平成22年10月政策会議の概要
平成22年10月政策会議では、基本政策に係る取り組み項目を中心に、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。
取り組み項目
案件分類
■安全に元気に住み続けられるまち

提案内容

審議結果

担当部局
こども未来部
子育て支援課
問 6858-2254

「（仮称）子ども健やか育み条
例」の制定

乳幼児医療費助成の拡充

報告

審議

・子育てや教育など子どもに関する施策の総合的な推進について

・入院医療費の自己負担金一部助成の対象拡大について
・所得制限の継続について

・「（仮称）子ども健やか育み条例」の制定に向
け、報告の内容に沿って取り組みを進めること。

・財源の見通しを明らかにするとともに、関係機
関と調整を図りながら、取り組みを進めること。

健康福祉部
保険給付課
問 6858-2563

こども未来部
子育て支援課
問 6858-2254
放課後こどもクラブの充実

審議

・保護者負担額の軽減を講じるとともに、体制に
ついて検討を行いながら、取り組みを進めるこ
と。

・時間延長に係る運営方法等の検討について

こども未来部
保育課
問 6858-2255
待機児童ゼロ作戦の推進

審議

・国の「安心子ども基金事業」の期間延長に伴う保育所整備事業の実施について

・財源の見通しを明らかにした上で、提案の内容
に沿って取り組みを進めること。

健康福祉部
健康支援室
問 6858-2290
健診（検診）事業の充実

審議

・受診券チケット方式の導入について
・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン助成について
・がん検診項目の充実と対象者の見直しについて
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・財源の見通しを明らかにするとともに、関係機
関と調整を図りながら、取り組みを進めること。

取り組み項目

市立豊中保健所の設置

案件分類

審議

提案内容

審議結果

・保健所の組織体制の検討について
・検査施設改修と検査に係る機器整備について
・引越し関連のシステムや搬出入等に係るスケジュールについて
・保健所整備方針について

担当部局
健康福祉部
地域福祉課
保健所準備
・大阪府や国と協議を行いながら、提案の内容に
プロジェクトチーム
沿って取り組みを進めること。
問 6858-2450
・組織体制については、組織機構検討委員会で検
討を進めること。

健康福祉部
高齢介護課
問 6858-2233
医療処置後のリハビリ訓練の選
択（在宅・施設入居）支援体制
の充実

安心生活創造事業

報告

報告

・モデル事業の成果を踏まえた、リハビリの視点に立った高齢者の在宅医療と介 ・退院後の機能回復のため、高齢者を支援する医
護の連携について
療と介護の連携に向けた取り組みを進めること。

・新規対象者（75歳以上の介護認定未申請者）へのサービス利用意向調査につい
て
・国の制度の動向を踏まえつつ、当該事業のあり
・安心協力員派遣サービスの実施について
方を検証し、関係機関と連携を図りながら、取り
・安心協力員（見守り訪問ボランティア）の養成について
組みを進めること。
・ひとり暮らし応援事業者による募金箱の設置や見守りの協力について

健康福祉部
地域福祉課
問 6858-2219

健康福祉部
高齢介護課
問 6858-2233
介護支援ボランティアの創設

支援が必要な子どもたちへの継
続的な支援ネットワークづくり

審議

報告

・財源の見通しを明らかにするとともに、関係機
・介護施設等におけるボランティア活動へのポイント換金による高齢者の介護保
関と役割分担について調整を図りながら、取り組
険料の軽減について
みを進めること。

・関係課と連携した、必要に応じた看護師の双方向派遣と人材確保の研究につい
て
・関係部局と連携しながら、報告の内容に沿って
・市立豊中病院小児科との連携による支援体制の構築について
取り組みを進めること。
・関係課との連携による生涯を見通した支援のあり方の検討について
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教育委員会
教育センター
問 6844-5290

取り組み項目

公立4園の管理運営について

案件分類

報告

提案内容

審議結果

・公立の障害者施設のあり方及び民間事業者との機能分担の明確化について

・施設のあり方や管理運営手法などを検討し、関
係団体等と協議しながら、取り組みを進めるこ
と。

担当部局
健康福祉部
障害福祉課
問 6858-2208

健康福祉部
障害福祉課
問 6858-2226
リサイクルセンターに伴う障害
者雇用団体の設立経営支援

「（仮称）駅周辺・路上喫煙防
止条例」の制定

報告

審議

・受託予定団体に対する組織設立や組織運営のノウハウの提供について

・市、市民等、事業者の責務の規定について
・禁止地区の指定等の規定について
・禁止地区における喫煙の禁止の規定について（過料の適用など）

・伊丹市や関係機関と調整を図りながら、報告の
内容に沿って取り組みを進めること。

・条例の適用範囲（公園や公共施設等）や私権の
制限に留意しながら、提案の内容に沿って取り組
みを進めること。

環境部
美化推進課
問 6858-2276

市立豊中病院
経営企画室
問 6843-0101
救急医療の確保

その他

・「病院運営健全化計画後期実施計画」に基づき、地域の救急医療の確保と診療 ・救急医療の確保に向け、報告の内容に沿って取
体制の強化（救急専門医の確保）について
り組みを進めること。

消防本部
救急課
問 6846-8412
救急需要対策の推進

報告

・「救急安心センターおおさか」事業の参画につ
・大阪市消防局が救急医療相談を目的に設置した「救急安心センターおおさか」
いて、報告の内容に沿って取り組みを進めるこ
への参画について
と。

危機管理室
問 6858-2683
広域避難地の検討状況について

審議

・広域避難地の位置付けを明らかにするととも
に、地権者に対して十分なPRや説明を行いなが
ら、取り組みを進めること。

・大阪府が選定した候補地について
・今後の予定について
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取り組み項目

案件分類

地区防災圏における自主防災組
織の活性化

審議

提案内容

審議結果

担当部局
危機管理室
問 6858-2683

・補助終了後の枠組みを検証するとともに、財源
・モデル校区の選定と、府補助金を活用した小学校区単位の防災活動の取組み支
の見通しを明らかにした上で、取り組みを進める
援について
こと。

消防本部
消防総務課
問 6846-8411
千里消防拠点の整備

審議

・千里地区の建築物の高層化・大規模化や人口増加に対応した防災力の強化につ ・関係部局と調整を図りながら、取り組みを進め
いて
ること。

■人づくりと豊中文化を大切にするまち

教育センター機能の再構築

小中学校一貫教育推進
・小学校の教科担任制
・円滑な接続のための指導法等
の検討

報告

審議

・研修事務の一元化による、効果的かつ効率的な研修業務システムの構築につい
・教職員研修内容の充実に向け、報告の内容に
て
沿って取り組みを進めること。
・豊中の特徴を活かした新たな教育内容の創造のための研究推進について

・小学校での教科担任制導入に向けた研究・検討、効果的な人的措置について
・先進的な取り組みの検証について

教育委員会
教育センター
問 6844-5290

教育委員会
義務教育課
問 6858-2100
教職員課
問 6858-2559
・具体的な事業展開について明らかにし、再提案
企画政策室
を行うこと。
問 6858-2704
地域教育振興課
問 6858-2379

教育委員会
地域教育振興課
問 6858-2582
小中学校一貫教育推進
・学校地域連携ステーションの
設置

報告

・学校と地域との情報の共有化を図り、人的交流を促すための学校地域連携ス
テーションの未設置校区（3中学校区）への対応について
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・学校地域連携ステーション事業について、報告
の内容に沿って取り組みを進めること。

取り組み項目

義務教育の充実
・小学校外国語活動の推進

案件分類

審議

提案内容

審議結果

担当部局
教育委員会
義務教育課
問 6858-2100

・小学校外国語活動の指導に長けた人材支援による、小学校教員の授業力向上に
・具体的な事業展開を明らかにし、再提案を行う
ついて
こと。
・中学校の英語教育への円滑な接続について

教育委員会
保健体育課
問 6858-2570
義務教育の充実
・専門指導者の活用による小学
校体育の充実

中学校オンリーワン教育の推進

読書活動日本一の取り組み

審議

報告

審議

・体育専科配置の研究・検討について
・授業開発・豊中の体育指導の手引書作成について
・保護者や地域が連携した、体力向上啓発事業の促進について

・具体的な事業展開を明らかにし、再提案を行う
こと。

教育委員会
義務教育課
問 6858-2100
総務課
問 6858-2537
企画政策室
・科学・音楽教育の大学連携など、中学校における「特色ある教育活動」の創造 ・「特色ある教育活動」の創造に向け、報告の内
問 6858-2704
について
容に沿って取り組みを進めること。
地域教育振興課
問 6858-2379

・学校図書館及び公共図書館との連携を強化するネットワークシステムの構築に
・読書活動日本一に向けた具体的な事業展開を明
ついて
らかにし、再提案を行うこと。
・学校図書館支援ライブラリー設置等による学校支援について

教育委員会
ブックブラネット事業
プロジェクトチーム
問 6843-6555

教育委員会
学校教育室 少年文化館
問 6336-6371
丌登校の未然防止と早期対応の
体制

報告

・スクールソーシャルワーカーの小学校全校派遣による、対応困難な事例への福
・財源の見通しを明らかにした上で、報告の内容
祉的なアプローチについて
に沿って取り組みを進めること。
・小学校におけるチームで見守る生徒指導体制について
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取り組み項目

学校給食センターの建替え

学校施設耐震化推進

案件分類

審議

報告

提案内容

審議結果

担当部局
教育委員会
教育総務室 学校給食課
問 6843-9101

・老朽化した学校給食センターの更新について
・財源の見通しを明らかにした上で、提案の内容
・食育の観点からの、児童・市民にサービスと交流の場を提供できる施設整備に
に沿って早期に取り組みを進めること。
ついて

【平成23年度予定校数】
・全改築設計：小学校１校
・全校舎耐震補強工事：小学校２校、中学校１校
・一部校舎耐震補強工事：小学校２校、中学校２校

・財源の見通しを明らかにした上で、報告の内容
に沿って取り組みを進めること。

教育委員会
学校施設耐震化事業
プロジェクトチーム
問 4865-6155

教育委員会
教育施設課
問 6858-2544
小学校冷房設備設置事業

市立幼稚園へのエアコン設置

審議

審議

・航空機騒音対策事業等で設置した小学校を除く27校への冷房設備設置について

・航空機騒音対策事業等で設置した市立幼稚園を除く5園の各保育室と遊戯室へ
のエアコン設置について

・財源の見通しを明らかにした上で、提案の内容
に沿って取り組みを進めること。

教育委員会
幼児教育課
教育施設課
・財源の見通しを明らかにした上で、提案の内容
問 6858-2569
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
文化部門と生涯学習部門の連携
と事業の最適化

報告

・今後の市長部局と教育委員会との連携について

・組織機構検討委員会で検討を進めること。

人権文化部
文化芸術・国際室
問 6858-2043
（仮称）豊中市文化芸術振興地
域推進プランの策定

報告

・文化芸術資源を活用した文化芸術振興のあり方の研究、検討について
・地域資源の整理など現状の把握や構想策定について
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・プラン策定にあたっては、大阪大学・大阪音楽
大学などを重要な地域資源と位置付けて、報告の
内容に沿って検討を進めること。

取り組み項目

とよなか市民文化会議との協働
事業の推進

案件分類

報告

提案内容

審議結果

担当部局
人権文化部
文化芸術・国際室
問 6858-2043

・文化イベント「とよぶん・文化・ステーション」の定着と認知度向上のための ・とよなか市民文化会議との協働事業について、
支援及び共催による事業実施について
報告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 6864-3901
（仮称）文化芸術センター建設
に向けた取組みの推進

審議

・（仮称）文化芸術センター基本計画に基づく、（仮称）文化芸術センター整備 ・（仮称）文化芸術センター整備計画を取りまと
計画の策定等について
め、早期の建設に向けた取り組みを進めること。

市民生活部
千里文化センター「コラボ」
問 6831-4133
（仮称）南部コラボセンターの
整備

審議

・関係部局と連携を図りながら、取り組みを進め
ること。
・構想を検討する段階では、千里文化センター
「コラボ」の成果と課題を明らかにしながら、取
り組みを進めること。

・（仮称）南部コラボセンターのあり方について
・市有施設の再編・集約等の検討について

行財政再建対策室
事業・施設再編プロジェクト
チーム
問 6858-2460

教育委員会
中央公民館
問 6866-0555
公民館組織の見直し

審議

・中央公民館の企画運営業務等の一元化について
・蛍池・庄内・千里公民館のあり方の検討について

・組織機構検討委員会で検討を進めること。

■環境にやさしく快適な暮らしを応援するまち

空港周辺移転補償跡地の有効活
用

審議

・信託期間内での売却促進による住宅地の再生と企業誘致について
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・空港周辺移転補償跡地の売却を促進するため、
信託契約期間が終了するまでに集中的な取り組み
を進めること。

まちづくり推進部
空港室
問 6858-2085

取り組み項目

空港と地域の活性化

空港周辺緑地整備事業

企業立地の促進

とよなか産業フェア

案件分類

審議

審議

審議

報告

提案内容

審議結果

・空港玄関口としての賑わい創出について
・都市間（31就航都市）交流による地域の相互発展等について
（空港所在地の自治体、商工会議所等との連携）

・空港所在地の自治体との連携・交流の強化に向
けて、具体的な内容について、さらに検討を進め
ること。

・利用緑地のおける未整備街区（1･2･10街区）の事業期間内での整備促進につ ・関係機関や地元と調整を図りながら、提案の内
いて
容に沿って取り組みを進めること。

・企業立地促進条例に基づく、企業誘致推進のための体制づくりについて

担当部局
まちづくり推進部
空港室
問 6858-2085

まちづくり推進部
空港室
問 6858-2085

市民生活部
地域経済振興室
産業立地振興チーム
・空港周辺移転補償跡地の売却を促進するため、
問 6858-2187
信託契約期間が終了するまでに集中的な取り組み
を進めること。
・組織体制については、組織機構検討委員会で検
討を進めること。

市民生活部
地域経済振興室
産業立地振興チーム
・事業所の展示、実演、市民の体験、出展者の交流会、豊中の産業の紹介につい
問 6858-2187
・とよなか産業フェアの充実に向けて、報告の内
て
容に沿って取り組みを進めること。
・豊中にちなんだ商品開発について

市民生活部
地域経済振興室
産業立地振興チーム
問 6858-2187
豊中ブランド商品の開発

報告

・市内産業や市内事業所のPR手法について
・豊中ブランド商品の開発について

・豊中のブランド商品の開発について、報告の内
容に沿って取り組みを進めること。
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取り組み項目

地産地消・食育の推進

案件分類

報告

提案内容

審議結果

・直売会における「とよっぴー野菜」の販売について
・豊中まつり・農業祭での販促ポスター掲示によるPRについて

担当部局
市民生活部
農業委員会
問 6858-2490

・地産地消と食育の推進に向け、報告の内容に
沿って取り組みを進めること。

健康福祉部
高齢介護課
問 6858-2233
シルバー人材センターとの連携
強化

地域就労支援センターの機能充
実

第3次豊中市一般廃棄物処理基本
計画及び第3次豊中市ごみ減量計
画の策定

自然エネルギー等の活用支援
（太陽光熱・雨水、LEDなど）

報告

報告

審議

審議

・雇用・就労事業総合化プロジェクトチームによる、市の施策の再検討及びシル
・雇用・就労の機能の強化を図るため、報告の内
バー人材センター事業の見直しについて
容に沿って取り組みを進めること。
・シルバー人材センターの新法人移行に対する支援について

市民生活部
雇用・就労事業総合化
・緊急雇用創出基金を活用した就労支援コーディネーターの増員について
プロジェクトチーム
・支援メニューの拡充（緊急雇用の活用）について
問 6334-5211
・就労支援にあたっては、関係部局と調整を図り
・関係部局・機関との協働事業の推進、分野別の就労支援プラン・施策の検討に
ながら、取り組みを進めること。
ついて
・雇用・就労事業総合化プロジェクトチームにおける検討について

・家庭系及び事業系の一般廃棄物減量などの取り組みについて（平成24年度～平
・近年のごみの減量傾向を勘案しながら、提案の
成32年度）
内容に沿って取り組みを進めること。
・基本計画の骨子案について

・分譲共同住宅への太陽光発電システム設置補助対象の拡充について
・雨水貯留タンクの補助額減尐による設置件数の増設について
・財源の見通しを明らかにした上で、提案の内容
・市有施設のLED照明化効果の公表及び市民のLED電球購入支援の改善策の検討 に沿って取り組みを進めること。
について

環境部
減量推進課
問 6858-2272

環境部
環境政策室
問 6858-2106

環境部
環境政策室
問 6858-2106
省エネ診断・省エネ相談会の推
進と「とよか」の活用

報告

・現行の仕組みを維持しながらの今後の改善について
・削減効果を把握するための具体的な工夫等について

・省エネ診断の推進等について、報告の内容に
沿って取り組みを進めること。
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取り組み項目

木造賃貸住宅等の建替補助

案件分類

審議

提案内容

審議結果

・木造賃貸住宅等の建替えを促進するため、都市
・老朽木造賃貸住宅除却費補助制度の拡充検討と、停滞している密集地域におけ
計画マスタープランの内容に合わせて、補助制度
る土地活用の活性化について
拡充の検討を進めること。

担当部局
まちづくり推進部
市街地整備室
問 6858-2348

■共感のコミュニティの息づくまち
政策企画部
コミュニティ政策室
問 6858-2727
コミュニティ基本方針に基づく
取組みの推進

報告

・地域自治に関する啓発・普及について
・地域の活性化をはかる活動の支援について

・コミュニティ基本方針の将来像実現に向け、報
告の内容に沿って取り組みを進めること。

政策企画部
コミュニティ政策室
問 6858-2727
地域自治システムの構築

市民公益活動推進条例に基づく
取組みの推進

審議

報告

・地域担当職員制度の創設について
・地域自治組織の形成に向けたモデル地域の設定と取組み支援について

・関係機関と調整を図りながら、提案の内容に
沿って取り組みを進めること。

・市民公益活動推進助成金制度、提案公募型委託制度、協働事業市民提案制度の
・市民公益活動推進条例に基づき、報告の内容に
運用について
沿って取り組みを進めること。
・市民公益活動基金「とよなか夢基金」の運用について

政策企画部
コミュニティ政策室
問 6858-2041

■市民感覚で市政を進めるまち
行財政再建対策室
問 6858-2816
（仮称）経営戦略会議の設置

報告

・政策会議、各本部会議等、市の意思決定の再構築について

・組織機構検討委員会で検討を進めること。

行財政再建対策室
問 6858-2816
コンプライアンス（法令遵守）
の徹底

報告

・コンプライアンス機能を担う組織機構の検討について
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・組織機構検討委員会で検討を進めること。

取り組み項目

職員定数の適正化

案件分類

報告

提案内容

審議結果

・事業・業務の見直しからのアプローチによる定数適正化について

担当部局
行財政再建対策室
問 6858-2816

・職員定数の適正化に向け、報告の内容に沿って
取り組みを進めること。

行財政再建対策室
問 6858-2816
経常収支比率95%の達成

報告

・事業等の戦略的たな卸し結果の次期改革プランへの反映と、その進行管理につ ・経常収支比率95％達成に向け、報告の内容に
いて
沿って取り組みを進めること。

行財政再建対策室
問 6858-2816
外部活力の導入

事業等の戦略的たな卸し

市有施設の有効活用

報告

報告

報告

・モニタリングや評価の庁内基準となるルールづくりについて

・外部活力導入のルールづくりや制度設計につい
て、報告の内容に沿って取り組みを進めること。

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
・事業、施設、しくみ（制度）の最適化、再構築、再統合などによる、行財政構 ・第三者機関の意見を予算や組織等へ具体的に反
造・公共サービスの再創造について
映させながら、取り組みを進めること。

・市有施設有効活用計画の策定、対象施設の選定について
・具体的な地域・施設のアクションプランの策定について

行財政再建対策室
事業・施設再編
プロジェクトチーム
・有効活用計画の策定に向けて、今年度中に作業
問 6858-2460
を進めること。

行財政再建対策室
問 6858-2816
市の出資法人等の見直し

市の出資法人等の見直し

報告

報告

・「出資法人等見直し指針」と「雇用支援プログラム」に基づく出資法人等の見 ・出資法人等の見直しについて、報告の内容に
直しについて
沿って取り組みを進めること。

・公益法人改革への対応や、より効率的な事業運営の推進を図るための水道サー
ビス公社の解散について
・「豊中市出資法人等見直し指針」を踏まえなが
・水道サービス公社の業務を上下水道局に継承した後の下水道部門における新た ら、報告の内容に沿って取り組みを進めること。
なサービス展開について
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上下水道局
経営部 総務課
問 6858-2911

取り組み項目

病院事業への地方公営企業法の
全部適用

市営駐車場運営の見直し

中核市移行に向けた取組み

教職員の人事権の移譲等

統合型データベースの構築（包
拢予算制度及び新地方公会計制
度への対応について）

案件分類

報告

審議

報告

審議

報告

提案内容

審議結果

・平成23年4月全部適用に向けて、関係機関と調
・医療環境の変化に対する機動的かつ柔軟な対応のための、病院事業への地方公
整を図りながら、報告の内容に沿って取り組みを
営企業法の全部適用について
進めること。

担当部局
市立豊中病院
経営企画室
問 6843-0101

土木部
土木総務課
問 6858-2432
・駐車場の利用実態を勘案し、管理運営手法の見
・駐車場用地の有効活用や市営駐車場の管理運営手法の見直しに伴う事業の採算
直しについて検討を行いながら、取り組みを進め
性の向上について
ること。

・報告の内容に沿って取り組みを進めること。
・中核市移行事務処理に必要な人員、財源、財政への影響と今後のスケジュール
・組織体制については、組織機構検討委員会で検
について
討を進めること。

・教職員の任免、懲戒等の人事権移譲による、地域に密着した教職員採用や配
置、及び人材育成等の人事管理による教育水準の維持向上について
・地域に密着した特色ある教育を推進するため、
・3市2町と大阪府から構成されるプロジェクトチームによる検討に基づく今後の 提案の内容に沿って取り組みを進めること。
方策について

政策企画部
企画調整室
問 6858-2773

教育委員会
教職員課
問 6858-2559

財務部
財政課
問 6858-2400
・政策企画部など関係部局と連携しながら、検討
・事業計画と予算編成・執行、決算、行政評価等の業務管理データを連携させる
を進めること。
システム構築について
・包拢予算制度については、再提案すること。

政策企画部
企画調整室
問 6858-2678
政策形成過程（政策会議）の透
明化について

報告

・会議公表のあり方について、具体的な内容を再
検討すること。

・政策会議運営の見直しについて
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取り組み項目

案件分類

提案内容

審議結果

担当部局
総務部
契約検査室
問 6858-2068

女性や障害者等の雇用に配慮し
た公契約の検討

報告

・総合評価入札方式の試行結果を踏まえた総拢及び評価項目の整理について
・簡易型総合評価入札方式の試行実施について

・総合評価入札方式の検討について、報告の内容
に沿って取り組みを進めること。

行財政再建対策室
問 6858-2816

窓口サービスの向上

政策検討委員会の今後の展開

人事制度改革の推進

審議

報告

報告

・窓口サービス基本方針の策定について
・地域における相談体制の検討について
・コールセンター設置による費用対効果の検討について
・情報システム基盤と法的な課題の整理について

・窓口サービスについては、他市事例の調査や、
費用対効果などの検討を行いながら、取り組みを
進めること。

政策企画部
とよなか都市創造研究所
問 6862-2290
・グループ研究事業など既存の制度を活用しなが
ら、職員参加を促進させる視点で見直しを行うこ
と。

・政策検討委員会の役割の見直し（廃止）について

・ジョブローテーションの見直しについて
・行動評価・職務状況報告書の対象者拡大の検討について

・職員のキャリア形成を推進する視点に立った、
総合的な人事評価制度の構築に向けた取り組みを
進めること。

総務部
人材育成室人事課
問 6858-2027

総務部
人材育成室職員研修所
問 6858-2585
新・人材育成基本方針に基づく
取り組みの推進

報告

・職員自らの能力向上とそれを促す職場での育成
・「新・人材育成基本方針」に基づく、具体的な取組み項目にかかる計画を示す
策が、相乗的に効果を生み出せるよう、実施プラ
「実施プラン」の策定について
ン策定の取り組みを進めること。
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取り組み項目

案件分類

提案内容

審議結果

担当部局

■その他
環境部
減量推進課
問 6858-2272
リサイクル交流センターの活性
化

地域雇用創造推進事業と地域雇
用創造実現事業

緊急雇用創出基金を活用した雇
用対策

登録型本人通知制度の導入

報告

審議

審議

報告

・リサイクル交流センターと環境情報サロンの機能統合について

・リサイクル交流センターについては、環境情報
サロンとの役割分担について検討を行いながら、
取り組みを進めること。

・厚生労働省「地域雇用創造推進事業」や「地域雇用創造実現事業」を活用した ・国の補助制度の動向を踏まえ、提案の内容に
雇用創出の取り組みについて
沿って取り組みを進めること。

・地域特性を活かした仕事創出について
・失業者の再雇用による雇用・就業機会の創出と人材育成について

・国の補助制度の動向を踏まえ、提案の内容に
沿って取り組みを進めること。

環境政策室
問 6858-2106

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
市民課 庄内出張所・
新千里出張所
・他市の状況を勘案しながら、報告の内容に沿っ
問 6858-2200
て取り組みを進めること。

・交付証明書の通知対象について
・通知制度を利用できる対象者について
・通知内容の項目について

健康福祉部
生活福祉課
問 6858-2249
くらし再建プロジェクト（仮
称）

日本脳炎の予防接種の積極的勧
奨の再開

審議

報告

・就労支援等の強化を図るため、庁内連絡会議を
・雇用・就労事業総合化プロジェクトチームと連携した就労支援の強化について 設置し、支援内容を検討すること。

・予防接種の積極的勧奨の再開による予算の増額について
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・日本脳炎予防接種の再開について、報告の内容
に沿って取り組みを進めること。

健康福祉部
健康支援室
問 6858-2290

取り組み項目

国民健康保険証の個人カード化

案件分類

報告

提案内容

審議結果

・個人カード化に伴うシステム開発について
・保険証の更新期間の見直しについて

・個人カード化について、報告の内容に沿って取
り組みを進めること。

担当部局
健康福祉部
保険資格課
問 6858-2300

健康福祉部
保険収納課
問 6858-2338
国民健康保険料・収納率向上の
取組み

こども関連施策に関する窓口の
設置

市営住宅の長寿命化計画の取組
みについて

報告

審議

審議

・「滞納整理システム」の運用開始と財産調査の実施について
・差し押さえの実施及び民間活力の導入によるコールセンター開設について

・提案のセンター設置について、既存コールセン
ターとの一体的運用を含めた検討を行いながら、
取り組みを進めること。

・市長部局と教育委員会による、こども関連施策に関する手続き及び情報提供に ・幼保一体化など国の動向を注視し、窓口の設置
ついて
については関係部局と協議・連携を図りながら、
・中核市移行に伴う情報システム等の導入検討について
取り組みを進めること。

・住宅セーフティネットの中での役割分担に応じた取り組みについて
・市営住宅の目標管理戸数の検討にあたっては、
・市営住宅の目標管理戸数について
住宅政策の今後のあり方を明らかにしながら、取
・市営住宅の長寿命化を図るための最適な活用方針及び事業展開の方針について り組みを進めること。

こども未来部
こども家庭支援課
問 6858-2315

まちづくり推進部
住宅課
問 6858-2397

土木部
道路建設課
問 6858-2445
歩道改良整備

審議

・「歩道改良実施計画」に基づき、安全で快適な歩行空間を形成するための主要 ・歩道のバリアフリー化の実現に向けた取り組み
道路における歩道拡幅や段差の解消について
を進めること。

消防本部
指令情報課
問 6846-8436
消防防災情報システム更新事業

報告

・情報システムのリース期間満了に伴う機器等の更新について
・情報システムデータの処理方法等の見直しについて

15

・消防防災情報システム更新に向け、報告の内容
に沿って取り組みを進めること。

取り組み項目

庄内下水処理場汚泥処理施設の
再構築事業

案件分類

報告

提案内容

審議結果

・焼却炉停止期間中の汚泥処分について
・汚泥処分としてセメント資源化を行うことによる経済性と下水汚泥の有効活用 ・報告の内容に沿って取り組みを進めること。
について
・焼却炉の更新については、費用対効果等を検証
・焼却炉の有無に関する経済性や資源の有効性、安定性など多角的な検討につい しながら、検討を進めること。
て

担当部局
上下水道局
下水道施設課
問 6331-0017

■一部事務組合
一部事務組合（豊中市箕面市養護老人ホーム組合、豊中市伊丹市クリーンランド）に関しては、下記の項目について報告を受けて意見交換を行いました。
主な意見内容は下記のとおりです。
取り組み項目

永寿園の移転構想（案）

案件分類

報告

報告内容

意見内容等

担当部局
豊中市箕面市養護老人
ホーム組合永寿園
永寿園
・新施設の構想の策定が円滑に進むよう、取り組
問 072-723-2700
みを進めること。

・施設計画（施設機能、運営主体等）の概要について

豊中市伊丹市クリーンランド
新炉建設課
問 6841-5794
新焼却炉について

ごみ処理施設使用料改定

報告

報告

・供用開始に向けた工事スケジュールについて
・供用開始までの、総合評価一般競争入札の手続きについて
・「ごみ処理基本計画」に基づく施設規模について

・ごみ処理施設使用料における算定基準の明確化について
・使用料収入の増加による財政基盤の強化について
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・新焼却炉の建設に向け、報告の内容に沿って取
り組みを進めること。

・平成24年のリサイクルセンター完成に合わせ
て、ごみ処理施設使用料の改定について検討を進
めること。

豊中市伊丹市クリーンランド
業務管理課
問 6841-5394

