
平成２６年度実施計画一覧

施策体系 事業名称 事業区分 事業概要 課名 ページ

1 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

(1) まちづくりにおける市民の参画と協働

② 情報提供・情報公開

1 情報発信力強化事業 新規事業 持続可能なまちづくりのため、市の魅力を市
内外に発信することで、生駒の知名度とイ
メージを高める取り組みを行う。本市公式
ホームページを全面的に刷新し、誰もが利用
しやすく、役立つＷｅｂサービスの提供を行
う。

広報広聴課
情報政策課

1

(2) 地域活動・市民活動の活性化

① 地域活動・市民活動

2 市民自治協議会の設置 一定のまとまりのある地域で、地域のいろい
ろな課題の解決や住みよいまちづくりに向け
て、地域のことは地域で考え、市民自らが行
動していく組織としての市民自治協議会の設
置支援

市民活動推進
課

2

3 生駒駅前・いこまどんどこまつ
り実行委員会補助

健民グラウンド会場の混雑緩和及び来場者
の安全確保並びに生駒駅前の商店街の活性
化を図るため、本会場と連携して催物を開催
する生駒駅前・どんどこまつり実行委員会へ
の補助

市民活動推進
課

3

4 マイサポいこま（生駒市民が選
択する市民活動団体支援制
度）

市民活動団体の財政的支援の拡充を図り、
団体の提案事業に対して、市民が支援したい
事業を選択することを通じて、より多くの市民
参画とより積極的かつ継続的な市民活動を
促進する。

市民活動推進
センター

4

5 プロボノ促進事業 新規事業 市民が、仕事で培ったスキルや経験を活かし
て、ＮＰＯ組織の運営を支援し、社会貢献をす
る場を創出する。

市民活動推進
センター

5

(4) 健全で効率的な行財政運営の推進

① 行政経営

6 総合計画後期基本計画策定 第５次総合計画の平成26～29年度を計画期
間とする後期基本計画を策定する。策定に当
たっては、前期基本計画の進捗状況や人口
推計結果を踏まえ、総合計画審議会におい
て計画案の審議を行い、パブリックコメントを
実施した上で、議会の議決を得て計画を策定
する。策定後は、市民満足度調査等を実施
し、審議会で進行管理を行う。

企画政策課 6
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7 行政改革の推進 行政改革大綱は、平成24～28年度の５年間
を推進期間としている。また、この行政改革
大綱で掲げた目標を実現するための具体的
な取組を、「行動計画」として定めている。行
動計画の取組期間を前期（２年間）と後期（３
年間）に分け、毎年度、行政改革推進委員会
において、取組項目ごとに目標の達成状況・
効果を検証し、社会環境等を踏まえ、必要に
応じて見直しを行っていく。

企画政策課 7

8 マルチペイメント（ペイジー）の
導入

新規事業 納税環境の整備として、インターネット社会に
対応するため、ペイジーを導入し納税の機会
を増やし納税をしやすくする。

収税課 8

② 行政サービス

9 住民情報系システム再構築業
務

新規事業 住民情報系システムの安定稼働、市民サー
ビスの継続的提供及び事務の効率化を図る
ため、機器の更新及びシステムの再構築を
実施する。

情報政策課 9

10 コンビニ交付事業 住基ｶｰﾄﾞを使った住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍証明書のｺﾝﾋﾞﾆ交付を実施してお
り、さらに所得・(非)課税証明書を追加で交付
することにより、更なる市民の利便性の向上
を図る。

市民課 10

11 窓口業務委託 新規事業 市民課窓口の一部を委託することにより、職
員の業務削減を図るとともに運営コストの低
減を実現する。

市民課 11

12 マイナンバー法整備事業 新規事業 行政機関等に係る申請、届出、その他の手
続きに関し、適切な管理化の下に個人等を識
別するための番号を利用することにより、市
民の利便性の向上及び行政運営の効率化を
図る。

市民課 12

③ 財政

13 航空写真撮影及び地形図修
正業務

新規事業 課税の適正化及び財源の確保のため、課税
客体である家屋や土地の形状変更を的確に
把握する必要があることから、航空写真撮影
を実施するとともに、地形図についても新た
な住宅地の開発や道路の整備等に合わせて
更新する。

企画政策課 13

14 仮称｢法人市民税・償却資産プ
ロジェクトチーム｣の設置

新規事業 法人市民税・償却資産の未申告事業所(者)
の現地調査及び償却資産の申告内容の
チェック

課税課 14

④ 職員・行政組織

15 生駒市職員自主研究グループ
支援制度

新規事業 複雑・高度化する行政課題を解決するため、
職員の自発的かつ積極的な研究、相互啓発
により、先進的、先導的な提案等をする活動
に対し、その費用や場所などについて、支援
するもの。

人事課 15

2 



施策体系 事業名称 事業区分 事業概要 課名 ページ

2 子育てしやすく、だれもが成長できるまち

(1) 子育て支援の充実

② 保育サービス

16 民間学童保育所への運営費
助成

新規事業 認可・認可外保育所が運営する学童保育所
に運営費の補助を行う。

こども課 16

③ 子育て支援

17 生駒市子ども・子育て支援事
業計画策定及び実施状況の
点検・評価

新規事業 子ども・子育て支援法の規定に基づき生駒市
子ども・子育て支援事業計画を策定するとと
もに、その実施状況を毎年度点検・評価す
る。

こども課 17

18 （仮称）子育て支援総合セン
ターの設置、子育て支援拠点
事業の拡充及びこどもサポー
トセンターの有効利用

新規事業 （仮称）子育て支援総合センターの設置、子
育て支援拠点事業（みっきランド）の拡充及び
こどもサポートセンターの有効利用

こどもサポート
センター

18

(2) 学校教育の充実

① 幼稚園教育

19 生駒台幼稚園の耐震化 補強・改築が必要な園舎の耐震化を図る。 教育総務課 19

20 （仮称）南こども園の開設 幼保一体化に向けた動きの中で、南幼稚園と
みなみ保育園を生駒市初の公立こども園とし
て新築し、一体的に運営していく。

教育総務課 20

② 学校教育

21 あすか野小学校校舎増築工事 児童数の増加により教室不足となるため、校
舎の増築工事を行う。

教育総務課 21

22 スーパーエコスクール実証事
業

国の委託事業である「スーパーエコスクール
実証事業」により、鹿ノ台中学校のエコ改修を
行う。

教育総務課 22

23 高山スーパースクールゾーン
構想

児童生徒数が減少している北地区における
教育・保育環境をソフト・ハードの両面から再
構築する。

教育総務課 23

24 小中学校校舎の大規模改修 新規事業 老朽化が進んでいる校舎の大規模改修工事
を行う。
老朽化が顕著なトイレの全面改修から先行し
て行う。

教育総務課 24

25 桜ヶ丘小学校老朽化対策先導
事業

新規事業 建物の長寿命化を考慮した老朽化対策に取
り組むと同時に、多様な学習形態に対応でき
る改修、環境に配慮した改修を積極的に進め
るため、先導的なリニューアル改修モデルを
検討する。

教育総務課 25

26 学校給食センター更新事業 学校給食センター更新基本計画に基づく検討
事項の調査等

学校給食セン
ター

26
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(3) 生涯学習の推進

① 生涯学習

27 図書館システム更新 新規事業 ＯＳのサポート終了に伴う機器更新。
保守期限切れのサーバ等更新。

図書館 27

28 図書館の高齢者・障がい者
サービス

新規事業 年令や障がいに関係なく誰もが利用でき、人
が集う図書館を目指す。

図書館 28

(4) 文化・スポーツ活動の推進

③ スポーツ・レクリエーション

29 滝寺公園市民プール改修工事 新規事業 老朽化しているプールを改修し、市民が安
全、安心してスポーツを楽しめる環境づくりを
行う。

スポーツ振興
課

29

30 生駒市北部スポーツタウン事
業

《投資的事業》

生駒市北部スポーツタウン構想実現のため、
北大和体育施設の移転・拡充を行うととも
に、サンヨースポーツセンターを購入し、改修
する。

スポーツ振興
課

30

3 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

(1) 適切な土地利用の推進

① 土地利用

31 学研北生駒駅周辺まちづくり
計画策定

まちづくり構想策定後、土地利用を明確にす
るためまちづくり計画を策定、それに基づく、
都市計画決定の担保として、区域内地権者と
行政により、まちづくり協定を締結。

都市計画課 32

32 都市計画基礎調査の実施 新規事業 都市計画法第６条に基づき、都市計画区域
における人口、産業別就業人口、市街地面
積、土地利用、交通量、地価などの調査を大
和都市計画区域内の市町村すべてが行う。

都市計画課 33

33 都市計画マスタープラン実現
に向けた取組み

いこま塾を実施し、まちづくり活動家の育成を
行う。まちづくり団体を支援するため、まちづく
りコンシェルジュ登録の上、活動支援する。

都市計画課 34

34 都市計画マスタープランの見
直し

第５次総合計画の見直しに合わせ都市計画
マスタープランの見直しを行う。

都市計画課 35

35 低炭素まちづくり計画の策定 新規事業 学研北生駒駅を中心とした周辺地域を低炭
素まちづくりエリアに定め、低炭素まちづくり
計画を策定し、環境配慮型のまちづくりを目
指す。

都市計画課 36
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36 生駒市スマートコミュニティ推
進奨励金交付事業

環境に配慮し、安全・安心な地域開発地内の
住宅購入者に対し、奨励金を交付する。

建築課 37

37 生駒市住宅省エネルギー改修
補助事業

省エネルギー改修を実施した既存建築物の
所有者に対し、補助金を交付する。

建築課 38

38 空き家・空き地対策事業 大規模住宅地での高齢化に伴い、増加が予
想される空き家の活用等について、対策を実
施する。

建築課 39

② 住宅環境

39 既存公共施設の中長期修繕
計画策定

新規事業 各施設管理者から提出された施設カルテを
基にした中長期修繕計画を策定する。

施設整備課 40

③ 拠点整備

40 生駒駅前北口第二地区第一
種市街地再開発事業

組合施行により、民間の資本や能力、ノウハ
ウ等を最大限活用し、市の財政負担を抑え、
民間ベースでの事業採算性の高い再開発を
実施する。

地域整備課 41

41 リニア中央新幹線新駅（中間
駅）誘致事業

学研高山地区へのリニア新駅（中間駅）誘致
に向けて、ＰＲ資料の作成、ＰＲ活動等を行
う。

地域整備課 42

(2) 交通ネットワークの整備

① 道路

42 道路整備に係る地籍調査 当該地域の一筆ごとの調査・測量・現地立会
等を実施し、市道と民地との境界を確定し、
道路台帳の整備を図り、道路関連事業等の
円滑な業務に資する。

管理課 43

43 橋梁耐震化事業 ・耐震化計画策定橋梁（設計・施工） 事業計画課 44

44 歩行者空間整備ガイドライン
策定業務

新規事業 ガイドライン策定業務 事業計画課 45

45 道路ストック総点検 新規事業 ・道路施設の点検
・管理計画の策定
・計画的な維持修繕工事

事業計画課 46

46 学研北生駒駅周辺まちづくり
関連道路整備事業

《投資的事業》

奈良阪南田原線支線1号（拡幅）
L=189ｍ
奈良阪南田原線（改良・交差点改良）
L=115ｍ
白庭台北38号線（拡幅・交差点改良）
L=186ｍ
芝山田線（改良）L=66ｍ
真弓芝線（交差点改良）L=80ｍ

土木課 47

47 宝山寺参詣線道路改良工事
（仲之町エリア）

宝山寺参詣線（改良）
L=410ｍ　W=5～6ｍ

土木課 50
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② 公共交通

48 地域公共交通総合連携計画
に基づく地域公共交通活性化
の検討

地域公共交通総合連携計画に基づき、本町
地区及び南地区の実証運行結果も踏まえ、
他地域への公共交通サービス拡充を検討し
実施する。また、引続き効果の検証も行う。

企画政策課 52

(3) 環境配慮社会の構築

① ３R（リデュース・リユース・リサイクル）

49 家庭系ごみへの有料制の導入
及び生ごみ資源化事業

新規事業 ごみ半減プランに基づき、家庭系ごみ（燃え
るごみ、大型ごみ、不燃ごみ）への有料制を
導入するとともに、生ごみの資源化を行う。

環境事業課 53

50 （仮称）リサイクルセンターの整
備

ごみ減量のため、清掃リレーセンターを市民
等の持ち込みごみの拠点及びリサイクルセン
ターとして整備する。

環境事業課 54

51 小型家電の回収事業 新規事業 携帯電話やデジタルカメラなどの使用済みの
小型家電の回収を行うことにより、廃棄物の
適正な処理と資源の有効利用を図る。

環境事業課 55

② 環境保全活動

52 集合住宅共用部LED化助成事
業

新規事業 マンション等集合住宅の共用部に設置されて
いる電灯を省エネ効果の高いＬＥＤ灯に交換
するため、補助金を交付する。

環境政策課 56

53 電気自動車普及促進事業 新規事業 公用車として電気自動車を購入することによ
り、次世代車を市民に広く周知啓発するととも
に、電気自動車用の充電設備を設置し、イン
フラ整備を充実することによって、電気自動
車の早期普及を図る。

環境政策課 57

(4) 生活環境の整備

① 生活排水対策

54 合併処理浄化槽設置費補助
事業

「生駒市効率的な汚水処理施設整備基本計
画」を基に、合併処理浄化槽の普及を図り、し
尿と雑排水を併せて処理することにより、生
活環境の保全及び公共用水域の水量確保、
水質保全の向上を図る。

下水道管理課 58

55 大型合併処理浄化槽改築費
補助事業

新規事業 設置後7年以上経過している501人槽以上の
合併処理浄化槽に対して、改築費用の補助
を行うことにより、住民負担の軽減と適正管
理を推進し、生活環境の保全及び公共用水
域の水量確保、水質保全の向上を図る。

下水道管理課 59

56 個別浄化槽地区下水道接続
推進事業

民間開発により設置された開発地の既設汚
水管を順次公共下水道に切替えることによ
り、効率的な下水道整備の推進を図る。

下水道管理課 60

57 不明水対策事業 鹿ノ台住宅地から排出される不明水を含んだ
汚水について、公共下水道管に流入させない
為の調査及び工事を実施する。

下水道管理課 61

58 生駒市浄化センター包括運営
業務委託準備事業

浄化センター等を包括的に民間委託するに
あたり、公平公正透明性を高めた競争環境を
整えるとともに、受託者の決定及び適正な価
格での契約を締結する。

竜田川浄化セ
ンター

62
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59 山田川浄化センター施設整備
工事事業

新規事業 山田川浄化センターの発生する汚泥を効率
的に処理するため、脱水機の整備工事及び
ホッパー（脱水した汚泥を貯める施設）の更
新工事を実施する。

竜田川浄化セ
ンター

63

60 公共下水道整備事業

《投資的事業》

衛生的で快適な住環境の整備と公共用水域
の水質の保全を図るため、公共下水道の整
備を図る。

下水道推進課 64

61 竣工図書等ファイリング業務 既存統合型GISでの迅速な検索によりサービ
スの向上と紙ベースのバックアップによるリス
ク回避を図る。

下水道推進課 66

④ 上水道

62 小瀬送水ルート変更事業 奈良県営水道の平群調整池から山崎浄水場
への受水ルートの途中でショートカットし、直
接小瀬配水池で受水することにより、ポンプ・
管路の更新費用や動力費の大幅な削減を図
る。

総務課（水道） 67

63 生駒の水ＰＲ事業 生駒の水をＰＲすることで水道水の需要を喚
起し、減少傾向にある配水量・給水収益の改
善を図る。

総務課（水道） 69

64 管路の更新事業 漏水事故の起こりやすい水道管及び埋設年
度が古い耐震性の低い管（配水支管）の更新
を行う。また、他事業に起因する配水支管の
移設事業も行う。

工務課 70

65 重要給水施設配水管整備事
業

平成27年6月に開業する（仮称）生駒市立病
院に安定した水道水を供給するため、昭和42
年に埋設された老朽管を耐震管に更新し、地
域医療の拠点として市民の福祉の向上をめ
ざす。

工務課 71

66 配水管漏水調査 対象区域：市内に埋設された配水管延長約
374km（昭和の時代に埋設された管）の内約
190km（漏水多発地域）、約16,000戸を再任用
職員4名で定期的に漏水調査を実施する。

工務課 73

67 上水道地理情報システム端末
活用事業

新規事業 タブレット端末に上水道地理情報システム
（GIS）のデータをインストールし、現場に持ち
出し修繕工事や応急給水等に利用する。(約
43千件の個別データ、配水管の個別データ）
データの保守・更新は毎年締結している「上
水道地理情報システム保守業務委託契約」
の範囲内で行う。

工務課 74

68 滝寺中継所建設工事 滝寺配水場への送水を、老朽化している谷田
浄水場を廃止して、山崎浄水場から行うため
に滝寺中継所を新設する。

工務課浄水場 75

69 真弓浄水場電気設備等改良
工事

経年化している真弓浄水場の電気設備を更
新する。

工務課浄水場 77

(5) 緑の保全と創出

① 自然的資源
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70 緑の環境づくり支援制度の拡
充

緑の基本計画に掲げる「花と緑と自然の先端
都市・生駒」の実現に向け、市民・事業者が
緑の創造と保全に関するまちづくりが推進で
きるよう支援制度の拡充を行う。

みどり景観課 78

71 「ふろーらむ」つながりカフェ
（仮称）開設事業

新規事業 花と緑と自然のまちづくりへの市民啓発施設
にカフェを設け花・緑への意識向上と市民の
様々なコミュニケーションの場とする。

みどり景観課 79

② 公園・緑化

72 生駒山麓公園活性化事業 新規事業 ・ふれあいセンター改修
・売店・ビジターセンター新設

公園管理課 80

73 美鹿ノ台第３緑地法面復旧事
業

新規事業 （業務委託）
・測量、調査、設計
（復旧工事）
　・法面復旧工事（法面保護工）
　・L=10m　H=5m　A=50m2

公園管理課 81

74 街路樹更新事業 新規事業 （街路樹整備工事）
・あすか野南中央線
　　ケヤキ撤去　Ｎ＝６０本
　　ハナミズキ設置　Ｎ＝６０本

公園管理課 82

4 いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

(3) 医療サービスの充実

① 医療

75 市立病院整備事業

《投資的事業》

地域の医療ニーズに対応するため、二次救
急医療などの政策医療を担う地域の中核的
な病院を開設する。

病院建設課 83

(4) 高齢者の生活を支えるサービスの実施

① 高齢者保健福祉

76 介護予防強化推進事業 新規事業 第６期介護保険事業計画において「日常生活
支援総合事業」に位置付が必要な事業の検
証及びサービス量の質と量の確保を図るた
めの事業を展開。

介護保険課 85

77 地域密着型事業所整備事業 新規事業 今後の高齢化の進展による認知症高齢者の
増加の予想に伴い、生駒市が指定できる地
域密着型サービスを整備する。

介護保険課 86

(5) 障がい者の生活を支えるサービスの実施

① 障がい者保健福祉

78 障がい者支援施設の誘致 新規事業 障がい者支援施設を誘致し、平成28年度中
の施設開設を目指す。

障がい福祉課 87

(7) 地域防災体制の充実

① 災害対策

79 庁舎耐震等改修工事 建物の耐震補強が重視される中、市内の各
公共施設において工事が進められ、庁舎に
おいても耐震改修を計画し実施する必要が
ある。

総務課 88
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80 生駒市地域防災計画の改定 新規事業 生駒市地域防災計画の全面改定とこれに伴
う生駒市防災会議の開催

危機管理課 89

81 竜田川流域治水対策事業 ・竜田川流域治水対策協議会による整備計
画作成
・対象のため池の現地測量、設計
・対策工事

土木課 90

82 市民体育館耐震補強等工事 市民体育館の耐震補強、屋根等の改修及び
ＬＥＤ照明の交換を行い、市民の安全、安心
な体育施設とする。

スポーツ振興
課

91

③ 消防

83 消防団機動第４分団拠点施設
の建設（北分署解体含む）

《投資的事業》

廃止となる北分署を解体した跡地に機動第４
分団拠点施設を建設して、消防団活動の充
実を図る。

総務課（消防） 92

84 消防本部庁舎耐震診断 新規事業 大規模地震災害に対応するため、防災拠点
施設として消防本部庁舎の耐震診断を実施
する。

総務課（消防） 94

85 奈良市・生駒市消防通信指令
事務協議会事業

《投資的事業》

大規模災害時の広域消防活動、行財政上の
効果などから、奈良市との消防指令業務の
共同化について、平成２８年４月からの運用
に向け設計及び整備を実施する。

警防課 95

(8) 生活の安全の確保

① 交通安全

86 道路ストック総点検（道路照明
施設）及びLED化事業

新規事業 道路施設の健全性を総点検し、必要に応じて
計画的に補修する。なお、点検後、順次LED
灯に交換する。

環境政策課 97

87 生活道路の安全対策 新規事業 ・ゾーン30の設定
・生活道路危険個所への物理的デバイスの
設置
・規制を伴わない啓発活動

生活安全課 98

88 通学路安全対策事業 ・用地買収及び道路拡幅工事等 事業計画課 99

5 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

(2) 農業の振興

① 農業

89 親子ふれあい農業体験事業 新規事業 水田において、地元農家の指導を受けながら
稲作づくりを田植えから収穫、餅つきまで自
然とふれあいながら農業と環境について学
ぶ。

経済振興課 100

90 高山ため池水利施設改修事業 新規事業 高山ため池の水路について、完成後約５０年
経過しており、機能回復のための改修工事を
実施。

経済振興課 101
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91 岩井谷池改修事業 新規事業 老朽化のため、ため池全体の改修工事を実
施。

経済振興課 102

(3) 商業・工業の振興

① 企業立地

92 企業誘致支援事業 企業誘致に関する各施策についての情報を
積極的に提供します。

経済振興課 103

93 企業誘致施策推進事業 新たなビジネスマッチングの促進、企業誘致
活動を行います。また、本市の施策、伝統産
業などのアピールも行います。

経済振興課 104

94 企業誘致基盤整備事業

《投資的事業》

北田原準工業地域への交通アクセスの改善
と周辺地域の交通安全及び移動の円滑化を
図る。
北田原南北線1工区（新設）
L=445ｍ　W=12ｍ
北田原南北線2工区（拡幅）
L=249ｍ　W=12ｍ
北田原中学校線（拡幅）
L=584ｍ　W=12ｍ
高山北田原線（新設）
L=80ｍ　W=12～15ｍ

土木課 105

② 商工業

95 創業支援融資 新規事業 創業を希望する市民への融資制度を設け
る。

経済振興課 108

96 ベルステージ賑わい創出事業 新規事業 ベルステージにおいてイベント等を行う団体
を支援する。

経済振興課 109

(4) 観光と多様な交流の促進

① 観光・交流

97 生駒市自転車利用ネットワー
ク事業

奈良県自転車利用促進計画に係る事業の一
環として、市内の自転車利用促進を図る。

経済振興課 110
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