平成22年5月政策会議の概要
平成22年5月政策会議では、7月補正予算に係る案件を中心に各部局からの報告に基づいて審議を行いました。
主な審議内容は下記のとおりです。
事業名
■安全に元気に住み続けられるまち「安全・元気都市宣言」

子育て支援センターの拡充
「地域子育て支援拠点事業」

安心こども基金事業
（地域子育て創生事業）

（仮称）健康カレッジの開設

報告・提案内容

審議結果

・これまでの公立保育所運営３か年計画の総拢
核家族化や地域のつながりの希薄化等により、子育てに対する保護者の丌安感、負担
を行うとともに、それを踏まえて公立保育所・
感、孤立感が増加している。そこで、地域子育て支援センターを７か所増設し、概ね
公立幼稚園・地域子育て支援センターの今後の
中学校区に１か所配置する。
あり方について報告を行うこと。

安心こども基金を活用した事業（ジュニア救急サポーター事業・子育て支援事業）の
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
提案についての概要を報告する。

健康カレッジを開講することで、「健康」及び「生活習慣病の予防」について体系的
かつ実践的に学ぶ場を提供し、介護予防を図ると共に、家族・地域への情報発信を狙 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
う。

（仮称）リサイクルセンターにかかる障害者雇用の促進（約30人）を実現するた
《再掲》
め、障害者の募集・採用、就業支援、労務等を行う雇用団体の設立と経営を支援し、
リサイクルセンターに伴う障害
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
それを通じて雇用・経営実務を、一般企業をはじめ施設・作業所等における障害者雇
者雇用団体設立・経営支援
用に関する相談、研修に生かし、実務の普及を図る。

都市計画道路の整備推進
地域における安全・快適な交通を提供するだけでなく、ライフラインの供給や防災面
「穂積菰江線」・「神崎刀根山 の向上、沿道の活性化など、住みよいまちづくりに向けた様々な役割を担う施設とし ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
線」
て街路整備を行う。
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担当部局名
こども未来部
子育て支援課
問 6858-2254

こども未来部
保育課
問 6858-2194
健康福祉部
健康支援室
問 6858-2290

市民生活部
雇用就労事業総合化
プロジェクトチーム
問 6334-5211

土木部
道路建設課
問 6858-2445

事業名

報告・提案内容

審議結果

災害発生時において、小学校は重要な防災拠点となるため、小学校区単位の自主防災
組織間の連携強化や、防災意識の高揚を図ることを目的として、各自主防災組織の中
地区防災圏（小学校区単位）に
から、活動に積極的で校区単位での取り組みも手掛けている地区をモデル校区として
おける自主防災活動の活性化
選定し、平成22年度・23年度の2カ年にわたり府補助金を活用しながら小学校区単
位の防災活動の取り組みを支援する。

千里消防拠点の整備

担当部局名
危機管理室
問 6858-2683

・地域団体との連携を図りながら、提案の内容
に沿って取り組みを進めること。
・補助制度終了後の展開について明確にするこ
と。

消防拠点としての耐震性の確保や、千里地区の建築物の高層化・大規模化や人口増加
・用地の選定理由等を整理した上で、地元調整
に対応するための防災力の強化、また、消防力の空白地域の解消などを目的として新
を進めること。
千里消防出張所の移転・改築を行う。

消防本部
消防総務課
問 6846-8411

危機管理室
問 6858-2683
本市におけるひったくりなどの街頭犯罪や侵入盗犯罪などの未然防止と抑制を図り、
犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するため、地域ぐるみで自発的に取り組む ・助成内容を整理した上で、提案の内容に沿っ
防犯カメラ設置補助制度の検討
防犯活動の一環として防犯カメラの設置を行う自治会等に対し、その設置費用の一部 て取り組みを進めること。
を補助するもの。

重点整備地区の交通バリアフ
リー整備

歩道改良整備

刀根山線整備

だれもが安全で便利に移動できるようにするため、交通バリアフリー基本構想に基づ
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
き、平成22年度までに重点整備地区のバリアフリー化を図る。

安全で快適な歩行空間を形成するため、市内の主要道路の歩道について拡幅及び急勾
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
配・段差・凹凸の改善等を図る歩道改良整備を推進する。

当該路線は、地域の商店街として沿道に小売店、飲食店など商業施設が隣接し、高齢
者を含む多数の歩行者が通行しているが、歩道における段差、凹凸、急勾配及び車道
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
舗装の老朽化が著しく、安全で快適な歩行空間を確保すると共に、商店街の活性化に
寄不するため、道路整備を実施する。
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土木部
道路建設課
問 6858-2445

土木部
道路建設課
問 6858-2445

土木部
道路維持課
問 6858-2380

事業名

報告・提案内容

審議結果

平成19年度に横断歩道橋の利用状況並びに損傷状況等の現地調査を実施し、その結
果により策定した「立体横断施設基本計画」に基づき、通学路として利用する学童並
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
びに市民の安全を確保するため、横断歩道橋の補修・長寿命化を図ると共に、利用者
が著しく尐ない横断歩道橋については撤去し、維持管理経費の削減を図る。

横断歩道橋の改修

南消防署拡張整備事業

南消防署の車両点検及び資機材点検、消火・救助訓練などに使用している敷地が都市
計画道路府道三国塚口線街路整備事業により割愛されるため、すでに保有している消 ・具体的なスケジュールを検討し、再度報告す
防用地と南消防署北側の隣接地を合わせて訓練用地等として確保し、消防署としての ること。
機能を維持する。

担当部局名
土木部
道路維持課
問 6858-2380

消防本部
消防総務課
問 6846-8411

■人づくりと豊中文化を大切にするまち「文教都市宣言」
昨今、機能の低下が懸念されている家庭教育について、家庭教育支援に携わる地域人
材の確保と育成、教育機関及び関係機関との連絡・調整を行い、家庭間や保護者間、
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
次世代の親になる若い世代等の相互の情報交換や学び合いの機会の提供、情報発信・
啓発等を行い、家庭教育支援を推進する

家庭教育支援事業

私立幼稚園における幼児の体
力・読書活動推進事業

とよなか

ブック

とよなか学習応援団

プラネット

幼児教育の重要性に鑑み、私立幼稚園児に対して運動する機会や本に親しむ機会をつ
くり、必要な基礎体力と情操を育む。また読書活動推進につながる環境づくりを進め ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
る。心身ともに成長できるよう幼児教育の充実を図る。

学校図書館と公共図書館の蔵書を一体的かつ効果的に活用する環境を整備することに ・今後の展開について早急に整理しながら、提
より、児童生徒の読書活動を促進し、自ら学ぶ力を育成する。
案の内容に沿って取り組みを進めること。

本市の教員をめざす大学生を小学校に派遣し、各学校の学力・学習状況への課題に応
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
じた教員の指導補助にあたることにより、「確かな学力」の向上に資する。

地域ぐるみの学校安全体制整備 子どもを標的とした犯罪や子どもに関わる事件が多発する中、児童生徒の安全・安心
・安全対策や防犯活動について全体的な整理を
推進事業
及び保護者の安心を確保するため、各ブロックに配置しているセイフティメイトの活
行い、再提案すること。
（スクールガードリーダー）
動を補完しながら、より一層の安全確保を図る。
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教育委員会
地域教育振興課
問 6858-2582

教育委員会
幼児教育課
問 6858-2569

教育委員会
義務教育課
岡町図書館
問 6858-2564

教育委員会
義務教育課
問 6858-2100

教育委員会
学校教育室
青少年補導センター
問 6866-0101

事業名

報告・提案内容

審議結果

スーパーサイエンスハイスクールの認定を受けた豊中高校をはじめとして、地域の高
校、企業や大阪大学及び大阪大学大学院との連携を基盤に「タッチ・座・サイエン
「科学の街とよなか」推進事業
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
ス」事業を拡大し、地域ぐるみの科学教育の振興を図り、科学の側面から学びの循環
都市を目指す。

ICT活用授業活性化事業

電子黒板ユニットを導入することにより、昨年度学校に配備されたデジタルテレビや
実物投影機等の活用の幅を広げ、子どもの理解を促進する授業や個に応じた指導等、 ・電子機器の導入効果を整理した上で、再度報
授業を改善する機会を提供し、子どもたちにとってより分かりやすい授業が実現でき 告すること。
るようにする。

グローバルな視野を持ち、国際社会で主体的に生きていく力を育成するには、国際教
育を支える指導者、支援者として人材の育成と教材作成が丌可欠であるため、NPOや
地域国際化推進ネットワーク整
・ユネスコ・スクールを基本にしながら、取り
地域人材を活用した地域の国際化ネットワークの構築や、支援サポーターの養成・派
備事業
組みを進めること。
遣、地域のリソースセンター作りに努めるとともに、国際教育教材及び支援教材を作
成する。

中学校ランチ事業の実施

わくわく食育プロジェクト

幼稚園園庭の芝生化

弁当を持参することが難しい家庭の生徒に、栄養バランスのとれた昼食を提供するこ
とによって、心身の成長期に当たる中学生に、望ましい食習慣の定着や心身の健全な ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
成長を図る。

食べ物と体の成長について理解し、栄養素とその働きについて学び、自らがバランス
のとれた食事を心がけるとともに、学校と家庭の連携により食生活の大切さを学び、 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
望ましい食習慣を身につける。

園庭に芝生を育てることにより、緑化の推進を図るとともに、園児が転倒を恐れるこ
となく、能動的に運動遊びができるようになり、幼児期の運動能力向上や健康づくり ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
につなげる。

文化財的価値及び歴史的価値をもつ貴重な建築物を保存活用し、次代に継承するとと
豊中クラブ自治会館（建物）の
・集会機能の確保や保存活用について、地元と
もに、住宅都市としての発展の歴史や、その過程で生まれ育ってきた地域文化・地域
保存活用に関する調査検討
十分調整を図りながら検討を進めること。
資源を活用して豊中の魅力を発信することにより、地域の活性化を図る。
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担当部局名
教育委員会
教育センター
問 6844-5290

教育委員会
教育センター
問 6844-5290

教育委員会
人権教育企画課
問 6858-2584

教育委員会
教育総務室
学校給食課
問 6843-9101
教育委員会
保健体育課
問 6858-2570

教育委員会
教育施設課
幼児教育課
問 6858-2544
6858-2596
政策企画部
コミュニティ政策室
問 6858-2727

事業名

報告・提案内容

審議結果

担当部局名
人権文化部
文化芸術・国際室
問 6858-2043

豊中市文化芸術振興地域推進プ 豊中市文化芸術振興条例に規定する「人と文化をはぐくむ創造性あふれるまち豊中」
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
ラン（案）の策定
の実現をめざす。

文化芸術振興条例により市が推し進めようとしている心豊かな市民生活及び活力ある
（仮称）文化芸術センター整備 地域社会の実現を図るための文化創造の拠点施設として、（仮称）文化芸術センター
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
計画策定
を建設し、市民主体の文化芸術の振興を通じて新しい豊中の文化芸術の創造をめざ
す。

市民会館の休館

施設の老朽化・耐震診断の結果等を踏まえて、豊中市立市民会館を平成23年3月を
・休館に向けて、市民等に十分に周知を行うこ
もって休館するとともに、これまで市民会館で活動を行ってきた市民等に対する周知
と。
に努める。

《再掲》
図書館全域サービス体制の見直
し
図書館の広域連携サービスを拡充することにより、隣接する他市の図書館について
・近隣市との広域利用サービ も、市民が直接利用できる環境を構築するとともに、全市の図書館サービス体制の充
スの拡充
実化の観点から、南部地域における図書館サービス体制を見直す。
・南部地域におけるサービス
体制の見直し

『近隣市との広域利用サービスの拡充』
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。

人権文化部
文化芸術・国際室
問 6858-2501

人権文化部
文化芸術・国際室
文化ホールチーム
問 6864-3901

教育委員会
生涯学習推進室
岡町図書館
問 6843-4553

『南部地域におけるサービス体制の見直し』
・市内の図書館全体の配置の考え方や運営形態
について検討を進めるとともに、南部地域にお
けるサービス体制について再度報告すること。

■環境にやさしく快適な暮らしを応援するまち「環境・活力都市宣言」

地域雇用創造推進事業（H20～
厚生労働省の「地域雇用創造推進事業」と「同実現事業」を活用し、地域雇用施策を
22）、同実現事業（H22～
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
充実させる。
24）
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市民生活部
雇用就労事業総合化
プロジェクトチーム
問 6334-5211

事業名

報告・提案内容

審議結果

就労支援センター充実を通じて、豊中版ハローワークを整備するとともに、「個別
雇用・就労事業総合化（豊中版
的」「継続的」「横断的」な雇用・就労支援メニューを強化し、就職困難者をはじめ ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
ハローワーク）の第1段階
とした求職者の雇用・就労等を促進する。

緊急雇用創出事業ほか

魅力店舗づくり調査

雇用情勢の悪化に対応して、地域特性を生かした仕事をつくり、失業者等を雇い入れ
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
ることによって、雇用・就業機会の確保、創出を図る。（国の緊急経済対策）

まちの賑わいの創出策として、他市からの流入を促進し、交流人口を増やす事が求め
られていることから、他市にはない豊中市が持つ優れたポテンシャルを生かし、多く
・データの活用方策等を明らかにした上で、調
の消費者に支持されている魅力ある商品やサービスを取り扱う小売店舗等を調査し、
査事業として取り組みを進めること。
市内外にそうした店舗を情報発信するため、アンケート調査をもとに基礎データを作
成する。

（仮称）リサイクルセンターにかかる障害者雇用の促進（約30人）を実現するた
《再掲》
め、障害者の募集・採用、就業支援、労務等を行う雇用団体の設立と経営を支援し、
リサイクルセンターに伴う障害
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
それを通じて雇用・経営実務を、一般企業をはじめ施設・作業所等における障害者雇
者雇用団体設立・経営支援
用に関する相談、研修に生かし、実務の普及を図る。

地球温暖化の防止
【中核市・特例市グリーン
ニューディール基金事業】

地球温暖化の防止（コミュニ
ティバスの運行）

本市の率先した取り組みとして、2か所の大会議室の空調設備の更新（平成23年度）
や、一般市民の来訪者の多い1階部分のダウンライトのLED化及び窓ガラスの断熱化 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
を行うことにより、温室効果ガスの効果的な削減に取り組む。

「豊中市地域公共交通総合連携計画」（平成21年度策定）の事業計画のうち、公共
交通のネットワーク確保のために交通丌便地域にコミュニティバスの運行を行う。
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・提案の内容に沿って取り組みを進めること。

担当部局名
市民生活部
雇用就労事業総合化
プロジェクトチーム
問 6334-5211

市民生活部
雇用就労事業総合化
プロジェクトチーム
問 6334-5211

市民生活部
地域経済振興室
問 6858-2187

市民生活部
雇用就労事業総合化
プロジェクトチーム
問 6334-5211

総務部
財産管理課
問 6858-2822

環境部
環境政策室
地球環境チーム
問 6858-2106

事業名

報告・提案内容

審議結果

地球温暖化の防止【中核市・特 平成21年度に環境省から補助金として交付された「中核市・特例市グリーンニュー
例市グリーンニューディール基 ディール基金」を、本庁舎等省エネ改修事業や中部環境センター省エネ改修事業など ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
金事業】の総拢
に活用する。

環境配慮協議データ整理
【重点分野雇用創造事業】

中部環境センター省エネ改修事
業
【中核市・特例市グリーン
ニューディール基金事業】

環境配慮データをデジタル化することにより、情報の一元管理を行い、GISを活用し
た環境配慮の経年変化を把揜する。

中部環境センターにおいて、ボイラーの使用時間が長いことから、高効率ボイラーへ
の更新を行うことによりCO２を大きく削減するとともに、窓ガラスの断熱化（フィル
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
ムの貼付）を行うことにより、冷暖房時のガス使用量の削減を図り、CO２の効果的な
削減に取り組む。

地球温暖化の防止（自然エネル 市民の環境意識の高まりから、雨水貯留タンク設置補助への大きなニーズがあるた
ギー活用支援）
め、その要望に対応した拡充策を図る。

道路照明施設のＬＥＤ化
【中核市・特例市グリーン
ニューディール基金事業】

地球温暖化の防止
【中核市・特例市グリーン
ニューディール基金事業】

・提案の内容に沿って取り組みを進めること。

・雨水貯留タンク設置補助事業の拡充について
取り組みを進めること。

本市の地球温暖化対策の取り組みの一つとして、道路照明設備を水銀灯からLED照明
器具に取り替えるとともに、今後、その他の道路照明灯についてもLED化の推進を図 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
る。

担当部局名
環境部
環境政策室
地球環境チーム
問 6858-2106

環境部
環境政策室
都市環境チーム
問 6858-2107

環境部
中部環境センター
問 6858-2505

環境部
環境政策室
都市環境チーム
問 6858-2107

土木部
道路維持課
問 6858-2380

消防本部
消防総務課
問 6846-8411
桜井谷、原田及び小曽根の各消防出張所における省エネ改修工事（高効率エアコンと
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
窓ガラスへのフィルム添付）を行う。
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事業名

新たな料金体系の構築

報告・提案内容

審議結果

口径別基本料金の導入および基本水量制の廃止により負担の公平性の向上を図るとと
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
もに、府営水道の値下げ分を還元することにより、市民負担を軽減する。

道路と鉄道の平面交差がもたらす各種課題（東西道路ネットワークの連続性の欠如、
服部駅周辺地区まちづくり推進 交通渋滞の発生、地域分断によるコミュニティ等の障害等）の解決に向けて、長期的
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
プラン策定事前調査委託
な対応（鉄道の高架化）も視野に入れた、駅前広場等の面整備推進方策を検討してい
く。

担当部局名
上下水道局
経営企画課
問 6858-2921

まちづくり推進部
市街地整備室
問 6858-2348

豊中市伊丹市クリーンランド
総務課
問 6841-5395
ごみ搬入者に対して、収集エリアの確認や適正な搬入指導を行うために本システムの
ごみの適正搬入に向けたごみ収
構築を検討してきたが、十分な費用対効果や確実な丌正搬入防止効果が徔られるもの ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
集・搬入支援システムの構築
ではないため、本システムの導入を見送る。

・新炉の施設規模を決定する際には、災害時な
新ごみ焼却処理施設契約手続き 既存の粗大ごみ処理施設の解体撤去、汚染土壌の処理および新ごみ焼却処理施設の建 どの突発的に発生するごみに対応ができるよう
業務
設について設計施工一拢発注し、契約を行う。
に、広域的な災害協定を含めた検討を進めるこ
と。

豊中市伊丹市クリーンランド
新炉建設課
問 6841-5794

■共感のコミュニティの息づくまち「市民自治都市宣言」
千里ニュータウン地域における多様な活動主体や地域資源に関するデータを収集・整
地域資源データ（カルテ）を活 備することで、千里文化センターコラボでの市民との協働とパートナーシップをさら ・地域資源データの収集や活用策などについて
用した協働・交流促進事業
に促進するとともに、千里ニュータウン地域の既存団体や活動との協働、地域コミュ 検討した上で、再度報告すること。
ニティの活性化のために活用する。

市民生活部
千里文化センター
問 6831-4133

■市民感覚で市政を進めるまち「市民サービス向上都市宣言」
医師丌足等を背景とした地域医療システムの崩壊や度重なる診療報酬制度の見直しな ・制度の整合性や組織の柔軟性について検討を
病院事業への地方公営企業法の
ど、急速に変化する医療環境に迅速かつ柔軟に対応していくため、地方公営企業法の 進めた上で、提案の内容に沿って取り組みを進
全部適用
適用について、財務規定等の一部適用から全部適用に変更する。
めること。
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市立豊中病院
経営企画室
問 6843-0101

事業名

市有施設の有効活用

報告・提案内容

審議結果

中長期的視点から持続可能な市政運営に資するため、都市経営上の重要課題として市
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
有施設の整備・管理運営・配置の最適化を進める。

市有施設の効果的活用の観点から土地の売却を計画しているが、売却の手続きを進め
旧豊中市職員会館等建物解体工
・十分に地元調整を図りながら、提案の内容に
るには建物の解体が必要となるため、専門的知識を持つ業者に解体工事設計を委託す
事の設計委託
沿って取り組みを進めること。
る。

公園利用状況調査業務
【重点分野雇用創造事業】

今後の「公園のあり方」の検討、及び公園施設の適切な維持管理のための基礎資料と
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
なるデータを徔るために公園の利用状況調査を実施する。

本市の通所介護サービスは、民間事業者の参入増加により、サービス提供体制の充足 ・民間事業者の参入によるサービス体制などに
市立老人デイサービスセンター
が図られてきたため、市直営の老人デイサービスセンターの編成を見直し、市有施設 ついて、関係者に十分周知を行うとともに、今
の見直し
としての有効活用を図る。
後の方向性について、再度報告すること。

市立庄内温水プールのあり方に 老朽化や、昨年度の耐震診断及び設備関係調査の結果、市民が施設を安心・安全に利
・休館に向けて地元調整を進めること。
ついて
用することが出来ない状況であるため、平成22年度をもって休館する。

《再掲》
図書館全域サービス体制の見直
し
図書館の広域連携サービスを拡充することにより、隣接する他市の図書館について
・近隣市との広域利用サービ も、市民が直接利用できる環境を構築するとともに、全市の図書館サービス体制の充
スの拡充
実化の観点から、南部地域における図書館サービス体制を見直す。
・南部地域におけるサービス
体制の見直し
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『近隣市との広域利用サービスの拡充』
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
『南部地域におけるサービス体制の見直し』
・市内の図書館全体の配置の考え方や運営形態
について検討を進めるとともに、南部地域にお
けるサービス体制について再度報告すること。

担当部局名
行財政再建対策室
事業・施設再編
プロジェクト・チーム
問 6858-2459

総務部
財産管理課
問 6858-2062

環境部
公園みどり推進課
問 6858-2356

健康福祉部
福祉事務所
高齢介護課
問 6858-2233

教育委員会
スポーツ振興課
問 6864-3306

教育委員会
生涯学習推進室
岡町図書館
問 6843-4553

事業名

報告・提案内容

審議結果

成果重視の行政運営の必要性や、市の評価結果に関しての市民への説明責任の確保と
総合計画の進行管理のための行 いう観点から、（仮称）第3者評価委員会準備会を開催し、行政評価における市民参
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
政評価制度の構築
加について具体的な制度設計を行うとともに、第3次豊中市総合計画後期基本計画の
施策指標にかかる市民意識調査を委託し、実施する。

担当部局名
政策企画部
企画調整室
都市経営チーム
問 6858-2088

教育委員会
教職員課
問 6858-2559
教職員の人事権移譲

教職員人事権の移譲を受けることにより、地域に愛着をもち、本市の小・中学校での
勤務を志す教職員の採用や、各学校の実情や課題に対応した教職員の採用及び配置、
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
管理職の選考及び配置が可能となり、学力の向上、生徒指導の充実、地域との連携な
どの諸課題への効果的な対応や、学校教育活動のさらなる充実に資する。

統合型データベースの構築
限られた財源や人的資源を、効率的・効果的に各施策に配分し、多様な市民ニーズに
（包拢予算制度及び新公会計制 応えながら、持続的・自律的な財政運営を可能とするため、事務事業評価や事業計画 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
度への対応について）
書・財務情報などを統合した事務事業データベースを構築する。

財務部
財政課
問 6858-2400

行財政再建対策室
問 6858-2816
ワンストップサービス実現に係
相談窓口を充実させるための方策を検討するとともに、ワンストップサービスなど窓 ・関係部局と連携を図りながら、提案の内容に
る窓口サービス業務分析につい
口の手続の簡素化・スピード化に向けた窓口サービスのあり方についても設計する。 沿って取り組みを進めること。
て
政策企画部
情報政策室
問 6858-2780

「重点分野雇用創造事業」を活
補助金を活用し、豊中市のデジタルマップの整備を行う。
用したデジタルマップの整備
【重点分野雇用創造事業】

・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
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事業名

報告・提案内容

審議結果

担当部局名
政策企画部
情報政策室
問 6858-2057

住民基本台帱法・出入国管理法
住民基本台帱法等の改正により、行政事務の基盤となる住民基本台帱システム等の大
等の改正による住基システムの
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
規模改修を行う。
大規模改修

■その他
環境部
公園みどり推進課
問 6858-2118
公園内樹木データ整理事業
【重点分野雇用創造事業】

公園内のみどりの適正かつ効率的な維持管理を検討する基礎データを徔るため、公園
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
内の樹木調査を行い、樹木の大きさや位置情報等のデジタルデータ化を図る。

超高齢化社会を迎えるなかで、市民生活において必要丌可欠な施設である火葬場につ
火葬場耐震診断・補強工事及び
いて、大規模震災時でも稼働できるよう耐震補強工事を行い、それに合わせてより周 ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
排煙処理装置改修工事
囲の環境に配慮すべく排煙処理装置の補強を行う。

生活保護受給者の健康管理に関し、健康管理や医療相談、生活状況の把揜等の必要な
生活保護受給者の健康管理支援
事項を実施し、自律阻害要因の解消等の自立に向けた支援を行い、扶助費の適正な運
事業
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
用を行うため、保健師等を雇用し、主治医への病状照会を行い、必要に応じて家庭訪
【重点分野雇用創造事業】
問を行う。

生活保護制度生活保護費認定事
生活保護受給者の増加にともなう生活保護費認定事務の事務量の増加に対応し、生活
務補助事業
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
保護制度の適切な運用を図るため、「認定事務補助員」を雇用する。
【緊急雇用創出基金事業】

生活保護制度高齢者等巡回相談
生活保護受給者で、生活状況の安定した高齢者などを対象に、世帯の現況の確認や緊
事業
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
急連絡先の確保などを行い、自立に向けた支援を行うため、臨時職員を雇用する。
【緊急雇用創出基金事業】
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健康福祉部
地域福祉課
問 6858-2216

健康福祉部
福祉事務所
生活福祉課
問 6858-2249
健康福祉部
福祉事務所
生活福祉課
問 6858-2249

健康福祉部
福祉事務所
生活福祉課
問 6858-2249

事業名

報告・提案内容

審議結果

生活保護制度高齢者等就労支援
生活保護受給者で、高齢者や若年者等を中心に、就労阻害要因の状況をふまえて、履
事業
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
歴書作成援助・同行訪問等の求職活動を支援する「求職活動協力員」を雇用する。
【緊急雇用創出基金事業】

潜在保健師等雇用促進事業
【重点分野雇用創造事業】

潜在保健師・看護師を雇用し、母子保健や成人保健事業など地域保健活動の知識・技
・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
術を身につける機会を提供し、在宅医療現場などへの職場復帰を促進する。

介護サービスにおける介護職員 市からの委託業務として、市内の介護保険事業所は、ヘルパー等の資栺を有しない失
雇用創出事業
業中の方を介護職として雇用し、事業所で業務に従事しながらホームヘルパー2級の ・提案の内容に沿って取り組みを進めること。
【重点分野雇用創造事業】
資栺を取徔してもらい、介護サービスにおける人材確保の支援（雇用創出）を図る。

給水量の約1割を占める猪名川からの取水については、施設の老朽化や河川水量の減
尐などにより安定取水の確保が課題となっている。こうした状況を踏まえて、平成
自己水のあり方の検討（報告） 21年度に今後のあり方について検討を行った。
・報告の内容に沿って取り組みを進めること。
検討結果として、当面は自己水施設の延命化を行いながら有効活用を図るが、将来的
には適切な時期に廃止することとした。

運営の効率化の観点から、指定管理者制度による民営化を行い、効率的・弾力的な運 ・豊中市箕面市養護老人ホーム組合議会での議
永寿園の運営のあり方について 営を推進するとともに、利用者のニーズに合わせた多機能化やサービスの質の確保に 論を踏まえた上で、今後の方向性について再度
努め、高齢者のセイフティネットとしての役割を担う。
報告すること。
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担当部局名
健康福祉部
福祉事務所
生活福祉課
問 6858-2249

健康福祉部
健康支援室
問 6858-2290

健康福祉部
福祉事務所
高齢介護課
問 6858-2233

上下水道局
経営企画課
問 6858-2921

豊中市箕面市養護老人
ホーム組合
永寿園
問 072-723-2700

