
平成２４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

① 市民協働

1 参画と協働の指針の策定 参画と協働のまちづくりをすすめる際の手引
書となる指針を策定する。

市民活動推進
課

1

2 生駒市市民投票制度の創設 市政にかかわる重要事項について、直接市
民の意思を確認するため、地方自治の基本
である間接民主主義を補完する仕組みであ
る市民投票制度を創設する。

市民活動推進
課

3

3 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ると
ともに、市民活動団体が提案する事業に対し
て、市民の皆さんが支援したい事業を選択す
ることで、市民活動への理解や関心を高めて
いただき、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ことを目的と
した制度を運用する。

市民活動推進
課

5

② 情報提供・情報公開

4 ホームページ自動翻訳（英語、
中国語（簡体字）、韓国語）

新規事業 本市公式ホームページを自動翻訳を用いて
外国語（英語、中国語（簡体字）、韓国語）で
の情報提供を行う。

情報政策課 8

(2) 地域活動・市民活動の活性化

① 地域活動・市民活動

5 市民自治協議会の設置 一定のまとまりのある地域（地理的条件など
地域特性を共有するおおむね小学校区程度
以下の地域）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
として市民自治協議会の設置を進める。

市民活動推進
課

10

(3) 人権の尊重

① 人権

6 インターネット・セーフティネット
事業

新規事業 インターネットのルールやマナー等の広報・啓
発を行い、インターネットの利用の環境づくり
に取り組む事業。

人権施策課 12

(4) 健全で効率的な行財政運営の推進

① 行政経営

7 総合計画後期基本計画策定 新規事業 第５次生駒市総合計画の２６年度以降の後期
基本計画を策定する。策定に当たっては、市
民満足度調査、基礎データ調査を実施し、総
合計画審議会において計画の審議を行う。

企画政策課 14

8 行政改革の推進 平成２４年度から開始する新たな行政改革大
綱及び行動計画に基づき、「市民満足度の向
上」を 終目標とした行政改革の推進を図
る。

企画政策課 16
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② 行政サービス

9 コンビニ交付事業 住民基本台帳カードを使った住民票の写しや
印鑑登録証明書のコンビニ交付を実施してお
り、さらに戸籍証明書を追加で交付することに
より、さらなる市民の利便性の向上を図る。

市民課 18

10 住基システム改修事業 法改正により、外国人住民を住民基本台帳
法の適用対象に加えるため、住基システムの
改修を実施し、外国人住民の利便性の向上と
市町村等の行政の合理化を図る。

市民課 20

11 市民サービスコーナー窓口業
務推進事業

新規事業 市民サービスコーナーの窓口に、窓口専用端
末機を設置し、住民基本台帳カードを使って
住民票の写し等を自動で申請できるようにす
ることにより、市民の利便性の向上を図る。

市民課 22

12 社会教育施設における「指定
管理者制度」の導入

中央公民館、鹿ノ台地区公民館、北コミュニ
ティセンター、南コミュニティセンター、芸術会
館、図書会館の６館に指定管理者制度を導
入する。

中央公民館 24

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

13 鹿ノ台学童分割工事 新規事業 鹿ノ台小学校の英語教室を学童保育施設に
改修するとともに、補償工事として新たな英語
教室の設置工事を行う。

こども課 26

(2) 学校教育の充実

① 幼稚園教育

14 幼稚園リズム室のエアコン設
置

新規事業 園児の保健面での安全を確保するため幼稚
園リズム室にエアコンを設置する。

教育総務課 28

15 生駒幼稚園における預かり保
育の拡大

新規事業 働く保護者をサポートし、保育園待機児童の
解消にも寄与するため、市内中心部に位置
する生駒幼稚園で預かり保育を拡大する。

教育総務課 30

② 学校教育

16 学校給食センター更新基本計
画策定事業

　現給食センターの施設、厨房機器等の老朽
化や維持管理に伴う財政負担増に対処する
ため、整備の方向性となる基本計画を策定す
る。

学校給食セン
ター

32

(4) 文化・スポーツ活動の推進

② 歴史・伝統文化

17 郷土資料館新設事業

《投資的事業》

　生駒の歴史文化を普及し郷土愛の醸成を
進めるため、文化財の展示・体験学習等の機
能を備えた施設を登録有形文化財・旧生駒町
役場庁舎(中央公民館別館)を対象にして開
設する。

生涯学習課 34

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

18 都市計画マスタープラン実現
に向けた取組み

平成22年度に策定した都市計画マスタープラ
ンに基づき、その実現に向け、市民が主体と
なってまちづくりを進めていくためのより一層
の人材育成と、指針及び仕組みづくりを行っ
ていく。

都市計画課 37
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19 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・空き地の活用等について、
対策を実施する。

建築課 39

③ 拠点整備

20 生駒駅前北口第二地区第一
種市街地再開発事業

《投資的事業》

組合施行により、民間の資本や能力、ノウハ
ウ等を 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

(2) 交通ネットワークの整備

① 道路

21 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 44

22 橋梁長寿命化修繕計画策定
業務

・重要橋梁の点検及び計画策定
・重要橋梁以外の橋梁マネジメントの検討

事業計画課 47

23 有里大門地区道路改良工事 旧集落の道路網の整備により、安全かつ円
滑な交通を誘導するとともに、放置田など未
利用地の活性化を促す。
有里大門線　L=250ｍ　W=5ｍ
有里大門線支線2号
待避所設置　L=10ｍ×2箇所

土木課 49

24 鹿畑駅前線街路事業（２工区） 大渕鹿畑線から奈良市境界を結ぶ鹿畑駅前
線のうち未整備区間約300m（幅員18m）を、
近鉄㈱による登美ヶ丘11次住宅（2工区）の開
発にあわせて整備する。
L=304ｍ　W=18m

土木課 52

25 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》

新規事業 奈良阪南田原線支線1号（拡幅L=180ｍ）
奈良阪南田原線（改築）L=190ｍ
白庭台北38号線（拡幅）L=180ｍ
芝山田線（改良）L=120ｍ
真弓芝線（交差点改良）

土木課 55

26 宝山寺参詣線道路改良工事 新規事業 工事延長 410ｍ　工事幅員 5.0～6.0ｍ
排水管埋設、階段工修復（既設の石再利
用）、コンクリート舗装、老朽埋設管の更新

土木課 59

27 生駒駅北口交通広場機能改
善対策事業

新規事業 交通広場の利便性、安全性の更なる向上の
ための道路改築工事を行う。

地域整備課 62
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② 公共交通

28 市地域公共交通総合連携計
画に基づく市地域公共交通の
活性化の検討

市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２地区における実証運
行を行う。その結果に基づき効果等の検証を
行い、他地域への拡充を検討する。

企画政策課 64

(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）

29 家庭系ごみへの有料制の導入 新規事業 平成２５年度から家庭系ごみの有料制を導入
する。また、それに伴い、市民周知を図るとと
もに、指定ごみ袋の作製等準備を行う。

環境事業課 66

30 事業系ごみ処理手数料の見直
し検討

新規事業 事業系ごみの減量化及び他市からのごみ流
入を防止するため、手数料を他市同等に値
上げする。

環境事業課 68

31 生ごみ分別収集に向けての実
証実験委託

新規事業 生ごみ分別手法を検討し、モデル実施する。 環境事業課 70

32 ごみ収集運搬等委託契約の検
討

平成25年度で契約満了となるごみ収集運搬
等の契約に当たり、競争性があり、かつ業務
の確実性と安定性のあるプロポーザル方式
での業者選定を検討する。

環境事業課 72

33 （仮称）リサイクルセンターの整
備

新規事業 燃えるごみ及び許可業者搬入ごみの受け入
れ先を清掃センターに直送することにより、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 74

② 環境保全活動

34 自治会防犯灯ＬＥＤ化事業 新規事業 自治会が維持管理する防犯灯を市に移管しＬ
ＥＤ化する。

市民活動推進
課

76

(4) 生活環境の整備

① 生活排水対策

35 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 78

36 光陽台住宅地下水道接続事
業

光陽台の集中浄化槽を計画的に公共下水道
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 80

37 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 82

38 浄化槽の適正管理推進事業 新規事業 浄化槽設置の届出受理等の事務を奈良県か
ら権限移譲を受け、地域に根ざしたきめ細か
な浄化槽行政を行い、適切な管理指導を行う
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 84
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39 マンション等大型浄化槽接続
促進事業

新規事業 マンション等の大型浄化槽を公共下水道に接
続切替えすることにより、効率的な下水道整
備の推進を図る。

下水道管理課 86

40 生駒市浄化センター包括運営
業務委託準備事業

新規事業 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。

竜田川浄化セ
ンター

88

41 下水道長寿命化計画策定事
業（浄化センター）

新規事業 浄化センター等において、日常生活や社会活
動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停
止を未然に防止するため、限られた財源の中
で、ライフサイクルコストの 小化の観点を踏
まえ、計画的な改築を推進するための計画を
策定する。

竜田川浄化セ
ンター

90

42 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 92

④ 上水道

43 管路の更新事業 耐震性の低い老朽管を更新し、優先度の高
い基幹管路を計画的に更新する。

水道局工務課 95

44 水道料金システム等再構築業
務

現在、オフコンシステムで稼働しているKシス
テム（水道料金システム、企業会計システム、
給水装置工事受付システム）をパソコンシス
テムで再構築する。

水道局総務課 97

45 水道施設耐震診断業務 市内水道施設の詳細な耐震診断（耐震2次診
断）を実施する。

水道局総務課 99

46 相互融通連絡管整備事業 新規事業 地震、渇水等の災害時における生活用水の
確保を図るため、近隣都市との相互の配水管
を連絡する施設を設置する。

水道局工務課 101

47 真弓配水場送水管改良事業 新規事業 真弓配水場内において、送水管の改良工事
を行うことにより、真弓調整池の機能を停止
し、施設の統廃合を図る。

水道局工務課 103

48 配水池補強工事 耐震診断結果に基づく耐震補強工事を実施
し、施設の耐震化を図る。

工務課浄水場 105

49 山崎浄水場　小水力発電施設
建設工事

《投資的事業》

新規事業 山崎浄水場の県水受水圧を 大限利用して
小水力発電施設を建設し発生する電力を有
効利用するとともに、CO2の削減を図る。

工務課浄水場 107

(5) 緑の保全と創出

① 自然的資源

50 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 110
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51 景観施策の実施及び基本計画
等の策定業務

本市の景観特性を踏まえ、良好な景観形成
を市・市民・事業者等とともに協働により推進
していくため、誘導・啓発・支援の方策を市民
参加のもとで基本計画として策定し、それに
基づき施策展開を図る。

みどり景観課 112

② 公園・緑化

52 公園遊具改修計画 改善が必要な遊具
総合判定Ｄ(188基)Ｈ21～22年度にかけ43基
を修繕し103基を更新した。（42基撤去のみ）
総合判定Ｃ（478基）Ｈ22～23年度にかけ88基
を更新し、106基撤去した。23年度施工分につ
いては65基を計画している。24年度以降分は
関係自治会と順次協議を進めている。

公園管理課 114

53 街路樹診断業務 新規事業 街路樹診断
・点検工（外業）　　1,200本
・外観診断工（外業）
・精密診断工

公園管理課 116

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

54 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
な病院を早期に開設する。

病院建設課 119

55 福祉医療システムの改修 新規事業 新住基系システム（wizlife)導入に伴い、福祉
医療費助成システムの改修を行う。

国保年金課 121

56 福祉医療費助成の見直し 新規事業 各種医療費助成事業について、対象者に対
して全額を助成しているところを、一部負担金
を月５００円（入院は1,000円）負担させるもの
とする。

国保年金課 123

(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

57 特別養護老人ホーム建設助成
事業

新規事業 本市における特別養護老人ホーム入所希望
待機者の解消を図るため、市単独の建設助
成を行う。

福祉総務課 125

(7) 地域防災体制の充実

① 災害対策

58 庁舎耐震補強工事 阪神淡路大震災を契機に建物の耐震補強が
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補強工事
を計画するものである。

総務課 127

59 庁舎倉庫新設工事 新規事業 現倉庫を解体するにあたり、倉庫内に保管し
ている物品について、整理整頓をし、各物品
の使用頻度と重要性を精査するとともに、庁
舎敷地内等に新たに倉庫を設置し、物品の
効率の良い配置と整理を行う。

総務課 129

60 総合防災マップの作成・全戸
配布

新規事業 洪水・土砂災害危険箇所、建物危険度、指定
避難場所、緊急輸送路、病院、警察、消防な
どの情報と防災基本情報をまとめたマップを
全戸配布する。

危機管理課 131
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61 防災コンテナの配備 大規模災害時においての救助活動と避難場
所での避難生活を円滑に行えるよう、移動型
防災コンテナを配備する。

危機管理課 133

62 竜田川流域治水対策事業 新規事業 ・整備計画作成
・対象ため池の現地測量、設計
・対策工事

事業計画課 135

63 鹿ノ台地区公民館耐震診断 新規事業 鹿ノ台地区における生涯学習施設の拠点で
あり、また、災害時には避難場所となる鹿ノ台
地区公民館の耐震補強工事を計画するもの
である。

中央公民館 137

64 中央公民館耐震改修工事 生涯学習施設の拠点であり、また、災害時に
は避難場所となる中央公民館の耐震補強工
事を実施するものである。

中央公民館 139

65 市民体育館耐震診断 新規事業 災害時には避難場所となる市民体育館の耐
震補強工事を計画するものである。

スポーツ振興
課

141

② 自主防災

66 自主防災組織活性化事業 新規事業 自主防災組織が継続的に活動できるよう、資
機材の買換・追加及び訓練に対し助成する。

危機管理課 143

③ 消防

67 消防救急無線のデジタル化 奈良県全域を１ブロックとする消防救急無線
のデジタル化

消防本部警防
課

145

68 地域ICT利活用広域連携事業
「救急管制情報提供システム」

ＩＣＴによる「救急管制情報提供システム」は、
病院と救急隊が端末を設置し、リアルタイム
に情報を共有する。

消防本部警防
課

147

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

69 遊休農地活用事業 遊休農地対策のため、嘱託職員の指導員を
設置し、仲介事業の推進及び利用者の作付
指導を行う。

産業振興課 149

(3) 商業・工業の振興

① 企業立地

70 企業誘致関連施策の推進 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。

産業振興課 151

71 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　L=694ｍ　W=12ｍ
北田原中学校線　L=500ｍ　W=12ｍ
高山北田原線　L=80ｍ　W=12～15ｍ

土木課 153
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