　　3,937,000

事業費内訳

消耗品費　　　77,463

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 社会福祉総務費
項 社会福祉費

11,007,963款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-4-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 福祉政策課 事業費総額 11,007,963

平成２１年度決算

事業名 住宅手当緊急措置事業
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 1,000人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明 　地域支援事業交付金事業：交付率87.5％（国25%,府12.5%,1号被保険者20%,2号被保険者30%）

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

　地域に潜在している虚弱かつ見守りが必要な高齢者の把
握をすることができた。また、そのことにより介護予防の
観点からの支援を図り、活動的でいきがいのある生活につ
ながった。

人権行政
推進の成果

　地域に潜在している高齢
者を把握することができ
た。今後もその把握および
支援を継続し、本来的に支
援が必要な人に必要な支援
が行きわたるよう工夫して
いく。

2,700,000 （正職員

888人

事業の評価

　　　虚弱高齢者の把握数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,500人 にする。 1,079人

事業の
スケジュール

・年間を通じてあらゆる機会を捉えて、基本チェックリス
ト等調査を高齢者に対して実施し、高齢者の生活能力を把
握。
・継続的な支援の必要性のある高齢者に対して、介護予防
ケアプランを作成（新規作成数307人）。
・把握した高齢者の状況については、見守りや緊急時等の
有効な情報源として管理。

人権行政
推進の視点

　地域に潜在している虚弱
な高齢者を把握することに
より、高齢者が安心して生
活できる地域社会の実現お
よび高齢者の権利擁護の推
進を図る。

事業の概要

　平成18年度の介護保険法改正を受け、地域支援事業が新設された。同事業は介護予防事業・包括的支
援事業・任意事業の3つに分かれている。
　そのうち介護予防事業は、要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者を把握し、介護
予防教室等への参加に対する動機付けを行う。

事業の目的
　高齢者が要介護状態となることを予防することを通じて、一人ひとりのいきがいや自己実現のための
取り組みを支援し、活動的でいきがいのある生活の実現を推進する。

事務業務委託料　　　2,317,000
印刷製本費　　　12,600

事業費内訳

消耗品費　　　53,400

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 2,383,000
目 社会福祉総務費
項 老人福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 介護保険課 事業費総額 2,383,000

平成２１年度決算

事業名 地域支援事業（介護予防事業）
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２0年度

指標を 1,534

人件費 円 1.2 人） （非常勤職員等 人）

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%）

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

　地域包括支援センターを3生活圏域に設置し、3年が経過
した。
　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、市民への
周知も高まり相談件数が増えてきた。
　身近なところで総合的な高齢者相談ができ、高齢者本人
や家族介護者の疑問や不安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、地域ぐるみの見守り体
制の構築や情報提供をする
ことで、問題解決の一端を
担っている。

10,800,000 （正職員

1,452

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21年度 平成19年度

3,600件 にする。 2,370

事業の
スケジュール

・高齢者からの相談受付および受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主体のグループや
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ソーシャルワーカー等と連
携・連絡をとり、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

　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。

事業の概要

　平成18年度の介護保険法改正を受け地域支援事業を新設。同事業は介護予防事業・包括的支援事業・
任意事業3つに分かれる。
　そのうちの包括的支援事業とは、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し、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
への助言等を行う。

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
その地域組織を支援する。

その他負担金　　　16,000
事務業務委託料　　　47,228,548
通信運搬費　　　361,344
消耗品費　　　276,617

事業費内訳

普通旅費　　　7,200

自治基本条例根拠条文 第25条第2項 47,889,709
目 社会福祉総務費
項 老人福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 介護保険課 事業費総額 47,889,709

平成２１年度決算

事業名 地域支援事業（包括的支援事業）
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２0年度

指標を －

人件費 円 1.5 人） （非常勤職員等 人）

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%）

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

・はじめてサービスを利用する対象者のケアプランについ
　て指導および助言を行うことにより、適正で有効なケア
　プラン作成につながった。
・高齢者虐待の通報件数の増加が図られ、虐待の早期発見
　につながった。
・認知症高齢者に関する理解が広がり、地域で支えていく
　ことの必要性について周知することができた。
・地域あんしんシステムの導入により、見守りが必要な高
　齢者の情報を一元化して管理することを目指す。現在そ
　の一元化に向けた取り組みの過程である。

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
であることへ意識を持つ原
動力となった。

16,500,000 （正職員 1

－

事業の評価

　　　地域での見守り実人数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,200人（高齢者人口の5％） にする。 300人

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
　470件（年間）。
・高齢者虐待に関する啓発のためのリーフレットの配布、
　学習会の開催（3月）。
・認知症等高齢者の成年後見申し立てに関する相談および
　申し立て支援。
・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導入し、対象者の把握情報を順次登
　録（9月～）。

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、社会の一員としていき
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。

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な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。

使用料及び賃借料　　　437,430
通信運搬費　　　686,490
消耗品費　　　214,732
費用弁償　　　640
報償金　　　187,500

事業費内訳

臨時職員給　　　2,314,296

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 3,841,088
目 社会福祉総務費
項 老人福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 介護保険課 事業費総額 3,841,088

平成２１年度決算

事業名 地域支援事業（任意事業）
委員会名



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 57.60%

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

完了

説明   平成23年度までを目標とする第4期計画を推進していく必要がある。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

　平成21年3月に第４期大東市総合介護計画が策定された。
施設整備計画が上記事業の概要のとおり、後年度に整備さ
れることとなった。事業の進捗状況については、スケ
ジュール①及び②が終わり、平成23年3月竣工に向け、計画
が進んでいる。

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。

1,800,000 （正職員

28.60%

事業の評価

　　地域密着型サービス施設整備計画の達成率（総合介護計画期間ごと）【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成２1年度 平成19年度

100% にする。 0%

事業の
スケジュール

　当初、小規模多機能型居宅介護１施設と、介護予防拠点
１箇所を予算計上した。
①運営候補事業者の公募
②地域密着型サービス運営委員会での意見聴取
③介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の交付申請

人権行政
推進の視点

　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。

事業の概要

　地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるためのもので、原則として本市の被保険者
のみが利用できるサービスとされています。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,認知症対応型共同生活介護,小規模多機能型居宅介護,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（22年度・西部圏域・1箇所）・地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護（23年度・西部圏域・1箇所）・小規模多機能型居宅介護（23年度・中部圏域・1箇所）を
整備する計画となっている。

事業の目的 　地域における介護保険の施設を推進する。

事業費内訳

自治基本条例根拠条文 第25条第3項
目 老人福祉総務費
項 老人福祉費

0款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 介護保険課 事業費総額 0

平成21年度決算

事業名 地域密着型サービス整備事業
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２0年度

指標を 0

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

事業の成果

・高齢者虐待事案等のかかわりから、成年後見人の申し立
　て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、親族による申し立
　てが可能であることが多く、市長申し立てには至らなか
　った（市長申立0件）。しかし、煩雑な申し立てに関す
　る手続の相談に対応することにより、親族申し立てを支
　援することができた。

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。

900,000 （正職員

1件

事業の評価

　　　成年後見制度市長申立の件数【平成22年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

5件 にする。 0

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し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も
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し立てが期待できない
場合に市長が申し立てを行う制度である。支払能力がなく親族による申し立てが期待できない場合は、
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。

事業費内訳

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 0
目 社会福祉総務費
項 老人福祉費
款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 介護保険課 事業費総額 0

平成２１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



歳入
名 　称 H21年度決算額

　障害福祉サービス 440,589,593
　自立支援医療 23,024,000
　補　装　具 17,437,439

小 　計 481,051,032
　障害福祉サービス 214,603,535
　自立支援医療 12,000,000
　補　装　具 6,983,885
　障害者自立支援対策臨時特例基金事業 22,941,538

小 　計 256,528,958
737,579,990

国庫支出金 　障害者地域生活支援事業 42,500,000
府支出金 　障害者地域生活支援事業 22,533,000

65,033,000
　障害者地域生活支援事業 10,348,000
　障害者地域生活支援事業 5,174,000

15,522,000
80,555,000
818,134,990

歳出
H21年度決算額

998,873,543
4,587,121
43,444,317
27,469,374
48,962,275
34,800,000
159,263,087
3,743,825
10,979,500
3,376,190
10,608,578
28,708,093
187,971,180

1,186,844,723

H21年度決算額
34,966,038

　 47,580,845
11,355,422
16,798,532
31,256,634
74,916,497
248,489,194
17,746,173
5,802,599
65,560,942
65,995,862
197,128,849
26,772,862
476,933

12,531,307
1,035,456

　事業運営安定化事業等（基金事業） 16,594,280
875,008,425
47,535,410
27,935,543
8,488,000
83,958,953
1,412,086
38,494,079
39,906,165
998,873,543

自立支援給付事業の内訳

小　　計
　事　務　的　経　費

　特定障害者特別給付費
　高額障害福祉サービス費

　サービス利用計画作成費

合　　計

　自　立　支　援　医　療
　補　装　具　費
　通所サービス利用促進事業等（基金事業）

　生　活　介　護

小　　計

　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）

障
害
福
祉
サ
｜
ビ
ス

サ ー　ビ　ス　の 名 称 等

　国・府に対する償還金
小　　計

　移 動 支 援

　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
　共同生活介護等（援助含む）

　社 会 参 加 促 進

国庫支出金

府支出金

　地域活動支援センター

　コミュニケーション支援

中　　計

必
　
須
国庫支出金
府支出金

小　　計

小 　計

　相 談 支 援
　日 常 生 活 用 具

障害者自立支援法に係る事業費

　　　　　合 　計

地
域
生
活
支
援
事
業

項　目　等

小 　計

給
付
事
業

中　　計

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

中　　計

地
域
生
活
支
援
事
業

小　　計



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

525回

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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）

委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 4,587,121

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

1,743,000
項 社会福祉費 871,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
1,973,121

事業費内訳

臨時職員給　　　2,045,641
報償金　　　2,198,600
費用弁償　　　27,330
その他保険料　　　14,350
事務業務委託料　　　296,200
その他負担金　　　5,000

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。

事業の評価

　　　派遣回数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

458回 464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。

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、今後も継続してい
く。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

6,459件

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 43,444,317

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

5,525,000
項 社会福祉費 2,763,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項 260,000
34,896,317

事業費内訳

費用弁償　　　5,040
消耗品費　　　2,793
印刷製本費　　　65,920
事務業務委託料　　　43,370,564

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。（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【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

6,211件 7,264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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

2,157人

人件費 円 0.75 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 27,469,374

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

11,517,000
項 社会福祉費 5,759,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
10,193,374

事業費内訳

障害者地域生活支援費・必須
27,469,374

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【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

2,242人 2,021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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

260人

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 48,962,275

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

18,828,000
項 社会福祉費 10,697,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
19,437,275

事業費内訳

事務業務委託料　　　48,962,275

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【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

272人 222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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 3箇所

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 34,800,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

4,887,000
項 社会福祉費 2,443,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
27,470,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　34,800,000

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【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

4箇所 にする。 4箇所 2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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成２0年度

―

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 3,743,825

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

1,466,000
項 社会福祉費 733,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
1,544,825

事業費内訳

物品修繕料　　　12,415
事務業務委託料　　　3,593,240
障害者地域生活支援費　138,170

事業の概要
　施設入所者の地域生活移行に取り組むため、生活訓練事業としてグループホーム・ケアホームの宿泊
体験や通所施設での日中活動体験サービスを提供する。また、障害者の地域における自立した日常生活
や社会生活を支援するためグループワークや啓発活動に取り組む。

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

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

―

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

892人

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 3,376,190

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

1,509,000
項 社会福祉費 755,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
1,112,190

事業費内訳

事務業務委託料　　　3,376,190

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【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

1,013人 655人

1,350,000 （正職員 0

事業の成果
　利用者は増加しており、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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成２0年度

―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 10,608,578

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

2,008,000
項 社会福祉費 1,004,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項 3,500
7,593,078

事業費内訳

消耗品費　　　41,050
印刷製本費　　　256,500
通信運搬費　　　338,430
事務業務委託料　　　8,421,920
使用料及び賃借料　　　1,350,678

障害者地域生活支援費　　200,000

事業の概要

・日常会話程度の手話表現技術を習得した手話通訳者と、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記
者の養成を行う。
・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。
（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・文化講座開催は、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。

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

―

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

― ―

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

932人

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 10,979,500

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

4,398,000
項 社会福祉費 2,199,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
4,382,500

事業費内訳

事務業務委託料　　　10,979,500

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【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

890人 879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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標

平成２0年度

―

人件費 円 2.7 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 998,873,543

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

481,051,032
項 社会福祉費 233,587,420
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
284,235,091

事業費内訳

通信運搬費　　　52,677
手数料　　　1,359,409
その他団体補助金　  8,488,000
障害福祉サービス給付費

875,008,425
自立支援医療費　   47,535,410
補装具費　　　27,935,543
国に対する償還金　　37,867,466
府に対する償還金　　　626,613

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
く自立支援給付において、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。

事業の評価

―

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

― ―

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

1,106人

人件費 円 0.26 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名
障害者自立支援給付事業
（北条生活介護サービス）

委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 16,158,471

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

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9条第1項 8,909,044
7,249,427

事業費内訳

手数料　　　2,600
事務業務委託料　　 13,950,871
調査研究委託料　　　2,205,000

事業の概要
　介護を必要とする障害者に対し、通所により入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動
の機会を提供する。

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

　　　のべ利用者数【平成19年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

1,146人 1,223人

2,340,000 （正職員 0

事業の成果
　障害者の身体機能の維持向上、心身のリフレッシュ等を
図ることができた。

人権行政
推進の成果

　身体機能の維持向上や創
作活動により、地域で安心
してかつ楽しみながら生活
する権利の向上を図ること
ができた。

○完了

説明
　本事業は、平成21年度末で廃止し、平成22年度からは、民間事業者に建物を貸し付け、同様の障害者
生活介護サービスを引き継ぎ実施するものである。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　24 平成２0年度

指標を 0

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 障害者福祉作業所運営補助事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 24,490,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

項 社会福祉費 10,875,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第5条
13,615,000

事業費内訳

その他団体補助金　 　24,490,000

事業の概要
　民間団体が運営する市内4ヶ所の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、のんびりハウス、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
・下半期分補助金　12月上旬交付
※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。（一部の施設は24年度
末）

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21年度 平成19年度

100% にする。 40% 0

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。平成21年度に2ヶ所の福祉作業所が新体
系事業へ移行した。

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 0

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 29,040,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

項 社会福祉費 13,800,000
目 社会福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第5条
15,240,000

事業費内訳

その他団体補助金　　29,040,000

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

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21年度 平成19年度

100% にする。 50% 0

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21年4月に市内2ヶ所の小規模通所
授産施設が新体系移行した。

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。

完了

説明
　大阪府の補助事業が、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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1,805人

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 障害福祉課 事業費総額 2,592,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

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
2,392,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　2,592,000

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20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

1,850人 にする。 1,760人 1,813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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 50%

人件費 円 0.16 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 8,443,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-3 一般財源

項 社会福祉費 3,549,000
目 療育訓練費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
4,894,000

事業費内訳

施設整備補助金　　　8,443,000

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

　年間の受付期間を数期に分け、緊急度の高いケースから
対象とする。

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

　介護認定を受けている方のみの評価、要介護度維持・改善率（2年経過後）【平成18年度設定】

目標値
年度　毎回評価時の

実績値
平成21年度 平成19年度

50% にする。 100% 100%

1,440,000 （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
される。また、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
なげる事ができる。

完了

説明

　介護保険の認定状況の変化のデーター（国保集計）を見ると、2年後の維持・改善率は43.6％となっ
ており、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。過去3年間における実績値では全
国の介護認定を受けている方の維持・改善率よりも本事業の利用者の方が高く、本事業の介護予防効果
が高いことを表している。よって本事業を継続すべきと考える。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 65件

人件費 円 0,1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 415,415

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-1 一般財源

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
415,415

事業費内訳

賞賜金      415,415

事業の概要

〔内容〕満100歳の者、最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最高齢者とは、9月1日時点において大東市内の最高齢の男女各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月の高齢者月間に最高齢者祝金、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

　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。

事業の評価

　　　給付件数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

80件 にする。 74件 63件

900, 000 （正職員

事業の成果
・100歳祝金　7件
・最高齢者　2件
・金婚祝対象者　65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、最高齢者があらため
て自己の価値の尊さを確か
めることに貢献している。

完了

説明
　今後も広報誌や健康カレンダー等を活用し、広く市民に高齢月間の周知、関心を持てるように努め
る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 1,099人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 16,130,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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
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

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

　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。

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21年度 平成19年度

1200人 にする。 1,159人 1,063人

180,000 （正職員

事業の成果
　会員人数は平成20年より60人増加した。就業率は84.0％
である。

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

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指数

平成　23 平成２0年度

指標を ６人

人件費 円 0 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 0

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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

事業費内訳

事務業務委託料   　 ０  

（本事業の対象者が存在しなかった為）

事業の概要

　在宅給食サービスは竜間の郷、和光苑、バイオテック大阪の3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

　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。

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21年度 平成19年度

10人 にする。 0人 ６人

0 （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。

完了

説明
　在宅生活を支援するために65歳以下の障害者の方へ啓発を図る。また食に対するニーズを捉え更なる
サービスを展開する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　23 平成２0年度

指標を 420件

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 3,811,893

款 民生費

特定財源

総合計画コード 3-5-2 一般財源

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
3,811,893

事業費内訳

通信運搬費　　　888,393
事務委託料　　　2,199,000
使用料及び賃借料　　　724,500

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

　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、老人福祉の向上に寄与
する。

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21年度 平成19年度

500件 にする。 410件 440件

3,600,000 （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60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。

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
の啓発も必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0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２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 14,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

項 老人福祉
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第9条第1項
14,000

事業費内訳

その他負担金      14,000

事業の概要

　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21年度 平成19年度

8事業者 にする。 6事業者 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。

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は貢献できている。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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を ―

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 地域健康づくり事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 2,406,020

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-1 一般財源

項 社会福祉費
目 老人福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第20条第2項 2,400,000
6,020

事業費内訳

需用費　　　29,020
庁用器具購入費　　　2,377,000

事業の概要
　地域住民の身近な公共施設である自治会館、集会所などを基点とし、血圧や体力測定、健康体操が気
軽にできる環境を整備する。

事業の目的 　住民の健康意識の向上により、介護予防、生活習慣間病予防を測る。

事業の
スケジュール

・平成21年10月　自治会館などに自動血圧計を設置。「元
気でまっせ体操」継続団体に対し、重りの貸し出し開始。
・平成21年10月、11月、12月に自治会館などで体力測定会
を実施。体力測定会では自治会などの団体に体力測定器具
の貸し出し。

人権行政
推進の視点

　自治会館などに血圧計を
整備することにより、病弱
な虚弱高齢者や障害者の受
け入れ態勢を整え、ノーマ
ライゼイションを図る。

事業の評価

　　　血圧計を設置している自治会館などの公共施設の数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

75箇所 にする。 75箇所 ―

2,700,000 （正職員 0.3

事業の成果
　広報だいとうへの記事掲載や元気でまっせ体操実施団体
への呼びかけにより、自治会館など地域の公共施設の70箇
所に血圧計を設置することができた。

人権行政
推進の成果

　自治会館などに血圧計を
整備することにより、病弱
な虚弱高齢者や障害者の受
け入れ態勢を整え、ノーマ
ライゼイションを図ること
ができた。

○完了

説明 　平成21年度の宝くじコミュニティ助成事業によるものであり、単年度事業。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成  23 平成２0年度

指標を 285人

人件費 円 1.36 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 52,077,790

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 1-2-2 一般財源

11,253,000
項 保健衛生費 730,108
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 1,411,900
38,682,782

事業費内訳

消耗品費　　　148,971
印刷製本費　　　440,877
通信運搬費　　　600,540
手数料　　　30,000
事務業務委託費　　　1,521,423
検診委託費　　　49,307,009
使用料及び賃借料　　　8,770
個人補助金　　　20,200

事業の概要

　がんの早期発見および早期治療を目的に肺、大腸、胃、乳、子宮がん検診を実施する。特に受診率の低い肺、胃
がん検診は検診日を増やし、胃がん検診は個別健診を導入する予定である。住民の関心の高いマンモグラフィ検査
に関しても個別検診の機会を増やす。他、骨粗鬆症検診や肝炎ウィルス検査も実施し、受診しやすい体制として乳
がん、子宮がん、骨粗鬆症検診を一緒に行うレディース検診等も実施する。受診率の増加を図るために休日検診を
設け、個別検診の充実を図り、精密検査の受診率向上を図る。女性特有のがん検診推進事業として、特定の年齢に
達した女性に対して、子宮がん及び乳がんに関する検診手帳およびクーポン券を送付し、受診促進を図る。【対
象】子宮がん：20・25・30・35・40歳　乳がん：40・45・50・55・60歳

事業の目的 　早期発見、早期治療により健康を維持する。

事業の
スケジュール

・肺がん検診…集団（年5回）　・骨粗鬆症検診…集団（年9回）
・肝炎検診…個別実施
・大腸がん検診…集団（年8回）個別（通年）
・胃がん検診…集団（年8回）個別（実施予定）
・子宮がん検診…集団（年7回）個別（通年）
・乳がん検診…集団（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ年20回・ｴｺｰ年10回）個別（通年）
【女性特有のがん検診推進事業】
7月末　対象者に検診手帳と無料クーポン券を発送する
実施期間：平成22年3月31日まで

人権行政
推進の視点

　住民の健康の保持増進の
ための取り組みであり、保
健医療福祉センターから離
れた地域に居住する住民も
受診しやすいよう、個別検
診の導入、センター以外で
の実施などを行う。

事業の評価

　　　乳がん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21年度 平成19年度

600人 にする。 1,119人 ―

13,650,000 （正職員 0.47

事業の成果

【がん検診】胃がんは年度途中より個別検診を導入し、受診者を
増やすことができた。乳がん・子宮がんは、女性特有のがん検診
推進事業として対象者に無料クーポン券を送付し、さらに個別医
療機関の受診枠増加が図れたことで、大幅な受診者数の増加がみ
られた。特に乳がんの個別検診の目標値が、平成23年度で600人と
設定したが、年度途中からのクーポン券送付と受診枠拡大により
実績はすでに目標を超えている。
【その他】肝炎検診・骨粗鬆症検診はほぼ例年通りの受診者数に
とどまっている。

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、個別検診の導入や受診
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。

完了

説明

　がん検診の受診率については、国が平成23年度に50％を目標としている中で、まだまだ到達できる状
況ではない。平成22年度以降も受診しやすい環境づくりとして、受診枠の拡大と啓発を引き続き行って
いく必要がある。（肝炎検診・骨粗鬆症検診も同様）また、要精密検査の未受診対策についても、受診
勧奨を積極的に行っていく。
　女性特有のがん検診推進事業は平成22年度も実施される。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成22 平成２0年度

指標を 327人

人件費 円 0.46 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 4,066,761

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 1-2-2 一般財源

項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第25条第3項 271,600
3,795,161

事業費内訳

報償費　　　150,000
消耗品費　　　49,980
事務業務委託料　　　747,600
検診委託料　　　3,119,181

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、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：6月29日から7月13日までの計8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

　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。

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21年度 平成19年度

490人 にする。 413人 305人

4,140,000 （正職員

事業の成果

　今年度定員を485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440人の申し込みがあり、
昨年度の申し込み人数345人より100人弱増えた。
　結果返却について、昨年度より、経年記録ができる様式
としたので、昨年度の記録を参考と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。

完了

説明

　継続して健診を受診している人は、健診結果から生活習慣を改善している様子がアンケートより知る
ことができた。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、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する。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を ―

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 232,000

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 1-2-1 一般財源

項 保健衛生費 154,666
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
77,334

事業費内訳

報償費　　　45,000
消耗品費　　　40,000
役務費　　　147,000

事業の概要
　健康意識を高めるため、生活の場である大型店舗で測定や啓発をすることで、健康に関して無関心層
の市民にもアプローチすることができる。

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。

事業の
スケジュール

・9月7日に「イズミヤ」の担当者と健康教育実施にむけて
の会議を実施。
・10月20日に「ダイエー」の担当者と会議を実施する。
・①10月19日（月）10時～12時
「イズミヤ」にて骨粗鬆症検査・体脂肪測定・筋力測定を
実施し、結果説明を行う。また、エンジョイウォークの申
請やがん検診のパンフレットを渡し啓発する。
・②11月4日（水）10時～12時
「ダイエー」で上記同様の内容を実施する。

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
防をすることで、生涯にわ
たって健康的な生活を送れ
るようにする。

事業の評価

　　　参加人数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

200人 にする。 154人 ―

3,600,000 （正職員 0

事業の成果

　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
とによって、多くの市民に参加してもらえた。買い物つい
でに健康測定に参加してもらえ、子育てで時間がなく自分
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。

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もって
健康的な生活を送るきっか
けづくりとなった。

完了

説明
　今後も幅広い年齢層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
けることが必要である。より多くの市民および若い世代の夫婦に働きかけていきたいことから、今後は
休日実施にしていく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　24 平成２0年度

指標を 54地区

人件費 円 2.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名  地域支援事業（介護予防事業）
委員会名 まちづくり委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 57,020,867

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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 57,020,867

事業費内訳

報償費　　　141,600
需用費　　　4,296,057
役務費　　　128,110
委託料　　　52,319,920
使用料及び賃借料　　　91,480
備品購入費　　　43,700

事業の概要

　地域介護予防活動支援事業…地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を行う。
　介護予防サポーター養成講座・サポーターステップアップ講座・介護予防サポーター活動支援・食改養成講座・
派遣型介護予防講座・元気でまっせ体操活動支援（介護予防評価）・いきいき介護予防相談会・元気でまっせ交流
会・ふれあいデイハウス介護予防事業・エンジョイウォーク・言語障害者自主グループ活動支援事業・介護予防普
及啓発事業…介護予防について啓発を行う。
　大東元気でまっせ体操普及啓発事業・健康フェスタ・企業認知症サポーター研修を行う。

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　8回×1コース開催
・サポーターステップアップ講座…4回/年
・地域への元気でまっせ体操指導…4回派遣（14か所）
・元気でまっせ交流会…1回/年
・体操継続団体に対する介護予防評価…119回
・健康なまちづくり啓発活動…健康フェスタ1回/年
・食改養成講座…8回×1コース/年
・エンジョイウォーク…3～4回/年
・派遣型介護予防講座・・5回派遣（新規グループ）19か所、3回派遣（継
続グループ）40か所
・言語障害者自主グループ活動支援事業…3回派遣×2カ所
・ふれあいディハウス介護予防事業6か所
・いきいき介護予防相談会　21箇所

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
取り組みであり、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。

事業の評価

　　　元気でまっせ体操継続地区数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100地区 にする。 78地区 48地区

25,500,000 （正職員 1

事業の成果

　平成21年度に新規で元気でまっせ体操を始めた団体が24
団体あり、全部で78団体に増え、全体の参加者は1,306人と
なっている。いきいき介護予防相談会も21回開催し、371人
が参加した。

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
行った。

完了

説明
　平成17年度に普及を開始した「元気でまっせ体操」はますます地域への広がっており、地域ぐるみの
介護予防を推進するために、今後の本事業の継続が必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 570人

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 地域支援事業（任意事業）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部 健康いきがい課 事業費総額 11,492,844

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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 11,492,844

事業費内訳

報償金　　　1,141,200
旅費　　　5,000
事務業務委託料　　　7,343,844
使用料及び賃借料　　　1,046,800

その他扶助費　　　1,956,000

事業の概要

　いつまでも地域社会で生活ができるように高齢者と介護者を支えるための地域支援事業(任意事業)
は、実施担当課が、介護保険課と健康いきがい課にまたがっており、健康いきがい課では、介護用品支
給事業、家族介護者元気回復事業、シルバーハウジング運営事業、在宅給食サービス事業、老人クラブ
友愛活動補助事業、ふれあい交流事業、福祉用具・住宅改修地域利用促進事業を実施している。また、
平成21年より認知症徘徊ネットシステム事業を開始した。

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。

事業の
スケジュール

　民生委員・児童委員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。

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。

事業の評価

　　　友愛訪問活動実人数【平成21年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

700人 にする。 639人 489人

3,150,000 （正職員

事業の成果
　家族介護者元気回復事業、老人クラブ友愛訪問活動、ふ
れあい交流事業を実施し、一定人数の参加があり、成果が
出ている。

人権行政
推進の成果

　介護家族に自分の時間を
提供することや、福祉サー
ビスの提供により生活しや
すい環境整備を行うことに
よって高齢者の社会参加を
はかる。

完了

説明
　今後、高齢者の実態把握をし、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高齢者の生活が維持できるように推進していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　23 平成２0年度

指標を 79人

人件費 円 0.02 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 各種健康講座事業（北条）
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部　健康いきがい課 北条老人憩の家 事業費総額 12,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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
12,000

事業費内訳

報償金　　　12,000

事業の概要 　来館者および北条地区等の老人を対象に、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21年6月　「高齢者とお薬について」参加者40名
平成22年3月　「悪質商法について」参加者40名

人権行政
推進の視点

　高齢者の安心かつ健やか
な老後生活に寄与する。

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21年度 平成19年度

各100人 にする。 80人 55人

210,000 （正職員 0.01

事業の成果
　高齢者に関心の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く。

人権行政
推進の成果

　安心かつ健康で健やかな
老後生活に対する意識の向
上がうかがえる。

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おこなうことが大切であり継
続していく。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 759人

人件費 円 0.01 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 健康福祉部　健康いきがい課 野崎老人憩の家 事業費総額 0

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

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
0

事業費内訳

健康いきがい課予算(地域支援事業）を活用

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〕を活用して実施。
・毎月第4水曜日（午後1時30分～2時30分）実施。

人権行政
推進の視点

　自由、平等、反戦の視点
に立って講座等を開催。

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21年度 平成19年度

800人 にする。 762人 552人

180,000 （正職員 0.03

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 1，410人

人件費 円 0.3 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 総合福祉センター活動事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 健康福祉部　健康いきがい課 総合福祉センター 事業費総額 1,073,100

款 民生費

特定財源

総合計画コード 1-3-2 一般財源

276,000
項 社会福祉費 138,000
目 総合福祉センター費

自治基本条例根拠条文 第24条
659,100

事業費内訳

報償金　　　1,033,500
賞賜金　　　39,600

事業の概要

・障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業として、身体障害者を対象に創作的活動の機会を提供
・聴覚障害者・手話通訳者・難聴児親の会を対象に講座・学習会等を開催
・身体障害者を対象に身体機能の維持・回復等を図るための機能訓練を提供
・身体障害者及び高齢者を対象に各種催しや競技大会等を開催

事業の目的 　館の活動を通じて、身体障害者および高齢者の自立の促進や生活の質の向上をめざす。

事業の
スケジュール

・創作的活動教室（俳画、小物、木彫、茶道、さをり、生
花、水彩画）月2回午後1～3時、作品展1回
・聴覚障害者成人講座等：14回
・機能訓練：リハビリ体操とスポーツ10回、言語訓練3回
・老人福祉施設の催し：敬老の日の催し1回、健康体操2
回、競技1回

人権行政
推進の視点

　身体障害者及び高齢者の
自立の促進や生活の質の向
上に貢献するとともに、情
報障害・コミュニケーショ
ン障害を併せ持つ聴覚障害
者の「聞く権利」の保障に
寄与する。

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21年度 平成19年度

2，000人 にする。 1，585人 1，475人

4,200,000 （正職員 0.5

事業の成果

・創作的活動教室：発表の場（作品展）を目標に創作活動に励む
ことができた。
・聴覚障害者成人講座等：聴覚障害者のニーズを取り込んだ講座
等を実施できた。
・機能訓練：閉じこもり予防や心身の機能低下予防ができた。
・老人福祉施設の催し：高齢者に対し、自ら生活の向上に努める
意欲を促すことができた。

人権行政
推進の成果

　障害者や高齢者を対象に様々
な講座等を通して、生きがいづ
くりや健康づくりを図ることが
できた。

完了

説明
　複合施設としての機能を生かし、障害者・高齢者という社会的弱者の立場にたった様々な事業を推進
す る。平成22年度からはこれらの事業は総合福祉センターでの指定管理となる。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 30%

人件費 円 1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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）

所属 健康福祉部 保険年金課 事業費総額 75,352,788

款 総務費

特定財源

総合計画コード 1-2-2 一般財源

項 総務管理費
目 一般管理費

自治基本条例根拠条文 第10条第3項
75,352,788

事業費内訳

事務業務委託料　　　46,921,140
使用料及び賃借料　　28,431,648

事業の概要
　国民健康保険業務（資格・給付・賦課・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 　国民健康保険税の適正な賦課・収納の実施・業務の効率化

事業の
スケジュール

・国民健康保険システムの稼動（４月）
・コンビニ収納対応業務（６月）
・制度改正対応業務（７月）

人権行政
推進の視点

　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。

事業の評価

　　　新システム稼働率【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 100% ―

9,000,000 （正職員 0

事業の成果
・国民健康保険税の適正な賦課・収納の実施ができた
・通常業務だけでなく制度改正の対応など、業務の効率化
ができた

人権行政
推進の成果

　国民健康保険制度の適正
な運用を目指し、市民が安
心して暮らすことができる
環境作りの推進ができた。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を ―

人件費 円 0.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 子育て応援特別手当支給事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 子ども未来部 子ども政策課 事業費総額 69,932,107

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-4 一般財源

69,724,000
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
208,107

事業費内訳

時間外勤務手当　　　6,984
臨時職員給　　　629,700
消耗品費　　　42,548
通信運搬費　　　257,790
手数料　　　191,165
事務業務委託料　　　687,750
使用料及び賃借料　　　40,170
子育て応援特別手当　68,076,000

事業の概要
　景気低迷に対する国の緊急措置として、多子世帯の子育ての負担に対する配慮として第2子以降の児
童に対し、一人あたり36,000円を支給する。

事業の目的 　手当の支給により幼児教育期の多子世帯の経済的負担を軽減する。

事業の
スケジュール

・平成21年2月1日に支給対象者を抽出
・平成21年3月30日に申請書発送
・平成21年4月1日～10月1日申請受付、支給開始

人権行政
推進の視点

　長引く景気低迷の中、幼
児教育期の多子世帯の生活
支援を図る。

事業の評価

　　　支給件数【平成20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 100% ―

5,400,000 （正職員 0.3

事業の成果
・平成21年4月1日受付開始、随時振込（4月9日第1回振込）
・支給対象世帯数　1,810世帯　対象児童数　1,891人
・支給率100％（未支給世帯なし）

人権行政
推進の成果

　手当を支給することによ
り、子育て世帯の生活の安
心感・安定感を与えること
に寄与した。

○完了

説明
　平成20年度の事業であったが、事務費の一部を除き平成21年度に繰越している。
　また、新たに全子育て世帯を対象とした平成21年度版子育て応援特別手当事業が国の補正予算で成立
したが、平成21年10月執行停止が決定した。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を 3箇所

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども政策課 事業費総額 13,537,696

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-2 一般財源

項 児童福祉費 9,181,696
目 児童福祉総務費

自治基本条例根拠条文 第23条
4,356,000

事業費内訳

消耗品費　　　202,096
事務業務委託料　　　13,065,000
庁用器具購入費　　　270,600

事業の概要

　委託により事業を実施する。（3か所「ぽけっと」「きしゃぽっぽ」「みどり」）
　・地域の子育て家庭の親とその子どもが気軽にかつ自由に利用できる場を提供する。
　・子育ての不安や疑問に対する相談、援助を実施する。
　・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。
　・子育て及び子育て支援に関する講習を実施する。

事業の目的

　主に乳幼児（0～3歳）をも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

・毎週月～金曜日
　（「ぽけっと」「きしゃぽっぽ」月1回、「みどり」月2
回土曜日開設）
　午前10時～午後3時
・新型インフルエンザ等感染防止対策のため備品や消毒用
品の購入（12月～3月）

人権行政
推進の視点

　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。

事業の評価

　　　箇所数【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

5箇所 にする。 3箇所 3箇所

900,000 （正職員 0

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しており利用
者も増加している。
【延べ利用人数】
ぽけっと(四条地区) H19(2,442人),H20(2,137人),H21(2,180人)
きしゃぽっぽ(大東地区) H19(1.956人),H20(2,275人),H21(2,931人)

みどり(北条) H19(2,804人),H20(3,295人),H21(2,525人)

・新型インフルエンザ対策用品の配置を年度内に完了。

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。

完了

説明

　つどいの広場は平成21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箇所設置するという次
世代育成支援対策行動計画の目標があった。平成22年4月に4箇所目が深野地区に新規開設し、残る諸福
地区についても平成22年度中の開設を目指し調整中である。また、地域の子育て支援機能のさらなる充
実のため、事業のＰＲに努め利用者増を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を 80.81%

人件費 円 0.35 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 次世代育成支援対策行動計画推進事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 子ども未来部 子ども政策課 事業費総額 92,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-1 一般財源

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
92,000

事業費内訳

報償費　　　92,000

事業の概要

　学識経験者、子育て支援活動実務者、市民公募委員、関係行政機関の職員等で構成する大東市次世代
育成支援対策行動計画推進会議を設置。計画の進捗状況を把握し、課題等を見出し、今後の次世代育成
支援事業の計画的推進に反映させる。なお、次世代育成支援対策推進法により行動計画進捗状況の公表
が義務づけられているものである。

事業の目的 　次世代育成支援対策行動計画の進捗状況の把握、計画的推進を図る。

事業の
スケジュール

・大東市次世代育成支援対策行動計画推進会議開催。
・平成20年度進捗状況を市ホームページに掲載。

人権行政
推進の視点

　子どもの健やかな成長を
促すとともに、保護者が安
心して子育てできるよう支
援する。

事業の評価

　　　計画に掲げる特定事業の各事業ごとの目標達成率【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

80% にする。 81.54% 65.42%

3,150,000 （正職員

事業の成果

・大東市次世代育成支援対策行動計画推進会議を開催。
　（平成21年4月27日、平成21年5月18日）
・推進会議の会議録を市ホームページで公表。
・平成20年度の進捗状況について市ホームページで公表。

人権行政
推進の成果

　子どもが健やかに生まれ
かつ育成される環境を順次
整備してきている。

完了

説明
　前期計画の5年間が終了し、今後は平成21年に策定した「大東市次世代育成支援対策行動計画（後期
計画）」の計画期間である平成22年から26年までの5年間の計画の進行管理を行う。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　21 平成２0年度

指標を 0

人件費 円 1.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 次世代育成支援対策行動計画策定事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 子ども未来部 子ども政策課 事業費総額 2,293,880

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-1 一般財源

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
2,293,880

事業費内訳

報償費　　　296,500
旅費　　　2,040
事務業務委託料　　　1,984,500
使用料及び賃借料　　　10,840

事業の概要

　次世代育成支援対策推進法により、5年を1期として次世代育成支援対策行動計画を策定することと
なっている。平成17年3月に策定された大東市次世代育成支援対策行動計画「子ども夢プランⅡ」（前
期計画）の計画期間は平成21年であるため、前期計画策定時点から現在までの地域の社会環境の変化お
よび前期計画の達成状況、市民ニーズ等を把握・評価し、平成22年度から26年までの後期計画を策定す
る。

事業の目的 　地域における子育ての支援等、次世代育成支援対策を集中的・計画的に促進する。

事業の
スケジュール

　前期計画の達成状況およびニーズ調査等を評価し、サー
ビス目標量を設定。策定委員会、作成市民会議を開催し、
パブリックコメントを実施する。

人権行政
推進の視点

　地域における子育ての支
援等、次世代育成支援対策
を集中的・計画的に促進す
るための計画を策定するこ
とで、次代の社会を担う子
どもが健やかに生まれ、育
成される社会の形成に資す
る。

事業の評価

　　　次世代育成支援対策行動計画（後期計画）の策定【平成18年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 100% 0

10,800,000 （正職員

事業の成果

・大東市次世代育成支援対策行動計画作成市民会議を開
催。
　（平成21年6月23日、平成21年8月5日、
　　平成21年12月15日、平成22年3月19日）
・大東市次世代育成支援対策行動計画策定委員会を開催。
　（平成21年11月2日）
・パブリックコメント実施
　（平成22年2月9日～3月8日）
・7月につどいの広場においてインタビュー調査実施
・8月に各課事業調査を実施

人権行政
推進の成果

　子育て支援施策等を計画
的に実行するための行動計
画を策定することで、子育
ての不安感や負担感の軽
減、孤立感の解消、子ども
の健全育成に寄与してい
る。

○完了

説明
　大東市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）の計画期間は平成22年～26年であり、今後は計画の
進行管理を次世代育成支援対策行動計画推進事業として進めていく。

今後の方向性 継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

9,109人

人件費 円 1.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 放課後児童健全育成事業
委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 子ども未来部 子ども支援課 事業費総額 145,378,720

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-3 一般財源

項 児童福祉費 45,618,000
目 児童福祉施設費

自治基本条例根拠条文 第23条 77,018,400
22,742,320

事業費内訳

消耗品費　　　1,899,768
光熱水費　　　2,903,202
施設修繕料　　　410,150
物品修繕料　　　27,000
通信運搬費　　　666,391
手数料　　　411,840　
火災保険料　　　2,337
事務業務委託料　　　137,632,000

施設管理委託料　　　122,220
使用料及び賃借料　　　244,700
庁用器具購入費　　　1,059,112

事業の概要

　昼間、就労等により、保護者が家庭にいない小学1～3年生（障害のある児童については6年生まで）
の児童に対して、学校の余裕教室、専用施設において遊びの場を提供し、指導員が遊びの指導などを行
う。
　入所の受付・決定、クラブ費の徴収は市で実施。クラブの運営は大東市社会福祉協議会に委託。
　小学校区別に13ヶ所設置している。

事業の目的
　昼間、就労等の理由により、保護者が家庭にいない児童に対して、適切な遊びや生活の場を提供し、
その健全育成および児童福祉の向上を図る。

事業の
スケジュール

・1月～3月：新年度4月からの放課後児童クラブの広報、募
集、入所の受付および入所の決定を行う。4/1以降の入所申
し込みについては、随時入所の受付、決定を行う。
・毎月、放課後児童クラブ費等の納付の確認事務および未
納者への督促、催告を行う。
・12月～3月：新型インフルエンザ等感染防止対策のため備
品や消毒用品の購入。
・12月：平成22年度より大東市社会福祉協議会を指定管理
者と指定する議決がなされる。

人権行政
推進の視点

　放課後の子供たちの健全
育成を促すとともに、保護
者が安心して就労できる環
境を整える。

事業の評価

　　　利用児童数【平成20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

9,230人 9,395人

10,200,000 （正職員 0.1

事業の成果
　女性の就労の増加や少子化が進行する中、仕事と子育て
の両立支援、地域における子どもの安全・安心の確保が図
れた。

人権行政
推進の成果

　児童クラブを通じ、健康
管理、安全確保、情緒の安
定や遊びを通しての自主
性・社会性・創造性の向上
が図れた。

完了

説明
　平成22年度より指定管理者制度を導入し、利用者にとってさらに質の高いサービスの提供、施設の管
理コストの削減を図る。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

183人

人件費 円 2.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども支援課 事業費総額 371,931

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-4 一般財源

371,931
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

事業費内訳

報奨金　　　202,000
普通旅費　　　7,260
消耗品費　　　19,821
印刷製本費　　　115,500
物品修繕料　　　840
使用料及び賃借料　　　14,510
その他負担金　　　12,000

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21年度被虐待児童230件）
・［予防啓発]：11/20市民向け啓発講座（参加:80名）、
10/9.13.22灰塚小学校にてCAP研修、児童虐待対応マニュア
ル（改訂版）の配布、虐待防止のリーフレットの改訂
・[研修]：10/16 大東市児童虐待防止連絡会議講演会、
8/4・2/5事例検討会、11/20 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。

事業の評価

　　　被虐児童把握数【平成20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

230人 195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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

0件

人件費 円 0.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども支援課 事業費総額 16,500

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-2 一般財源

16,500
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

事業費内訳

施設入所費　　　16,500

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
の意志があれば、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
の福祉の向上を図る。

事業の評価

　　　入所受入件数【平成18年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

6件 6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。

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。

完了

説明
　利用数は少ないものの、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）

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

2人

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども支援課 事業費総額 133,874

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-4 一般財源

121,000（内45,000円22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
12,874（精算後57,874円）

事業費内訳

個人補助金　　　101,874
国に対する償還金　　　32,000

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）を支給する。

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
を添付し支給申込の後、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。

事業の評価

　　　支給者数【平成20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

5人 5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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成２0年度

2人

人件費 円 0.15 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども支援課 事業費総額 5,974,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-4 一般財源

2,407,000
項 児童福祉費 2,073,000
目 母子福祉費

自治基本条例根拠条文 第23条
1,494,000

事業費内訳

個人補助金　　　5,974,000

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。
　平成21年6月5日に母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改
正により、支給期間の拡大（平成24年3月31日までに修業を
開始したもの。）、支給額について市民税非課税世帯月額
141,000円、同課税世帯月額70,500円に増額が図られた。

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20年度設定】

目標値 ― 実績値
平成21年度 平成19年度

6人 4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。

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機関は、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、母子家庭の経済的な自立を促すた
めにも継続した取組が必要である。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 100%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 5,928,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-2 一般財源

4,915,000
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
1,013,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　5,928,000

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：523人（提供会員122人、依頼会員395人、両方会
員6人）
・年間利用延べ回数：1,369回

人権行政
推進の視点

　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。

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21年度 平成19年度

100% にする。 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
ることができている。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 17%

人件費 円 10.2 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 11,377,681

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-3 一般財源

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
11,377,681

事業費内訳

報償費　　　209,500
消耗品費　　　6,654
その他団体補助金　　　7,525,000

国に対する償還金　　　1,327,721

府に対する償還金　　　2,308,806

事業の概要
　平成21年4月の津の辺・寺川保育所の民営化に際し、移行に必要な事務手続を行うとともに、入所児
童、保護者が民営化を大きな混乱なしに受け入れ、受託法人の運営に円滑に移行できるように、施設改
善に対する補助を行うなどの支援を行う。

事業の目的
　入所している児童および児童の保護者における不安と負担を軽減し、円滑に保育所運営の移行を行
う。

事業の
スケジュール

・平成20年11月～平成22年3月…市職員以外の第三者で組織
する検証委員会を設置し、引継ぎ状況を検証する。
・平成22年4月～平成22年3月…民営化した保育所に勤務し
ていた公立保育士を当該保育所に出張派遣し、円滑に引継
ぎができるよう、民間保育士に助言、指導を行う。

人権行政
推進の視点

　民営化によって節減出来
た財源で子育て支援施策を
充実させることによって、
児童が健全に成長する環境
を整備する。

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20年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

50% にする。 50% ―

94,200,000 （正職員 0.8

事業の成果
　通常でも新園児が増えて混乱するといわれる4、5月を含
め、民営化後1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。

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、移管した保育所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予定である。

今後の方向性 継続 ○廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 80.00%

人件費 円 0.25 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 1,213,027

款 民生費

特定財源

総合計画コード 5-1-1 一般財源

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10条第3項
1,213,027

事業費内訳

事務業務委託料 　　　1,213,027

事業の概要
　現年度および過年度の保育滞納世帯に対し、電話等による納入勧奨事務を事業者へのアウトソーシン
グにより実施する。

事業の目的
　アウトソーシングで民間活力を活用して、効率的に保育料収納率の向上を目指し、負担の公平を図
る。

事業の
スケジュール

・月毎…納入勧奨 対象者の依頼および滞納額等の連絡
　　　　(市→事業者)

　　　　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

　各人の責務を果たすこと
は、社会全体における相互
の人権尊重を促す。

事業の評価

　　　合計収納率【平成19年度設定】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

81.50% にする。 77.90% 79.02%

2,250,000 （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2.10％悪化し、
77.90％となった。現年度では94.86％から94.60％と0.21％
低下し、滞納繰越分では10.22％から5.78％と4.44％と大幅
に低下した。この原因としては保護者と取り巻く経済情勢
の悪化が推測される。

人権行政
推進の成果

　各人の責任遂行を強める
ことにより、社会全体にお
ける相互の人権尊重を促す
効果が見込まれる。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 100%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 1,000,000

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-2 一般財源

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
1,000,000

事業費内訳

事務業務委託料　　　  1,000,000

事業の概要
　家族形態の変化、保護者の疾病、その他緊急時や、労働形態の多様化による休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（12月30日から1月4日までを除
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）
その他：事前申込要。定員10人/日程度

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児
童の健全育成環境の整備を
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。

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21年度 平成19年度

100% にする。 100% 100%

900,000 （正職員 0

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
21年度の利用実績は延べ68人（昨年度38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。

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、爆発
的なニーズがある状況には至っておらず、利用状況とニーズの把握が必要な段階である。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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 99.51%

人件費 円 73 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 144,655,307

款 民生費

特定財源

9,538,000
項 児童福祉費 3,936,683
目 児童福祉施設費

自治基本条例根拠条文 第23条 79,296,336
総合計画コード 2-3-2 一般財源 51,884,288

事業費内訳

臨時職員給 69,995,518
報償金      1,511,400
費用弁償　      5,930
普通旅費　   　27,050
消耗品費　  3,788,465
印刷製本費      2,520
光熱水費　 12,059,227
施設修繕料  2,586,412
物品修繕料 　  74,655
賄材料費   33,667,008
医薬材料費 　  35,912
通信運搬費    398,398

手数料              1,451,960
その他保険料           32,524
事務業務委託料　       88,200
施設管理委託料　    7,949,193
調査研究委託料      5,964,000
検診委託料　　        417,280
使用料及び賃借料     　88,602
維持補修工事請負費　1,442,700
原材料費　          　538,458
庁用器具購入費      2,376,815
その他負担金          153,080

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秘めた子どもが、現在を最もよく生き、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

平成21年度入所児童数

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（H20）
定　　員（H21）
入所者数（H20）
入所者数（H21）

　
就学前児童数
待機児童数

公立
750人（5園）
400人（3園）
526人（5園）
362人（3園）
平成20年度
7,195人
2人

民間立
1,485人（16園）
1,715人（19園）
1,523人（16園）
1,684人（19園）
平成21年度
6,994人
0人

 公立3園の耐震診断実施（平成22年度に耐震補強の設計・施工を予定）
 新型インフルエンザ等感染防止対策のための備品、消毒用品を購入

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21年度 平成19年度

100% にする。 100.00% 99.95%

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、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。

完了

説明

　就学前児童数の全市的な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、国で保育制度の大幅改変が検討されており、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推測しがたい点も多いが、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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 192回(5園)

人件費 円 0 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 546,119

款 民生費

特定財源

総合計画コード 2-3-2 一般財源

項 児童福祉費 546,119
目 児童福祉施設費

自治基本条例根拠条文 第23条

事業費内訳

報償費　　　280,000
消耗品費　　　118,724
原材料費　　　46,990
教材購入費　　　100,405

事業の概要
保育所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
 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90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21年度 平成19年度

100回 にする。 90回(3園) 214回(5園)

9,000,000 （正職員 3

事業の成果
　今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いただくとことができた。

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



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２0年度

指標を 78.13%

人件費 円 1.4 人） 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 1,972,395,817

款 民生費

特定財源

559,035,110
項 児童福祉費 286,617,628
目 児童措置費

自治基本条例根拠条文 第22条 326,051,375
総合計画コード 2-3-3 一般財源 800,691,704

事業費内訳

施設入所措置費　　1,613,489,200

その他団体補助金    　　　358,906,617

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、国の最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最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。
・新型インフルエンザ等感染防止対策のため備品、消毒用
品を購入（12月～3月）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21年度 平成19年度

85% にする。 81.58% 68.80%

12,600,000 （正職員

事業の成果

　本市においては、22園中19園が民間保育所であり、民間
保育所の状況が、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。

完了

説明

　保育園の運営は、延長保育の自己負担金以外の収入は、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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 49.3%

人件費 円 23 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 （※1）26,346,613

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 (※2)633,760
目 療育センター費

自治基本条例根拠条文 第23条 (※3)80,576,264
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 3,743,278　通信運搬費　     287,881
報償費　　 3,270,700　手数料            60,620
賞賜金　　     3,990　事務業務委託料 8,323,350
費用弁償　   　4,760　施設管理委託料 　513,370
普通旅費　   110,060　検診委託料　  　  99,640
消耗品費　　 704,120　使用料及び賃貸料  51,903
光熱水費　 3,056,384　原材料費　　     127,812
施設修繕料　 264,892　庁用器具購入費 　909,238
物品修繕料 　145,400　教材購入費      　25,530
賄材料費　 4,486,789　その他負担金　   147,000
医薬材料費　   9,896

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
　　　　　　　H21.4   H20.4   Ｈ19.4　Ｈ18.4　Ｈ17.4
たんぽぽ園　　　30　    28     　28　　　29　　　28
すみれ園　   　 10 　    9   　　14　  　11　　　15
合     計　　　 40   　 37   　　42　 　 40　  　43

新型インフルエンザ等完成防止対策のため備品、消毒用品を購入

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21年度 平成19年度

65% にする。 44.8% 61.3%

217,080,000 （正職員 3.36

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 68.40%

人件費 円 1.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 保育課 事業費総額 （※1）4,620,899

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）14,219,884
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）人件費を含む補助金

事業費内訳

臨時職員給　　　3,478,827
報償金　　　360,000
消耗品費　　　250,578
光熱水費　　　46,500
賄材料費　　　325,990
施設管理委託料　　　36,540
検診委託費　　　2,790
原材料費　　　13,994
庁用器具購入費　　　105,680

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　　86人　　10月　　148人
5月　 130人　　11月　　133人
6月　 202人　　12月　　145人
7月　 161人　　 1月　　146人
8月　 122人　　 2月　  157人
9月 　146人　　 3月　　148人　　年間合計1,724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。

新型インフルエンザ等感染防止対策のため備品、消毒用品の購入

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21年度 平成19年度

100% にする。 81.32% 70.66%

15,420,000 （正職員 0.64

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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

（※注） ・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２0年度

指標を 99.30%

人件費 円 2.5 人） （非常勤職員等 人）

平成２１年度決算

事業名 子育て支援事業
（※注） 委員会名 いきいき委員会

（単位：円）

所属 子ども未来部 保育課 事業費総額 32,233,264

款 民生費

特定財源
項 児童福祉費 17,340,931
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 14,892,333

事業費内訳

報償金      202,500
消耗品費      1,366,305
光熱水費      551,188
施設修繕料      217,812
物品修繕料      44,940
医薬材料費      4,476
通信運搬費      48,579
事務業務委託料      28,990,750
使用料及び賃借料      34,076
原材料費      153,888
庁用器具購入費      603,750
その他負担金      15,000

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、就学前の乳幼児を持
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て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）　       　892回　 　　32,276人
館外事業　　　　　　　　　　　　      　47回　　　　1,948人
施設開放（ふれ合いタイム含む）       1,506回　 　  80,627人
育児相談　　　　　　　 　       　毎日・随時　　　　3,223件
情報収集・提供（図書玩具貸出含む）      随時　 　　 6,631件
サークルリーダー会議　　　　　　　    　2回　　　　　  26人
イベント　　　　　　　　　　　　      　81回　 　   7,851人
施設利用者数    　　                       　　　  87,364人

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。

新型インフルエンザ等感染防止対策のため備品、消毒用品を購入

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】

目標値
年度までに

実績値
平成21年度 平成19年度

100% にする。 100.07% 97.16%

22,500,000 （正職員

　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。

完了

事業の成果

説明
　近年の地域や保護者の子育て力の低下は著しく、有効な支援のあり方を模索しながら事業の継続は必
要である。運営については、市民協働の比重が高い事業であり、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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討

　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、子育てについて気軽に相談できる環境と、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、子育て支援を主目標とするＮ
ＰＯ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



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 413組

人件費 円 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども保健課 事業費総額 215,000

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 1-2-2 一般財源

項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条
215,000

事業費内訳

報償金　　　215,000

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）
人権行政
推進の視点

　親子の信頼関係を築き、
子供の健全育成や虐待防止
につなげる。

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21年度 平成19年度

500組 にする。 419組 424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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 活動指標

平成　22 平成２0年度

指標を 84%

人件費 円 0.1 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども保健課 事業費総額 1,053,715

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 2-3-4 一般財源

1,053,715
項 保健衛生費
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条

事業費内訳

報償金　　　970,000
消耗品費　　　8,715
庁用器具購入費　　　75,000

事業の概要
　生後4か月までの乳児の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1,105人を対象とし、うち1,001人の家庭訪
問を実施。

人権行政
推進の視点

　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。

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21年度 平成19年度

100% にする。 90% ―

9,600,000 （正職員 2.9

事業の成果
　対象者1,105人のうち1,001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

　乳児の健全な育成環境の
整備が推進できた。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討



国補助
府補助
市　債
その他

指標 成果指標

平成　22 平成２0年度

指標を 3回

人件費 円 0.4 人） （非常勤職員等 人）

平成２１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 子ども未来部 子ども保健課 事業費総額 36,361,820

款 衛生費

特定財源

総合計画コード 1-2-2 一般財源

8,874,000
項 保健衛生費 6,707,365
目 予防費

自治基本条例根拠条文 第23条　第25条第3項
20,780,455

事業費内訳

印刷製本費　　　155,155
検診委託料　　　35,025,210
個人補助金　　　1,181,455　

事業の概要

　妊娠中の健診費用の公費負担を拡大して、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。
一般的な妊婦健康診査の健診回数14回に拡大し、妊婦一人当たりの公費負担額を36,000円とする。
また、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
的不安を軽減し、少子化の解消に資する。

事業の
スケジュール

　14回分の一部公費負担を行った。
　大阪府内の医療機関での妊婦健診受診者には、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、大阪府外の医療機関の受診者（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

　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。

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21年度 平成19年度

14回 にする。 14回 1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を図れた。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。

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。

今後の方向性 ○継続 廃止検討


