
平成２５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

(2) 地域活動・市民活動の活性化

① 地域活動・市民活動

1 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

1

2 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

3

3 地域課題解決活動促進事業 新規事業 地域の活性を維持するための担い手となる
組織団体とネットワークを育み事業提案を受
け、行政が担うべき支援について意見を醸成
させることを目的とし、ロールモデルの紹介や
シンポジウムの開催、本市での取組に向けて
の意見交換会を行う。

市民活動推進
課

5

(4) 健全で効率的な行財政運営の推進

① 行政経営

4 総合計画後期基本計画策定 第5次総合計画の平成26年度から30年度ま
で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
状況と、24年度に実施した市民・事業者満足
度調査および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う。

企画政策課 7

5 行政改革の推進 平成24年度から開始している新たな行政改
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 9

② 行政サービス

6 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 11

7 住基ネットシステム機器更改業
務

新規事業 住基ネットシステムの既存機器の保守期限の
到来に伴いハードウェアを更改するとともに、

新ＯＳに対応したソフトウェアに更改し、安
定稼動に努める。

市民課 13

8 出先機関窓口業務推進事業 指定管理となっている施設での市民サービス
コーナーにおいて、窓口業務を委託する。

市民課 15

9 住基システム改修事業 新規事業 住基法改正により、外国人住民を住基ネット
に連携し、住基カードの交付も可能となること
により、住基システムを改修し、外国人住民
の利便性の向上を図る。

市民課 17
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10 戸籍副本データ管理システム
構築事業

新規事業 市区町村の保有する戸籍情報システムデー
タの全てを全国2箇所の戸籍副本データ管理
センターで保管・管理する。

市民課 19

④ 職員・行政組織

11 職員採用試験に関する民間委
託等

新規事業 職員採用試験の実施に関し、会場の設置、問
題の提供、採点までの作業を民間企業に委
託し、公平性・公正性を確保し向上しつつ、試
験内容も見直しし、広く優秀な人材の確保に
努める。

職員課 21

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

12 病児保育実施施設への補助
事業

新規事業 学校法人栗岡学園が実施する病児保育事業
に対し補助金を交付する。

こども課 23

13 あすか野学童分割工事 新規事業 あすか野学童の在籍児童数増加に伴い、あ
すか野小学校敷地内にあすか野第3学童を
新築する。

こども課 25

14 私立保育所施設整備事業費
補助事業

新規事業 福）宝山寺福祉事業団が実施する、15名の定
員増を伴う、いこま乳児保育園増改築工事に
対し補助金を交付する。

こども課 27

(2) 学校教育の充実

① 幼稚園教育

15 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 29

16 （仮称）南こども園の開設 新規事業 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
て新設し、一体的に運営していく。

教育総務課 31

② 学校教育

17 あすか野小学校校舎増築工事

《投資的事業》

新規事業 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 33

18 スーパーエコスクール実証事
業

新規事業 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 36

19 高山スーパースクールゾーン
構想

新規事業 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 38

20 スクールアドバイザーズの設
置

新規事業 児童生徒の問題行動やいじめ等について専
門家から支援、助言を受けることで、学校の
課題対応力を強化する。

教育指導課 40
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21 学校給食センター更新事業 新規事業 ・学校給食センターの更新のための候補地の
調査、選定
・建設手法の調査・検討

学校給食セン
ター

42

(3) 生涯学習の推進

① 生涯学習

22 生駒市コミュニティセンター関
係設備更新事業

新規事業 建設後22年を経過するセイセイビル内の生駒
市コミュニティセンター関係設備について、経
年劣化による故障不良等の不具合がみられ
るため、安全管理上優先的に監視カメラ更新
を実施。

生涯学習課 44

23 たけまるホール増築改修・耐
震補強等工事

利便性の悪い大ホールの改修や控室の増
築、耐震補強などにより、市の生涯学習の中
心となる施設の利便性と安全性の向上を図
る。

施設管理課 46

24 生駒駅前北口第二地区におけ
る図書室設置事業

《投資的事業》

生駒駅前の利便性を活かした特色ある図書
室の設置。

図書館 48

(4) 文化・スポーツ活動の推進

② 歴史・伝統文化

25 生駒ふるさとミュージアム新設
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 51

③ スポーツ・レクリエーション

26 総合型地域スポーツクラブ啓
発活動事業

新規事業 総合型地域スポーツクラブ啓発活動として、
オリンピックゴールドメダリストクラスのアス
リートを招いての講演会・スポーツ教室などを
開催する。

スポーツ振興
課

54

27 浄化センターテニスコート整備
事業

新規事業 浄化センターテニスコート（全天候型ハード
コート５面）の内、３面を砂入り人工芝コートへ
改修並びに２面を修繕するものである。

スポーツ振興
課

56

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

28 都市計画マスタープラン実現
に向けた取組み

・まちづくりを担う人材の育成
・市民アクションプランの充実
・地区まちづくりへの展開

都市計画課 58

29 生駒市スマートコミュニティ推
進奨励金交付事業

新規事業 環境と安全・安心を考慮した良好なまちづくり
を行う開発事業等に対し、奨励金を交付す
る。

建築課
都市計画課

60

30 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 62
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31 生駒市住宅省エネルギー改修
補助事業

新規事業 環境に配慮し、既存建築物の省エネルギー
改修を実施した所有者に対し、補助金を交付
する。

建築課 64

② 住宅環境

32 市営住宅耐震化 新規事業 昭和56年5月以前に建築確認を受けた市営
小平尾桜ヶ丘住宅の耐震診断を行う。

施設整備課 66

③ 拠点整備

33 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 68

34 リニア中央新幹線新駅誘致事
業

新規事業 学研高山地区へのリニア新駅誘致に向けて、
調査、検討、ＰＲ活動等を行う。

地域整備課 71

(2) 交通ネットワークの整備

① 道路

35 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 73

36 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 事業計画課 75

37 橋梁耐震化事業 新規事業 ・橋梁耐震化設計業務委託
・橋梁耐震化改修工事

事業計画課 77

38 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（拡幅）　L=250m　W=4m+水路

土木課 79

39 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。
鹿畑駅前線（新設）　L=304m　W=18m

土木課 82

40 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=180m
奈良阪南田原線（改良・交差点改良）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） L=80m

土木課 85

41 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
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 89
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42 生駒駅北口交通広場機能改
善対策事業

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。改築面積：約
0.3ha

地域整備課 92

② 公共交通

43 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 94

(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）

44 ごみ半減トライアル計画 市民自らがごみの削減に取り組む「モデル事
業」を実施し、その有効性を検証する。

環境事業課 96

45 （仮称）リサイクルセンターの整
備

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 98

(4) 生活環境の整備

① 生活排水対策

46 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 100

47 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 102

48 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 104

49 マンション等大型浄化槽接続
促進事業

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 106

50 不明水対策事業 新規事業 鹿ノ台、ひかりが丘、星和台各住宅地から排
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 108

51 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

110
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52 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 112

53 竣工図書等ファイリング業務 新規事業 既存統合型GISを活用した、迅速な検索によ
りサービスの向上を図るとともに、紙ベースの
バックアップにより、リスク回避を図る。

下水道推進課 115

(4) 生活環境の整備

④ 上水道

54 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。

水道総務課 117

55 小瀬送水ルート変更事業 新規事業 現在、県営水道は一旦山崎浄水場で受水し
小瀬配水池へ送水しているが、県水の受水
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。これにより、ポンプ及び管
路の更新経費や動力費の大幅な削減を図
る。

水道総務課 120

56 「（仮称）生駒の水スポット」整
備事業

新規事業 公共施設等にマイボトル用の給水機を設置
し、マイボトル持参者に水道水（冷・温水）を供
給することで、生駒の水本来のおいしさをＰＲ
する。

水道総務課 123

57 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。

水道工務課 126

58 相互融通連絡管整備事業 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。

水道工務課 128

59 給水管漏水調査 水の有効利用のため、職員による漏水調査
の実施

水道工務課 131

60 真弓調整池撤去工事 現在、送水ルートの変更により機能的に不要
となっており、耐震基準を満たしていない真弓
調整池を撤去する。

工務課浄水場 133

61 滝寺中継所建設工事 新規事業 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 135

62 真弓浄水場電気設備等改良
工事

新規事業 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 137
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(5) 緑の保全と創出

① 自然的資源

63 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 139

64 景観形成基本計画策定業務 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 141

② 公園・緑化

65 街路樹診断業務 街路樹診断
　・点検工（外業）1,465本
　・外観診断工（外業）
　・精密診断工（外業）

公園管理課 143

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

66 市立病院整備事業 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 145

(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

67 生駒市介護老人保健施設やす
らぎの杜優楽増床及び改築工
事

新規事業 生駒市介護老人保健施設　やすらぎの杜優
楽2階の療養室を改築し80床から100床に増
床する。また、1階に設置されている、レントゲ
ン及び水治療器を撤去し、水治療器撤去後
に風呂を配置する。

健康課 147

(7) 地域防災体制の充実

① 災害対策

68 防災行政無線再構築事業 新規事業 災害対策本部・避難所・災害現場間の連絡用
防災無線の機器再構築と、屋外型一斉放送
システムの整備

危機管理課 149

69 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 151

70 市民体育館耐震補強工事実
施設計

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

153

③ 消防

71 北分署施設整備事業

《投資的事業》

耐震性能等に問題のある北分署、鹿ノ台分
署を統合して、北地区の消防力の強化を図る
とともに、効果的な消防活動、救急活動を行
う。

消防本部総務
課

155

72 消防団機動第４分団拠点施設
の建設（北分署解体含む）

新規事業 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。

消防本部総務
課

158
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73 消防指令業務の共同運用 新規事業 隣接する奈良市と消防指令業務を共同化す
ることにより、広域的な応援出動体制の強化
と消防指令施設の整備、運用費のコスト削減
等の財政面の効率化を図る。

消防本部警防
課

160

(8) 生活の安全の確保

① 交通安全

74 生駒市自動車駐車場事業（料
金精算機器の入替）

新規事業 南北２箇所の市営駐車場開設から年数が経
過していることから、精算機の入替を再開発
事業で設置される自動車駐車場の開設に併
せて行い、指定管理者により一括管理運営し
ていく。

生活安全課 162

75 鉄道施設耐震補強事業費補
助金

新規事業 鉄道施設の耐震対策を強化し被害をより少な
くするとともに、鉄道施設の早期復旧は地域
の復旧に大きな影響を与えることから、鉄道
事業者だけではなく国、地方自治体と一体と
なって補助を行う。

生活安全課 164

76 通学路安全対策事業 新規事業 ・路側帯安全対策工事（カラー舗装等）
・カーブミラー新設及びミラー取り替え
・区画線設置等
・ガードレール新設

事業計画課 167

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

77 農業ビジョン促進事業 新規事業 農業ビジョンの内容を反映した関係施策（青
年新規就農者支援事業・遊休農地活用事業）
を実施します。

経済振興課 169

(3) 商業・工業の振興

① 企業立地

78 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 171

79 企業活動促進事業 新規事業 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 173

80 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　 （新設･拡幅）L=694m
W=12m
北田原中学校線（拡幅） L=500m　W=12m
高山北田原線   （新設） L= 80m　W=12～15m

土木課 175

(4) 観光と多様な交流の促進

① 観光・交流

81 生駒市自転車利用ネットワー
ク事業

《投資的事業》

新規事業 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 179
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