
第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり  

第１節 人権の尊重と平和への貢献 

  ◆人権啓発・平和事業 ２，０４６万円（うち人件費１，７３７万円）

 担当部署 総務部 人権広報グループ

重点 

 
【事業概要】 

人権について、正しい理解と認識が深まるよう、あらゆる機会を通じて広く啓発事業を行いまし

た。また、人権擁護委員による人権相談と人権相談担当職員による人権いろいろ相談を行いました。

さらに、大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会を開催し、人権に関する様々な事項につ

いて審議を行いました。 

 恒久平和の実現をめざして、市民参加の啓発活動を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲平和事業 「平和を考える市民のつどい」   ▲人権週間事業 「人権を考える市民のつどい」 

         

【事業成果】 

◆人権擁護委員による人権相談を毎月第 3 木曜日に行いました。また、特設相談を行いました。   

7 件 

◆大阪府の人権ケースワーク事業（人材養成・育成事業）研修を修了した人権相談担当職員が人権に

関する様々な相談を受ける、人権いろいろ相談を毎日（平日）実施しました。 18 件 

◆広報誌に「憲法週間」「就職差別撤廃月間」「平和」「人権週間」等の啓発記事や、「人権啓発標語」を掲

載しました。 

◆5 月 1 日～7 日の「憲法週間」を周知するため、4 月 27 日に狭山池まつり会場で啓発物品を配布

しました。 

◆市内事業所で組織する「大阪狭山市企業人権協議会」へ助成し、就職差別撤廃事業をはじめ各種啓

発事業を共に行いました。 

◆「大阪狭山市人権協会」へ助成し、各種研修会、平和事業、人権啓発標語の募集・選定及び啓発物

品への活用、人権週間事業、人権学習講座などの事業を共に行いました。 

◆てとてとクラブと共催し、在住外国人のための日本語読み書き教室を市立公民館で、毎週木曜日と

第 2・4 土曜日に実施しました。 

◆大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会を 4 回開催し、「（仮称）大阪狭山市人権行政推

進計画」「人権に関する市民意識調査」等についての審議を行いました。また、調査研究会議を 2

回開催しました。 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり  

第１節 人権の尊重と平和への貢献 

  ◆男女共同参画推進事業 １，４３１万円（うち人件費１，１１７万円）

 担当部署 総務部 人権広報グループ

重点 

 
【事業概要】 

男女共同参画条例の理念の普及をめざし、市民協働による男女共同参画社会の実現を図る取り組

みとして、男女共同参画推進プランの推進や男女共同参画啓発推進員の募集、啓発冊子の発行を行

いました。  

また、市の男女共同参画を進める拠点として「男女共同参画推進センター」を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲男女共同参画推進センター内の様子    ▲男女共同参画推進センター事業「男女共同参画デイ」 

 

【事業成果】 

◆女性相談 これまでの毎月第 2 火曜日に加えて、毎月 4 火曜日と第 3 土曜日に相談日を拡充し

ました。夫や恋人からの暴力や、セクシュアル・ハラスメント、仕事や学校での悩みや不安につ

いて、専門のフェミニストカウンセラーが相談に応じました。 47 件 

 

◆市の男女共同参画を進める拠点として、9 月に「男女共同参画推進センター」を設置し、市内の

市民公益活動団体と協働による運営を行いました。男女共同参画推進センターでは、センター通

信の発行や図書の供覧や貸し出し、各種交流会・講座等を行いました。また、交流事業として「男

女共同参画デイ」を開催しました。 利用者数 370 人 

 

◆男女共同参画啓発推進員を募集し、男女共同参画事業について意見をいただきました。 

 

◆男女共同参画推進プランの推進 

男女共同参画推進状況について、平成 19 年度進捗状況を全庁的に把握し報告書としてまとめま

した。 

 

◆男女共同参画を啓発するための冊子を作成しました。 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

◆自治基本条例策定事業 １７１万円（うち人件費１６６万円）

 担当部署 政策調整室 企画グループ

重点 

 
【事業概要】 

「地域のことは地域で考え、地域で決める」という自己決定・自己責任に基づく地域経営を進め

ていくことが求められる中で、まちづくりの基本理念や市民自治の基本的なルールを定めた「（仮

称）自治基本条例」を制定する。 

 

 

【事業成果】 

「（仮称）自治基本条例」の制定に向けて公募市民、学識経験者による市民自治を考える懇話会

を計 5 回（全２４回）開催しました。また、懇話会での意見は「わたしたちの提言～市民自治の確

立に向けて～」としてまとめられ、提言書として市長に手渡されました。 

提言書を手渡す様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ○懇話会の開催経過（提言書作成までの経過） 

  

会　議 開　催　日 主　な　内　容

第1回 平成18年8月12日 今後の進め方、開催日程等について

第2～4回
平成18年9月27日
～平成18年11月18日

グループ討議

第5回 平成18年12月16日 講演会「市民自治の推進を考える」

第6回 平成19年2月16日 今後の進め方について

第7回 平成19年3月28日 グループ討議：参画について

第8回 平成19年4月26日 グループ討議：市民の地域への係わり合いや地域性について

第9回 平成19年5月25日 グループ討議：市民憲章について

第10回 平成19年6月28日 グループ討議：地域協議会について

第11～13回
平成19年7月30日
～平成19年9月26日

中間まとめ案について

第14～16回
平成19年10月24日
～平成19年12月26日

市民と行政の協働について

第17～19回
平成20年1月31日
～平成20年3月26日

グループ討議

第20～24回
平成20年4月15日
～平成20年6月24日

提言書（素案）について
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

  ◆地域協議会事業     
（まちづくり円卓会議事業） １，５９６万円（うち人件費１，５７２万円）

 担当部署 政策調整室 企画グループ

重点 

【事業概要】 

中学校区を単位として、地域内で様々なテーマに基づき活動する団体等が自主的に集まり、地域

内における課題やまちづくりに関する議論と合意により、市に予算を提案するまちづくり円卓会議

の設置に向けた支援などを行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 南中学校区まちづくり円卓会議設立準備委員会主催の説明会の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南中学校区地域コミュニティ円卓会議設立総会の様子 
 
【事業成果】 

◆まちづくり円卓会議運営費補助金     100,000 円 

 地域の自主的なまちづくりを促進するため、平成２１年２月に設立された南中学校区地域コミュ

ニティ円卓会議に対し、補助金を交付しました。 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

◆コミュニティ活動支援事業 
(地域力活性化支援事業補助金) ５５９万円（うち人件費２９８万円）

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

重点 

 

【事業概要】 

地域における活力の活性化を図り、市民との協働

による安全なまちづくりの推進につなげることを

目的に、おおむね３０以上の世帯で自主的に組織さ

れた団体等を対象に、地域活性化事業、防犯活動事

業、防犯資機材整備事業、感知式防犯灯設置事業、

防災活動事業に対し補助金を交付しました。 

 

 

 

【事業成果】 

◆地域力活性化支援事業補助金 

交付件数及び金額 56 件：2,611,000 円 

 

 

補助金を活用して作成した 

地域独自の防災マップ 

 

 

＜内訳＞  

地域活性化事業 

（16 件：727,000 円） 

文化祭、夏祭り、ふれあい祭り、職業体験学習、親睦バスツアー、

グランドゴルフ大会、ボーリング大会、打ち水大作戦、流しそうめん、

雑巾縫い、餅つき、クイズ大会、ダンス教室、いきいきサロンほか 

防犯活動事業 

（12 件：449,000 円） 

防犯パトロール、講習会、子ども見守り（守ろう子ども）活動、チラ

シ作成、防犯新聞作成、啓発活動、青パトバイクパトロールほか 

防犯資機材整備事業 

（14 件：905,000 円） 

防犯・防災兼用ジャンパー、ベスト、腕章、青色蛍光灯への一斉交換、

防犯プレート作成“不審者を見たらすぐ 110 番”、防犯啓発看板“防

犯パトロール実施中”、啓発標語ののぼり（標語は募集）、防犯用放送

設備、懐中電灯、電池、防犯カメラ設置、保安灯ほか 

感知式防犯灯設置事業 

（ 2 件： 43,000 円） 
センサーライト設置数 合計３灯 

防災活動事業 

（12 件：487,000 円） 

防災訓練（避難訓練・初期消火訓練・土のう作り・ＡＥＤ訓練・救命

講習・救護実習・炊き出し訓練・防災講習、災害時講習会）、防災マッ

プの作成、映画上映、要援護者の支援、安全安心スクールほか 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

  ◆広報・広聴事業 ３，２５２万円（うち人件費２，０６９万円）

 担当部署 総務部 人権広報グループ

重点 

 
【事業概要】 

市民と行政を結ぶパイプ役として、毎月一回広報誌及び声の広報を発行しました。市ホームペー

ジによる速報性に優れた情報提供を行いました。「ふるさといきいきカード」等を活用し、市民の

アイデアや意見を把握しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲平成20年８月号・表紙          ▲平成20年９月号・特集ページ  
【近畿市町村広報紙コンクール優秀賞】 

 
【事業成果】 

◆「広報おおさかさやま」毎月 1 日発行しました。 

◆発行部数 毎月 25,300 部 基本となるページ数 28 ページ 

◆特集ページで、市の主な施策や課題について掲載しました。 

主な特集記事のタイトル           

「ヒメボタルの川」（平成 20 年 6 月号） 

「一次救命処置 救急車が来る前に」（平成 20 年 9 月号） 

「裁判員制度 新しい裁判、始動」（平成 20 年 12 月号） 

「ごみ減量」（平成 21 年 3 月号） 

◆市民スタッフによる編集・取材業務を行いました。 

◆声の広報作成を市民団体に委託しました。 

◆広報誌に有料広告の掲載を行いました。 掲載件数 大枠 12 件、小枠 23 件 

◆ふるさといきいきカードによる市民からの意見をホームページにて公開しました。 

受取件数 ４件 主な内容（被災時におけるペットの避難場所について） 

◆ホームページを活用した速報性に優れたに情報提供を行いました。アクセス件数 405,834 件  
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第２節 生涯学習社会の実現 

◆社会教育振興補助事業 ３９６万円（うち人件費１６６万円）

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

 
【事業概要】 

 社会教育関係団体が、社会教育の普及・啓発・向上・奨励などを目的に実施する事業に対し、補

助金の交付を行いました。 

 

【事業成果】 

社会教育委員会議の審査・評価部会で社会教育関係団体事業費補助金申請及び実績にかかる審

査・評価を行いました。 

◆社会教育関係団体事業費補助金 

団 体 名 助 成 金 団 体 名 助 成 金 

大阪狭山市婦人会 182,000 大阪狭山市体育協会 936,000 

大阪狭山市文化協会 396,000 ガールスカウト大阪府第２３団 110,000 

大阪狭山市こども会育成連絡協議会 680,000 合  計 2,304,000 

 

◆公民館施設管理事業 ８，０４９万円（うち人件費１０４万円）

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 
指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図りました。 

市民のために実生活に即した教育・学術・文化に関する各種講座を展開し、市民の教養の向上、

健康増進、生活文化の振興と住民の福祉の増進に努めました。 

 

【事業成果】 

 ・公民館月別利用者数（貸館のみ） （単位：人） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

女 5,735 3,289 3,995 4,444 3,271 3,891 4,018 10,864 4,255 3,162 5,214 4,719 56,857

男 2,228 1,114 1,492 1,941 1,369 1,591 1,512 7,786 1,870 1,186 2,587 2,145 26,821

計 7,963 4,403 5,487 6,385 4,640 5,482 5,530 18,650 6,125 4,348 7,801 6,864 83,678

 

・プラネタリウム   投影回数   144 回    入場者数   3,583 人 

・指定事業       事業数    22 事業  延参加者数   9,569 人 

・新規提案事業     事業数    18 事業  延参加者数   2,128 人 

・自主事業        事業数     1 事業   延参加者数    260 人 

   

・公民館・図書館施設整備事業 

備品購入費（陶芸窯 1 基）          1,134,000 円 

下水 9既設枡撤去及び移設工事             13,500 円 

パソコン講座用システムリース料（1 ヶ月分）   103,110 円 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第２節 生涯学習社会の実現    第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

◆社会教育施設管理事業 ２，１９０万円（うち人件費１８２万円）

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

クリーンアクション 

【事業概要】 

青少年がキャンプや様々な野外活動を通じて、自主性や協調性を育む場として、市民ふれあいの

里青少年野外活動広場の利用の促進を図りました。また、市民の交流・学習活動の場として市立社

会教育センターの利用の促進を図りました。平成１８年４月より指定管理者制度を導入し、青少年

野外活動広場・市立社会教育センターの管理運営を行いました。 

 

【事業成果】 

◆市民ふれあいの里青少年野外活動広場利用状況（単位：人） 

日 帰 り 宿   泊 合   計 

１３，７３９ ６７６ １４，４１５ 

 

◆市立社会教育センター利用状況           （単位：人） 

会議室 1 会議室 2 会議室 3 会議室 4 会議室 5 音楽室 合 計 

2,641 2,372 1,045 2,249 1,976 5,966 16,249

市民ふれあいの里青少年野外活動広場

市立社会教育センター 
 
 
 
◆狭山池まつり補助事業 ３４５万円（うち人件費２５万円）

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

【事業概要】 

市民が主体になって実施する狭山池まつりに対し 

その費用の一部を補助しました。 

 

【事業成果】 

◆狭山池まつり補助金額 3,200,000 円 

＜狭山池まつり 2008＞ 

狭山池堤とさやか公園、狭山池博物館で開催。 

両日で約 81,000 人の来場者がありました。 
竜神舞台 

4 月 26 日（土）午後 3 時頃から午後 8 時頃まで開催 

★さやま検定（120 人応募）★龍神舞台★狭山池博物館での講演会★狭山池生誕祝祭『灯火輪』

★花火ほか 

4 月 27 日（日）午前 9 時 30 分頃から午後 5 時頃まで開催 

★クラシックカー＆バイクさやま池ミーティング★龍神舞台★フリーマーケットほか 

 また、4 月 29 日(火・祝)には、狭山池まつり後のＳＰ版クリーンアクションを開催しました。 

 

＜狭山池クリーンアクション＞ 

毎月第 4 土曜日開催・通年事業 

第 1 回狭山池まつり開催後の平成 14 年 6 月から市民

に広く呼びかけ、月 1 回以上、堤や河口の清掃・落書き

消し・草刈などを継続して実施し、平成 21 年 3 月 28

日の活動が連続 89 回目の開催となりました。 
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第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

◆市民活動支援センター事業の充実 

１，０９６万円（うち人件費３３１万円）

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

【事業概要】 

大阪狭山市市民公益活動促進条例の基本理念に

基づき、市民活動支援センターを核に、自主的な 

市民活動を支援し、市民との協働によるまちづく 

りの推進を図りました。 

 

【事業成果】 

◆市民活動支援センター事業  7,646,450 円 

 委託料6,246,450円と補助金1,400,000円を

組み合わせた事業として市内の NPO 法人が実施し

ました。市役所南館の２階部分をその拠点として、貸事務室、貸会議室、貸しロッカー、メー

ルボックス、簡易印刷機や複写機、紙折り機などを備えたワークステーションを整備し、受託

者である NPO 法人が市民活動やボランティアの情報提供や調査・資料収集・相談などの支援業

務、まちづくり大学などを実施しました。年末年始を除き、午前 9 時から午後 10 時まで利用

できます。 

 

 

◆市民公益活動促進補助金制度の推進 ３１４万円（うち人件費２０７万円）

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

市民活動支援センター事務室

【事業概要】 

公募により選考した市民団体が取り組む公益活動に対し、補助金を交付しました。 

 

【事業成果】 

◆市民公益活動促進補助事業    1,070,000 円  

公募型の補助制度で、第三者機関が行う評価にもとづいて補助金交付事業を決定します。平成

20 年度は 2,000,000 円の補助金予算額に対して、7 団体 7 事業で総額 1,070,000 円の補助

金申請がありました。平成 20 年 5 月 11 日に実施した公開プレゼンテーションの審査を経て、

7 団体 7 事業に対し 1,070,000 円の補助金を交付しました（事業費総額 2,641,100 円）。 

 
 

15 



第１章 共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり 

第３節 市民参加とパートナーシップによるまちづくり 

◆相談対策事業 ９６６万円（うち人件費７８６万円）

 担当部署 総務部 人権広報グループ

【事業概要】 

電話や窓口での市民相談をはじめ各種専門相談を行い、市民が抱えている問題の解決を図りま

した。 

 

【事業成果】 

◆無料法律相談 毎週水曜日に実施しました。大阪弁護士会の弁護士による相談を行い市民の法律

知識の向上と問題解決を図りました。 1 人当たりの相談時間 30 分 年間相談件数 277 件 

◆行政相談 毎月第 2 月曜日に実施しました。国の行政への苦情、相談、意見、要望を受け付け、

公正・中立の立場から必要なあっせんを行うため行政相談を実施しました。 

◆司法書士市民法律相談 毎月第 3 月曜日（休日の場合は翌日）に実施しました。大阪司法書士会

の司法書士による相談を行い市民の法律に関する問題解決を図りました。 1 人当たりの相談時

間 30 分 年間相談件数 60 件 

◆その他の相談対策事業 

市民生活で発生する相談内容に対応し関係機関との連携を図りました。 
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